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第１章 目 的 

 

第１節 計画の目的 

 

この計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第 223号）第42条及び土浦市防災会議条例第

２条の規定に基づき、土浦市防災会議が作成する計画であって、市、県及び防災関係機関や公

共的団体その他市民が有する全機能を発揮し、市の地域における防災に関し、災害予防、災害

応急対策、災害復旧時の緊急応急対策に至る一連の防災活動を適切に実施することにより、市

民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とする。 

 

第２節 計画の基本方針 

 

この計画は、市の地域に係る防災に関し、市の処理すべき事務又は業務を中心として、県、

防災関係機関、公共的団体及び市民の処理分担すべき事務、業務又は任務までをもふくめた総

合的かつ基本的な計画であり、以下の内容を基本方針とする。 

 

(1) 豪雨災害等の教訓、霞ヶ浦及び桜川の浸水想定等をふまえ、甚大な風水害を想定した防災

対策の確立を図る。 

(2) 災害による被害を最小限とするため、防災アセスメント調査等により土浦市の災害特性を

十分ふまえ災害の予防、発災時の応急対策及び復旧対策を含む総合的な計画とする。 

(3) 各対策項目に関し責任担当部、必要な措置、優先順位並びに連携の基本方針を明示する。 

(4) 「自らの身の安全は自らが守る」との観点から市民・事業所の役割を明示し、「自助・共

助・公助」による計画とする。 

 

第３節 上位計画との関係 

 

この計画は、災害対策基本法に基づき土浦市の区域に係る災害から市民等の生命、身体及び

財産を守ることを目的として定められるものであり、国の防災基本計画、防災関係機関の防災

業務計画及び茨城県地域防災計画に矛盾し、又は抵触することのないよう定める。 

 

第４節 計画の修正 

 

この計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、毎年検討を加え必要があると認めると

きは、これを市防災会議において修正する。各機関は関係のある事項について検討し、速やか

に防災会議（事務局）へ提出する。 
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第２章 土浦市の災害環境 

 

第１節 災害履歴 

 

昭和以降に発生した風水害で、土浦市域に大きな被害が記録されている災害は、1938年６月

～７月の梅雨前線、1941年の台風８号、1961年6月の梅雨前線による災害で、数百～数千戸の

浸水被害が発生している。 

近年は、1986年8月の温帯低気圧で、浸水被害等が発生しているが、平成以降は、目立った

被害は発生していない。 

 

土浦市における風水害被害年表 

年 月日 名称 被害状況（土浦市） 被害状況（茨城県） 備  考 

1938 6.28 
～ 
7.8 

梅雨前線 旧土浦市：死者行方不明者
6名、全半壊家屋658戸、
流出家屋133戸、床上・床
下浸水 5,500戸。23日間
にわたる滞水により赤痢、
疫痢が発生した。 

死者47人、全壊家屋834戸、
家屋流失437戸 

県下で400～700mm。 
水戸の日雨量63mm。 
土浦市で総雨量443mm。 

1941 7.22 台風8号 旧土浦市：下水道と新川の
氾濫に始まり、利根川の増
水と、これに伴う霞ヶ浦の
水位上昇により、3,462戸
の床上浸水が発生した。市
街地は14日間滞水した。 

死者6人、全壊家屋150戸、
流出家屋292戸 

3日間の雨量（境443mm、
取手302mm） 

1944 10.8 台風20号 
－ 

死者22名、全壊家屋7戸 中部地方を横断して日本
海へ抜けた。 

1947 9.15 ｶｽﾘﾝ台風 
－ 

死者74人、全壊家屋294戸、
全壊家屋流失194戸 

水戸で381mm 

1948 9.16 台風 
－ 

死者3名、全壊家屋流失251
戸 

千葉県中央部を通過 

1949 9.1 キティ台風 
－ 

死者 4名、全壊家屋流失
1,145戸 

小田原付近に上陸し群馬
県を通過 

1958 7.23 台風11号 
－ 

死者 1名、全壊家屋 4戸、
流失家屋2戸 

栃木県を通過し、前線を
刺激。那珂川上流に
500mmmの降雨 

1958 9.18 台風22号 
(狩野川台
風) 
 

－ 

全壊家屋4戸 伊豆半島沿岸から茨城県
を通過 

1958 9.27 台風21号 
－ 

全壊家屋16戸 伊豆半島、三浦半島から
茨城県を通過 

1961 6.27 梅雨前線 匂橋付近の桜川の堤防が
決壊し水害が発生 
旧土浦市：床上浸水 248
戸、床下浸水607戸、田畑
冠水904ha 

死者12名、全壊流失14戸 土浦市で総雨量229.7mm。
岩井で 2日間の雨量
319mm。 

1969 8.23 台風9号 
－ 

死者2名、全半壊57戸 山梨県から栃木県を通
過、猿島町で竜巻発生 

1977 9.19 台風11号 
－ 

死者 4名（県道陥没で通過
自動車が転落し3名死亡） 

山梨県から茨城県北部を
通過） 
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年 月日 名称 被害状況（土浦市） 被害状況（茨城県） 備  考 

1979 10.19 台風20号 
－ 

死者1名、全壊家屋3戸 紀伊半島に上陸し中部地
方を通過 
 

1986 8.4 温帯低気圧 旧新治村：床上浸水4戸、
床下浸水30戸、田畑冠水
231ha 

死者4名、全壊家屋8戸 台風10号から変わった温
帯低気圧が房総半島を通
過 

1993 8.27 台風11号 北荒川沖町周辺、東真鍋町
周辺で内水氾濫が発生 

－ 
土浦で日雨量112mm 

1994 9.17 集中豪雨 花室川周辺の小範囲に内
水氾濫が発生 

－ 
土浦市で日雨量1mm。 
筑波山で111mm 

－：被害の詳細不明（記録なし） 
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第２節 社会環境の特性 

 

第１ 地形・地質 

 

市域の地形を災害の危険性の視点から分類すると、旧新治村北部の山地、桜川両岸に広く分

布する段丘（筑波台地）及び台地の周縁部に分布する段丘斜面及び沖積扇状地、桜川沿いの低

地（桜川低地）、霞ヶ浦の湖岸平野、人工改変地に大別される。 

また、市域の地質を災害の危険性の視点から分類すると、旧新治村北部の山地に分布する花

崗岩及び接触変成を受けたホルンフェルス、桜川両岸の台地に広く分布する関東ローム層、台

地周縁部の下総層群、桜川沿いの低地に分布する未固結の沖積層及び、人工改変地である盛土、

埋土、埋立地に大別される。 

 

第２ 人口・世帯数 

 

平成18年10月1日現在、市の総人口は143,703、総世帯数は54,131で、一世帯あたり人口

は2.65である。人口は平成12年からやや減少傾向にあるが、世帯数は増加傾向にある。この

ため、1世帯人口は減少傾向となっており、核家族化が進んでいるとみられる。なお、65歳以

上の人口割合は約２割で、全国平均とほぼ同じである。 

土浦市の人口・世帯数の動態 

種 別 土浦市 全 国 

幼年人口(0～14歳)    20,031人 (13.9%) (13.7%) 

生産年齢人口(15～64歳)  95,929人 (66.8%) (65.8%) 

老齢人口（65歳以上）   27,730人 (19.3%) (20.1%) 

（市は平成18年10月1日現在．全国は平成17年国勢調査） 

 

第３ 土地利用 

 

土浦市域の土地利用は、土浦地域と新治地域で大きく異なる。 

宅地割合を比較すると、旧土浦市域（24%）が旧新治村域（12％）の約２倍で、山林の割合で

は、旧土浦市域（8％）が旧新治村域（24％）の約３分の１である。 

このため、旧土浦市域では、延焼火災に注意を要するとともに、旧新治村域では、山間部で

の崖崩れ、土石流に対する注意が必要といえる。 

土浦市域の土地利用状況（単位：ha、％） 

地 域 区分 総面積 田 畑 山 林 宅 地 その他 

面積 12,354 2,094 2,246 1,509 2,608 3,897 
市域全体 

割合 100.0 16.9 18.2 12.2 21.1 31.5 

面積 9,155 1,415 1,513 749 2,228 3,250 
土浦地域 

割合 100.0 15.5 16.5 8.2 24.3 35.5 

面積 3,199 679 733 760 380 647 
新治地域 

割合 100.0 21.2 22.9 23.8 11.9 20.2 

（土浦市課税課資料、平成18年1月1日現在） 
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第３節 災害危険箇所 

 

第１ 浸水想定区域 

 

(1) 霞ヶ浦 

水防警報及び洪水予報を行う国管理河川で、浸水想定区域が指定されている。 

霞ヶ浦浸水想定区域は、概ね 100年に１回程度起こる大雨（霞ヶ浦流域に 8日間雨量で

600mm、昭和13年６～７月実績）による外水氾濫の想定で、霞ヶ浦の湖岸平野と桜川低地の

広範囲に、最大５ｍ以下の浸水が予想されている。 

 

(2) 桜川 

水防警報及び洪水予報を行う県管理河川で、浸水想定区域が指定されている。 

桜川浸水想定区域は、概ね30年に１回程度起こる大雨（桜川流域に48時間雨量で246mm、

ピーク時の１時間雨量で51mm）による外水氾濫の想定で、桜川低地の広範囲に、最大５ｍ程

度の浸水が予想されている。 

 

第２ 土砂災害危険箇所 

 

砂防事業・治山事業の基礎調査で把握されている土砂災害危険箇所・山地災害危険地区のう

ち、がけ崩れ（急傾斜地崩壊危険箇所、山腹崩壊危険地区）と土石流（土石流危険渓流、崩壊

土砂流出危険地区）の危険箇所が市内に100箇所以上分布する。このうち、山地災害と土石流

の危険箇所は旧新治村域に限られ、急傾斜地崩壊危険箇所は多くが旧土浦市域に分布する。 

また、県により土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく

土砂災害警戒区域が随時指定される予定である。 

 

土砂災害危険箇所等の状況（単位：ha、％） 

種類 区分 旧土浦市域 旧新治村域 合 計 

（Ⅰ） 62 9 71 

（Ⅱ） ７ 4 11 
急傾斜地 

崩壊危険箇所 
（Ⅲ） 23 1 24 

土砂災害 

危険箇所 

土石流危険渓流 0 9 9 

山腹崩壊危険地区 0 5 5 山地災害 

危険地区 崩壊土砂流出危険地区 0 7 7 

合 計 92 35 127 

 ※区分：Ⅰは、被害想定区域に公共的建物があるか又は人家数が５戸以上、Ⅱは１～５戸、Ⅲは０戸 
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土砂災害危険箇所・山地災害危険地区の定義 

土砂災害等の種類 定 義 

急傾斜地崩壊危険箇所 
傾斜度30度以上、高さ5m以上の急傾斜地で人家や公共施設に被

害を生じるおそれのある場所(※) 

土 石 流 危 険 渓 流 
渓流の勾配が3度以上あり、土石流が発生した場合に被害が予想

される危険区域に、人家や公共施設がある場所（※） 

地 す べ り 危 険 箇 所 

地すべりが発生している又は地すべりが発生するおそれがある

箇所のうち、河川、道路、公共施設、人家等に被害を与えるおそれ

のある場所(※) 

山 腹 崩 壊 危 険 地 区 

地形（傾斜、土層厚、渓床勾配等）、地質、林況からみて山腹崩

壊等により発生した土砂が土石流となって流出し、人家、公共施設

等に被害を与えるおそれのある場所 

崩壊土砂流出危険地区 
地形（傾斜、土層厚等）、地質、林況からみて山腹崩壊により人

家、公共施設等に被害を与えるおそれのある場所 

※人家や公共施設に被害を与えるおそれのある箇所及び人家や公共施設がない箇所でも、今後

宅地開発等により人家や公共施設の立地の可能性のある箇所を含む。 

 

土砂災害（特別）警戒区域の指定基準 

 土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域 

急

傾

斜

地

崩

壊 

○傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区

域 

○急傾斜地の上端から水平距離が10m以内

の区域 

○急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの２

倍（50メートルを超える場合は50m）以

内の区域 

 傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動等によ

り建築物に作用する力の大きさが、通常の

建築物が土石等の移動に対して住民の生命

又は身体に著しい危害が生ずるおそれのあ

る損壊を生ずることなく耐えることができ

る力の大きさを上回る区域 

土

石

流 

土石流のおそれのある渓流において、扇

頂部から下流で勾配が2度以上の区域 

土石流に伴う土石等の移動等により建築

物に作用する力の大きさが、通常の建築物

が土石等の移動に対して住民の生命又は身

体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊

を生ずることなく耐えることができる力の

大きさを上回る区域 

地

す

べ

り 

○地すべり区域(地すべりしている区域又

は地すべりするおそれのある区域） 

○地すべり区域下端から、地すべり地塊の

長さに相当する距離（250mを超える場合

は、250m）の範囲内の区域 

 地すべりに伴う土石等の移動等により建

築物に作用する力の大きさが、通常の建築

物が土石等の移動に対して住民の生命又は

身体に著しい危害が生ずるおそれのある損

壊を生ずることなく耐えることができる力

の大きさを上回る区域 

※ただし、地すべり地塊に伴って生じた土

石等により力が建築物に作用した時から

30分間が経過した時に建築物に作用する

力の大きさとし、地すべり区域の下端から

最大60mの範囲内 
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第３章 関係機関の業務大綱 

 

第１ 市 

 

名称 事務又は業務の大綱 

市 

1) 市防災会議及び市災害対策本部に関すること 
2) 防災に関する施設、組織の整備と訓練に関すること 
3) 災害による被害の調査、報告と情報の収集・伝達及び広報に関す
ること 

4) 災害の防御と拡大の防止に関すること 
5) 救助、防疫等り災者の救助、保護に関すること 
6) 災害復旧資材の確保に関すること 
7) 被災産業に対する融資等の対策に関すること 
8) 被災市営施設の応急対策に関すること 
9) 災害時における文教対策に関すること 
10) 災害対策要員の動員に関すること 
11) 災害時における交通、輸送の確保に関すること 
12) 被災施設の復旧に関すること 
13) 管内の関係団体が実施する災害応急対策等の調整に関すること 

 

第２ 県 

 

名称 事務又は業務の大綱 

県 

1) 県防災会議及び県災害対策本部に関する事務に関すること 
2) 防災に関する施設、組織の整備と訓練に関すること 
3) 災害による被害の調査報告と情報の収集・伝達及び広報に関する
こと 

4) 災害の防御と拡大の防止に関すること 
5) 救助、防疫等り災者の救助保護に関すること 
6) 災害復旧資材の確保と物価の安定に関すること 
7) 被災産業に対する融資等の対策に関すること 
8) 被災県営施設の応急対策に関すること 
9) 文教対策に関すること 
10) 災害時における社会秩序の維持に関すること 
11) 災害対策要員の動員に関すること 
12) 災害時における交通、輸送の確保に関すること 
13) 被災施設の復旧に関すること 
14) 市が処理する事務、事業の指導、指示、あっせん等に関すること 
15) 災害対策に関する隣接県間の相互応援協力に関すること 
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第３ 指定地方行政機関 

 

名称 事務又は業務の大綱 

関東財務局 

（水戸財務事務所） 

1) 災害復旧事業費の査定立合いに関すること 
2) 災害つなぎ資金の融資（短期）に関すること 
3) 災害復旧事業の融資（長期）に関すること 
4) 国有財産の無償貸付業務に関すること 
5) 金融上の措置に関すること 

関東農政局 

（茨城農政事務所） 

1) ダム、堤防、ひ門等の防災上重要な施設の点検整備等の実施又は
指導に関すること 

2) 防災ダム、ため池、湖岸、堤防、土砂崩壊防止、農業用河川工作
物、たん水防除、農地浸食防止等の施設の整備に関すること 

3) 災害時における種もみ、その他営農資材の確保に関すること 
4) 災害時における主要食糧の需給調整に関すること 
5) 災害時における生鮮食料品等の供給に関すること 
6) 災害時における農産物、蚕、家畜等に係る管理指導及び病害虫の
防除に関すること 

7) 土地改良機械及び技術者等の把握並びに緊急貸出し及び動員に
関すること 

8) 災害による被害農林漁業者等に対する資金の融資に関すること 

関東森林管理局 

（茨城森林管理署） 

1) 国有林野の保安林、保安施設（治山施設）等の維持、造成に関す
ること 

2) 災害復旧用材（国有林材）の供給に関すること 

関東経済産業局 

1) 生活必需品、復旧資材など防災関係物資の円滑な供給の確保に関
すること 

2) 商工鉱業の事業者の業務の正常な運営の確保に関すること 
3) 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、電気、ガスなど危険物等の保
全に関すること 

4) 被災中小企業の振興に関すること 
 

 

 

関東地方整備局 

霞ヶ浦河川事務所、 

常陸河川国道事務所

土浦出張所 

1) 防災上必要な教育及び訓練に関すること 
2) 公共施設等の整備に関すること 
3) 災害危険区域等の関係機関への通知に関すること 
4) 災害に関する情報の収集及び予警報の伝達等に関すること 
5) 水防活動、土砂災害防止活動及び避難誘導等に関すること 
6) 災害時における復旧資材の確保に関すること 
7) 災害時における応急工事等に関すること 
8) 災害復旧工事の施工に関すること 
9) 港湾施設、海岸保全施設等の整備に関すること 
10) 港湾施設、海岸保全施設等に係る災害情報の収集に関すること 
11) 港湾施設、海岸保全施設等の災害応急対策及び復旧対策に関する
こと 
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名称 事務又は業務の大綱 

関東運輸局 

（茨城陸運支局） 

1) 災害時における自動車運送業者に対する運送の協力要請に関す

ること 

2) 災害時における自動車及び被災者、災害必要物資等の輸送力確保

に関すること 

3) 災害時における応急海上輸送の輸送力確保に関すること 

東京管区気象台 

（水戸地方気象台） 

1) 恒久的災害対策としての気象資料の提供に関すること 

2) 異常気象時における気象予警報の発表及び通知に関すること 

3) 災害発生時における気象観測資料の提供に関すること 

 

第４ 自衛隊 

 

名称 事務又は業務の大綱 

陸上自衛隊 

第一施設団 

（古河駐屯地司令） 

1) 防災関係資料の基礎調査に関すること 

2) 災害派遣計画の作成に関すること 

3) 茨城県地域防災計画に合わせた防災に関する訓練の実施に関す

ること 

4) 人命又は財産の保護のため緊急に行う必要のある応急救援又は

応急復旧に関すること 

5) 災害救助のため防衛省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与

に関すること 

 

第５ 指定公共機関 

 

名称 事務又は業務の大綱 

郵便事業株式会社 

（関東支社） 

1) 被害者に対する郵政葉書等の無償交付に関すること 
2) 被害者が差し出す郵便物の料金免除に関すること 
3) 郵便貯金業務及び簡易保険業務の非常取扱いに関すること 
4) 災害寄付金の料金免除の取扱いに関すること 
5) 簡易生命保険資金による災害応急融資に関すること 

日本銀行 

（水戸事務所） 

災害時における現地金融機関の緊急措置についての指導に関する

こと 

日本赤十字社 

（茨城県支部） 

1) 災害時における救護班の編成並びに医療及び助産等の救護の実

施に関すること 

2) 災害救助の協力、奉仕団の連絡調整に関すること 

3) 義援金品の募集配布に関すること 

日本放送協会 

（水戸放送局） 

1) 気象予報、警報等の周知徹底に関すること 
2) 災害状況及び災害対策室の設置に関すること 
3) 社会事業等による義援金品の募集、配布に関すること 

東日本高速道路 

株式会社 

高速自動車国道及び一般有料道路に係る道路の保全及び応急復旧

工事の施行に関すること 
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名称 事務又は業務の大綱 

独立行政法人 

水資源機構 

霞ヶ浦開発総合管理所 

霞ヶ浦用水管理所 

1) ダム、河口堰、湖沼水位調節施設、多目的用水路、専用水路その
他水資源の開発又は利用のための施設の新築又は改築に関する

こと 

2) 前号に掲げる施設の操作、維持、修繕その他の管理及び災害復旧
工事に関すること 

東日本旅客鉄道株式会社

（水戸支社） 

日本貨物鉄道株式会社

（水戸営業支店） 

1) 鉄道施設等の整備、保全に関すること 
2) 災害時における救助物資及び避難者の輸送の協力に関すること 
 

東日本電信電話株式会社

（茨城支店） 

1) 電気通信施設の整備及び点検に関すること 
2) 災害時における緊急電話の取扱いに関すること 
3) 被災電気通信施設の応急対策及び災害復旧に関すること 

日本通運株式会社

（水戸支店） 

救助物資及び避難者の輸送の協力に関すること 

東京電力株式会社 

（土浦支社） 

1) 災害時における電力供給に関すること 
2) 被災施設の応急対策と災害復旧に関すること 

ＫＤＤＩ株式会社

（水戸支店） 

1) 電気通信施設の整備及び点検に関すること 
2) 被災電気通信設備の応急対策及び災害復旧に関すること 

株式会社 

工ヌ・ティ・ティ・ドコモ 

（茨城支店） 

1) 電気通信施設の整備及び点検に関すること 
2) 被災電気通信設備の応急対策及び災害復旧に関すること 

 

第６ 指定地方公共機関 

 

名称 事務又は業務の大綱 

茨城県土地改良事業

団体連合会 

各地土地改良区の水門、水路及びため池等の施設の整備、防災管

理及び災害復旧の促進並びに連絡調整に関すること 

社会福祉法人茨城県

社会福祉協議会 

1)  災害時におけるボランティアの受入れに関すること 
2)  生活福祉資金の貸付に関すること 

医療関係団体 

社団法人茨城県医師会 

社団法人茨城県歯科医師会 

社団法人茨城県薬剤師会 

社団法人茨城県看護協会 

災害時における応急医療活動に関すること 

 

運輸機関 

関東鉄道株式会社 

社団法人茨城県トラック協会 

災害時における避難者、救助物資その他の輸送の協力に関すること 

ガス事業者 

（東部ガス株式会社） 

1) ガス施設の安全、保全に関すること 
2) 災害時におけるガスの供給に関すること 
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名称 事務又は業務の大綱 

社団法人茨城県 

高圧ガス保安協会 

1) 高圧ガス事業所の緊急出動態勢の確立に関すること 
2) 高圧ガス施設の自主点検、調査、巡視に関すること 
3) 高圧ガスの供給に関すること 
4) 行政機関、公共機関等が行う高圧ガス災害対策の協力に関すること 

報道機関 

株式会社茨城新聞社 

株式会社茨城放送 

1) 住民に対する防災知識の普及と警報等の周知に関すること 
2) 住民に対する災害応急対策等の周知に関すること 
3) 行政機関、公共機関等が行う災害広報活動の協力に関すること 

 

第７ 公共的団体その他防災上重要な施設の管理者 

 

名称 事務又は業務の大綱 

土浦石岡地方社会教育 

センター一部事務組合 

茨城みなみ農業共済組合 

それぞれの事務に応じた防災上必要な活動及び市の行う防災活動

に対する協力に関すること 

社会福祉法人土浦市

社会福祉協議会 

1) 災害時におけるボランティアの受入れに関すること 

2) 生活福祉資金の貸付に関すること 

株式会社常陽新聞社 

土浦ケーブルテレビ株式会社 

1) 市民に対する防災知識の普及と警報等の周知に関すること 

2) 市民に対する災害応急対策等の周知に関すること 

3) 行政機関、公共機関等が行う災害広報活動の協力に関すること 

社団法人土浦市医師会 

社団法人土浦市歯科医師会 

災害時における応急医療活動に関すること 

茨城県乗用旅客自動

車協会土浦支部 

ｼﾞｪｲｱｰﾙﾊﾞｽ関東㈱ 

災害時における避難者及び救援物資その他の輸送の協力に関

すること 

茨城県建設業協会 

土浦支部 

1) 仮設住宅、便所の建設の協力に関すること 

2) 倒壊住宅等の撤去の協力に関すること 

3) その他災害時における建設活動の協力に関すること 

土浦市指定水道工事

店・排水設備工事店 

日本水道協会茨城支部 

災害時における上・下水道の復旧活動の協力に関すること 

 

土浦市危険物安全協会 

茨城県高圧ガス保安協会土浦支部 

その他販売業者 

1) 災害時における高圧ガス、石油等の貯蔵及び輸送の保全に関すること 

2) 災害時における高圧ガス、石油等の供給に関すること 
3) 被災施設の応急処理と復旧に関すること 

土浦農業協同組合 

1) 市が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること 

2) 災害時における食料及び物資の供給に関すること 

3) 農作物の災害応急対策の指導に関すること 

4) 被災農家に対する融資及びあっせんに関すること 

5) 農業生産資材及び農家生活資材の確保、斡旋に関すること 
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名称 事務又は業務の大綱 

土浦商工会議所 

土浦商店街連合会 

大規模商業施設 

1) 市が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること 

2) 救助物資、復旧資材の確保、あっせん、輸送等についての協力に

関すること 

3) 災害時における物価安定についての協力に関すること 

霞ヶ浦漁業協同組合連合会 

土浦市漁業協同組合 

土浦第一漁業協同組合 

株式会社京成マリーナ 

1) 災害時における船舶等の貸出に関すること 

2) 水難救護の協力に関すること 

3) 災害応急対策のための輸送等の協力に関すること 

4) その他災害防除の協力に関すること 

5) 被害調査に関すること 

土地改良区 
1) 農地及び農業用施設の被害調査と復旧に関すること 

2) 湛水の防排除施設の整備と活動に関すること 

貸舟業組合 災害時における船舶等の貸出に関すること 

土浦地区交通安全協会

土浦支部 

1) 避難者の誘導及び救出救護の協力に関すること 

2) 被災地及び避難場所の警戒に関すること 

3) 関係機関の行う災害救助活動及び復旧活動についての協力に関

すること 

土浦市地区長連合会 

市内各自主防災組織 

1) 避難者の誘導及び救出救護の協力に関すること 
2) 被災者に対する炊き出し、救援物資の配分及び避難所内の世話業
務等の協力に関すること 

3) 被害状況調査、広報活動等災害対策業務全般についての協力に関
すること 

4) 自主防災活動の実施に関すること 
土浦市ボランティア

サークル連絡協議会 

土浦市赤十字奉仕団 

シルバー人材センター 

社会教育関係団体 

1)  ボランティアの受入れの協力に関すること 
2)  被災者に対する炊き出し、救援物資の配分及び避難所内の世話業
務等の協力に関すること 

3)  その他災害応急対策についての協力に関すること 

病院等経営者 
1)  避難施設の整備と避難訓練の実施に関すること 
2)  災害時における負傷者の医療と助産救助に関すること 

社会福祉施設管理者 

1)  避難施設の整備と避難訓練の実施に関すること 
2)  災害時における入所者の保護に関すること 
3)  災害時における高齢者・障害者等の一時保護への協力に関すること 

民間教育機関等 

の管理者 

1)  避難施設の整備と避難訓練の実施に関すること 
2)  災害時における施設利用者の保護に関すること 
3)  災害時における地域住民の一時避難への協力に関すること 
4)  市が行う応急教育活動への協力に関すること 

金融機関 被災住民・事業者等に対する資金の融資に関すること 
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第８ 市民・事業所 

 

名称 事務又は業務の大綱 

市 民 

1) 災害につよいまちづくり、災害につよいひとづくりのために、地

域において相互に協力すること 

2) 市及び県が行う防災に関する事業に協力し、住民全体の生命、身

体及び財産の安全の確保に努めること 

事業所 

1) 事業活動にあたって、その企業市民としての責任を自覚し災害に

つよいまちづくり、災害につよいひとづくりのために最大の努力

をはらうこと 

2) 災害発生後においては、従業員・来訪者の安全確保に努めるとと

もに、その有する能力を活用し地域住民全体の生命、身体及び財

産の安全の確保に努めること 

3) 市長及び知事が行う防災に関する事業に協力し、最大の努力をは

らうこと 
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第１章 災害予防計画 

 

第１節 水政計画 

 

第１ 治山計画 

実施担当 産業部、県南地方総合事務所 

 

(1) 治山計画 

県の森林整備保全事業計画に基づき、山地災害危険地区を重点に、緊急性の高い箇所から

計画的に治山施設の整備を推進する。 

また、これらのうち国庫補助事業の採択基準に該当しない箇所については県単独事業によ

りこれを補完し、災害の未然防止を図る。 

 

(2) 保安林整備計画 

県の地域森林計画により、保安林のきめ細かな配備とともに、保安機能の向上を図るため

の特定保安林の指定を進める。 

特に、保安林の指定については、重要水源地、山地災害危険地区及び都市近郊に在る良好

な森林の保安林指定を進める。 

 

第２ 治水計画 

実施担当 建設部、霞ヶ浦河川事務所、土浦土木事務所 

 

(1) 外水氾濫対策 

霞ヶ浦については、平成７年度に完了した暫定断面から、引き続き完成断面の完了に向け

て、整備を推進する。 

桜川については、県の広域河川改修事業による整備を推進する。 

 

(2) 内水氾濫対策 

市は、河川管理者と連携して、台風や集中豪雨等による浸水被害を軽減するため、内水河

川・水路、下水道の整備を推進する。 
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第２節 土砂災害防止計画 

 

第１ 土砂災害危険箇所の把握 

実施担当 建設部、都市整備部、総務部、自主防災組織 

 

(1) 斜面造成宅地の危険箇所の指定等 

市は県と連携して、災害のおそれがある大規模な造成宅地の位置、規模等を特定し、宅地

造成等規制法に基づく造成宅地防災区域の指定を推進する。 

 

(2) 土砂災害危険箇所の周知等 

市は、土砂災害等の危険箇所を、ハザードマップの作成・配布等により住民に周知する。 

特に、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（以下、「土砂災

害防止法」という。）による土砂災害警戒区域については、国土交通省令で定めるところによ

り、土砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜地の崩壊等のおそれがある場合の避難地に関

する事項その他警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を、土砂災害防

災マップ等を活用して住民に周知する。 

 

(3) 危険箇所のパトロール 

市は、県や自主防災組織等と連携して、出水期を中心に、土砂災害危険箇所等を点検して、

地表や擁壁の状態等を把握し、必要な対策を講じる。 

 

第２ 土砂災害防止対策等の推進 

実施担当 建設部、都市整備部 

 

(1) 防災工事の促進等 

市は、土砂災害危険箇所について、県による急傾斜地崩壊危険区域等の指定を推進し、急

傾斜地崩壊対策事業等による防災工事を推進する。 

また、宅地造成等規制法に基づく造成宅地防災区域が指定された場合には、土砂災害防止

措置の実施を推進する。 

 

(2) 特定開発行為の制限等 

市及び県は、土砂災害防止法による土砂災害特別警戒区域について、特定の開発行為や建

築物の構造等の規制及び必要に応じて建築物の移転勧告等を行う。 

 

第３ 警戒・避難、二次災害防止体制の整備 

実施担当 建設部、総務部 

 

(1) 警戒避難体制の強化 

市は、土砂災害関連情報の収集・伝達体制を充実するとともに、土浦地域の同報系防災行

政無線の整備等を推進する。 

なお、土砂災害防止法による土砂災害警戒区域が新たに指定された場合には、土砂災害に
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関する情報の収集・伝達、避難及び救助等に関する事項を、災害応急対策計画に定める。ま

た、同区域内に、災害時要援護者関連施設（高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の

配慮を要する者が利用する施設）がある場合には、当該施設の利用者の円滑な警戒避難が行

われるよう、土砂災害に関する情報の収集・伝達、避難及び救助等に関する事項を定める。 

 

(2) 斜面判定士の受入れ体制整備等 

市は、土砂災害の防止・軽減に貢献する専門家として近年制度化された、砂防ボランティ

アの派遣要請、受け入れ、実施体制を整備する。 

 

(3) 被災宅地応急危険度判定制度の活用 

市は、斜面造成宅地の崩壊による二次災害を防止・軽減するための専門家として近年制度

化された、被災宅地応急危険度判定士の育成に協力するとともに、派遣要請、受け入れ、実

施体制を整備する。 
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第３節 交通計画 

 

第１ 道 路 

実施担当 建設部、土浦土木事務所、常陸河川国道事務所 

 

(1) 道路建設上配慮すべき事項 

① 平面線形、できるだけ河川との接近や湿地、沼等を避ける。 

② 縦断線形、平たん地における切土法面はなるべく取らず、水田等を通過する場合、洪水

により水位の増に対し安全な高さをとる。 

③ 横断こう配、路面水をすみやかに側溝に流下させるに必要なこう配をとる。 

④ 路側、横断構造物、切土部において法長が大きく崩れるおそれのある箇所、盛土法面で

常に水と接する部分（堤防併用）、水田を通る部分等にはコンクリート擁壁、間知石積を施

し法面の保護を図る。 

⑤ 横断排水構造物は、洪水時に十分な排出の出来る通水断面とする。 

⑥ 排水側溝、路面水を処理し、すみやかに排水路にみちびき、地下水が高く路面排水困難

な所は盲暗渠等を施す。 

 

(2) 道路防災事業計画 

災害防除事業等により、災害の発生する恐れのある危険箇所を緊急度の高い箇所から逐次

解消をはかる。 

 

路面冠水箇所（平成15年11月１日～平成16年10月31日、茨城県地域防災計画） 

番号 路線名 冠水発生箇所 距離(ｍ) 備考 

21 (一)藤沢荒川沖線 土浦市中村西根 300  

 

異常気象時通行規制区間（平成16年11月1日現在、茨城県） 

通行規制（情報収集）区間 
番号 路 線 名 

箇     所 延長（km） 
危険内容 情報板設置 

37 筑波公園永井線 
つくば市筑波～ 
新治郡新治村小野 

10.0 
落石・路肩崩
落 土砂崩落 

有 
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第４節 都市計画 

 

都市災害の未然防止を第一目的とし、併せて土地の合理的利用の増進及び環境の整備改善に

資するため、総合的な都市計画を考慮して次の施策を実施する。 

 

実施担当 都市整備部 

 

(1) 「整備、開発及び保全の方針」の充実 

市は、都市計画法第６条の２に規定する「整備、開発及び保全の方針」の中で、特に、災

害に強い都市の形式を図る観点から都市防災に関する方針を検討する。 

 

(2) 防火地域及び準防火地域の指定 

市は、建築物が密集し災害により多くの被害が生じる恐れのある地域においては、防火地

域及び準防火地域の指定を行い、耐火建築物又は防火建築物の建築を促進する。この防火地

域は、容積率が 500％以上の商業地域について指定を行うほか、集団的地域としての「建築

密集地域」「公共施設等重要施設の集合地域」あるいは路線的な地域としての「幹線街路沿い

の商業施設等の連たんする地域」等都市防災上の観点から特に指定が必要と考えられる地域

についても容積率の高い地域から順次指定を進める。 

また、準防火地域は防火地域以外の商業地域、近隣商業地域及び建物が密集し、また用途

が混在し火災の危険が予想される地域等について指定を進める。 

なお、これら防火地域及び準防火地域の指定に当たっては、該当地域の選定を行ったうえ

で地元住民の理解と協力が見込める等、実際の指定のための要件が整ったところから順次行

う。 

 

(3) 建築基準法第22条に基づく区域指定 

市は、防火・準防火地域以外の市街地における木造等の建築物の延焼火災を防止するため、

建築基準法第22条に基づき、屋根を不燃材料で造り又は葺かなければならない区域について、

必要に応じ指定の拡大を図る。 

 

(4) 都市計画事業の推進 

市は、災害の未然防止及び拡大防止を図るため、都市計画事業を推進する。 
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第５節 文教計画 

 

教育委員会は、学校長、県教育委員会、私立学校設置者と連携して、学校及びその他の教育

機関（以下「学校等」という。）における幼児・児童・生徒等（以下「児童生徒等」という。）

及び教職員の安全を図り、教育活動の実施を確保するため、災害を予防する措置を講ずる。 

 

実施担当 教育委員会、学校長 

 

１．防災上必要な教育の実施 

(1) 学校等の長（以下「校長等」という。）は、児童生徒等の安全を図るため、防災計画を作成

し、安全教育が適切に行われるよう努める。 

(2) 市は、防災対策資料の作成・配布及び研修を実施し、関係教職員の災害及び防災に関する

専門的知識のかん養及び技能の向上に努める。 

(3) 市は、公民館等社会教育施設における諸活動並びに社会教育等団体の諸活動を通じ、防災

思想の普及を図る。 

 

２．防災上必要な訓練の実施 

(1) 校長等は、児童生徒等の安全を図るため、地域の実情に応じた避難等の防災上必要な訓練

を定期的に実施する。 

(2) 校長等は、関係教職員に対し、地域の実情に応じ、災害の状況を想定した警報の伝達、初

期消火等の防災上必要な訓練を定期的に実施する。 

(3) 学校長は、地域社会で実施する合同訓練に積極的に参加するよう努める。 

 

３．消防・避難及び救助のための施設・設備等の整備 

教育委員会は、災害発生時に迅速かつ適切な消防・避難及び救助が実施できるよう消防、

避難及び救助に関する施設、設備等の整備及び救急医療用資材等の備蓄に努める。 

 

４．学校等施設・設備の災害予防措置 

教育委員会は、災害による学校等施設・設備の被害を予防し、児童生徒等の安全と教育活

動の実施を確保するため、次のことを実施する。 

(1) 学校等施設・設備を火災及び台風等の災害から防護するため、建物の建築にあたっては、

鉄筋コンクリート造、鉄骨造等による不燃堅牢構造化を促進する。 

(2) 校地等の選定・造成をする場合は、崖崩れ・台風等の災害に対する適切な予防措置を講ずる。 

(3) 学校等施設・設備を災害から防護するため、定期的に安全点検を行い、危険箇所、補修箇

所等の補強補修等を実施し、特に電気工作物、電気用品、ガス設備、その他の危険物がある

施設では、適切な管理に努める。 

 

５．文化財保護 

市は、防災施設・設備（収蔵庫・火災報知器・消火栓・貯水槽・避雷針）の整備の促進を図

る。なお、文化財の所在の明確化及び見学者に対しての防災のための標識等の設置を図る。
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第６節 農地農業計画 

 

第１ 農地計画 

実施担当 産業部、土浦土地改良事務所 

 

１．ため池等整備事業 

市は、築造後における自然的、社会的状況の変化等に対応して早急に整備を要する農業用

のため池（災害防止用のダムを含む。以下同じ。）、頭首工、樋門、水路等の用排水施設の改

修又は当該施設に代わる農業用用排水施設の新設並びにこれらの附帯施設の新設又は改修を

推進する。 

 

２．湛水防除事業 

県は、既存の農業用排水施設の耐用年数が経過する以前において、立地条件の変化により、

湛水被害を生ずるおそれのある地域（原則としてかつて応急の湛水排除事業が実施された地

域）で、これを防止するために排水機、排水樋門、排水路等の新設又は改修を行う。 

 

３．水質障害対策事業 

県は、農業用用水路・排水路の水質汚濁による農作物等への被害を解消するため、用排水

路の新設、改修又は水質浄化施設の整備を行う。 

 

４．地盤沈下対策事業 

県は、地盤の沈下を防止するため、地下水の採取が法令等により規制されている地域にお

いて、地盤の沈下に起因して生じた農用地及び農業用施設の効用の低下を従前の状態に回復

するために農業用排水施設の新設又は改修を行う。 

 

第２ 農業計画 

実施担当 産業部、土浦地域農業改良普及センター、土浦市農業協同組合 

 

１．情報対策等 

(1) 気象予報の伝達体制の確立 

災害からの農作物被害を防ぐため、気象注意等の情報の伝達体制を確立し、農家等の事前

対策に供する。 

(2) 農業共済加入率の向上 

農作物被害による損失に備えて、農業共済加入を促進するため、農業共済地域対応強化総

合対策事業等を実施する。 

 

２．資材の確保 

県及び土浦市農業協同組合は、次の対策を推進する。 

(1) 防除器具の整備 

県等が有する病害虫防除器具並びに災害防護器具を整備し、円滑に使用できるようにする。 
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(2) 薬剤等 

災害の発生時に薬剤等が迅速に確保されるよう、全農いばらき等への備蓄を推進する。 

(3) 飼料 

災害に備え、最低数日間の飼料を備蓄する。 

 

３．家畜対策 

県及び市は、次の対策を家畜所有者に指導する、 

(1) 低湿地畜舎周囲の土盛り排水路の整備 

(2) 風水害を想定した家畜の避難場所確保 

(3) 倒壊流失の懸念のある畜舎の補修 
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第７節 情報通信設備等の整備計画 

 

第１ 情報通信設備の整備 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

情報通信設備の設置者は、風水害によるシステムの被害防止や迅速なシステムの復旧に

備えて、システムの防災対策を十分に行う。 

 

(1) バックアップ化 

通信回線の多ルート化、制御装置の二重化等に努め、中枢機器や通信幹線が被災した

場合でも通信が確保できるようにする。 

 

(2) 非常用電源の確保 

災害時の停電に備え、バッテリー、無停電電源装置、自家発電設備等の整備に努める。 

 

第２ 防災情報システムの整備 

実施担当 総務部 

 

県の防災情報システム等を活用して、防災情報のデータベース化、情報収集・伝達訓練の高

度化、防災行政事務の効率化等を図り、平常時の予防対策等の円滑な推進に資する。 

 

第３ アマチュア無線ボランティア等の確保 

実施担当 総務部 

 

市は、災害発生時におけるアマチュア無線ボランティア活動を支援するため、あらかじめア

マチュア無線ボランティアの「担当窓口」を設置する。 
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第８節 災害用資材、機材等の点検整備計画 

 

 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

市、県、国及び関係機関等は、それぞれの法令の定めるところにより災害応急対策又は災害

復旧に必要な資材、器材等を整備するとともに、定期点検を確実に行う。 

 

 

第９節 防災知識の普及 

 

第１ 一般市民向けの防災教育 

実施担当 総務部、消防本部、県、防災関係機関 

 

市、県、防災関係機関は、広報メディア等を活用した広報、教育活動を行い、一般向けの防

災教育を推進する 

 

(1) 普及すべき防災知識の内容 

① 風水害時の危険性 

② 家庭での予防・安全対策 

③ 注意報・警報実施時にとるべき行動 

④ 避難場所での行動 

⑤ 早期避難の重要性と避難場所及び避難路 

⑥ その他地域の実情に応じて住民の安全確保に必要な情報 

 

(2) 広報紙、パンフレットの配布 

ホームページ、広報紙、パンフレット等を活用し、災害・防災に関する知識の普及、防災

意識の高揚を図る。 

 

(3) 講習会等の開催 

防災をテーマとした講演会、講習会、シンポジウム、座談会等を催し、広く参加を呼びか

ける。 

 

(4) その他のメディアの活用 

① 土浦ケーブルテレビ等の放送番組の活用 

② 防災ビデオ等の製作、貸出 

③ インターネットｅラーニング等の製作、普及 

④ 防災指導車等の教育設備の貸出 
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第２ 児童・生徒等に対する防災教育 

実施担当 教育委員会、県 

 

 教育委員会は、防災担当部局や県等と連携して、学校教育における防災教育を推進する。 

 

(1) 児童生徒等に対する防災教育 

幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特殊教育諸学校（以下「学校」という。）において

は、幼児、児童及び生徒（以下「児童生徒等」という。）の発達段階に応じた防災教育を行な

い、防災に関する知識の普及啓発、防災意識の高揚を図る。 

教育内容は、災害時の身体の安全確保の方法、災害時の助け合いの必要性、災害のしくみ、

防災対策の現状などを理解させるほか、災害をリアルに実感させるため、防災指導車等を効

果的に活用する。 

また、大災害が発生した場合でも適切な行動がとれるよう、避難訓練の充実を図る。 

 

(2) 指導方法の向上 

指導のための手引書等の作成・配布、心肺蘇生法等の指導者研修会等により、教員等の指

導レベルの向上を図る。 

 

第３ 災害対策要員の防災教育 

実施担当 総務部、防災関係機関 

 

市及び防災関係機関は、災害対策を担う職員の防災教育を推進する。 

 

(1) 教育・訓練 

職員に対し、災害応急対策マニュアルの作成・見直し、インターネット上のｅラーニング（防

災・危機管理e－カレッジ）の受講を促進し、職員の危機管理能力の向上を図る。 

 

(2) 研修会及び講演会の開催 

近年普及しているゲーム感覚の防災研修ツール（クロスロード等）による防災研修や、災

害対策に定評のある学識経験者、防災関係機関職員、被災した自治体職員等を講師とする研

修会、講演会を開催し、職員の参加を促進する。 
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第１０節 防災訓練 

 

第１ 総合防災訓練への参加 

実施担当 各部、防災関係機関、自主防災組織、市民 

 

(1) 訓練種目 

① 災害対策本部の運営 

② 交通規制 

③ 避難情報の伝達、避難者の誘導、避難所の運営 

④ 救出・救護、応急医療 

⑤ ライフラインの応急措置 

⑥ 二次災害の防止措置 

⑦ 道路の応急措置 

⑧ 緊急輸送 

⑨ 情報の収集伝達 

⑩ その他必要な対策 

 

(2) 訓練参加機関 

市は、総合防災訓練について、防災関係機関、災害応援協定締結機関、自主防災組織、

ボランティア組織及び一般市民等の参加を広く呼びかける。 

 

(3) 防災訓練時の交通規制 

警察署は、防災訓練を効果的に実施するため、特に必要があると認めるときは、当該

防災訓練の実施に必要な限度で区域又は道路の区間を指定して、歩行者又は車両の道路

における通行を禁止又は制限する。 

 

(4) 訓練結果の評価 

訓練主催者は、訓練内容を評価して、課題等を明らかにすることにより、訓練方法や防災

計画等を改善する。 

 

第２ 市防災訓練の実施 

実施担当 各部、防災関係機関、自主防災組織、保育園・幼稚園・病院及び社会福祉施設等の

管理者 

 

(1) 避難訓練 

1) 市 

避難の勧告・指示、誘導等を円滑に行う訓練について、市が中心となり警察及びその他の

関係機関の参加のもと、自主防災組織及び住民の協力を得て毎年１回以上実施する。 

2) 保育園・幼稚園・病院及び社会福祉施設等 

幼児、傷病者、身体障害者及び老人等が入所・通所する施設において、彼らの生命・身体

の安全を図るため、施設管理者等は、避難訓練を中心とする防災訓練を実施するよう努める。 
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(2) 非常参集訓練 

各防災関係機関は、職員が迅速に非常参集するための訓練を実施するとともに、災害時の

即応体制の強化に努める。また、非常参集訓練と同時に、本部運営訓練及び情報収集伝達訓

練も合わせて実施する。 

 

(3) 通信訓練 

市及び県は、大規模な風水害を想定した被害状況の把握及び伝達について、定期的に訓練

を実施する。また、有線及び県防災行政無線が使用不能になったときに備え、茨城地区非常

通信協議会が実施する非常通信訓練に参加し、非常時の通信連絡の確保を図る。 

 

(4) 水防訓練 

土浦市水防計画に基づき、定期的に実施する。 

 

第３ 事業所、自主防災組織及び住民等の訓練 

実施担当 消防本部、防災関係機関、事業者（防火管理者）、自主防災組織、市民 

 

(1) 事業者 

学校、病院、工場、事務所、百貨店及びその他消防法で定められた防火管理者は、そ

の定める消防計画に基づき避難訓練を定期的に実施する。 

また、地域の一員として、市及び地域の防災組織が行う防災訓練に積極的に参加し、

事業所の特性に応じた防災対策行動により地域に貢献するよう努める。 

 

(2) 自主防災組織 

自主防災組織等は地域住民の防災行動力の強化、防災意識の向上、組織活動の習熟及

び関連防災機関との連携を図るため、消防本部の指導のもと、地域の事業所と協調して、

年１回以上の組織的な訓練実施に努める。訓練種目は、応急救護訓練、避難訓練及び老

人・身体障害者等安全確保訓練等を主とする。 

自主防災組織等からの指導協力の要請を受けた防災関係機関は、関連する諸機関との

連携を取り、積極的に自主防災組織等の活動を支援する。 

 

(3) 一般市民 

市をはじめ防災関係機関は、防災訓練に際して、広く住民の参加を求め、住民の防災

知識の普及啓発、防災意識の高揚及び防災行動力の強化に努める。 

市民は、防災訓練への参加、家庭での防災会議の実施等を継続的に実施するよう努め

る。 
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第１１節 防災組織等の活動体制整備 

 

第１ 自主防災組織の育成・連携 

実施担当 総務部、消防本部 

 

(1) 自主防災組織の整備 

市は、既存の自主防災組織に加え、新たな自主防災組織結成への働きかけ及び支援を

積極的に行っていく。 

1) 普及啓発活動の実施 

市は、防災講演会や研修会の開催、パンフレットの作成等を通じ、広く市民に自主防災組

織の活動の重要性や役割を啓発していく。 

2) 自主防災組織の編成 

① 自主防災組織は、地域既存のコミュニティである町内会や自治会等を活用し、それらの

規模が大きすぎる場合は、さらにブロック分けする。 

② 地域内の事業所と協議の上、地域内の事業所の防災組織を自主防災組織として位置付け

て連携を図っていく。 

③ 地域における昼夜間人口の構成を考慮し、昼夜間及び休日・平日等においても支障のな

いよう組織を編成する。このため、昼間の構成員が確保できない組織に対しては、比較

的地域内にいることが多い定年退職者や職場が自宅にある人々の参加を促進していくこ

と等で構成員の調整を図っていく。 

3) 自主防災組織の活動内容 

＜平常時＞ 

① 災害時要援護者を含めた地域住民のコミュニティの醸成 

② 日ごろの備え及び災害時の的確な行動等に関する防災知識の普及 

③ 情報収集・伝達、初期消火、避難及び救出・救護等の防災訓練の実施 

④ 応急手当用医薬品等の防災用資機材の整備・点検等 

＜発災時＞ 

① 初期消火の実施 

② 情報の収集・伝達 

③ 救出・救護の実施及び協力 

④ 集団避難の実施 

⑤ 炊き出し及び救助物資の分配に対する協力 

⑥ 災害時要援護者の安全確保等 

 

(2) 協力体制の整備 

 市は、自主防災組織間の協力体制の整備を目的として、連絡協議会的な組織を設置し、

組織間の情報交換等を行うなど連携体制を強化する。 

 

(3) 自主防災組織への活動支援 

市は、自主防災組織に対し、その結成及び資機材の整備等について支援及び助成を行う。 
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(4) リーダーの養成 

 市は、自主防災組織のリーダーを養成するための教育、研修等を実施し自主防災組織

の活動の活性化を図る。 

 

第２ 事業所防災体制の強化 

実施担当 消防本部、県 

 

学校・病院・百貨店等多数の人が出入りする施設について、消防本部は防災体制の強化等を

指導する。 

また、複数の用途が存在し、管理権原が分かれている建物の防災体制については、発災時に

は事業所の共同防火管理協議会が中心となった防災体制がとれるよう指導する。 

 

第３ ボランティア組織の育成・連携 

実施担当 土浦市社会福祉協議会、保健福祉部、教育委員会 

 

(1) 一般ボランティアの担当窓口の設置 

 市は、災害発生時におけるボランティア活動を支援するため、あらかじめ一般ボランテ

ィアの「担当窓口」を設置する。 

 社会福祉協議会は、災害発生時におけるボランティア活動の「受入れ窓口」となること

とし、災害発生時には、その活動が円滑に行われるよう、あらかじめその機能を整備する。 

 

(2) 「受入れ窓口」の整備と応援体制の確立 

 社会福祉協議会は、「受入れ窓口」の円滑なボランティア活動を促進するため、体制整

備を強化するとともに、他市町村の社会福祉協議会との間における相互応援協定を締結し、

災害時の体制強化を図る。 

 

(3) 一般ボランティアの活動環境の整備 

1) ボランティア活動の普及・啓発 

市及び社会福祉協議会は、災害時におけるボランティアの十分な協力と円滑な活動に結び

つけるため、市民・企業等に対するボランティア活動の普及・啓発を行うとともに、学校教

育においてもボランティア活動の普及に努める。 

2) 一般ボランティアの活動拠点等の整備 

社会福祉協議会は、災害時におけるボランティア活動が円滑に行えるよう、平常時から活

動拠点の整備に努めるとともに、情報通信手段となる非常時用電話、ＦＡＸ、パソコン等通

信機器等の資機材の整備を進める。 

3) ボランティア保険への加入促進 

市及び社会福祉協議会は、ボランティア活動を支援するため、ボランティア保険への加入

促進を図る。
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第１２節 災害時要援護者安全確保のための備え 

 

第１ 社会福祉施設等の安全体制の確保 

実施担当 社会福祉施設等の管理者、保健福祉部、県 

 

(1) 防災組織体制の整備 

社会福祉施設等の管理者は、災害時に備えあらかじめ防災組織を整え、職員の職務分

担、動員計画及び避難誘導体制等を整備するとともに、施設入所者の情報（緊急連絡先、

家族構成、日常生活自立度）について整理・保管する。 

 

(2) 緊急応援連絡体制の整備 

社会福祉施設等の管理者は、非常用通報装置の設置など、災害時における通信手段の

整備を図るとともに、他の社会福祉施設との相互応援協定の締結、近隣住民（自主防災

組織）、ボランティア組織等との連携等施設入所者等の安全確保についての協力体制を

整備する。 

市及び県は、施設相互間の応援協定の締結、施設と近隣住民（自主防災組織）、ボラ

ンティア組織等の連携を支援する。 

 

(3) 防災資機材の整備、食糧等の備蓄 

社会福祉施設等の管理者は、非常用自家発電機等防災資機材を整備するとともに、食

糧、飲料水、医薬品等の備蓄に努める。 

県は、災害時要援護者の避難所ともなる社会福祉施設等に対し、防災資機材等の整備

や食糧等の備蓄を促進する。 

 

(4) 防災教育、防災訓練の実施 

社会福祉施設等の管理者は、施設職員等に対し、防災知識や災害時における行動等に

ついての教育を行うとともに、夜間又は休日における防災訓練や防災関係機関、近隣住

民（自主防災組織）、ボランティア組織等と連携した合同防災訓練を定期的に実施する。 

市及び県は、施設等管理者に対し、防災知識及び意識の普及、啓発を図るとともに、

防災関係機関、近隣住民（自主防災組織）、ボランティア組織等を含めた総合的な地域

防災訓練への参加を促進する。 

 

第２ 在宅災害時要援護者の支援体制の確保 

実施担当 保健福祉部、土浦市社会福祉協議会、民生委員、自主防災組織、介護サービス事業者 

 

(1) 災害時要援護者状況把握 

 市及び県は、介護サービス事業者や民生委員活動及び見守り活動等の実施により把握

した災害時要援護者に係る情報（災害時要援護者の所在、家族構成、緊急連絡先、日常

生活自立度、かかりつけ医等）を、個人情報保護に留意して管理し、災害時に支援を要

する災害時要援護者の状況把握に努める。 
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(2) 災害時の情報提供、緊急通報システムの整備 

市及び県は、情報入手が困難な聴覚障害者等に対して、緊急通報装置、ファクシミリ

の給付等を促進し、災害時の迅速な情報伝達体制の確立に努める。 

 

(3) 相互協力体制の整備 

市は、社会福祉協議会、民生委員、自主防災組織、その他福祉関係者と協力して、国

が平成 18年に改訂した「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」を参考に、災害時

要援護者情報の共有を図るとともに、「災害時要援護者避難支援プラン」の作成に努め

る。特に、要援護者情報を消防団、自主防災組織、民生委員等に提供することについて

要援護者の理解が得られるよう努める。 

 

(4) 防災知識の普及・啓発、防災訓練の実施 

市及び県は、自主防災組織等の協力により、災害時要援護者やその家族を含めた防災

訓練の実施に努める。 

 

第３ 外国人に対する防災体制の充実 

実施担当 市民生活部、土浦市国際交流協会、県 

 

(1) 外国人の所在の把握 

市は、災害時における外国人の安否確認等を迅速に行い円滑な支援ができるように、

日常時における外国人登録の推進を図り、外国人の人数や所在の把握に努める。 

 

(2) 外国人を含めた防災訓練の実施 

市及び県は、平常時から外国人の防災への行動認識を高めるため、外国人を含めた防

災訓練を積極的に実施する。 

 

(3) 防災知識の普及・啓発 

市及び県は、外国語による防災に関するパンフレットを作成し、外国人との交流会や

外国人雇用事業所等様々な交流機会や受入れ機関などを通じて配布を行い、防災知識の

普及・啓発に努める。 

 

(4) ライフラインカードの携行促進 

市及び県は、外国人が被災した場合の確認、連絡や医療活動等を円滑に行うため、外

国人登録の窓口等で血液型や既往症、宗教、連絡先などを記載するライフラインカード

を配布し、外国人にその作成を勧めるとともに、携行の促進に努める。 

 

(5) 外国人が安心して生活できる環境の整備 

1) 外国人相談体制の充実 

県は、外国人が日常生活の中で抱える様々な問題について、身近なところで気軽に

相談し適切なアドバイスを受けられるように、外国人相談窓口の充実を図る。 

2) 外国人にやさしいまちづくりの促進 
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市は、避難場所や避難路等の避難施設の案内板について、外国語の併記も含め、そ

の表示とデザインの統一を図るなど、外国人にもわかりやすいものを設置するように

努める。 

3) 外国人への行政情報の提供 

市及び県は、生活情報や防災情報などの日常生活に係わる行政情報を外国人に周知

するため、広報誌やガイドブック、ラジオ、インターネット通信等、各種の広報媒体

を利用して外国語による情報提供を行う。 

4) 外国人と日本人とのネットワークの形成 

市及び県は、外国人も日本の地域社会にとけこみ、その一員として地域で協力し合いなが

ら生活できるよう、地域住民との交流会の開催など様々な交流機会の提供を行い、外国人と

日本人とのネットワークの形成に努める。 

5) 語学ボランティアの確保 

市及び県は、災害発生時に通訳や翻訳などを行うことにより、外国人との円滑なコミュニ

ケーションの手助けをする語学ボランティアの活動を支援するため、あらかじめその「担当

窓口」を設置するとともに、多言語による防災対策対話集などの作成に努める。 

また、国際交流協会は、災害発生時における語学ボランティアの受入・活用を円滑

に行うため、受入れ窓口の機能を整備しておく。 

6) 語学ボランティアの登録・養成 

国際交流協会は、災害時に語学ボランティアとしての活動を希望する者の登録と研修を行

い、語学ボランティアが迅速に活動できる体制整備に努める。 
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第２章 災害応急対策 

 

第１節 市の災害対策組織 

 

市及びその他の防災関係機関は、市域に災害が発生した場合や発生のおそれがある場合、民

間団体、住民等も含め一致協力して災害の拡大防止と被災者の救援救護に努め、被害の発生を

最小限にとどめる必要がある。このため、市及びその他の防災関係機関は、防災対策の中枢機

関としてそれぞれ災害対策本部等を速やかに設置し、防災業務の遂行にあたる。 

 

第１ 災害対策本部等の設置 

実施担当 総務部、市長公室 

 

１．設置基準 

災害対策本部、災害警戒本部（以下「本部」という。）の設置基準は、次のとおりとする。 

なお、土浦市水防計画による水防本部が設置されている場合は、これを統合する。 

 

(1) 災害警戒本部 

① 小規模の災害発生が予想されるとき 

② 避難準備情報を発するとき 

③ その他市長が必要と認めたとき 

 

(2) 災害対策本部 

① 中規模又は大規模な災害発生が予想されるとき 

② 避難勧告・指示を発するとき 

③ その他市長が必要と認めたとき 

 

２．廃止基準 

本部の廃止基準は、次のとおりとする。 

 

(1) 災害警戒本部 

① 災害対策本部を設置したとき 

② 災害の危険性又は災害応急対策が概ね完了したと市長（本部長）が認めたとき 

 

(2) 災害対策本部 

災害の危険性又は災害応急対策が概ね完了したと市長（本部長）が認めたとき 

 

３．本部設置・廃止の決定 

本部の設置、廃止の決定は、次のとおりとする。 

① 本部の設置は、市長が決定する。 

② 部長等は本部を設置する必要があると認めたときは、総務部長を通じ市長に本部の設置を
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要請する。 

③ 総務部長は、他の部長等による要請があった場合、又はその他の状況により本部を設置す

る必要があると認めたときは、市長に本部設置を要請する。 

④ 市長不在の場合は、①副市長、②教育長、③総務部長の順に、決定を代行する。 

 

４．設置・廃止の通知 

本部を設置又は廃止した場合、本部班は電話その他適当な方法により、各部長、県知事、

土浦市防災会議の委員、報道機関、その他関係機関に周知するとともに、市民に広報する。 

設置の通知の際は、必要に応じて本部連絡員の派遣を要請する。 

 

第２ 災害対策本部等の運営 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

(1) 本部の設置場所 

本部の設置場所は、原則として市役所（本部員室：本庁舎第一会議室。第一会議室使用不

能な場合は、第二会議室）内とする。 

ただし庁舎内に設置することが不可能な場合は、以下の順位にしたがい設置する。 

 

第１位  亀城プラザ              中央 2-16-4         （昭和58年竣工） 

第２位  土浦市立武道館          文京町 10-16        （平成元年竣工） 

第３位  霞ヶ浦文化体育会館      大岩田町 1051       （昭和58年竣工） 

 

(2) 組織 

本部の組織及び組織の運営は、市災害対策本部条例、同施行規則及び同運営要綱の定める

ところに基づき行う。 

ただし、水防本部が設置されているときは、水防本部の組織体制を優先し、本部長の指示

で災害対策本部の組織体制に移行する。 

 

(3) 本部会議 

災害に関する情報を分析し災害対策本部の基本方針を協議するため、本部長は本部会議を

随時招集する。本部会議は、本部長、副本部長、本部員で構成し、本部長が議長をつとめる。 

なお、本部員に事故ある場合は、当該部の次席責任者が代理として出席する。 

 

(4) 本部会議事務局 

本部会議の運営を迅速かつ適切に行うため、本部に本部会議事務局を置き、本部班及び各

部の本部連絡員より構成する。 

防災関係機関は、本部会議への助言、本部との密接な連携・情報交換のため、本部連絡員

の派遣に努める。 

 

(5) 本部の標識等 

本部長、副本部長、現地本部長、本部員、副部長、班長、本部連絡員及び班員は、災害応
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急活動に従事するときは、それぞれ所定の腕章を着用する。 

なお、管財課長（管財班長）は、本部設置の通報を受けたときは、速やかに市庁舎正面玄

関及びその他の適切な場所に「土浦市災害対策本部」の標識板等を掲げ、あわせて本部員室、

本部会議事務局、地区連絡所・避難所・救護所・総合相談窓口等の設置場所を明示する。 

 

(6) 地区連絡所 

地区における情報収集活動及び広報活動、各種書類の交付を行うために、必要に応じて支

所、出張所に地区連絡所を開設する。 

 

(7) 現地災害対策本部 

本部長は、必要があると認めるときは、災害現地に現地災害対策本部（以下「現地本部」

という）をおく。現地本部長は副本部長又は本部員のうちから、現地本部員は本部員又は本

部職員の中から、現地本部職員は本部職員のうちから、それぞれ本部長がそのつど指名する。 

 

(8) 国の現地対策本部との連携 

国の非常（緊急）災害現地対策本部が設置された場合は、連携を図り、総合的な災害応急

対策を効果的に実施する 

 

災害対策本部組織図 

【本 部 長】市長 

【副本部長】副市長､教育長 

【本 部 員】各部長､市長公室長､教育次長 

市

長

公

室 

市
民
生
活
部 

保
健
福
祉
部 

産 

業 

部 

建 

設 

部 

都
市
整
備
部 

教 

育 

部 

消 

防 

部 

総 

務 

部 
【本部会議事務局】 

本部班､本部連絡員等 
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土浦市災害対策本部の組織と所掌業務一覧 

部 班 構成課 所掌業務 

本 部 班 総務課 

議会事務局 

選挙管理委員

会事務局 

１  本部長室及び本部会議の庶務に関すること 

２  防災会議委員その他関係防災機関との連

絡調整に関すること 

３  避難の勧告・指示その他本部長命令の伝達

に関すること 

４  災害救助法の適用に関すること 

５  関連情報の収集及び情報収集活動全般の

総括に関すること 

６  国・自衛隊、県への要請、他自治体等との

相互協力・応援並びに日赤・民間協力団体等

への協力要請に関すること 

７  前各号に掲げるもののほか、災害対策の連

絡調整に関すること 

職 員 班 

 

人事課 

監査事務局 

１  本部の職員の服務に関すること 

２  災害対策従事職員の給与、食事、宿泊、健

康管理等に関すること 

３  災害派遣職員の受入れに関すること 

調 査 班 課税課 

納税課 

１  家屋被害調査、その他災害情報の収集に関

すること 

２  り災証明書の発行に関すること 

３  要捜索者名簿の作成の協力に関すること 

４  がれき解体に伴う事務の協力に関すること 

５  被災者等への租税の減免等に関すること 

総 務 部 

 

管 財 班 

 

管財課 

 

１  本庁舎本部事務室の配置に関すること 

２  公用車の管理、その他輸送手段・燃料の確

保、配車に関すること 

３  災害対策に係る物品の調達及び工事の契約

に関すること 

４  庁舎のライフライン機能等の確保に関す

ること 

広 報 班 秘書課 

企画調整課 

広報広聴課 

男女共同参画課 

行革情報政策課 

１  災害に関する広報、広聴活動に関すること 

２  報道機関への発表、連絡調整に関すること 

３ 本部長の秘書、視察者、見舞者等の対応に

関すること 

４  被害状況等の撮影及び記録に関すること 

５  電子計算機の保守に関すること 

市 長 公 室 

 

財政・会計班 財政課 

会計課 

１  災害対策関係の予算及び決算に関すること 

２  災害経費の支払いに関すること 
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部 班 構成課 所掌業務 

市 民 班 市民課 

市民活動課 

生活安全課 

１ 地区連絡所の開設・運営の調整に関すること 

２  災害総合相談窓口の開設・運営に関すること 

３  要捜索者名簿の作成に関すること 

４  遺体の収容・処置に関すること 

５ 遺体の火葬・埋葬の協力に関すること 

６ 交通規制の協力、避難誘導に関すること 

７ 避難所、被災地の防犯に関すること 

市民生活部 

 

環境衛生班 環境保全課 

環境衛生課 

１  災害時の環境保全に関すること 

２  ごみ・がれきの収集及び処理に関すること 

３  し尿の収集及び処理に関すること 

４  仮設トイレの設置及び管理に関すること 

５  清掃施設・斎場施設の被害調査及び応急対

策・復旧に関すること 

６  遺体の火葬・埋葬に関すること 

７  防疫活動に関すること 

８ ペット、放浪動物対策に関すること 

福 祉 班 社会福祉課 

高齢福祉課 

障害福祉課 

１  ボランティア現地本部との連絡・調整に関

すること 

２  高齢者、障害者の支援に関すること 

３  義援金の受領・配分の計画に関すること 

４  災害弔慰金の支給及び災害援護資金等の貸

付に関すること 

５  身元不明遺体に関すること 

６ 被災者生活再建支援金に関すること 

保 育 班 こども福祉課 

保育所 

１ 園児の保護、被災状況の確認に関すること 

２  乳幼児の救助・救援に関すること 

３  応急保育に関すること 

保健福祉部 

 

医療対策班 国保年金課 

健康増進課 

１  医療、助産及び救護に関すること 

２ 被災者の健康管理、精神のケアに関すること 

３  遺体の検案並びに収容の協力に関すること 

商 工 班 商工観光課 

公設地方卸売

市場 

１ 食品・日用品、炊き出し用食材・機材、そ

の他救助物資の確保・調達に関すること 

２  被災者の職業の斡旋に関すること 

３  中小企業の災害応急・復興対策に関すること 

産 業 部 

 

農林水産班 農林水産課 

耕地課 

農業委員会事

務局 

１  食糧その他救助物資の確保・調達の協力に

関すること 

２  農林水産業の被害調査、応急・復旧・復興

対策に関すること 

３ 死亡獣畜対策に関すること 
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部 班 構成課 所掌業務 

土 木 班 道路課 

 

１  生埋め者の救出に関すること 

２  危険区域・建物等の安全確保に関すること 

３  遺体の収容の協力に関すること 

４  水防活動に関すること 

５ 緊急輸送路の確保に関すること 

６ 被災宅地応急危険度判定に関すること 

７ がけ崩れ等の調査及び応急・復旧対策に関

すること 

８ 道路､河川､港湾の障害物の除去に関すること 

９  道路、河川、港湾の点検、被害調査、応急

及び復旧対策に関すること 

公共施設班 住宅営繕課 

 

１  生埋め者の救出に関すること 

２  危険区域・建物等の安全確保に関すること 

３  遺体の収容の協力に関すること 

４  公共建築物の応急危険度判定に関すること 

５  被災者に対する住宅供給計画に関すること 

６  応急仮設住宅の設営に関すること 

８  市営住宅に関すること 

下 水 道 班 

 

下水道課 １  下水道施設の点検、被害調査及び応急・復

旧対策に関すること 

２  湛水地域の排水に関すること 

３  生埋め者の救出に関すること 

４  危険区域・建物等の安全確保に関すること 

５  遺体の収容の協力に関すること 

建 設 部 

 

水 道 班 水道課 １  病院等防災拠点施設及び市民への応急給水

に関すること 

２  配水管及び給水管の点検及び復旧に関すること 

３  水道施設の点検、整備及び復旧に関すること 

４  緊急時用水及び飲料水の確保に関すること 

計画管理班 都市計画課 １ 生埋め者の救出に関すること 

２  危険区域・建物等の安全確保に関すること 

３  遺体の収容の協力に関すること 

４  災害復興に係る都市計画に関すること 

都市整備部 

 

住宅対策班 建築指導課 

公園街路課 

土浦駅北 

開発事務所 

１ 臨時ヘリポートの開設に関すること 

２  被災建築物応急危険度判定に関すること 

３ 家屋被害調査の協力に関すること 

４ 被災住宅の応急修理、障害物除去に関する

こと 

５ 倒壊建築物の解体に関すること 

教 育 部 避難所１班 教育総務課 １  避難所の開設及び運営に関すること 
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部 班 構成課 所掌業務 

 学務課 

指導課 

各学校職員 

各幼稚園職員 

 

２  児童及び生徒の保護、被災状況の把握に関

すること 

３  応急教育に関すること 

４  被災児童及び生徒の学用品の供給に関する

こと 

５  学校施設等の点検、被害調査及び応急・復

旧対策に関すること 

 

避難所２班 

 

生涯学習課 

青少年課 

ｽﾎﾟｰﾂ振興課 

文化課 

１  避難所の開設及び運営に関すること 

２  物資集積所の開設・運営に関すること 

３ 文化財等施設の被害調査及び復旧に関する

こと 

消防総務班 消防本部 

総務課 

１  本部及び部内各班との連絡調整に関すること 

２  消防に関すること 

３  職員の動員及び災害対策従事者名簿の作

成に関すること 

予 防 班 消防本部 

予防課 

１  防火に関すること 

２  火災、水害等の被害状況の調査に関すること 

警防救急班 消防本部 

警防救急課 

１  水防に関すること 

２  被災者の救出、避難に関すること 

３  消防団との連絡に関すること 

４  被災者の救出救助に関すること 

５  救急救助資器材の管理に関すること 

通信指令班 消防本部 

通信指令課 

１  雨量情報等気象情報の収集及び受領・伝達

に関すること 

２  救急医療の通信及び連絡に関すること 

各消防署隊 各消防署 

消 防 部 

消 防 団 消防団 

１  消防、防災活動に関すること 

２  避難者の誘導及び救出に関すること 

３  被災者の救急、救護に関すること 

４  災害による行方不明者の捜索に関すること 

５  火災、水害等の被災状況の調査に関すること 

６  河川、その他危険区域の応急措置に関する

こと 

※番号に 囲いのある業務は、災害警戒本部の対応業務． 
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第２節 市職員の動員 

 

市及び各機関は、災害が発生した場合や発生するおそれがある場合、災害応急対策を迅速か

つ的確に進めるための体制を直ちに整える必要がある。 

 

第１ 職員の配備体制区分 

実施担当 各部 

 

風水害が発生するおそれがあるときは、関連情報等に基づき、次の配備体制をとる。 

なお、水防本部が設置されているときは、水防体制の配備を優先し、市長の指示で災害対策本部の配

備に移行する。 

 

風水害時の配備基準 

区分 配備基準 配備内容 本部 

注意

配備 

① 災害発生の前兆があるとき 

② 大雨注意報又は洪水注意報が発せられたとき 

② その他市長が必要と認めたとき 

災害の発生を予測する

体制で、注意配備職員を

配備する。 

－ 

警戒 

配備 

① 災害の発生が予想されるとき 

② 大雨警報、洪水警報が発せられたとき 

③ その他市長が必要と認めたとき 

災害発生に備える体制

で、警戒配備職員を配備

する。 

－ 

第１ 

非常 

配備 

① 小規模の被害が予想されるとき 

② 避難準備情報を発するとき 

③ その他市長が必要と認めたとき 

小規模の被害に対処す

る体制で、管理職以上を

配備する。 

災害 

警戒 

本部 

第２ 

非常 

配備 

① 中規模の被害が予想されるとき 

② 避難勧告・指示を発するとき 

③ その他市長が必要と認めたとき 

中規模の被害に対処す

る体制で、主幹級以上を

配備する。 

第３ 

非常

配備 

① 大規模な被害が予想されるとき 

② その他市長が必要と認めたとき 

大規模な被害に対処す

る体制で、全職員を配備

する。 

災害 

対策 

本部 

 

第２ 職員の動員・配備 

実施担当 各部 

 

(1) 配備の決定 

気象情報等に関する総務部長の報告に基づき、市長が配備体制のうち必要な体制をとる。 

なお、市長は災害の状況その他必要があると認めたときは、特定の部又は課に対し種別の

異なる非常配備体制を指令することができる。 

 

(2) 職員の動員 

① 勤務時間内は、総務部長から各部長に配備態勢を伝達するとともに、人事課長（職員班

長）が庁内放送を行う。出先や外出中の職員等へは、各部長が伝達する。 
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② 勤務時間外は、総務部長から各部長へ連絡し、各職員へは各部の連絡網により伝達する。 

 

(3) 動員区分及び動員人員 

配備先は、勤務場所とする。ただし、勤務場所以外の場所に動員させる場合は、所属長が

指示する。 

 

(4) 職員動員の報告 

各部課は、所定の様式で職員の参集状況を記録し、所属部長を通じて、人事課長（職員班

長）に報告する。 

人事課長（職員班長）は、所定の様式により職員の参集状況をとりまとめ、総務部長を通

じて、市長（本部長）に報告する。報告の時期については、本部長が特に指示した場合を除

き、当日は１時間ごととする。 

 

(5) 職員の服務 

すべての職員は、次の事項を遵守する。 

① 配備についてない場合も常に災害に関する情報、本部関係の指示に注意する。 

② 勤務場所を離れる場合には、所属の長と連絡をとり常に所在を明確にしておく。 

③ 不急の行事、会議、出張等を中止する。 

④ 正規の勤務時間が終了しても所属の長の指示があるまで退庁せず待機する。 

⑤ 災害現場に出動する場合は、腕章及び名札を着用し、また自動車には標旗及び標章を使用

すること。 

⑥ 自らの言動によって市民に不安や誤解を与えないよう発言には細心の注意を払う。 

 

(6) 参集時の留意事項 

① 災害の状況により勤務場所への登庁が不可能な場合は、最寄りの市施設に参集し各施設の

責任者の指示に基づき、災害対策に従事する。 

また、病気その他やむを得ない状態によりいずれの施設にも参集が不可能な場合は、な

んらかの手段を持ってその旨を所属の長もしくは最寄りの施設の責任者へ連絡する。   

② 災害のため、緊急に参集する際は、作業服又は作業に適する服装を着用し、携帯品は、特

に指示があった場合を除き、身分証明書、食料３食分、飲料水、ラジオ、懐中電灯とする。 

③ 参集途上においては可能な限り被害状況、その他の災害情報の把握に努め、参集後ただち

に参集場所の責任者に報告する。 
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第３節 気象情報等の収集・伝達 

 

応急対策を実施していく上で不可欠な、気象情報、被害情報、措置情報を防災関係機関相互

の連携のもと、迅速かつ的確に収集・伝達・報告する。 

 

第１ 気象情報等の監視 

実施担当 総務部、消防本部、防災関係機関 

 

(1) 気象情報の監視 

市及び防災関係機関は、気象状況や警報等の発表を防災情報システム、テレビ、ラジオ、イ

ンターネット等で監視し、状況の把握と予測を行う。 

 

気象情報、警報等の種類と留意点 

情報源 情報項目 情報の意味（更新間隔） 留意点 

大 雨 警 報 

・注意報 

(県 南 ） 

大雨による地面現象（山崩れ・がけ崩

れ等）や浸水による被害が予想される

区域。 

 

洪 水 警 報 

・注意報 

( 県 南 ) 

大雨、長雨、融雪などで河川が増水し

て堤防等が損傷を受け、浸水等の被害

が発生することが予想される区域。 

 

記 録 的 

短 時 間 

大 雨 情 報 

大雨警報発表中に、数年に１回程度の

激しい短時間の大雨を観測、又は解析

した区域 

 

気 象 情 報 警報や注意報に先立つ注意呼びかけ、

警報や注意報の内容を補完 

 

台 風 情 報 台風の実況と予報（台風が日本に近づ

いた時は、１時間ごとの実況と１時間

後を推定）。 

市の西側近傍を通る（風が

特に強くなる）可能性 

ア メ ダ ス 地上観測雨量、積雪深の実況（１時間）  

レ ー ダ ー レーダー観測の降水強度分布の実況

（10分） 

雨域の状況 

降 水 

短時間予報 

６時間先までの降水量分布の予測（１

時間） 

雨域の状況 

気象台 

降 水 ナ ウ 

キ ャ ス ト 

60分先までの降雨強度分布の予測（10

分） 

雨域の状況 

県・ 

気象台 

 

土 砂 災 害 

警 戒 情 報 

(土 浦 市 ) 

土砂災害の危険度が高まった市町村名  

国・県 

・気象台 

洪 水 予 報 河川水位の状況により、必要な避難措

置等のレベルを警告。 

霞ヶ浦、桜川 

水 防 警 報 河川水位の状況により、必要な水防活

動のレベルを警告 

霞ヶ浦、桜川 国・県 

水 位 河川の水位の実況 霞ヶ浦、桜川 

国・県 

・市 

雨 量 地上観測雨量の実況 基準雨量への到達状況 
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第２ 警報等の伝達 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

１．気象警報・注意報 

土浦市域の風水害に関わる気象警報等が発表された場合、総務部長は、速やかに市長、副

市長及び各部長にその旨を伝達する。 

 

(1) 勤務時間外の措置 

消防本部は、警報等の発表の覚知した場合、総務部長に連絡する。 

 

(2) 住民への伝達 

市は、状況に応じて、同報系防災行政無線（新治地区）や広報車の巡回等によりその旨を

広報する。また、土砂災害警戒情報が発表された場合は、必要に応じて自主防災組織等と連

携して、土砂災害警戒区域内の住民等への伝達を迅速かつ確実に行う。 

 

(3) 学校、社会福祉施設等への伝達 

各部は、所管する出先機関への伝達を行う。また、教育委員会は学校への伝達を、保健福

祉部は社会福祉施設への伝達を行う。 

 

 

関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所、常陸河川国道事務所 

土浦警察署 

水 

戸 
地 

方 

気 

象 

台 

県出先機関 

県 警 察 本 部 

消防署・消防団 土浦市（消防本部） 

市各部・出先機関 

災害時要援護者関連施設 

市教育委員会・保健福祉部 

県土木部 

県消防防災課 

ＮＴＴ東日本 

旅客等 

住 民 ＮＨＫ水戸放送局、茨城放送 

東京電力水戸支社、ＪＲ東日本水戸支社 

住 民 

土浦市長（本部長） 

土浦市（総務課） 
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気象警報・注意報の発表基準（茨城県南部・県南） 

種     類 発   表   基   準 

強風注意報 強風によって災害が起こるおそれがあると予想される場合で、

具体的には次の条件に該当する場合である。 

平均風速が陸上で12ｍ/s以上になると予想される場合 

気象注意報 

大雨注意報 

 

洪水注意報 

大雨、洪水によって災害が起こるおそれがあると予想される場合

で、具体的には次のいずれかの条件に該当する場合である。 

①１時間雨量が25㎜以上になると予想される場合。ただし、総

雨量が70㎜以上になると予想される場合 

②３時間雨量が40㎜以上になると予想される場合。ただし、総

雨量が70㎜以上になると予想される場合 

③24時間雨量が平地で80㎜以上なると予想される場合 

地 面 現 象 

注 意 報 ☆ 

地 面 現 象 

注 意 報 

大雨、大雪等による山崩れ、地すべり等によって災害が起こる

おそれがあると予想される場合 

浸水注意報☆ 浸水注意報 浸水によって災害が起こるおそれがあると予想される場合 

暴 風 警 報 暴風によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場

合で、具体的には次の条件に該当する場合である。 

平均風速が陸上で20ｍ/s以上になると予想される場合 

気 象 警 報 

大 雨 警 報 

 

洪 水 警 報 

大雨、洪水によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される

場合で、具体的には次のいずれかの条件に該当する場合である。 

①１時間雨量が50㎜以上になると予想される場合。ただし、総

雨量が100㎜以上になると予想される場合 

②３時間雨量が80㎜以上になると予想される場合。ただし、総

雨量が100㎜以上になると予想される場合 

③24時間雨量が平地で150㎜以上になると予想される場合 

地 面 現 象 

警 報 ☆ 

地 面 現 象 

警 報 

大雨、大雪等による山崩れ、地すべり等によって重大な災害が

起こるおそれがあると予想される場合 

浸水警報☆ 浸 水 警 報 浸水によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合 

注１）発表基準欄に記載した数値は、県における過去の災害発生頻度と気象条件との関係を調

査して決めたものであり、気象要素によって災害発生を予想する際の概ねの目安である。 

注２）注意報・警報は、その種類にかかわらず、新たな注意報・警報が行われたときに切り換

えられ、又は解除されるまで継続される。 

注３）☆印は、気象注意報・警報に含めて行う。 
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２．洪水予報 

市は、霞ヶ浦、桜川の洪水予報が発表された場合、その旨を浸水想定区域内の住民や災害

時要援護者関連施設の管理者等に連絡する。 

 

 (1) 霞ヶ浦（国土交通大臣と気象庁長官が共同発表） 

 

（※）浸水想定区域内の高齢者、障害者、乳幼児その他の防災上の配慮を有する者が利用す

る施設（水防法第15条） 

 

(2) 桜川（県知事と気象庁長官が共同発表） 

 

（※）浸水想定区域内の高齢者、障害者、乳幼児その他の防災上の配慮を有する者が利用す

る施設（水防法第15条） 

 

３．水防警報 

市は、霞ヶ浦、桜川の水防警報が発表された場合、その旨を市長（本部長）に伝達し、市

長の水防活動についての指示を水防関係者に伝達する。 

 

消防署・消防団 

住 民 

茨城県河川課 土浦市（消防本部） 

市各部・出先機関 

災害時要援護者関連施設(※) 

市教育委員会・保健福祉部 
土浦市（総務課） 

土浦市長（本部長） 

国土交通省 

霞ヶ浦河川事務所 

茨城県河川課 霞ヶ浦河川事務所 

土浦出張所 

消防署・消防団 

住 民 

茨城県 

土浦土木事務所 土浦市（消防本部） 

市各部・出先機関 

災害時要援護者関連施設(※) 

市教育委員会・保健福祉部 
土浦市（総務課） 

土浦市長（本部長） 
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(1) 霞ヶ浦 

 

(2) 桜川 

 

 

４．警戒避難基準雨量 

消防本部及び総務部は、市内の観測雨量について土砂災害の警戒・避難基準に到達するお

それがある場合もしくは到達した場合は、速やかに市長及び関係部長にその状況と対象地区

を伝達する。 

 

土砂災害の警戒避難基準雨量（消防庁） 

種 類 警戒雨量 避難雨量 

がけ崩れ 

・当日雨量が100mm以上。 

・前日までの連続雨量が40～100mmで、 

当日雨量が80mm以上。 

・前日までの連続雨量が100mm以上で、 

当日雨量が50mm以上。 

・警戒雨量からさらに、時間雨量30mm

程度の強い雨が降り始める。 

 

第３ 通報等の伝達 

実施担当 総務部、消防本部、土浦警察署 

 

災害発生のおそれがある異常現象を発見した者は、直ちにその旨を市長又は警察官に通報す

る。また、何人もこの通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。 

この通報を受けた警察官は、その旨を速やかに市長に、市長は水戸地方気象台、県（生活環

境部消防防災課）、その他の関係機関に通報する。

消防署・消防団 県土浦土木事務所 

市各部・出先機関 

土浦市長（本部長） 

土浦市（消防本部） 

土浦市（総務課） 

国土交通省 

霞ヶ浦河川事務所 

茨城県河川課 

消防署・消防団 県土浦土木事務所 

市各部・出先機関 

土浦市長（本部長） 

土浦市（消防本部） 

土浦市（総務課） 

霞ヶ浦河川事務所 

土浦出張所 
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第４節 災害情報の収集・伝達 

 

災害の警戒段階から速やかに応急対策に着手するため、災害の状況、被害の状況を適確に把

握する体制を確立する。 

 

第１ 被害情報の収集 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

(1) 概況把握 

1) 被害状況の把握 

各部及び防災関係機関は、その所管する施設、事項に関し被害の有無・規模及び対策実施

上必要な次の事項について直ちに情報収集活動をはじめ、本部班に報告する。 

① 浸水（地区名、深さ、ながれの方向等） 

② 建物の被害（倒壊、全壊、流失等の発生箇所） 

③ 人的被害（死者、重症者、行方不明者、生き埋め者等の発生地区） 

④ 避難状況 

⑤ 土砂災害（斜面・盛土の異常、がけ崩れ、地すべり等の発生箇所） 

⑥ 風害（強風による飛散・転倒落下・倒壊物等の発生箇所） 

⑥ 河川災害（堤防、護岸等の損壊箇所、溢れた箇所） 

⑦ 港湾・漁港の被害・機能障害（岸壁の被害等） 

⑧ 道路の被害・機能障害（橋梁・トンネル・盛土等の被害、倒壊・落下物・がけ崩れ・

浸水等による通行障害、渋滞等の発生箇所） 

⑨ ライフラインの被害・機能障害（電柱の倒壊、停電等の発生箇所等） 

⑩ 公共交通機関の運行状況、帰宅困難者の発生状況 

⑪ 重要施設（庁舎、消防署、指定避難所等）、危険物施設等の被害 

⑫ その他重大な被害 

2) 現地確認 

情報は、職員の参集途上の情報や住民からの情報も活用して収集するとともに、重要情報

（死者・重傷者の発生、河川の堤防の決壊、避難勧告・指示、警戒区域の設定、交通規制等）

は、カメラ付携帯電話等を活用して映像等の収集・伝達に努める。 

各部長は、未確認の重要情報がある場合、職員を派遣して、速やかに実態を確認する。 

 

(2) 被害調査 

各部及び防災関係機関は、災害の危険が解消した段階で、所管施設等の被害調査を行う。 

 

 

第２ 情報のとりまとめ 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

各部及び各防災関係機関は、所管する次の情報をとりまとめ、本部班及び必要に応じて県の

主管部にそれぞれ伝達する。 
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種類 主な情報項目 

被害

情報 

① 参集途上等に収集した被害状況 

② 所管施設等の被害状況 

 ・来所者、入所者、職員等の安否 

 ・施設、設備、資機材の被害、機能障害及び災害対策上の使用の可否 

③ 災害対策に従事中の事故等 

④ その他、各部が担当する調査項目の被害状況 

措置 

情報 

① 被害に対する応急対策の状況 

② 活動体制（参集者、勤務状況） 

③ 協力団体・事業所等の対応能力及び応援要請 

要請 

情報 

① 建物、斜面等の危険度判定 

② 職員、ボランティアの派遣 

③ 応急対策用施設、設備、用地、資器材、車両等の確保、調達 

④ 広報 

 

被害状況の第一報は災害発生から１時間以内に行い、その後も当日は１時間ごとに定時報告

する。２日目以後は、毎日定時に報告する。ただし、緊急情報、本部への要請事項等について

は、その緊急度に応じて適宜報告する。 

緊急の場合を除いて、文書（ファックス又はメール）で伝達し、可能な限り図や画像の情報

（地図、絵、写真等）を添付する。 

 

 

第３ 県等への報告 

実施担当 本部班 

 

(1) 報告対象 

本部班は、次に掲げる事項のいずれかに該当する事態が発生した場合、「茨城県被害情報等

報告要領」及び「火災・災害即報要領（昭和59年10月15日付消防防第267号）」に基づき、

県災害対策本部、その他必要とする機関に対して状況を報告する。 

＜県に報告すべき事態＞ 

① 市災害対策本部を設置したとき 

② 災害救助法の適用基準に該当する程度の災害が発生したとき 

③ 災害による被害が当初は軽微であっても、以後拡大発展するおそれがあるとき 

④ 崖崩れ、地すべり、土石流等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

⑤ 河川の溢水、破堤等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

⑥ 報道機関に取り上げられる等、社会的影響度が高いとき 
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(2) 報告先 

本部班は、覚知後30分以内に第一報を、防災情報システム等を利用して報告し、以後判明

したものを随時報告する。 

① 被害の把握ができない状況にあっても、迅速に当該情報の報告に努める。 

② 災害規模が大きく、市の情報収集能力が著しく低下した場合は、その旨を県その他の防

災関係機関に伝達し、被害情報の収集活動に対して応援を要請する。 

③ 県に報告することが出来ない場合には、国（消防庁）に対して直接報告し、報告後速や

かにその内容について県に連絡する。 

④ 119番通報が殺到しているときは、県及び国（消防庁）に報告する。 

⑤ 確定した被害及びこれに対してとられた措置の概要については、被害状況報告を用い災

害応急対策完了後10日以内に行う。 
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第５節 通信体制の確立 

 

応急対策に必要な災害情報を、迅速かつ的確に伝達、共有するため、通信体制を確保する。 

 

第１ 指定電話・連絡責任者の指定等 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

(1) 指定電話 

市各部及び防災関係機関は、災害情報通信に使用する指定電話を定め、窓口の統一を図る。

災害時においては、指定電話を平常業務に使用することを制限するとともに、指定電話に通

信事務従事者を配置し迅速かつ円滑な通信連絡を確保する。 

 

(2) 連絡責任者 

市各部及び防災関係機関は、災害時の防災関係機関相互の迅速かつ円滑な通信連絡を確保

するため、連絡責任者（正・副各１名ずつ）を定める。連絡責任者は、各所属及び各部・防

災関係機関相互の通信連絡を統轄する。 

 

(3) 通信事務従事者 

市各部は、それぞれ分掌する事務分野に応じて、必要な情報の収集及び伝達を迅速かつ円

滑に行うため、そのつど通信事務従事者を指名し総務部長に報告する。 

通信事務従事者は、連絡責任者の統括のもと、各所属及び各部・防災関係機関相互の通信

連絡に従事する。 

 

(4) 本部連絡員の派遣 

1) 市の各部 

市各部は、本部長と各部の連絡を強化するため、本部連絡員を本部員会議事務局（責任

者：総務部長）に派遣する。 

2) 防災関係機関 

防災関係機関に対して、市災害対策本部との連絡のため、本部連絡員をおくよう要請する。 

 

第２ 市専用通信手段の確保 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

市で使用する通信手段は、次のとおりである。 

災害時には、随時これらの機能確認を行い、支障が生じている場合には緊急に復旧させる。 

 

＜市専用通信手段＞ 

① 土浦市地域防災無線（市施設～防災関係機関） 

② 土浦市移動系防災行政無線（市役所各課遠隔制御機～移動局） 

③ 土浦市消防無線（消防本部～消防署～移動局） 

④ パソコンネットワーク（教育委員会～小中学校） 
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⑤ 茨城県防災行政無線（市～県～他市町村） 

⑥ ＮＴＴ電話、ファックス（災害時優先電話） 

 

第３ 代替通信機能の確保 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

市専用通信手段が使用不能となった場合は、次の通信手段を利用する。 

 

(1) 非常・緊急通話 

災害時優先電話」により、市外局番なしの「１０２」をダイヤルしオペレータへ申し込む。 

 

(2) 非常・緊急電報 

頼信紙の余白欄に「非常」あるいは「緊急」と朱記してＮＴＴ支店に申し込む。電話によ

り非常・緊急電報を頼信する場合は、自己の電話番号及び頼信責任者名をＮＴＴに申し出る。 

 

(3) 非常通信 

災害時有線通信が被害を受け使用不能となり、しかも市の防災行政無線による通信が困難

な場合は、電波法第52条に基づき、次に掲げる機関の無線局を利用し、災害に関する通信の

確保を図ることができる。 

 

＜非常通信として利用する無線局＞ 

① 警察事務、消防事務、鉄道事務、電気事業を行う機関の保有する無線 

② 放送局の保有する無線 

③ その他県非常無線通信協議会構成員の保有する無線 

④ その他の無線（例：流通業者、運輸業者のＭＣＡ無線） 

 

＜非常通信「地方通信ルート」＞ 

 

 

(4) アマチュア無線の活用 

ボランティア窓口でアマチュア無線ボランティアの登録を行い、情報収集等に活用する。 

また、茨城地区非常通信協議会の確保するアマチュア無線ボランティアの活用について、

連絡調整を行う。 

 

 

 

市 

県
（
消
防
防
災
課
） 

土浦保健所 

国土交通省土浦国道出張所 

土浦警察署 茨城県警察本部 
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第６節 災害時の広報 

 

流言、飛語等による社会的混乱を防止し民心の安定を図るとともに、被災地の住民等の適切

な判断と行動を助けるため、正確な情報の速やかな公表と伝達、広報活動を実施する。 

 

第１ 広報体制の確立 

実施担当 広報班、土浦市社会福祉協議会、土浦市国際交流協会 

 

(1) 広報内容 

1) 増水期（霞ヶ浦や桜川の水位が上昇している時期） 

① 用語の解説、情報の取得先、住民等のとるべき措置 

② 台風・気象情報 

③ 河川情報（基準水位への到達、堤防高までの水位、排水ポンプの運転状況等） 

④ 警報 

⑤ 災害対策の状況（本部の設置、対策の現況と予定等） 

⑥ 被災状況（浸水、道路冠水、土砂災害箇所等） 

⑦ 道路・交通状況（渋滞、通行規制等） 

⑧ 公共交通機関の運行状況  

⑨ ライフラインの状況（利用規制・自粛呼びかけ、代替サービスの案内、二次災害防止

措置等） 

⑩ 避難情報（準備情報） 

2) 氾濫期（霞ヶ浦や桜川が氾濫している時期） 

○ 避難情報（避難勧告・指示とその理由、避難所等） 

3) 応急期（霞ヶ浦や桜川の氾濫が収まってきた時期） 

① ライフラインの状況（利用規制・自粛呼びかけ、代替サービスの案内、復旧状況・見

込み等） 

② 医療機関の状況 

③ 感染症対策活動の実施状況  

④ 食料、生活必需品の供給予定 

⑤ 災害相談窓口の設置状況  

⑥ その他住民や事業所のとるべき措置 

 

(2) 実施方法 

1) 資料収集 

各部、防災関係機関等への広報資料の提供依頼や、現地への取材等により広報用の情報を

収集する。  

2) 放送 

避難の勧告・指示等の緊急情報や給水情報等の生活関連情報は、広報車の巡回、同報系防

災行政無線（新治地区）による放送を行う。放送は、次の点に留意して行う。 

① 事態の経過を把握し、地理的にイメージしやすい表現とする。 

② 分かり易い言葉を使う（住民に浸透していない専門用語を使わない。） 
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③ 避難勧告・指示等の緊急情報は、結論、要点を簡潔に、繰り返しはっきりとした言葉で

伝えるなど緊迫感を出す。 

3) 広報紙の発行 

市民等に災害情報を伝達するため「広報つちうら災害生活情報」を発行し、本部、連絡所、

避難所で配布する。必要に応じて外国語版も作成する。 

4) 避難者等への配慮 

避難所の掲示板や自主防災組織を通じて広報紙を配布する。 

災害時要援護者に配慮し、口頭伝達や自主防災組織を通じた伝達などを行う。 

また、土浦市社会福祉協議会、土浦市国際交流協会などと連携して、手話通訳、語学ボラ

ンティアを確保するなど避難者の状況に応じた広報を行う。 

その他、必要に応じて市ホームページ、電子メール等を効果的に活用する。 

 

第２ 報道機関への対応 

実施担当 広報班 

 

(1) 放送要請 

市長は、緊急を要する場合で他の有線電気通信設備又は無線設備による放送ができない場

合など、必要がある場合は、災害に関する通知、要請、伝達、予警報等の放送を、土浦ケー

ブルテレビ、ＮＨＫ水戸放送局及び（株）茨城放送に要請する。 

なお、ケーブルテレビを除く報道機関への放送要請は、知事を通じて行う。 

 

(2) 記者発表 

災害対策本部設置前は、広報広聴課長が記者クラブを通じて行う。 

災害対策本部設置後は、広報班長が記者クラブに臨時記者詰め所及び共同会見場を設置し、

共同記者会見方式で行う。 
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第７節 救助・救急活動 

 

浸水、建物倒壊及びこれら災害による死傷者等をできる限り軽減するため、防災関係機関は

相互の連携を図りつつ、地域住民、自主防災組織等の協力のもとに効果的な対策を実施する。 

 

第１ 救助・救急活動 

実施担当 警防救急班、各消防署隊、消防団、建設部各班、計画管理班、本部班、自主防災組織 

 

(1) 救助・救急体制 

1) 消防部（警防救急班、各消防署隊） 

① 救急・救助活動は特別救助隊及び救急隊等が災害に対応した救助・救急資器材を活用し

て組織的な人命救急・救助活動を行う。 

② 救助活動に必要な重機等の資器材に不足が生じた場合は、建設部を通じて、関係事業者

との協定等による迅速な調達を図り、効果的な活動を行う。 

③ 傷病者の搬送は、救命処置を要する重症者を最優先とし、救急資器材を有効に活用して

安全な医療機関へ搬送する。 

2) 建設部（各班）、都市整備部（計画管理班） 

① 災害発生後ただちに、参集した部の職員で救出活動班を編成する。 

② 建設業者等に対し、救助に必要なブルドーザー・クレーン車などの建設用機械、エアジ

ャッキ・チェーンソーなどの器具及び作業員の派遣を要請する。 

3) 総務部（本部班） 

① 警察署その他関係機関に対し救出活動専門部隊（要員）の災害出動を要請する。 

② 必要と認める場合は、県を通じて自衛隊に対し災害派遣出動を要請する。 

③ その他関係各部に対し、必要な協力要請を行う。 

 

(2) 情報収集・伝達 

1) 被害情報の把握 

消防部は、１１９番通報、駆け込み通報、参集職員からの情報、消防団員及び自主防災組

織等からの情報などを総合する。 

2) 災害状況の報告 

消防長は、災害の状況を市長及び知事に対して報告するとともに、応援申請等の手続きに

遅れのないよう努める。 

 

(3) 救助・救急活動の原則 

① 救助・救急活動は、緊急性の高い傷病者を優先とし、その他の傷病者は出来る限り自主的

な処置を行わせるとともに、他の防災機関との連携の上実施する。 

② 延焼火災が多発し同時に多数の救助・救急が必要となる場合は、火災現場付近を優先に救

助・救急活動を行う。 

③ 傷病者の救急搬送は、救命を必要とする者を優先として安全な医療機関もしくは後方医療

施設に搬送する。 

④ 傷病者の救急搬送にあたっては、軽傷者の割込みにより救急車が占有されることのないよ
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うにする。このような気配がある場合は現場の警察官等に協力を依頼し混乱を避ける。 

⑤ 現場から救護所又は医療機関までの重症者の搬送は、消防部の救急車で行うが、中等症者

等の搬送は、自主防災組織、事業所等に協力を要請する。 

 

(4) 消防団の活動 

災害の発生初期においては、消防団員が主力となり、自主防災組織及び付近住民を指揮し

救助・救出活動を行う。 

消防署・警察署・自衛隊等の救出隊が到着した場合は、連携して救出救助活動を行う。 

 

(5) 応援隊の派遣 

消防部長は、運用可能な消防力で対応が困難と判断したときは、消防相互応援協定に基づ

き他市町村の応援消防隊、あるいは緊急消防援助隊の派遣を要請する。 

 

(6) 自主防災組織等による救助・救急活動 

市民・自主防災組織及び事業所等は、自ら居住する区域において、可能な限り消防署・警

察署・自衛隊等の救出部隊に協力し、救出活動に参加する。また、市など防災関係機関から

要請された場合は、建設用機械、救出活動用資機材の提供に努める。 

 

第２ 消防応援 

実施担当 消防総務班 

 

(1) 応援要請 

市長は、市の消防力では十分な活動が困難である場合、県内の市町村長又は消防長に対し、

茨城県広域消防相互応援協定に基づく応援要請を行う。 

また、知事は、県内の消防力をもってしても被災地の災害防御に対処できない場合には、

消防組織法第24条の３の規定により、緊急消防援助隊又は「大規模特殊災害時における広域

航空消防応援実施要綱」に基づく他の都道府県及び消防機関所有のヘリコプターの派遣等を

消防庁長官に要請する。 

 

(2) 受入体制 

消防部は、指揮系統、情報伝達方法等を明確にし、応援隊との連携により効率的な消防応

援活動を行う。 

1) 災害状況の情報提供、連絡・調整（水利資料の提供、応援部隊指揮本部等の設置） 

2) 応援部隊の配置・活動場所の協議及び指示（指揮本部と代表消防機関協議） 

3) 部隊の活動、宿営等の拠点の整備・提供（公園等） 

4) 消防活動資機材の調達・提供 

5) 添乗職員の配備 

 

(3) 経費の負担 

応援隊が応援活動に要した費用は、原則として市の負担とする。 
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第８節 水防活動 

 

実施担当 土木班、警防救急班、各消防署隊、土浦警察署、土浦土木事務所、霞ヶ浦河川事務所 

 

水防管理者（市長）は、水防計画又はその他水防に関する計画に基づく通信、情報、警戒、

点検及び防御体制を強化する。 

また、水防活動にあたっては、堤防等の施設管理者、警察署、消防の各機関及び住民組織等

との連携を密にし、特に避難及び被災者の救出に重点を置く。 

水防活動の詳細は、土浦市水防計画による。 

 

 

 

 

第９節 災害警備 

 

実施担当 土浦警察署 

 

土浦警察署は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合、早期に警備体制を確

立し、関係機関との緊密な連携の下に、住民の避難誘導、救助、犯罪の予防、交通の規制など

の災害警備活動を行い、住民の生命、身体及び財産を災害から保護し、被災地における社会秩

序を維持する。 
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第１０節 交通対策 

 

災害応急対策の実施において、人員及び救援物資の輸送を迅速かつ円滑に行うことは極めて

重要である。このため、災害時の緊急輸送を効率的に行うため、関係機関と協議の上、道路の

被害状況を迅速に把握し、緊急輸送道路等の確保を行う。また、被災地並びにその周辺道路の

交通渋滞の解消等を目的とした交通規制を迅速・的確に実施する。 

 

第１ 交通規制 

実施担当 土木班、土浦土木事務所、常陸河川国道事務所、東日本高速道路㈱、土浦警察署、

消防部、自衛隊 

 

１．被災情報及び道路・交通情報の収集 

① 道路管理者及び警察署は、災害警戒段階から、緊密に連携し、それぞれ所管する道路あ

るいは地域における道路の巡視、点検を行い、被災状況等を把握するとともに、通行の禁

止又は制限に関する情報を収集する。 

  特に、避難勧告等が発表された場合は、避難対象地区の道路の冠水状況等を確認し、市

（本部班）に報告する。 

② 警察署は、現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通監視カメラ、車両感知器

等を活用して、通行可能な道路や交通状況を迅速に把握する。 

 

２．交通の安全確保 

道路管理者及び警察署は、把握した被災状況等に基づき、通行禁止等の措置をとる。 

 

(1) 道路法（第46条）、異常気象時における道路通行規制要綱等に基づく通行規制 

道路管理者は、道路の損壊その他の事由により、交通が危険である、若しくは危険になる

と認められる場合においては、管理する道路の保全と交通の危険を防止するため、区間を定

めて道路の通行禁止又は制限を行う。 

 

(2) 道路交通法に基づく交通規制 

公安委員会、警察署長及び警察官は、道路における危険防止、交通の安全確保、交通の混

雑防止のため、必要に応じて交通規制を行う。 

 

(3) 災害対策基本法（第76条第１項）に基づく交通規制 

公安委員会が災害対策基本法の規定に基づく交通規制を行う場合は、次の措置を講じる。 

① 周知 

道路管理者と警察署は連携して、通行禁止等を行う区域又は区間、対象、期間（終期を

定めない場合は始期のみ）などを住民等に周知する。 

② 警察官等の措置命令及び措置（災害対策基本法第76条の３） 

ア 警察官は、通行禁止等を行う区域において、車両その他の物件が災害応急対策の実施

に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、当該車両その他の物件の占有者、

所有者又は管理者に対して、車両その他の物件の移動その他必要な措置をとることを命
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じ、又は警察官自ら当該措置をとることができる。 

イ アの措置命令及び措置は、自衛官又は消防吏員がその職務を執行するにあたって、警

察官がその場にいない場合に限り、自衛官又は消防吏員に準用する。 

ウ 自衛官又は消防吏員が警察官の権限を行った場合、その旨を管轄の警察署長に通知し

なければならない。 

③ う回路対策 

幹線道路等の通行規制を実施する場合は、道路管理者と警察署は連携して、う回路を設

定し、う回誘導のための要員や看板等を配置する。 

④ 緊急通行車両等の事前届出、確認手続等 

警察署は、通行禁止区域の通行車両を確認し、指定行政機関、指定地方行政機関、市、

指定公共機関及び指定地方公共機関等の緊急通行車両の円滑な通行を確保する。 

 

第２ 道路の応急対策 

実施担当 土木班、土浦警察署、土浦土木事務所、常陸河川国道事務所、東日本高速道路㈱ 

 

(1) 被害状況の把握 

各道路管理者及び警察署は、速やかに道路の被害状況を調査し、相互に情報を交換する。

特に、緊急輸送道路（→資料編参照）の被害状況等を迅速に把握し、緊急輸送を行う機関等

に情報を伝達する。 

また、県、国等の道路管理者から道路の被災状況、通行可能な道路の情報を収集する。 

 

(2) 道路の啓開 

各道路管理者は、県建設業協会土浦支部の協力を得て、啓開作業を開始する。 

なお、県建設業協会土浦支部では、市、県、国からの依頼がない場合も、あらかじめ定め

る協定に基づき、区間ごとの担当業者が道路確保作業を開始する。 

 

(3) 道路の応急措置 

道路管理者は、次の措置を講じる。 

① 救急、消防、応急復旧対策等の緊急輸送を確保するため、関係機関と連携を図り計画的

に道路の応急措置を実施する。 

② 被災地への円滑な緊急物資等の輸送を確保するため、緊急輸送路の確保を最優先に応急

復旧等を実施するとともに、被災地以外の物資輸送等を円滑に実施するため、広域輸送ル

ートを設定し、その確保にも努める。 

 

(4) 応急復旧業務に係る建設業者等との協力 

道路管理者は建設業界と連携、協力し、災害時に障害物等の除去、応急復旧等に必要な人

員、機材等を確保する。 
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第１１節 避難対策 

 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、住民の生命又は身体を災害から保

護し、その他災害の拡大を防止するため、市長は関係機関の協力を得て、住民の避難に関する

勧告・指示を行い、また安全に誘導して被害の防止、軽減を図る。 

 

第１ 避難勧告・指示 

実施担当 本部班、土浦警察署、県、自衛隊 

 

(1) 避難勧告等の実施者 

市長をはじめとする避難勧告等の実施権者は、避難勧告等を発令もしくは解除する場合は、

相互に状況を連絡し、情報を共有する。 

実 施 者 種類 要      件 根   拠 

市 長 災害全般 

(勧告･指示) 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に

おいて、人命又は身体を災害から保護し、その他

災害の拡大を防止するため、特に必要があると認

めるとき及び急を要すると認めるとき 

知 事 

 

災害全般 

(勧告･指示) 

市町村が事務の全部又は大部分の事務を行うこ

とができなくなったとき 

災害対策基本法 

第60条 

警察官 

 

災害全般

(指 示) 

市長が避難のための立ち退きを指示することが

できないと認めるとき、又は市長から要求があっ

たとき 

災害対策基本法 

第61条 

自衛官 

 

災害全般

(指 示) 

災害派遣を命じられた自衛官は、災害の状況によ

り特に急を要する場合で、警察官がその現場にい

ないとき 

自衛隊法 

第94条 

知事、その命を 

受けた職員 

地すべり

(指 示) 

地すべりにより著しい危険が切迫していると認

められるとき 

地すべり等防

止法第25条 

知事、その命 
を受けた職員 
又は水防管理者 

洪  水 

(指 示) 

洪水により著しい危険が切迫していると認めら

れるとき 

水防法 

第29条 

 

(2) 避難勧告等の内容 

避難の勧告・指示は、次のことを明らかにして行う。 

① 避難対象地区（町名、施設名等） 

② 理由（避難要因となった危険要素と所在、避難に要する時間等） 

③ 避難先（安全な方向及び避難場所の名称） 

④ その他（避難行動時の最少限の携帯品、災害時要援護者の優先避難・介助の呼びかけ等） 

 

(3) 洪水時の判断基準 

河川の氾濫による被害が予想される浸水想定区域（水防法第14条）については、洪水予報

（水防法第10条、第11条）を指標として判断する。なお、判断にあたっては、上流域の雨

量、水位の状況、気象台や河川管理者の助言、現場の巡視報告、通報等を参考に総合的かつ

迅速に行う。 
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洪水のレベルと避難行動等の対応 

水位危険度 

のレベル 

洪水予報の標題 

［洪水予報の種類］ 
水位の名称 市・住民の行動等 

レベル５  はん濫発生情報 

［洪水警報］  

（はん濫発生） 逃げ遅れた住民の救助等 

新たにはん濫が及ぶ区域の住民の

避難誘導  

レベル４  はん濫危険情報 

［洪水警報］  

はん濫危険水位 住民の避難完了  

レベル３  はん濫警戒情報 

［洪水警報］  

避難判断水位  市は避難勧告等の発令を判断  

住民は避難を判断  

レベル２  はん濫注意情報 

［洪水注意報］  

はん濫注意水位 市は避難準備情報（要援護者避難

情報）発令を判断 

住民ははん濫に関する情報に注意 

水防団出動  

レベル１  （発表なし）  水防団待機水位 水防団待機  

※国土交通省（2007）に加筆 

 

第２ 警戒区域の設定 

実施担当 本部班、消防部、土浦警察署、県、自衛隊 

 

 市長をはじめとする警戒区域の設定権者は、警戒区域を設定もしくは解除する場合、相互

に状況を連絡し、情報を共有する。 

 

設定権者 種 類 要      件 根拠法令 

市 長 

 

災害全般 災害が発生し、又は災害が発生しようとしている場

合において、人の生命又は身体に対する危険を防

止するため特に必要があると認めるとき 

災害対策基本法 

第63条 

知 事 同上 上記の場合において、市が全部又は大部分の事務

を行うことができなくなったとき 

災害対策基本法 

第73条 

警察官 同上 上記の場合において、市長若しくはその委任を受

けた市の職員が現場にいないとき又はこれらの

者から要求があったとき 

災害対策基本法 

第63条 

自衛官 災害全般 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、市長そ

の他職権を行うことができる者がその場にいな

い場合に限り行う。 

災害対策基本法 

第63条 

消防吏員 

又は 

消防団員 

水災を除く

災害全般 

（危険物の漏えい現場等で）災害が発生し、又は

災害が発生しようとしている場合において、人の

生命又は身体に対する危険を防止するため特に

必要があるとき 

警察官 

(警察署長) 

同上 上記の場合で、消防吏員又は消防団員が火災現場

にいないとき又はこれらの者から要求があったとき 

消防法 

第28条 

第36条 

（第23条の２） 

 

消防機関に属する者 洪水 水防上緊急の必要がある場所において 

警察官 同上 上記の場合で、消防機関に属する者がいないとき 

水防法 

第21条 
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第３ 避難の誘導 

実施担当 広報班、福祉班、消防部、学校・病院等の施設管理者 

 

(1) 避難勧告等の周知 

避難勧告や警戒区域が設定された場合、対象地区のすべての住民等にそれらの情報が伝わ

るよう留意し、広報車の巡回や防災行政無線（新治地域）による放送、職員・消防団員の巡

回等により伝達する。 

なお、避難に車両を使用しないよう指導する。 

 

(2) 避難誘導 

1) 一般住民等 

消防部は、警察署、町内会、自主防災組織等の協力を得て、組織的に避難を誘導する。 

福祉班は、平常時から名簿等により災害時要援護者の所在を把握しておくとともに、民生

委員、土浦市社会福祉協議会、自主防災組織等に要請し、所在把握と避難誘導を行う。 

 

2) 学校、病院等 

学校、病院、社会福祉施設等の多数の者が利用する施設の管理者は、施設内の利用者等を

安全に避難させるため避難誘導を行う。 

 

第４ 避難所の開設 

実施担当 本部班、教育部各班、指定避難所の施設管理者、避難所直行職員 

 

原則として本部長が指定避難所（⇒資料編参照）の開設の要否を判断する。 

なお、本部長が開設しない場合であっても、災害の危険があると判断される場合は、状況に

応じて応急的に施設管理者等が開設することができる。 

 

(1) 避難所の開設 

勤務時間内に災害が発生した場合は、施設の管理者、教職員が開設する。勤務時間外の場

合には、各施設の管理責任者あるいはあらかじめ指名された「避難所直行職員」が開設する。 

なお、避難収容の対象者は次のとおりである。 

＜避難収容対象者＞ 

① 住家が被害を受け、居住の場所を失った者 

② 現に災害に遭遇（旅館の宿泊人、通行人等）した者 

③ 災害によって、現に被害を受けるおそれのある者 

 

(2) 避難所の運営責任者 

教育部の複数の職員（うち１人を責任者として指名、以下「避難所職員」という。）を派

遣して運営するが、勤務時間外に開設した場合は、「避難所直行職員」と交代し、業務を引

き継ぐ。 
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(3) 開設報告 

避難所を開設した場合には、直ちに次の事項を県に報告する。 

① 避難所開設の目的 

② 箇所数及び収容人員 

③ 開設期間の見込み 

 

(4) 県への要請 

避難所が不足する場合は、県に対し、避難所の開設及び野外収容施設の設置に必要な資材

の調達への協力を要請する。 

 

第５ 避難者の把握 

実施担当 教育部各班、自主防災組織 

 

(1) 避難所での登録 

避難所に市民等を収容した際は、はじめに避難者名簿（カード）を配り、避難した市民等

に対して、各世帯単位に記入するよう指示する。集まった避難者名簿（カード）を基にして

避難者収容記録簿を作成し、災害対策本部に報告する。 

また、避難所開設期間を通じて、事務室を窓口にして避難者の入退所を管理する。 

 

(2) 避難者等の調査 

1) 調査チームの編成 

被災者の状況を把握するため、職員、自主防災組織からなる調査チームを地区別に編成し、

調査責任者を定め調査を行う。 

2) 調査結果の報告 

調査結果は本部会議で報告し、各部で避難者情報を共有化するとともに、県に報告する。 

 

第６ 避難所の運営 

実施担当 教育部 

 

(1) 避難運営体制の確立 

避難所の運営は、原則として自主防災組織を中心とした避難者の自主運営にて行う。 

避難所の職員は、自主防災組織のリーダー、町内会等住民組織のリーダーからなる避難所

運営委員会の立上げを支援する。 

 

避難所運営担当者の役割 

避 難 所 

運営委員会 

① 運営方法等の決定 

② 生活ルールの作成 

③ 避難者カード・名簿の作成 

④ 市からの連絡事項の伝達 

⑤ 食料・物資の配給 

⑥ ボランティア等との調整   

⑦ 避難者の要望等のとりまとめ 



《風水害 応急》11 避難対策 

-63- 

職  員 

① 災害対策本部との連絡 

② 広報 

③ 施設管理者、ボランティア等との調整 

④ 避難所運営記録 

 

(2) 避難スペースの設定 

避難所職員は、町内会（自主防災組織）等ごとにスペースを設定し、避難者による自主的

な運営となるよう配慮する。なお、その場合、高齢者、障害者、乳幼児、傷病者等の災害時

要援護者を優先し、暖かいところ、トイレに近いところを確保する。 

 

(3) 所内事務室の開設 

避難所内に事務室を開設し、避難所運営の拠点とする。事務室には要員を常時配置する。

事務室には、避難所の運営に必要な用品を準備する。 

 

(4) 避難場所運営記録の作成 

避難所職員は、避難所の運営状況について避難所運営記録を作成し、1日に１度本部へ報

告する。 

また、病人発生等、特別な事情のある時は、そのつど必要に応じて報告する。 

 

(5) 食料・物資の供給 

避難所職員は、把握した避難者数から食料、生活必需品等の必要量を本部に請求する。食

料、物資等を受け取ったときは、避難所運営委員会、ボランティア等との協力により避難者

に配給する。 

 

第７ 避難所生活環境の整備 

実施担当 教育部 

 

(1) 避難所設備の整備 

生活環境を向上させるため、季節の特性に配慮し、次の設備を整備し、避難所の清潔等衛

生面に配慮して使用ルール等を決め管理する。 

 

① 暖房・冷房器具  ② 仮設トイレ  ③ 給水施設  ④ 掲示板 

⑤ 入浴施設     ⑥ ゴミ箱    ⑦ 喫煙所   ⑧ その他必要なもの 

 

(2) 保健衛生 

避難所職員は、避難所自治組織、保健師、ボランティア等と協力して、避難所の衛生対策

を行い居住環境の保持に努める。避難所自治組織は、ゴミ捨てや清掃ルールを定め、定期的

に避難者で清掃を行う。 

また、食中毒の予防のため、食料の管理、炊事場の清掃、炊き出し時の衛生管理を徹底す

るよう指導する。 
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(3) 入浴対策 

ホテル、旅館等の入浴施設を確保して入浴計画を策定し、送迎バスの手配等を行う。 

また、県に対して、入浴温水シャワー設備を所有する事業者及び公衆浴場の管理者等へ協

力を要請する。 

 

(4) 災害時要援護者への配慮 

日常生活を営む上でハンディを負う人々にとって、避難所での生活ができる限り支障の少

ないものとなるようにするため、要援護者専用スペース、間仕切り、簡易ベッド等の確保を

行う。 

その他、福祉班と連携して、災害時要援護者支援策を実施する。 

 

(5) 健康管理対策 

避難所職員は、インフルエンザ等の予防のため、薬品を確保し、手洗い、うがいを励行す

る。 

その他、医療対策班と連携して、避難者の健康対策を実施する。 

 

第８ 避難所の閉鎖 

実施担当 教育部 

 

閉鎖にあたっては、あらかじめ避難者に対し、閉鎖を予告し、地域的に統廃合し、順次閉鎖

をする。 

学校施設については、授業再開に必要となる教室等から閉鎖する。 
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第１２節 食料の供給 

 

災害により食料の確保が困難になった被災者等に、食料の応急供給を迅速に行う。 

 

実施担当 産業部、教育部、調査班、職員班 

 

(1) 需要の把握 

教育部、調査班、職員班等と連携して、食料供給の対象者数を把握する。 

＜食料供給の対象者＞ 

① 避難所に収容された者 

② 住家の被害が全焼、流失、半焼、半壊又は床上浸水等があって炊事のできない者 

③ 住家に被害を受け、一時縁故先へ避難する者 

④ 旅行者、滞在者、通勤通学者で他に食料を得る手段のない者 

⑤ 災害応急対策活動従事者 

 

(2) 食料の調達 

1) 市内業者等からの調達 

災害発生当初は、市の備蓄食料で対応するが、備蓄品が不足する場合は、市内の食料品業

者などから次のものを調達する。 

① 弁当、パン、牛乳、ジュース類 

② 災害時要援護者に配慮した食料 

② 乳幼児用の粉ミルク（調整粉乳） 

2) 協定団体等への要請 

市内の食料品業者等からの調達が困難なときは、市外の協定団体等に食料供給を要請する。 

なお、災害救助法が適用され応急食糧が必要と認める場合は、あらかじめ知事から指示さ

れている範囲で、知事を通じ関東農政局茨城農政事務所長又は政府食糧を保管する倉庫の責

任者に対し、「災害救助法が発動された場合における災害救助用米穀の緊急引渡要領（昭和

61年２月10日付食糧庁長官通達）」に基づき応急用米穀の緊急引渡しを要請し、供給する。 

3) 食料の搬送 

供給先の避難所まで、調達先の業者等に要請する。 

ただし、調達先が輸送できない場合や、物資配送拠点までの搬送となる場合は、運送業者

等に搬送を要請する。 

 

(3) 食料の配布等 

 1) 食料の配布 

避難所に搬送された食料は、避難所職員が受領した後、避難所運営委員会等が被災者等に

配布する。 

 2) 炊き出し 

避難者から要望があった場合に、自主的に行うことを原則として対応する。 

炊き出し用の燃料、調理器具、調味料等は、学校の調理室や市内業者等から調達し、食品

衛生管理に十分注意するよう指導し、食中毒の防止を図る。
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第１３節 生活必需品の供給 

 

災害により生活必需品の確保が困難になった被災者等に、必需品の応急供給を迅速に行う。 

 

実施担当 商工班、調査班、職員班、教育部 

 

(1) 需要の把握 

調査班、職員班等と連携して、生活必需品供給の対象者数を把握する。 

＜生活必需品の供給対象者＞ 

住家の被害が全壊（焼）、半壊（焼）等であって次に掲げる条件を満たす者 

① 被服、寝具その他生活上必要な最小限度の家財を喪失した者 かつ 

② 被服、寝具その他生活必需物資がないため、直ちに日常生活を営むことが困難な者 

 

(2) 生活必需品の調達 

1) 市内業者等からの調達 

災害発生当初は、市の備蓄品で対応するが、備蓄品が不足する場合は、市内の流通・小売

業者などから次のものを調達する。 

＜生活必需品の品目＞ 

① 携帯トイレ 

② 寝具（毛布等） 

③ 日用品雑貨（石鹸、タオル、歯ブラシ、歯磨き粉、トイレットペーパー、ゴミ袋、軍手、

バケツ、洗剤、洗濯ロープ、洗濯バサミ、蚊取線香、携帯ラジオ、老眼鏡、雨具、ポリ

タンク、生理用品、ティシュペーパー、ウェットティシュ、紙おむつ等） 

④ 衣料品（作業着、下着、靴下、運動靴等） 

⑤ 炊事用具（鍋、釜、やかん、包丁、缶切等） 

⑥ 食器（箸、スプーン、皿、茶碗、紙コップ、ほ乳ビン等） 

⑦ 光熱材料（ローソク、マッチ、懐中電灯、乾電池、ＬＰガス容器一式、コンロ等付属器

具、卓上ガスコンロ等） 

⑧ その他（ビニールシート等） 

2) 協定団体等への要請 

市内の業者等からの調達が困難なときは、次の方法で確保する。 

① 県、近隣市町村、協定団体等への応援要請 

② 日本赤十字社茨城県支部への要請（県を通じて） 

③ 救援物資の活用 

3) 搬送 

供給先の避難所まで、調達先の業者等に要請する。ただし、調達先が輸送できない場合や、

物資配送拠点までの搬送となる場合は、運送業者等に搬送を要請する。 

 

(3) 生活必需品の配布 

避難所に搬送された物資は、避難所職員が受領した後、避難所運営委員会等が被災者等に

配布する。 
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第１４節 給水 

 

災害により飲料水等の確保が困難になった被災者等に、給水活動を迅速に行う。 

 

実施担当 水道班 

 

(1) 給水源の確保 

県企業局（県西水道事務所）と連携して、速やかに補給給水源の確保を図るほか、市内事

業所等の所有する井戸からの供給協力を得て応急給水用の水を確保する。 

また、関係各部・機関に協力を要請し、耐震性貯水槽、小・中学校プール、受水槽、防火

用貯水槽等を補給給水源として利用する。この場合、機械的処理（ろ水機等）、薬剤投入、煮

沸消毒等を施すなど安全性に特に留意する。 

 

(2) 家庭内備蓄の活用 

災害当初は、病院、救護所等の重要施設への給水を行うため、市民は家庭で備蓄する飲料

水で対応することを原則とし、市民にその旨を周知する。 

 

(3) 目標給水量 

時期 １日あたり目標給水量 主な用途 

災害発生～３日目 ３リットル 飲料（生命維持に最小限必要） 

４日目～10日目 20リットル 飲料、水洗トイレ、洗面等 

（日周期の生活に最小限必要） 

11日目～21日目 100リットル 飲料、水洗トイレ、洗面、風呂、シャワー、 

炊事等（数日周期の生活に最小限必要） 

21日目～ 被災前の給水量 

（約250リットル） 

ほぼ通常の生活 

（若干の制約はある） 

（財）水道技術研究センターによる 

(4) 給水需要の把握 

断水の状況を調査し、給水需要を把握する。 

 

(5) 水質検査 

井戸、プール、防火用貯水槽、河川等の水を飲用しなければならない場合は、それらの水

源を浄水処理した水の飲用の適否を検査する。必要に応じて、県に検査の実施を要請する。 

 

(6) 給水方法 

応急給水所の設定による拠点給水方式を原則とする。 

ただし、断水区域の状況や水道施設の復旧状況によって、消火栓や応急仮配管の活用によ

る方法を採用する。 

1) 応急給水所（拠点）の設置 

応急給水所（拠点）は、原則として、避難所となる小・中学校等とする。なお、断水区域

が一部の場合は、状況に応じて、公園等に応急給水所を設定する。 
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2) 応急給水所（拠点）への輸送 

応急給水所への輸送は、市の給水車の他、トラック協会への要請等により行う。 

必要な機材は、市が備蓄する給水タンク、ポリタンク、小型水中ポンプ等のほか、県企業

局、他市町村からの派遣部隊のものを使用する。 

3) 給水広報 

給水の場所、時間、給水量、方法等を広報紙、住民に周知する。 

4) 応急給水所（拠点）での給水方法 

応急給水所（拠点）では、避難所運営委員会、自主防災組織等の協力を得て、被災者が自

ら持参する容器に給水する。 

なお、自ら容器を持参できない場合は、近隣、自主防災組織等に対する援助・相互融通の

要請、又は市が備蓄するポリタンク等の貸与により対処する。 

 

(7) 医療機関、福祉施設等への優先給水 

病院、診療所及び人工透析医療施設等の医療機関、社会福祉施設等へは最優的に給水する

とともに、応急供給計画をたてて継続的に給水する。 

 

(9) 災害時要援護者への配慮 

飲料水の運搬が困難な災害時要援護者や中高層住宅の住民等については、地域の自主防災

組織やボランティアに運搬の支援を要請する。 
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第１５節 災害時要援護者の安全確保 

 

災害時には、災害時要援護者は自力では避難できないことや、視聴覚や音声・言語機能の障

害から的確な避難情報の把握や地域住民との円滑なコミュニケーションが困難になること等に

より、非常に危険なあるいは不安な状態に置かれることとなる。 

このため、避難誘導、安否確認、救助活動、搬送、情報提供、保健・福祉巡回サービスの実

施、相談窓口の開設等あらゆる段階で災害時要援護者の実情に応じた配慮を行い、安全確保を

図るとともに、必要な救助を行う。 

 

第１ 在宅要援護者に対する安全対策 

実施担当 福祉班、教育部、土浦市社会福祉協議会、民生委員、自主防災組織、福祉関係団体 

 

(1) 情報提供  

福祉班は、県と協力し、高齢者・障害者等災害時要援護者に対する情報提供ルールの確立、

伝達手段の確保を図り、必要な情報を提供する。  

① 情報伝達ルート････社会福祉協議会、福祉ボランティア等 

② 伝達手段･･････････広報資料、広報誌(紙)、ファックス（聴覚障害者通報システム等）、

インターネット等(→「災害広報の実施」の項を参照) 

 

(2) 避難対策 

 福祉班は、次の避難対策を行う。 

① 民生委員、市社会福祉協議会、自主防災組織等に要請し、災害時要援護者の避難誘導、安

否確認を行う。なお、緊急の場合は、本人同意のない災害時要援護者情報についても個人

情報保護に配慮しつつ、救助関係機関等に提供する。 

② 教育部と協力して、避難所に入所した要援護者を把握し、ニーズを調査する。 

③ 援護の必要性の高い要援護者については、社会福祉施設への一時入所を進める。 

入所先の確保、搬送が困難な場合は、福祉関係者や県に要請する。 

 

(3) 生活支援  

  福祉班は、教育部、民生委員、土浦市社会福祉協議会、ボランティア及び県などと協力して、

在宅及び避難所の災害時要援護者のニーズを調査するとともに、必要な福祉サービスを提供

する。 

① 粉ミルク、やわらかい食品等にも配慮した食事の提供 

② おむつ、介助用具等の貸与、支給 

③ 手話通訳者、ケースワーカー、ホームヘルパー、保健師、ケアマネージャー等の派遣 

④ 巡回健康相談、戸別訪問指導や栄養相談等の重点的実施 

 

(4) 社会福祉施設の被害状況調査の実施、福祉相談窓口の設置  

  福祉班は、次の措置を講じる。 

① 県と協力して、社会福祉施設の被害状況を調査する。 

② 県と協力して、コミュニケーション手段に配慮した、福祉に関するあらゆる相談に対応で
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きる窓口を設置する。 

 

第２ 外国人に対する安全対策 

実施担当 市民班、広報班、放送機関、土浦市国際交流協会、土浦警察署 

 

(1) 外国人への情報提供 

市民班は、広報班と連携して、必要に応じて外国語による広報を行う。 

また、土浦ケーブルテレビジョンをはじめとする放送局に対し、外国語による情報提供を

要請する。 

 

(2) 外国人の支援 

市民班は、土浦市国際交流協会、県、警察署、ボランティア団体等と協力して、市内の外

国人の被災情報の把握、相談対応を行う。 
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第１６節 建築物等の応急対策 

 

宅地の崩壊等の二次災害が発生しないよう、斜面宅地の応急危険度判定を速やかに行う。 

また、住家が滅失した被災者を保護するため、自らの資力で住宅を確保できない者に対し、

応急仮設住宅の提供又は応急修理を行う。 

 

第１ 被災宅地の応急危険度判定 

実施担当 住宅対策班 

 

(1) 判定実施体制 

住宅対策班は、市役所本庁舎に被災宅地応急危険度判定実施本部を設置し、県を通じて被

災宅地危険度判定士の派遣を要請する。 

 

(2) 判定方法 

「被災宅地の調査・危険度判定マニュアル」（被災宅地危険度判定連絡協議会）等に基づい

て判定し、「危険宅地」、「要注意宅地」、「調査済宅地」に区分し、表示を行う。 

また、施設等に著しい被害を生じるおそれのある場合は、速やかに関係機関や住民に連絡

するとともに、必要に応じ、適切な避難対策、被災施設・危険箇所への立入制限を実施する。 

 

第２ 住宅の応急修理 

実施担当 住宅対策班、公共施設班 

 

(1) 民間住宅の応急修理 

1) 修理対象世帯 

応急修理は、市が災害のため住宅が半壊又は半焼し、自らの資力では応急修理をすること

ができない世帯に対して行う。 

2) 修理の範囲 

応急修理は、災害に直接起因する損壊のうち居室、炊事場及び便所等日常生活に必要最小

限の部分に対して行う。 

3) 修理時期 

応急修理は、災害発生から１月以内に完了する。 

4) 資材調達 

資材が不足した場合は県に要請し、調達の協力を求める。 

 

(2) 公営住宅の応急修理 

市営住宅が災害により著しく損傷を受けた場合、当面の日常生活を営むことができるよう

応急修理を次のとおり実施する。 

① 市営住宅又は付帯施設の被害状況について、早急に調査を行う。 

② 市営住宅又は付帯施設のうち危険箇所については、応急保安措置を実施するとともに危害

防止のため住民に周知を図る。 

③ 市営住宅の応急修理は、屋根、居室、炊事場、便所等の日常生活に欠くことができない部



《風水害 応急》16 建築物の応急対策 

-72- 

分のみを対象とし、修理の必要度の高い住宅から実施する。 

なお、その他の公営住宅については、それぞれ所管する機関・団体が被害状況を緊急調査

し、修理の必要な箇所は、応急修理にあたる。 

 

第３ 応急仮設住宅の建設 

実施担当 住宅対策班 

 

 土浦市災害時住宅供給促進計画に基づいて、応急仮設住宅の供給を計画的に行う。 

 

(1) 対象者 

応急仮設住宅は、住宅が全壊、全焼又は流出し、居住する住宅がない世帯であって自らの

資力では住宅を得ることができない世帯を対象に設置する。 

入居者の選定は、災害時要援護者や困窮度を考慮して行う。 

＜応急仮設住宅提供の対象者＞ 

次のすべての条件に該当する者 

① 住宅が全焼、全壊又は流失した者 

② 居住する住家がない者 

③ 自らの資力をもってしては住宅を確保できない者 

・生活保護法の被保護者並びに要保護者 

・特定の資産のない失業者 

・特定の資産のない未亡人、母子世帯、老人世帯、身体障害者世帯、病弱者等 

・特定の資産のない勤労者、中小企業者 

・前各号に準ずる経済的弱者 

 

(2) 需要の把握 

災害後に被害調査の結果から仮設住宅の概数を把握する。また、総合相談窓口又は避難所

にて、仮設住宅入居の申し込みを受付ける。 

 

(3) 用地の確保 

応急仮設住宅の用地は、市有地を確保するが、不足する場合は、国・県公有地の使用を要請す

る。不足が生じた場合には、民有地の所有者との間に賃貸契約を締結して借用する。 

なお、確保にあたっては、交通、衛生、災害環境等に配慮する。 

 

(4) 建設 

仮設住宅は、社団法人プレハブ建築協会等の協力を得て建設する。 

応急仮設住宅を同一敷地内又は近接する地域内に概ね50戸以上設置した場合、集会所等に

使用できる施設を設置する。 

高齢者等であって、日常の生活上特別な配慮を要するものを数人以上収容し、介護等事業

を利用しやすい構造及び施設を有する施設（福祉仮設住宅）を設置できる。 

 

(5) 管理 
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仮設住宅の管理は、市を中心に自主防災組織あるいは仮設住宅の住民組織によって行

う。 

 

第４ 家屋のり災証明 

実施担当 調査班、予防班 

 

家屋の被害状況を把握するとともに、被災者の再建支援に必要なり災証明書を発行するた

め、「災害の被害認定基準について」（内閣府、平成13年）に基づく被災家屋の認定を行う。 

 

(1) 被害家屋認定調査 

調査員は、市職員のほか、他市町村からの応援職員、応急危険度判定士に要請する。 

調査は、災害に係る「住家の被害認定基準運用指針」（内閣府）に基づいて行い、１次調査

は、外観の目視により全・半壊を区分し、２次調査は半壊を対象として、所有者立ち会いの

もとに行う。 

なお、調査内容に不服がある場合は、再調査依頼により再調査(３次調査)を行う。 

また、火災により焼失した家屋等は、消防法に基づく火災調査を行う。 

 

(2) り災証明の発行 

調査結果は基礎台帳にまとめ、総合相談窓口において、被災者からの申請によりり災証明

書を発行する。 

また、火災によるり災の証明書の発行も総合窓口であわせて行う。 
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第１７節 応急医療 

 

災害時には、広域あるいは局地的に、医療救護を必要とする多数の傷病者の発生が予想され

る。このため、災害時における応急医療体制を確立し、関係医療機関及び各防災関連機関との

密接な連携の下に一刻も速い医療救護活動を行う。 

 

第１ 応急医療体制の確保 

実施担当 医療対策班、土浦市医師会、土浦市歯科医師会、県薬剤師会土浦支部 

 

市（医療対策班）、土浦市医師会、土浦市歯科医師会、県薬剤師会土浦支部は連携して、災害

医療救護活動を行う。 

 

(1) 医療救護班の編成、派遣等 

土浦保健センターに医療救護対策本部を設置し、医療救護所等の設置、医療救護班等の編

成、派遣、連絡・調整等、災害時医療の維持・運営を行う。 

 

(2) 医療救護班の活動 

① 被災者のスクリーニング（症状判別） 

② 傷病者に対する応急処置の実施及び必要な医療の提供 

③ 医療機関への転送の要否の判断及びその順位の決定 

④ 死亡の確認 

⑤ 死体の検案 

⑥ その他状況に応じた処置（助産等含む） 

 

(3) 医薬品等の確保 

医療救護所等で使用する医薬品、輸血用血液製剤、医療用資機材は、市の備蓄品、医療救

護班の携行品、県薬剤師会土浦支部への要請にて確保する。 

不足する場合は、県に供給を要請する。 

 

第２ 後方医療体制の確保 

実施担当 医療対策班、通信指令班、土浦市医師会、県、医療機関 

 

市（医療対策班、通信指令班）、土浦市医師会は、県や医療機関と連携して、後方医療体制を

確保する。 

 

(1) 中継拠点病院の確保 

医療救護所等で対応できない重症者は、市内の中継拠点病院（救急告示病院等）に受け入

れを要請する。 
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中継拠点病院 

① 総合病院土浦協同病院     ② 独立行政法人霞ヶ浦医療センター 

③ 医療法人社団青洲会神立病院  ④ 医療法人社団誠仁会都和病院 

⑤ 医療法人財団県南病院 

 

(2) 後方医療施設の確保 

市内の中継拠点病院で対応が困難な場合あるいは、市内病院が被災し、入院患者に継続し

て医療を提供できない場合、病院等からの要請により後方医療施設を確保する。 

 

(3) 搬送体制の確保 

中継拠点病院あるいは後方医療施設への搬送は、消防部（警防救急班、各消防署隊）が救

急車等で搬送する。救急車が不足する場合は、市有車両等で搬送する。 

県は、茨城県救急医療情報コントロールセンターを拠点として、県全域の救急医療施設の

応需情報などを収集・提供し、これにより消防部は、重傷者を搬送するための応需可能な後

方医療施設を選定する。 

車両での搬送が困難あるいは緊急の場合は、県にヘリコプターの出動を要請し、県、医療

機関、市（医療対策班、消防部）は連携して、ヘリコプター輸送を支援する。 

 

(4) 人工透析等の情報提供 

人工透析の慢性的患者に対し災害時においても継続して提供する必要があるため、被災地

域内における人工透析患者の受療状況及び透析医療機関の稼働状況等の情報を収集し、透析

患者、患者団体及び病院等へ提供するなど受療の確保に努める。 

必要な場合は、被災地外医療機関への搬送手段を確保する。 

 

第３ 健康維持活動 

実施担当 医療対策班、土浦市医師会、土浦市歯科医師会、土浦保健所 

 

(1) 被災者の健康管理 

1) 避難所等に避難している市民の疾患の予防のため、避難所に救護所を設置する。 

2) 土浦保健所と連携して、土浦市医師会、土浦市歯科医師会等の協力を得て、医師、保健師

等で構成する巡回相談チームを編成し、精神科、歯科等を加えた巡回医療を実施する。巡

回医療で把握した問題等は、個別健康相談票を作成し対処方法を検討する。 

3) 継続的な投薬や食事指導の必要な者についても配慮する。 

4) エコノミークラス症候群等の被災者特有の疾病の予防について、チラシの配布や保健師等

による指導など、土浦保健所と連携した活動を行う。 

 

(2) 被災者のメンタルケア 

1) 災害によるＡＳＤ（急性ストレス障害）やＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）に対して、

県精神保健福祉センター及び土浦保健所と協力して、カウンセリングやパンフレット配布

等の広報活動によりメンタルケアを実施する。 

なお、保健所には「心の救護所」が設置され、精神科医療チームの派遣等を行う。 
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2) 避難所生活が長期化した場合は、レクリエーション等を行い、ストレスの軽減に努める。 

3) 幼児や児童の保育について、避難所に遊び場を確保し、ボランティアの協力を得ながら行う。 

4) 県と連携して、症状の安定のために一時的な入院が必要な者、ターミナルケアが必要な者

に対しては、福祉施設・一般病院及び精神病院等と連携を図り入院を勧奨する。さらに、

本人及び家族が退院後の生活に不安を抱くことがないよう継続的な援助を行う。 

 

(3) 継続的要援護者のリストアップ 

援助者が変更しても継続援助が提供出来るよう、個別的に継続援助が必要な者について、

健康管理票及びリストを作成する。 

 

(4) 在宅患者への対応 

土浦保健所、医療機関、訪問看護ステーション等と協力して、在宅患者等の被災状況を確

認するとともに、在宅の患者のための人工呼吸用酸素、経静脈栄養剤、経管栄養剤等の供給

については関係医療機関、関係団体に供給を要請する。 

また、周産期医療に関しては、被災地の小児慢性疾患児及び妊婦の巡回相談や訪問指導を

実施する。併せて、消防機関への依頼等により適切な患者の搬送を実施する。 

 

(5) 児童・高齢者・障害者・外国人に対する心のケア対策 

ボランティアの支援を得ながら、医師や臨床心理士等児童精神医学等の専門家によるプレ

イセラピーを実施するとともに、高齢者に対して十分配慮するほか、情報の入手が困難な外

国人に対しても適切なケアを行う。 
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第１８節 防疫 

 

災害による大量の廃棄物の発生、並びに感染症等の発生は、住民の生活に著しい混乱をもた

らすことが予想される。このため、防疫活動を積極的に図っていく。 

 

実施担当 環境衛生班、医療対策班 

 

 環境衛生班は医療対策班と連携して、次の対策を行う。 

 

(1) 防疫組織の設置 

防疫関係の組織をつくるとともに、土浦保健所から必要な情報提供や指導を受ける。 

 

(2) 防疫措置情報の収集・報告 

災害の発生後において、保健所、警察及び消防等との連絡をとり、その被害の状況などの

情報を収集するとともに、防疫措置の必要な地域又は場所などを把握し、相互に情報の伝達

を行う。 

また、医療機関においても、被災者にかかる感染症患者や食中毒の発見に努めるとともに、

発見した場合又は疑いのある場合など、保健所への通報連絡を迅速に行う。 

なお、適切な防疫措置を講じるため、被災地に設けられる救護所との連絡を密にする。 

 

(3) 防疫計画の策定 

土浦保健所とともに被害の状況などを考慮し災害予想図を作成するとともに、できるだけ

詳しい防疫計画を樹立する。 

 

(4) 消毒薬品・器具機材等の調達 

災害時の防疫措置に必要な消毒薬等を迅速に調達する。また、必要に応じ、薬業団体及び

県などの協力を求める。 

 

(5) 防疫措置等の実施 

保健所の防疫班などの行う次の防疫措置に協力する。 

① 被害状況の調査 

② 検病調査 

③ 避難所における防疫上必要な設備整備の指導及び被災住宅・仮設住宅住人に対する衛生指導 

④ 井戸水の消毒指導 

⑤ その他の防疫措置に必要な事項 

 

(6) 食品衛生指導 

保健所の食品衛生監視員の指導に基づき、避難所、仮設住宅及び食品製造所などにおける

食品の衛生管理を要請する。 

(7) 患者等の措置 

被災地において、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき就
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業制限又は入院勧告を要する感染症の患者又は無症状病原体保有者が発生した場合、同法に

基づき適正な措置を講ずるほか、交通途絶等のため感染症指定医療機関へ移送することが困

難な場合は、近隣の非被災地内の適当な医療機関に入院させるなどの措置を講ずる。 

 

(8) 予防教育及び広報活動の実施 

土浦保健所と連携して、災害が予想される時期などにおいて、災害時の感染症や食中毒予

防等に関する教育を行う。 

また、災害発生地域や避難所において同様の教育を行うとともにパンフレット、広報車及

び報道機関等を活用して広報活動を実施する。 

 

(9) その他の保健衛生活動 

1) 巡回栄養指導 

土浦保健所、その他関係機関、協力団体・ボランティア等と連携・協力して、避難所・被

災地及び仮設住宅に暮す市民に対し、食生活自立に向けてのアドバイスを行う。 

2) 健康診査 

土浦保健所、土浦市医師会その他関係機関、協力団体・ボランティア等と連携・協力して、

被害を受けた市民の従来の健康的な生活を取り戻すため、避難所及び仮設住宅等において、

健康診査を実施する。これにより健康不安の解消及び疾病の予防と早期発見を図り医療機関

への受診促進を図る。 

3) 入浴機会の確保 

自衛隊、公衆浴場、宿泊施設等の入浴施設を確保し、被災者の入浴機会を確保する。 

 

(10) 記録の整備及び状況等の報告 

関係機関や関係団体等の協力を得て被害状況を把握し、その状況や防疫活動状況等を土浦

保健所長に報告する。 
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第１９節 清掃対策 

 

災害による大量の廃棄物（粗大ごみ、不燃性ごみ、生ごみ、し尿等）の発生は、住民の生活

に著しい混乱をもたらすことが予想される。このため、災害時の特に処理施設の被害、通信、

交通の輻輳等を十分考慮した上で、同時大量の廃棄物処理を積極的に図っていく。 

 

第１ ごみ処理 

実施担当 環境衛生班 

 

(1) ごみ処理の方針 

災害発生時のごみ処理は、次の方針で行うこととする。 

① 生ごみ・有害ごみ等緊急に収集・処理すべき「ごみ」を最優先で収集する。 

② 避難所・医療対策拠点施設等、拠点施設を最優先で収集する。 

③ 被害の甚大な地域を最優先で収集する。 

④ 中間処理（焼却・破砕）の緊急性が低い「ごみ種」については、「仮置場」にいったん搬

送するなどして、被災地・被災施設からの搬出を最優先で行う。 

⑤ 処理が長期に渡る場合は、進行管理計画を策定し、計画的に処理を行う。 

 

(2) ごみ処理体制の確立 

① 焼却処理施設、破砕処理施設その他のごみ処理施設及び収集車その他の器材の被害状況を

把握したのち、必要に応じ応急復旧措置を講じて、保有する収集・処理能力の維持に努め

る。 

② 「ごみ量」が市の有する収集・処理能力を上回ると想定される場合は、県を通じて、収集・

処理に関する応援体制の確立及び応援派遣の実施を要請する。  

③ 委託業者・許可業者等に協力を要請する。 

 

(3) ごみ処理実施計画の策定 

被害の状況からごみ排出量を想定し「ごみ処理実施計画」を策定する。 

水害により発生しうる災害廃棄物の量は、次のめやすをもとに推計する。 

 

               災害廃棄物の発生量のめやす 

項目 数 量 

全壊 12.9ｔ/世帯 

大規模半壊 9.7ｔ/世帯 

半壊 6.5ｔ/世帯 

一部損壊 2.5ｔ/世帯 

床上浸水 4.6ｔ/世帯 

水害による廃

棄物発生量 

床下浸水 0.6ｔ/世帯 

（出典）水害時の行政対応における災害廃棄物発生量に関する研究（平山・河田､2005）より 
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(4) 仮置場の確保 

関係各部、機関との協議・協力により仮置場を確保する。 

 

(5) 広報 

ごみ処理対策の実施にあたっては、広報紙等を通じて事前に市民・事業所等の協力を要請

するとともに、関係各部、機関との協議・協力により収集方式の周知徹底に努める。 

 

第２ し尿処理 

実施担当 環境衛生班 

 

(1) し尿処理の方針 

災害発生時のし尿処理の方針は、次のとおりとする。 

 

＜し尿処理の方針＞ 

① 下水道整備区域において、通水機能が確保される場合は、流下用の水を確保することに

よって水洗トイレ（下水道機能）を有効に活用する。 

② 仮設トイレの設置によるし尿の収集・処理を行う。 

③ 仮設トイレ、バキュームカーその他の収集用資機材並びに処理場等の確保については、

収集委託・許可業者の全面的な協力を得るとともに県を通じて広域的な応援体制の確立

により対処する。 

 

(2) し尿処理体制の確立 

① し尿処理施設及びバキュームカーその他の器材並びに下水道施設の被害状況を把握した

のち、必要に応じ応急復旧措置を講じて、保有する収集・処理能力の維持に努める。 

② 収集すべき「し尿量」が市の有する能力を上回ると想定される場合は、県を通じて、収集・

処理に関する応援体制の確立及び応援派遣の実施を要請する。 

③ 委託業者・許可業者等に協力を要請する。 

 

(3) し尿処理実施計画の策定 

被害の状況に応じて「し尿処理実施計画」を策定する。策定にあたって処理すべき量は次

のように推定する。 

① 災害発生後に処理すべきし尿の排出者は、下水道機能の活用が困難な避難所の入所者と汲

み取り地域内の世帯数及び事業所等の帰宅困難者とする。排出対象者の総数とし尿排出量

（１人1.5リットル／日）より推定する。 

② 仮設トイレ・バキュームカー等の確保 

備蓄する簡易トイレ及び保有するバキュームカーの補充については、収集委託・許可業

者の全面的な協力を得るとともに、レンタル会社の活用を図る。さらに県を通じて広域的

もしくは全国的な応援体制の確立により対処する。 

 

(4) 広報の実施 

し尿処理対策の実施にあたっては、広報紙等を通じて事前に市民・事業所等の協力を
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要請する。 

 

(5) 仮設トイレの設置 

下水道機能の活用によるし尿の処理が困難な拠点施設・被災地域に仮設トイレを設置する。 

 

区分 仮設トイレ設置のめやす 

設置すべき場所 ① 広域避難場所（避難が長時間に及ぶ場合） 

② 避難所（避難所内でトイレが不足又は使用不可能な場合） 

③ その他被災者を収容する施設 

④ 高層集合住宅団地 

⑤ 住宅密集地（地域内でトイレが不足又は使用不可能な場合） 

設置すべき個数 利用者人口  100人当たり１か所 

設置期間 下水道及び水道施設の機能が復旧するなど、その必要がないと認

めるときまで 
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第２０節 行方不明者の捜索・遺体の処理 

 

災害により現に行方不明の状態にあり、かつ周囲の事情によりすでに死亡していると推定さ

れる行方不明者等を捜索し、又は災害の際に死亡した者について遺体の識別等の処理を行い、

かつ死体の埋葬を実施する。 

 

第１ 行方不明者の捜索 

実施担当 市民班、消防部、土浦警察署 

 

(1) 行方不明者の把握 

市民班は、総合窓口で受け付けた捜索願い及び行方不明者の情報を収集し、行方不明者の

リストを作成し、警察署に提出する。 

捜索の対象は、災害により行方不明の状態にあり、かつ周囲の事情により死亡していると

推定される者とする。 

 

(2) 捜索活動 

土浦警察署は、消防部や自主防災組織等と連携して、行方不明者リストに基づき捜索活動

を実施する。 

なお、市だけでは十分な対応ができない場合、周辺市町村、自衛隊等に対し応援の要請を

行いこれらの機関の応援を得て実施する。 

行方不明者を発見し、すでに死亡していると認められるときは、警察署又は遺体安置所等

に搬送し、警察官の検視を受ける。遺体安置所等への搬送は、遺族又は自主防災組織が行う

ことを原則とするが、困難な場合は、市有又は関係機関の車両で搬送する。 

 

(3) 身元確認等 

土浦警察署は、身元不明の遺体については、写真の撮影、指紋の採取、遺品保存等を行う

とともに、市及び関係機関に連絡し、速やかな身元確認に努める。 

また、医師との連携に配慮し迅速に検視（見分）を行う。 

 

 

第２ 遺体の処理 

実施担当 市民班、建設部各班、都市計画班、土浦市医師会 

 

市民班は、土浦市医師会等の協力を得て救護班を編成し、次の対策を行う。また、遺体が多

数ある場合等には、遺体安置所を確保して、集中処理を行う。 

 

(1) 遺体の洗浄等 

救護班は、遺体の洗浄・縫合・消毒等の措置を行い、遺体を一時保存し、身元確認、検案、

埋葬に備える。 

 

(2) 検案 
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遺体が多数の場合等で救護班のみで十分な対応が困難な場合には、一般開業の医師の協力を

得て実施し、県、日赤県支部等に協力を要請する。 

 

(3) 安置 

市民班は、死者数、行方不明者数を早期に把握し、市内葬祭業者等の協力を得て、棺、ド

ライアイス等を確保するとともに、遺体処理票及び遺留品処理台帳を作成のうえ納棺する。 

 

第３ 遺体の埋火葬 

実施担当 環境衛生班、市民班 

 

 環境衛生班は、市民班の協力を得て、次の対策を行う。 

 

(1) 埋火葬の受付 

遺体収容所で、埋火葬許可書を発行する。 

 

(2) 火葬 

遺体が多数のため火葬できないときは、近隣市町村に火葬を依頼する。 

また、遺族による遺体の搬送が困難なときは、葬儀業者等に協力を依頼する。 

 

(3) 身元不明時の措置 

身元の判明しない遺骨は、市内の納骨施設等に一時保管を依頼し、身元が判明し次第遺族

に引き渡す。 
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第２１節 障害物の除去 

 

災害による大量の障害物の発生は、住民の生活に著しい混乱をもたらすことが予想される。

このため、災害時の通信、交通の輻輳等を十分考慮した上で、同時大量の障害物の収集・処理

活動を迅速に行う。 

 

実施担当 住宅対策班、土木班 

 

(1) 建築関係障害物の除去 

災害により、居室・炊事場・玄関等に土石・竹木等の障害物が運び込まれているため生活

に支障をきたしている場合で、自らの資力をもってしても除去できない者に対しては、災害

救助法に基づく障害物の除去を行う。 

 

(2) 道路関係障害物の除去 

各道路管理者は、管理区域内の道路について路上障害物の状況を把握し、必要と認められ

る場合は除去を実施する。その際、あらかじめ指定された緊急輸送道路を最優先とし、各道

路管理者間の情報交換は緊密に行う。 

 

(3) 河川・港湾・漁港関係障害物の除去 

河川、港湾及び漁港管理者は、所管する河川、港湾及び漁港区域内の航路等について沈船、

漂流物等障害物の状況を把握し、船舶の航行が危険と認められる場合は除去を実施する。 
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第２２節 緊急輸送 

 

災害応急対策の実施において、人員及び救援物資の輸送を迅速かつ円滑に行うことは極めて

重要である。 

このため、災害時の緊急輸送を効率的に行うため、関係機関と協議の上、指定の緊急輸送道

路の被害状況を迅速に把握し、緊急輸送道路の啓開作業を行う。 

また、輸送車両、船舶、ヘリコプター等の確保、救援物資の輸送拠点の整備等を行うととも

に、緊急交通路の確保、被災地並びにその周辺道路の交通渋滞の解消等を目的とした交通規制

を迅速・的確に実施する。 

 

第１ 緊急輸送手段の確保 

実施担当 管財班 

 

(1) 車両の確保 

管財班は、市有車両を確保するほか、市内輸送業者、茨城県トラック協会土浦支部、茨城

県乗用旅客自動車協会土浦支部等に輸送車両の応援を要請する。調達が困難な場合は、県に

対して調達、あっせんを要請する。 

各部で所有する車両及び応援派遣された車両について、総合的に調整し配分する。 

車両の運行に必要な人員は、原則としてその事務を所管する各部の要員をもってあてる。 

防災関係機関からの要請があった時は、待機車両の活用等により可能な限り協力する。 

 

(2) 燃料の確保 

管財班は、市保有車両及び協力車両のすべてに必要な燃料について、市内の供給業者又は

石油等販売業組合等の関係機関に対して、供給を要請する。 

 

(3) 車両以外の輸送手段の確保 

総務部長は、道路・橋梁等の損壊等により車両輸送が困難な場合、もしくは、著しく緊急

性を要する場合等には、代替輸送計画を作成し、車両以外の輸送手段による緊急輸送体制を

確保する。 

 

輸送手段 輸送要請先 

航空機(ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ) 自衛隊、県、他自治体、東京航空阿見運航所、その他民間事業者 

鉄 道 東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道 

船 舶 京成マリーナ、各漁業協同組合、貸舟業組合 

 

第２ 輸送拠点の確保 

実施担当 避難所２班、住宅対策班、土木班 

 

(1) 陸上輸送拠点 

教育部長は、次に掲げる施設の管理者に、物資配送拠点としての提供を要請する。 
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避難所２班は、物資の集配管理等に必要な職員を配置する。 

各配送拠点においては、市が調達した物資等のほか、市外からの救援物資の受け入れ、仕

分け、保管を行うとともに、各担当方面地域の避難所への配送業務を行う。 

 

物資配送拠点設置予定箇所 

区分 設置場所名称 交通アクセス 

土浦千代田工業団地 国道６号、常磐道土浦北IC 桜川左岸部 

（北部方面拠点） 国民宿舎「水郷」 国道125号、霞ヶ浦水上ﾙｰﾄ 

桜川右岸部 

（南部方面拠点） 

公設地方卸売市場 主要地方道土浦・筑波線 

常磐道桜土浦IC・谷田部IC 

 

(2) 航空輸送拠点 

都市整備部長は、ヘリコプター発着場予定地（⇒資料編参照）から緊急輸送ネットワーク

上の適地を選定し、開設を指示する。 

住宅対策班は、次の措置を行う要員を確保し、ヘリポートの開設、運営を行う。 

① 離発着場の環境整備（散水、ヘリポート表示、風向表示、ヘリコプターの誘導） 

② 離着陸地帯及びその運行範囲への立入禁止措置 

③ 航空機への緊急物資の搬入・搬出 

 

(3) 船舶輸送拠点 

 建設部長は、船舶輸送に利用可能な港湾、漁港を把握し、必要に応じて、土木班に緊急物

資の陸揚げ等の環境整備を指示する。 

 1) 係留岸壁の確保 

効果的な緊急輸送を行うため、陸揚げ可能な岸壁を調査の上、確保するとともに、緊急

物資の一時保管等に必要なヤードを確保するため、ヤード使用者に対し、貨物の移動を命

じる。 

2) 支援要員等の確保 

船艇等からの緊急物資の陸揚げに必要な人員を確保するとともに、職員を緊急物資の陸

揚げ現場に派遣する。  

 

第３ 緊急通行車両の確認 

実施担当 管財班 

 

市が応急対策活動で使用する車両は、知事又は公安委員会に緊急通行車両確認申請書を提出

し、標章、証明書の交付を受ける。交付を受けた標章は当該車両の前面の見やすい部位に表示

する。 

なお、災害応急対策活動用車両として事前に届出をしてある車両は、公安委員会から災害時

に速やかに標章等の交付を受ける。 
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第２３節 環境保全・動物対策 

 

災害による有害物質の発生、放浪動物等の発生は、住民の生活に著しい危険をもたらすこと

が予想される。このため、環境保全や動物の保護等を積極的に図っていく。 

 

第１ 環境保全対策 

実施担当 環境衛生班 

 

(1) 環境監視 

県や関係機関と連携して、有害物質取扱事業所の管理者等から有害物質を取り扱う施設が

被災し、有害物質の漏出等がないか状況把握を行う。 

 

(2) 二次災害の防止 

有害物質が漏出した場合は、原因者が対策を実施するが、市でも被災状況を把握し、県へ

回収・拡大防止、原因調査や二次災害の防止の指導等を要請する。 

市民に危険が及ぶ場合は、避難措置をとるとともに、広報車、防災行政無線等ですみやか

に周知する。 

 

(3) 建築物解体における措置 

建築物の解体工事によって生じる粉塵やアスベストの飛散を防止するために、建築物の所

有者や解体業者に対し、飛散防止措置を指導する。 

 

第２ 動物対策 

実施担当 農林水産班、環境衛生班 

 

(1) 死亡獣畜の処理 

家畜の死亡が確認された場合は、県動物指導センターの指導により、県南家畜保健衛生所

で処理する。 

 

(2) 放浪動物への対応 

飼い主の被災により廃棄又は逃げ出したペット等が発生した場合は、県動物指導センター

と協力して保護する。危険動物が逃亡した場合は、人的危害を防止するため、飼養者、警察

等と連携により必要な措置を講ずる。 

 

(3) ペットへの対応 

避難時のペットの保護及び飼養は、原則として動物の管理者が行う。避難所内へはペット

の持ち込みを禁止する。避難所の開設時に住民による自己責任においてペットを避難させる

ことを広報する。避難生活が長期化し、避難所等において避難生活の障害となるペット問題

が生じた場合は、県及び獣医師会等と取り扱いについて協議する。 

関係団体によりペットの救護所等が設置される場合は、公共用地を提供するとともに、そ

の旨を避難者に広報する。 
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第２４節 応急教育・応急保育 

 

災害のため、平常の学校教育の実施が困難となった場合は、県及び市の教育委員会並びに私

立学校設置者が緊密に連携し、関係機関の協力を得て児童生徒等の安全及び教育を確保してい

く。 

 

第１ 児童生徒等の安全確保 

実施担当 避難所１班、保育班、学校の長 

 

(1) 情報等の収集・伝達 

① 教育部長は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合、学校の長（以下「校長等」と

いう。）に対し、災害に関する情報を迅速、的確に伝達し、必要な措置を指示する。 

② 校長等は、関係機関から災害に関する情報を受けた場合、教職員に対して速やかに伝達す

るとともに、自らテレビ・ラジオ等により地域の被害状況等災害情報の収集に努める。 

なお、児童生徒等への伝達は、混乱の防止に配慮する。 

③ 校長等は、児童生徒等及び学校施設に被害を受け、又はそのおそれがある場合は、直ちに

その状況を避難所１班、その他関係機関に報告する。 

④ 保育班は、保育所において上記に準ずる措置を行う。 

 

(2) 避難対策等 

校長等は、校舎等に被害の影響がある場合は、安全な場所に児童・生徒等を避難させる。 

被害の影響がない場合は、下校措置をとるが、下校途中における危険を防止するため、児

童生徒等に必要な注意を与えるとともに、状況に応じ通学区域毎の集団下校、又は教員によ

る引率等の措置を講ずる。一方、ライフラインの停止や被害状況が不明など状況により、児

童生徒は、保護者の引き取りがあるまで、一時的に保護する。 

保育所においても同様の措置をとる。 

 

第２ 応急教育 

実施担当 避難所１班、私立学校設置者 

 

避難所１班及び私立学校設置者は、相互に協力し、教育施設等を確保して教育活動を早期に

再開する。 

 

(1) 教育施設の確保 

① 校舎の被害が軽微なときは、速やかに応急修理をして授業を行う。 

② 校舎の被害は相当に大きいが一部校舎の使用が可能な場合は、残存の安全な校舎で合併又

は二部授業を行う。 

③ 学校施設の使用不可能又は通学が不能の状態にあるが、短期間に復旧できる場合は臨時休

校し、家庭学習等の適切な指導を行う。 

④ 校舎が全面的な被害を受け復旧に長期間を要する場合は、公民館、体育館その他の公共施

設の利用又は他の学校の一部を使用し授業を行う。 
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⑤ 施設・設備の損壊の状態、避難所として使用中の施設の状況等を勘案し、必要があれば仮

校舎を設営する。 

 

(2) 教職員の確保 

① 災害の規模、程度に応じた教職員の参集体制を整備する。 

② 教職員の不足により応急教育の実施に支障がある場合は、学校間における教職員の応援、

教職員の臨時採用等必要な教職員の確保を図る。 

 

(3) 教科書・学用品等の給与 

① 災害により教科書・学用品等（以下「学用品等」という。）をそう失又はき損し、就学上

支障をきたしている小・中学校及び特殊教育諸学校の児童生徒等に対して学用品等を給与

する。 

② 学用品等の給与が困難な場合は、県に応援を要請する。 

 

(4) 避難所との共存 

避難所となる学校については、次の措置を講ずる。 

① 学校を避難所に指定する場合、教育機能維持の視点から使用施設について、優先順位を協

議する。 

② 避難所職員、学校教職員、避難所運営委員会と災害時の対応を協議する。 

③ 避難所における教職員の役割を明確にする。 

 

(6) 学校給食 

学校再開に合わせ、速やかに関係機関と協議し応急給食を実施する。特に、施設設備の消

毒、調理関係者の健康管理等、衛生に十分留意する。 

 

第３ 応急保育 

実施担当 保育班 

 

保育班は、保育所の被害状況を把握し、既存施設において保育ができない場合、臨時的な保

育所を確保し、応急保育を行う。また、交通機関の不通、保護者の被災等で通園に支障をきた

す場合は、近隣の保育所で保育することができる。 

さらに、災害に関する理由により緊急に保育が必要な場合は、保育所入所の手続きを省き、

一時入所を行うよう努める。 
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第２５節 自衛隊の派遣要請・受入れ 

 

市長は、災害が発生し、人命又は財産の保護のため必要があると認めた場合は、知事に対し

自衛隊の災害派遣要請を要求する。 

 

第１ 派遣要請 

実施担当 本部班 

  

(1) 情報の交換等 

市長は、自衛隊の災害派遣を要する事態になるおそれがある場合、陸上自衛隊第一施設団

（第３科又は古河駐屯地司令）に通報し、状況について情報交換を行う。 

 

(2) 要請手続き 

① 市長は、災害派遣となる事態が発生し、自衛隊の災害派遣の必要があると認めるときは、

知事に対し次に掲げる事項を把握できた範囲で明らかにし、文書にて申し出る。 

ただし、緊急を要する場合は電話等により行い、事後速やかに文書を提出する。 

＜自衛隊派遣の要請事項＞ 

ア 災害の情況及び派遣を要請する事由 

イ 派遣を希望する期間 

ウ 派遣を希望する区域及び活動内容 

エ 連絡場所、連絡責任者、宿泊施設の状況等その他参考となるべき事項 

 

② 市長は前記①の要求ができない場合には、その旨及び当該地域に係る災害の状況を直接最

寄りの部隊（陸上自衛隊関東補給処長）に通知するものとし、速やかに知事に対してその

旨を通知する。 

 

(3) 自衛隊の活動 

自衛隊が災害派遣時に実施する救援活動の内容は、災害の状況、他の救援機関等の活動状

況、要請内容、現地における部隊等の人員、装備等によって異なるが、通常、次に示すもの

とする。 

 

項   目 内      容 

被 害 状 況 の 把 握 
車両、航空機等状況に適した手段によって情報収集活動を

行なって被害状況を把握する。 

避 難 の 援 助 

避難の命令等が発令され、避難、立退き等が行なわれる場

合で必要があるときは、避難者の誘導、輸送等を行い、避

難を援助する。 

遭 難 者 の 捜 索 救 助 
行方不明者、負傷者等が発生した場合は、通常他の救援活

動に優先して捜索活動を行う。 

水 防 活 動 
堤防、護岸等の決壊に際しては、土のう作成、運搬、積込

み等の水防活動を行う。 
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項   目 内      容 

消 防 活 動 

火災に際しては、利用可能な消防車その他の防火用具（空

中消火が必要な場合は航空機）をもって、消防機関に協力

して消火にあたるが、消火薬剤等は、通常関係機関の提供

するものを使用するものとする。 

道路又は水路の啓開 
道路若しくは水路が損壊し又は障害物がある場合は、それ

らの啓開又は除去にあたる。 

応急医療、救護及び防疫 
被災者に対し、応急医療及び防疫を行うが、薬剤等は通常

関係機関の提供するものを使用するものとする。 

人 員 及 び 物 資 の 

緊 急 輸 送 

救急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び援助物資

の緊急輸送を実施する。この場合において航空機による輸

送は、特に緊急を要すると認められるものについて行う。 

炊 飯 及 び 給 水 被災者に対し、炊飯及び給水を実施する。 

物 資 の 無 償 貸 与 

又 は 譲 与 

「防衛省の所管に属する物品の無償貸与及び譲与等に関す

る省令」に基づき、被災者に対し生活必需品を無償貸付け

し又は救じゅつ品を譲与する。 

危険物の保安及び除去 
能力上可能なものについて火薬類、爆発物等危険物の保安

措置及び除去を実施する。 

そ の 他 
その他臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なもの

については、所要の措置をとる。 

 

(4) 経費の負担 

自衛隊の災害派遣活動に要した経費のうち、市が負担する経費は概ね次のとおりである。 

① 派遣活動に必要な資機材（自衛隊装備に係るものは除く。）等の購入費、借上げ料及び修

繕費 

② 派遣部隊の宿営に必要な土地・建物等の使用料及び借上げ料 

③ 派遣部隊の宿営及び救援活動にともなう光熱水費・電話料等 

④ 派遣部隊の救援活動の実施に際し生じた損害（自衛隊装備に係るものを除く。）の補償 

なお、疑義が生じた場合は、自衛隊と市が協議する。 

 

第２ 自主派遣 

実施担当 自衛隊 

 

自衛隊は、災害が発生又は発生の恐れがある場合で、災害派遣要請を受けた場合は、要請の

内容及び自ら収集した情報に基づいて部隊等の派遣の必要性の有無を判断し、部隊等を派遣す

る。 

ただし、災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認めら

れるときは、要請を待たないで部隊等を派遣する。 

なお、要請を待たないで災害派遣を行う場合、その判断の基準とすべき事項については、次

に掲げるとおりである。 
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＜自衛隊自主派遣の基準＞ 

① 災害に際し、関係機関に対して当該災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収

集を行う必要があると認められること。 

② 災害に際し、都道府県知事等が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと

認められる場合に、直ちに救援の措置をとる必要があると認められること。 

③ 災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確な場合に、当該救援活動が人命救助

に関するものであると認められること。 

④ その他災害に際し、上記に準じ特に緊急を要し、都道府県知事等からの要請を待つい

とまがないと認められること。 

 

第３ 受入体制の確立 

実施担当 本部班 

 

(1) 受入体制 

市長は、派遣部隊の受入れに際しては、次の事項に留意して受け入れを行う。 

1) 災害派遣部隊到着前 

① 応援を求める活動内容について、速やかに作業が開始できるよう計画し、資機材等を準

備する。 

② 連絡職員を指名する。 

③ 派遣部隊の展開、宿営の拠点等を準備する。原則として、霞ヶ浦駐屯地とするが、これ

によりがたい場合は、市内の公共用地を確保する。 

2) 災害派遣部隊到着後 

① 派遣部隊を目的地に誘導するとともに、作業が他の機関と競合重複しないよう、かつ最

も効果的に分担できるよう派遣部隊指揮官と協議する。 

② 派遣部隊指揮官名、編成装備、到着日時、作業内容及び作業進捗状況等を災害派遣要請

者に報告する。 

 

(2) ヘリコプターの受け入れ 

本部長は、ヘリコプター発着場予定地（⇒資料編参照）から、適地を選定し、自衛隊に通

知する。ヘリポートの開設、運営は自衛隊に依頼するが、必要に応じて、市がヘリポートの

開設に協力する。 

 

第４ 撤収要請 

実施担当 本部班 

 

市長は、自衛隊の災害派遣の目的を達成したときは、「自衛隊に対する部隊撤収要請依頼書」

により知事に対して撤収要請を要求する。 
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第２６節 県等への応援要請・受入れ 

 

市は、自力による応急対策等が困難な場合、相互応援協定に基づき、迅速・的確な応援要請

の手続きを行うとともに、受入れ体制を確保する。 

 

第１ 県等への応援要請 

実施担当 本部班 

 

(1) 法に基づく応援 

  市長は、必要に応じて、関係法令に基づいて職員の派遣等を、知事等に要請する。 

① 知事に対する応援要請（災害対策基本法第68条） 

② 他の市町村長に対する応援の要請（災害対策基本法第67条） 

③ 知事に対する緊急消防援助隊派遣要請の要求 

④ 指定地方行政機関の長もしくは特定公共機関に対する職員の派遣要請（災害対策基本法第

29条第２項） 

⑤ 知事に対する、指定地方行政機関若しくは特定公共機関の職員派遣のあっせん要請（災害

対策基本法第30条第１項） 

⑥ 知事に対する、他の市町村若しくは特定地方公共機関の職員派遣のあっせん要請（災害対

策基本法第30条第２項） 

 

(2) 協定等に基づく応援 

市長は、必要に応じて、災害時の協力について協定している市町村、民間団体・事業所等

へ応援を要請する。 

また、県防災ヘリコプターによる、情報収集や緊急輸送を要請する場合は、「茨城県防災ヘ

リコプター応援要綱」により行う。 

 

第２ 応援の受入れ 

実施担当 職員班 

 

職員班は、応援隊の案内用の職員又は地図等の情報、応援先の災害状況等の情報を提供する。 

また、各部からの応援要請に基づき、応援隊等を配置する。 
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第２７節 農地・農業応急対策 

 

災害による農業施設や農作物の被害や二次災害を軽減するため、関係者が協力して応急対策

を行う。 

 

第１ 農地 

実施担当 農林水産班、土浦土地改良事務所、土地改良区 

 

(1) 農地が湛水し農作物の生産に重大な支障を生ずる恐れがある場合は応急ポンプ排水等の応

急仮工事を行う。 

 

(2) 農業用施設 

① 堤 防 

湖岸堤防、干拓堤防、ため池堤防ののり崩れの場合は腹付工及び土止杭柵工等の工事を

行う。 

② 水 路 

素堀仮水路の設置及び必要に応じ管敷設工事等を行う。 

(3) 頭首工 

一部被災の場合は土俵積等、全体被災の場合は石積工、杭柵工等を行う。 

 

(4) 農 道 

特に重要な農道については必要最小限度の仮設道の建設を行う。 

 

第２ 農業 

実施担当 農林水産班、土浦地域農業改良普及センター、県南家畜保健衛生検査所、土浦農業

協同組合 

 

(1) 農作物の応急措置 

災害時においては、所要の応急措置を行い、被害の発生又は拡大の防止を図る。 

(2) 家畜の応急措置 

1) 風 害 

① 被害畜舎の早期修理、復旧に努めること 

② 外傷家畜の治療と看護に努めること 

③ 事故畜等の早期処理に努めること 

2) 水 害 

① 畜舎内浸水汚物の排除清掃をはかること 

② 清掃後畜舎内外の消毒を励行すること 

③ 家畜防疫員による災害地域家畜の一斉健康診断を実施し、あわせて病傷家畜に対する

応急手当を受けること 

④ 栄養回復のための飼料調達並びに給与に努めること 

⑤ 必要に応じ発病が予想される家畜伝染病の緊急予防注射を実施すること 
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第２８節 ライフライン施設の応急復旧 

 

上・下水道、電力、電話及び都市ガス等のライフライン施設は、市民の日常生活及び社会、

経済活動、また、災害発生時における被災者の生活確保などの応急対策活動において重要な役

割を果たすものである。これらの施設が被害を受け、その復旧に長期間要した場合、都市生活

機能は著しく低下し、まひ状態も予想される。 

このため、それぞれの事業者は、復旧時までの間の代替措置を講じるとともに、応急体制を

整備する。また、市及び各事業者は、相互に連携を図りつつ迅速かつ円滑な対応を図る。 

 

 

第１ 上水道施設の応急復旧 

実施担当 水道班 

 

水道班は、次の対策を行う。 

 

(1) 応急復旧方針 

被害状況を迅速に把握し、基幹施設を優先して応急復旧を行う。 

また、医療施設、避難場所、福祉施設等への復旧を優先する。 

 

(2) 作業体制の確保 

応急復旧方針に応じた作業体制を速やかに確立する。 

また、市では作業体制、資機材等の確保が困難な場合は、県に対し協力を要請する。 

 

(3) 水道水の衛生保持 

上水道施設が破損したときは、破壊箇所から有害物等が混入しないよう処理するとともに、

特に浸水地区等で悪水が流入する恐れがある場合は、水道の使用を一時停止するよう住民に

周知する。 

 

(4) 住民への広報 

断減水の状況、応急復旧の見通し等について、住民への広報を実施する。 

 

 

第２ 下水道施設の応急復旧 

実施担当 下水道班 

 

下水道班は霞ヶ浦流域下水道事務所と協力して、次の対策を行う。 

 

(1) 作業体制の確保 

被害状況を迅速に把握し、速やかに作業体制を確立する。また、広域的な範囲で被害が発

生し、市のみでは作業が困難な場合は、県に対し協力を要請する。 
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(2) 応急復旧作業の実施 

次の通り応急復旧作業を実施する。 

1) 下水管渠 

管渠、マンホール内部の土砂の浚渫、止水バンドによる圧送管の止水、可搬式ポンプに

よる下水の送水、仮水路、仮管渠の設置等を行い排水機能の回復に努める。 

2) ポンプ場、終末処理場 

停電のため、ポンプ施設の機能が停止した場合は、自家発電により運転を行い、機能停

止による排水不能が生じない措置をとる。また、断水等による二次的な被害に対しても速

やかな対応ができるよう努める。 

終末処理場が被害を受け、排水機能や処理機能に影響が出た場合は、まず、市街地から

下水を排除させるため、仮設ポンプ施設や仮管渠等を設置し、排水機能の応急復旧を図る。

次に、周辺の水環境への汚濁負荷を最小限に止めるため、処理場内の使用可能な池等を沈

殿池や塩素消毒液に転用することにより簡易処理を行うとともに、早急に高度処理機能の

回復に努める。 

 

(3) 住民への広報 

被害状況、応急復旧の見通し等について、住民への広報を実施する。 

 

第３ 電力施設の応急復旧 

実施担当 本部班、東京電力㈱ 

 

(1) 市 

本部班は、次の措置を講じる。 

1) 被害状況等の情報交換等 

市は、電力事業者と連携し、市内の電力施設の被害や停電の状況等について、把握してい

る情報を共有するとともに、被害状況や復旧状況等、市民が必要とする情報の広報活動を協

力して行う。  

2) 優先復旧等 

① 応急対策上の必要性等を勘案して、特に必要があると認める施設については、電力事

業者に対し、当該施設等の優先復旧を要請する。  

② 被害状況、応急対策の実施状況等を勘案し、特に必要があると認めるときは、電力事

業者に対し、送電停止を含む適切な危険予防措置を講じるよう要請する。 

 

(2) 電力事業者 

東京電力㈱は、防災業務計画に基づき、電力施設に係る二次災害の防止、応急復旧、代替

サービスの提供等を円滑、的確に実施する。 
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第４ 電話施設の応急復旧 

実施担当 本部班、東日本電信電話㈱、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

 

(1) 市 

本部班は、次の措置を講じる。 

1) 被害状況等の情報交換等 

市は、電信電話事業者と連携し、市内の電信電話施設の被害や不通の状況等について、把

握している情報を共有するとともに、被害状況や復旧状況等、市民が必要とする情報の広報

活動を協力して行う。  

2) 優先復旧等 

応急対策上の必要性等を勘案して、特に必要があると認める施設については、電信電話

会社に対し、当該施設等の優先復旧を要請する。  

 

(2) 電信電話事業者 

東日本電信電話㈱、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ等の電信電話事業者は、防災業務計画に

基づき、電信電話施設に係る二次災害の防止、応急復旧、代替サービスの提供等を円滑、的

確に実施する。 

 

第５ 都市ガス施設の応急復旧 

実施担当 本部班、東部ガス㈱ 

 

(1) 市 

本部班は、次の措置を講じる。 

1) 被害状況等の情報交換等 

市は、都市ガス事業者と連携し、市内の都市ガス施設の被害やガス漏れの状況等について、

把握している情報を共有するとともに、被害状況や復旧状況等、市民が必要とする情報の広

報活動を協力して行う。  

2) 優先復旧等 

① 応急対策上の必要性等を勘案して、特に必要があると認める施設については、都市ガ

ス事業者に対し、当該施設等の優先復旧を要請する。  

② 被害状況、応急対策の実施状況等を勘案し、特に必要があると認めるときは、都市ガ

ス事業者に対し、ガスの供給停止を含む適切な危険予防措置を講じるよう要請する。 

 

(2) 都市ガス事業者 

東部ガス㈱は、台風・洪水等災害防止対策基準等に基づき、都市ガス施設に係る二次災害

の防止、応急復旧、代替サービスの提供等を円滑、的確に実施する。なお、被害が甚大で東

部ガス（株）及び協力会社の社員のみで復旧が困難な場合には、社団法人日本ガス協会を通

じて全国のガス事業者に応援を要請することがある。 
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第２９節 ボランティア活動の支援 

 

大規模な災害が発生した場合、応急対策を迅速かつ的確に実施するためには、市、県及び防

災関係機関だけでは、十分な対応ができないことが予想される。 

このため、被災者の生活支援のため、ボランティアの協力を得ることにより被害拡大を防止

する。 

 

第１ ボランティア受け入れ体制 

実施担当 土浦市社会福祉協議会 

 

(1) ボランティア現地本部の設置 

土浦市社会福祉協議会を運営主体として、ボランティア活動の中心となるボランティア現

地本部を設置する。 

なお、県社会福祉協議会には、ボランティア支援本部が設置される。 

 

(2) ボランティア現地本部の活動内容 

ボランティア現地本部の活動内容は、次のとおりである。 

① 被災者ニーズの把握、市災害対策本部からの情報収集 

② ボランティア活動の決定及びボランティアの割り振り 

③ ボランティア活動用資機材、物資等の確保 

④ ボランティアの受付 

⑤ ボランティア連絡会議の開催 

⑥ 市災害対策本部との連絡調整 

⑦ ボランティア活動のための地図及び在宅援護者のデータ作成・提供 

⑧ ボランティア支援本部へのボランティアの応援要請 

⑨ その他被災者の生活支援に必要な活動 

 

第２ ボランティア現地本部との連携 

実施担当 福祉班 

 

福祉班は、ボランティア現地本部が設置された場合、職員を配置し市災害対策本部とボラン

ティア現地本部との連絡調整、情報収集・提供活動等を行う。 

 

(1) ボランティアに協力依頼する活動内容 

ボランティアに協力依頼する活動内容は、主として次の通りとする。 

① 災害・安否・生活情報の収集・伝達 

② 避難生活者の支援（水くみ、炊き出し、救援物資の仕分け・配布、高齢者等の介護等） 

③ 在宅者の支援（高齢者等の安否確認・介護、食事・飲料水の提供等） 

④ 配送拠点での活動（物資の搬出入、仕分け、配布、配達等） 

⑤ その他被災者の生活支援に必要な活動 
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(2) 活動拠点の提供 

ボランティア活動が円滑かつ効率的に行われるよう必要に応じてボランティアの活動拠点

施設や資機材等を提供するなど、その支援に努める。 

 

(3) ボランティア保険の加入促進 

ボランティア活動中の事故に備え、ボランティア保険についての広報を実施するなどボラ

ンティア保険への加入を促進する。 
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第３０節 被災者ニーズの把握・広報広聴活動 

 

災害時に被災者が余儀なくされる不便で不安な生活を支援し、できるだけ早期の自立をうな

がしていくために、きめこまやかで適切な情報提供を行う。 

また、被災者の多種多様な悩みに対応するため、各種相談窓口を設置する。 

 

第１ 被災者ニーズの把握 

実施担当 広報班、福祉班、教育部、避難所運営委員会、土浦市社会福祉協議会、民生委員 

 

(1) 被災者のニーズの把握 

広報班は、避難所職員、避難所運営委員会、民生委員、ボランティア等との連携により、

被災者等のニーズを収集、集約する。 

なお、必要に応じて被災者のニーズ把握を専門に行う職員を避難所等に派遣するとともに、

被災地域が広域にわたり、多数の避難所が設置された場合には、数カ所の避難所を巡回する

チームを設けてニーズの把握にあたる。 

＜被災者ニーズとして把握する事項＞ 

① 家族、縁故者等の安否 

② 不足している生活物資の補給 

③ 避難所等の衛生管理（入浴、洗濯、トイレ、ゴミ処理等） 

④ メンタルケア 

⑤ 介護サービス 

⑥ 家財の持ち出し、家の片付け、引っ越し（荷物の搬入・搬出） 

 

(2) 災害時要援護者のニーズの把握 

福祉班は、市社会福祉協議会、民生委員、ホームヘルパー、保健師等の巡回訪問を通じて、

自力で生活することが困難な高齢者、障害者等のケアニーズを把握する。 

また、各種サービスを早期に確保するとともに、円滑なコミュニケーションが困難な外国

人についても、語学ボランティアの巡回訪問等により、ニーズ把握に努める。 

＜災害時要援護者のニーズ＞ 

① 介護サービス（食事、入浴、洗濯等） 

② 病院通院介助 

③ 話相手 

④ 応急仮設住宅への入居募集 

⑤ 縁故者への連絡 

⑥ 母国との連絡 

 

第２ 相談窓口の設置 

実施担当 市民班、各部 

 

(1) 総合相談窓口の設置 

市は、災害発生後に、被災者からのニーズ把握、生活再建支援、住宅確保、福祉、税、り災
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証明の発行等の支援策の手続きや相談業務を実施するため、総合相談窓口を設置する。 

相談窓口には、各担当部署から職員を配置するほか、弁護士、建築士、税理士、関係団体、

業界団体及び語学ボランティアに協力を要請する。 

 

相談項目と担当 

設置場所 高齢者や障害者を考慮し「本庁舎１階会議室等」に設置 

市民班 開設・調整業務 

総務部 り災証明書の発行、税の減免、解体申請に伴う権利関係の確認、

保険・法律相談、その他分掌の明らかでない事項に関する相談 

市民生活部 要捜索者名簿の閲覧、遺体の埋葬許可、環境保全、環境衛生 

保健福祉部 福祉全般、国民年金、国民健康保険、医療・健康、外国人 

産業部 救助物資全般、職業のあっせん、農業・商工業相談全般 

建設部 宅地危険度判定、道路、上水道、下水道 

都市整備部 仮設住宅等住宅救援対策全般、災害復興計画 

教育部 教育相談、文化財 

担 

 

 

 

当 

消防部 火災証明 

 

(2) 臨時相談所の設置 

市民班は、必要と認める場合は、地区連絡所に臨時市民相談所を開設し、各種手続き、

相談、要望、苦情などの対応を行う。 
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第３１節 災害救助法の適用 

 

市の被害が一定基準以上であり、かつ応急的な救助を必要とする場合、災害救助法（以下「救

助法」という。）の適用による救助を行うことにより、被災者の保護と社会の秩序の保全を図る。 

また、円滑かつ十分な救助活動を実施するため、災害救助基金等の積立を行う。 

 

第１ 実施責任者 

実施担当 本部班 

 

災害救助法の適用に基づく応急救助活動は知事が実施し、市長は、知事が行う救助を補助する。 

ただし、災害の事態が急迫して、知事による救助活動の実施を待つ暇のない場合は、市長が

着手し、その状況を知事に情報提供し、その後の処理について知事の指示を受ける。 

また、知事の権限に属する救助の実施に関する事務の一部を市長が行うこととした場合は、

知事の通知する内容と期間について市長が当該事務を実施する。 

 

第２ 災害救助法による救助の種類 

実施担当 教育部各班、産業部各班、水道班、医療対策班、建設部各班、都市整備部各班、市

民生活部各班、福祉班 

 

災害救助法による救助の種類は、次のとおりである。 

(1) 収容施設の供与（応急仮設住宅を除く）【教育部各班】 

(2) 炊き出し、その他による食品の給与及び飲料水の供給【産業部各班、水道班】 

(3) 被服、寝具、その他生活必需品の給与又は貸与【商工班】 

(4) 医療及び助産【医療対策班】 

(5) 災害にかかった者の救出【建設部各班、計画管理班】 

(6) 学用品の給与【避難所１班】 

(7) 埋葬【環境衛生班】 

(8) 死体の捜索及び処理【市民班、建設部各班、計画管理班】 

(9) 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼ

しているものの除去【住宅対策班】 

(10) 応急仮設住宅の供与【住宅対策班】 

(11) 災害にかかった住宅の応急修理【住宅対策班】 

(12) 生業に必要な資金、器具又は資料の供与又は貸与【福祉班】 

 

第３ 災害救助法の救助の基準 

実施担当 本部班 

 

災害救助法による救助の程度、方法並びに実施弁償の一般基準は、県災害救助法施行細則に

定めるとおりであるが、災害の種類、態様によって一般基準で救助の万全を期することが困難

な場合は、特別基準の適用を知事に要請する。この場合、期間延長については基準の期間内に

要請する。 
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第４ 適用申請 

実施担当 本部班 

 

本部班は、市の災害の規模が災害救助法の適用基準に該当する場合、又は該当する見込みが

ある場合は、直ちにその状況を市長に報告するとともに県に情報提供する。 

 

(1) 適用基準 

市の人口が10～30万人の区分に該当する本市は、市域の被害状況が次のいずれかに該当す

る場合に、知事によって災害救助法が適用される。 

① 家屋の全壊、全焼、流失等によって住家を滅失した世帯（以下、「滅失世帯」という。）の

数が、100世帯以上に達した場合に適用される。 

② 県内の滅失世帯の数が 2、000世帯以上に達する場合であって、市の滅失世帯の数が 50

世帯以上に達する場合に適用される。 

③ 県内の被害世帯の数が9、000世帯以上に達する場合、又は当該災害が隔絶した地域に発

生したものである等、災害にかかった者の救護を著しく困難とする、厚生労働省令で定め

る特別の事情がある場合で、市の滅失世帯数が多数である場合に適用される。 

④ 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、厚生労

働省令で定める基準に該当するときに適用される。 

(2) 滅失世帯の算定 

住家が滅失した世帯の数の算定は、住家の「全壊（全焼・流失）」した世帯を基準とする。

そこまで至らない半壊等については、災害救助法施行令第１条第２項の規定に基づき、みな

し換算を行う。 

① 全壊（全焼・流失）住家１世帯は、滅失世帯数１ 

② 半壊（半焼）住家１世帯は、滅失世帯数１／２ 

③ 床上浸水や土砂の堆積で居住できない住家１世帯は、滅失世帯数１／３ 
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第３２節 義援金品の募集・配分 

 

大規模な災害時には、多くの人々が生命又は身体に危害を受け、住居や家財の喪失、経済的

困窮により地域社会が極度の混乱に陥る可能性がある。そこで、被災者の自立的生活再建を支

援するため、県、関係機関、団体等と協力し、被災者に対する義援金品の募集及び配分等の措

置を講ずる。 

 

第１ 義援金品の募集及び受付 

実施担当 保健福祉部 

 

(1) 義援金品の募集 

義援金品の受付窓口を設置し、義援金品の募集及び受付けを実施する。募集にあたっては、

県と連携して、新聞・テレビ・ラジオ等の報道機関と協力し、義援金品の受付方法等の広報

を行う。 

なお、義援品は、救援物資として「第１３節 生活必需品の供給」に準じて扱う。 

 

(2) 義援金の受付・保管 

受領した義援金品は、受付記録を作成して保管の手続きを行うとともに、寄託者に受領書

を発行する。義援金は、被災者に配分するまでの間、指定金融機関に専用口座をつくり保管

する。 

 

第２ 義援金配分委員会の設置 

実施担当 保健福祉部 

 

被災者あてに寄託された義援金を被災者に公平かつ適正に配分することを目的として、義援

金配分委員会を設置する。 

委員は、市関係部局、福祉関係団体等により組織する。 

 

第３ 義援金の配分 

実施担当 保健福祉部 

 

(1) 配分方法の決定 

義援金配分委員会は、各受付機関で受け付けた義援金の被災者に対する配分方法（対象、

基準、時期並びにその他必要な事項）について、協議のうえ決定する。 

なお、県の委員会で決定された場合は、その方法に従う。 

 

(2) 配分の実施 

保健福祉部は、委員会において決定された義援金の配分方法により、被災者に対し迅速か

つ適正に配分する。配分の内容は、報道機関、市ホームページ、広報紙等を通じて公表する。 
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第３章 災害復旧・復興対策 

 

第１節 災害弔慰金等の支給・貸付 

 

災害時には、多くの人々が生命又は身体に危害を受け、住居や家財の喪失、経済的困窮によ

り地域社会が極度の混乱に陥る可能性がある。 

被災者の自立的生活再建を支援するため、市、県、社会福祉協議会、その他関係機関・団体

等が協力して、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付等の措置を講

ずる。 

 

第１ 災害弔慰金の支給等 

実施担当 保健福祉部 

 

(1) 災害弔慰金の支給 

災害により家族を失い、精神又は身体に著しい障害を受け、又は住居や家財を失った被災

者を救済するため、「土浦市災害弔慰金の支給等に関する条例」（昭和49年10月１日条例第

41号）に基づき、災害により死亡した住民の遺族に対し災害弔慰金を支給する。 

 

(2) 災害障害見舞金の支給 

「土浦市災害弔慰金の支給等に関する条例」（昭和49年10月１日条例第41号）に基づき、

自然災害により負傷し又は疾病にかかり、治癒後に精神又は身体に著しい障害がある住民に

対して災害障害見舞金を支給する。 

 

(3) 災害援護資金の貸付 

「土浦市災害弔慰金の支給等に関する条例」（昭和49年10月１日条例第41号）に基づき、

自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し、生活の建て直しのために災害援護資金の

貸し付けを行う。 

 

(4) 市災害見舞金 

「土浦市災害見舞金等支給条例」（昭和44年10月１日条例第38号）に基づき、「土浦市

災害弔慰金の支給等に関する条例」（昭和49年10月１日条例第41号）による災害弔慰金等

の支給対象者を除く災害の被災者に対し、災害見舞金又は弔慰金を支給する。 

 

第２ 生活福祉資金の貸付 

実施担当 保健福祉部、土浦市社会福祉協議会 

 

「社会福祉法人茨城県社会福祉協議会生活福祉資金貸付規程」に基づき、災害により被害を

受けた低所得世帯に対し、経済的自立及び生活意欲の助長促進等が図れると認められるものに

ついて、民生委員及び市社会福祉協議会の協力により生活福祉資金の貸し付けを行う。 

なお、「土浦市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づく災害援護資金の貸付対象となる世
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帯は、原則として災害援護資金及び住宅資金の貸付対象としない。 

ただし、特に当該世帯の自立更生を促進するため必要があると認められるときは、更生資金、

福祉資金、療養・介護資金及び修学資金に限り貸付対象とすることができる。 

 

第３ 母子寡婦福祉資金の貸付 

実施担当 保健福祉部 

 

「母子及び寡婦福祉法」（昭和39年法律第129号）に基づき、災害により被害を受けた母子

家庭及び寡婦に対し、その経済的自立と生活意欲の助長促進を図るため母子寡婦福祉資金の貸

し付けを行う。 

 

第４ 農林漁業復旧資金 

実施担当 産業部 

 

災害により被害を受けた農林漁業者又は団体に対し復旧を促進し、農林漁業の生産力の維持

増進と経営の安定を図るため、天災融資法及び茨城県農林災害対策特別措置条例並びに農林漁

業金融公庫法により融資する。 

 

(1) 天災融資法に基づく融資 

天災融資法第２条第１項の規定に基づき、政令で指定された天災による被害を受けた農林

漁業者に必要な経営資金を融資する。 

 

(2) 茨城県農林漁業災害対策特別措置条例に基づく融資 

① 茨城県農林漁業災害対策特別措置条例第２条第12項に基づき、条例で指定された災害及

び被害農業地域等の被害農林漁業者に必要な経営資金を融資する。 

② 茨城県農林漁業災害対策特別措置条例第２条第13項に基づき、被害組合に対し、条例で

指定された災害により、被害を受けたために事業運営に必要となった資金を融資する。 

③ 茨城県農林漁業災害対策特別措置条例第２条第14項に基づき、被害農業者等に指定災害に

より、被害を受けた農業用施設の復旧に必要な資金を融資する。 

 

(3) 農林漁業金融公庫（農林漁業施設資金） 

農林漁業者に対し、被害を受けた施設の復旧資金を融資する。 

 

(4) 農業災害補償 

農業経営者の災害によって受ける損失を補償する農業災害補償法（昭和 22年法律第 185

号）に基づく農業共済について、災害時に農業共済組合等の補償業務の迅速、適正化を図る

とともに、早期に共済金の支払いができるよう指導する。 
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第５ 中小企業復興資金 

実施担当 産業部 

 

被災した中小企業の再建を促進するための資金対策として、一般金融機関（普通銀行、信用

金庫、信用組合）及び政府系金融機関（中小企業金融公庫、商工組合中央金庫、国民生活金融

公庫）の融資並びに信用保証協会による融資の保証、災害融資特別県費預託等により施設の復

旧に必要な資金並びに事業費の融資が迅速かつ円滑に行われるよう、県に次の措置の実施を要

望する。 

 

(1) 資金需要の把握連絡通報 

中小企業関係の被害状況について調査し、再建のための資金需要についてすみやかに把握

する。関係機関は緊急に連絡を行い、その状況を通報する。 

 

(2) 資金貸付の簡易迅速化、条件の緩和等の措置 

被災地を管轄する金融機関に対して、被害の状況に応じ貸付手続きの簡易迅速化、貸付条

件の緩和等について特別の取り扱いを実施するよう要請する。 

 

(3) 中小企業者に対する金融制度の周知 

県は、市、中小企業関係団体を通じ、国、県並びに政府系金融機関等が行う金融の特別措

置について中小企業者に周知徹底を図る。 

 

(4) その他の措置 

一般金融機関及び政府系金融機関に対し、県資金を預託し資金の円滑化を図る。県信用保

証協会の保証推進のために必要な行政措置を行う。 

 

第６ 住宅復興資金 

実施担当 都市整備部 

 

災害により住宅に被害を受け次に該当する者に対しては、住宅金融支援機構法の規定により

災害復興住宅資金の融通を適用し、建設資金又は補修資金の貸付を行う。 

市は、県と連携し、災害地の滅失家屋の状況を遅滞なく調査し、住宅金融支援機構法に定め

る災害復興住宅資金の融資適用災害に該当するときは、災害復興住宅資金の融資について、借

入れ手続きの指導、融資希望者家屋の被害状況調査及び被害率の認定を早期に実施し、災害復

興資金の借入れの促進を図るよう努める。 
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第２節 租税及び公共料金の特例措置 

 

被災した住民の自力復興を促進し、安定した生活の早期回復を図るため、租税の徴収猶予措

置、公共料金の特例措置等の対策を積極的に推進していく。 

 

第１ 租税等の特例措置 

実施担当 総務部、保健福祉部 

 

(1) 租税の特例措置 

土浦市税条例の規定に基づき、被災した市税の納税者（以下「被災納税者」という。）に対

し、市税等の災害救済措置として、期限の延長、徴収猶予及び減免等について速やかに適切な

措置を講ずる。なお、国税、県税についても同様な措置がとられる。 

 

(2) 保育料の減免等 

災害等の特別な事由により保育料負担者が保育料の全部又は一部を負担することができな

いと認めるときは、その事由がやむまでの間、保育料の全部又は一部を減免することができる。 

 

(3) 介護保険における措置 

災害によって被害を受けた住民に対して、介護保険について次の措置をとる。 

① 認定更新申請期限に関する措置 

② 給付差し止め等に関する措置 

③ 給付割合の増額 

 

第２ 公共料金の特例措置 

実施担当 建設部、郵便事業㈱、ＮＴＴ東日本、㈱ＮＴＴドコモ、東京電力、東部ガス㈱ 

 

(1) 郵政事業 

① 被災者に対する郵便葉書などの無償交付災害救助法が発動された場合、被災１世帯当たり

通常郵便葉書５枚及び郵便書簡１枚の範囲内で無償交付する。 

なお、交付局は集配郵便局とする。 

② 被災者の差し出す通常郵便物 

被災者が差し出す通常郵便物（速達郵便物及び電子郵便物を含む）の料金免除を実施する。

なお、取扱局は郵便事業株式会社が指定した郵便局とする。 

③ 被災地あて救助用郵便物の料金免除 

郵便事業株式会社が公示して、被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社、共同募

金会又は共同募金連合会にあてた救助用物品を内容とする小包郵便物及び救助用又は見舞

用の郵便物の料金免除を実施する。 

なお、引受局は全ての郵便局（簡易郵便局を含む）とする。 

④ 被災者の救援を目的とする寄付金送金のための郵便振替の料金免除 

被災地の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社、共同募金会又は共同募金連合会に対す

る寄付金の送付のための郵便振替の通常払込み及び通常振替の料金免除を実施する。 
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(2) 通信事業 

1) 東日本電信電話株式会社 

「電話サービス契約約款通則15」に基づき、災害が発生し又は発生するおそれがあると

きは、臨時に料金又は工事に関する費用を減免することがある。 

2) 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

「自動車携帯電話契約約款第99条」に基づき、災害が発生し又は発生するおそれがある

ときは、臨時にその料金又は工事費を減免することがある。 

 

(3) 電気事業（東京電力株式会社） 

原則として災害救助法適用地域の被災者が対象として、関東経済産業局の許可を得て次の

対策を行う。 

① 電気料金の早収期間及び支払い期限の延伸 

② 不使用月の基本料金の免除 

③ 建て替え等に伴う工事費負担金の免除（被災前と同一契約に限る） 

④ 仮設住宅等での臨時電灯・電力使用のための臨時工事費の免除 

⑤ 被災により使用不能となった電気施設分の基本料金の免除 

⑥ 被災により１年未満で廃止又は減少した契約の料金精算の免除 

⑦ 被災に伴う引込線・メーター類の取付け位置変更のための諸工料の免除 

 

(4) 都市ガス事業（東部ガス株式会社） 

ガス供給事業者が被害の状況を見て判断する。実施にあたっては、経済産業省の認可が必

要となる。 

① 臨時のガス工事費の免除 

② ガス料金支払い期限の延長 

③ 不使用月のガス料金（基本料金）の免除 
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第３節 雇用対策 

 

災害により離職を余儀なくされたり災者に対し、国は、職業のあっせんや雇用保険の失業給

付などの雇用対策を積極的に推進する。 

 

第１ 離職者への措置 

実施担当 産業部、土浦公共職業安定所 

 

土浦公共職業安定所は、災害により離職を余儀なくされた者の再就職を促進するため、離職

者の発生状況、求人、求職の動向等の情報を速やかに把握するとともに以下の措置を行い、離

職者の早期再就職へのあっせんを行う。 

市産業部は、これに協力して広報や案内を行う。県は、土浦公共職業安定所と連携して、再

就職を支援する。 

1) 窓口の設置 

被災者のための臨時職業相談窓口を設置する。 

2) 公共職業安定所に出頭することが困難な地域への措置 

臨時職業相談所の開設又は巡回職業相談を実施する。 

3) 諸制度の活用 

職業訓練受講指示又は職業転換給付金制度等を活用する。 

4) 労働者のあっせん 

市長から労務需要があった場合は、労働者をあっせんする。 

 

第２ 雇用保険の失業給付に関する特例措置 

実施担当 土浦公共職業安定所 

 

(1) 証明書による失業の認定 

災害により失業の認定日に出頭できない受給資格者に対して、証明書により事後に失業の

認定を行い、失業給付を行う。 

 

(2) 激甚災害による休業者に対する基本手当の支給 

災害が「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」（昭和37年法律第150

号）第25条に定める措置を適用された場合は、災害による休業のための賃金を受けることが

できない雇用保険の被保険者（日雇労働被保険者は除く。）に対して、失業しているものとみ

なし基本手当を支給する。 

 

第３ 被災事業主に関する措置 

実施担当 茨城労働局 

 

国（茨城労働局）は、災害により労働保険料を所定の期限までに納付することができない事

業主に対して、必要があると認めるときは、概算保険料の延納の方法の特例措置、延滞金若し

くは追徴金の徴収免除又は労働保険料の納付の猶予を行う。 



《風水害 復旧》4 住宅建設の促進 

-111- 

第４節 住宅建設の促進 

 

自力で住宅建設できない被災者に対する恒久的な住宅確保のため、市は、災害公営住宅の建

設及び既設公営住宅の復旧を行う。市で対応が困難な場合は県が代わって災害公営住宅を建設

し、居住の安定を図る。 

また、自力で住宅を建設する被災者に対しては住宅金融支援機構による住宅資金の貸付に対

する情報の提供と指導を行う。 

 

第１ 災害公営住宅の建設等の実施 

実施担当 建設部 

 

災害公営住宅は、大規模な災害が発生し、住宅の被害が次の条件の１つに達した場合に、低

所得り災世帯のため、国庫から補助を受け整備し入居させるものである。 

市は、県の助言・指導のもと住宅被害の実態を把握し、住宅災害確定報告書、り災者名簿、

滅失住宅地図を作成するなど建設計画を作成し、災害公営住宅の建設、既設公営住宅の復旧を

実施する。 

 

第２ 入居者の選定 

実施担当 建設部 

 

市は、県の助言・指導のもと特定入居を行うときの選定基準の作成及び選定を行う。 
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第５節 被災者生活再建支援金の支給 

 

市町村単位又は県域の住家全壊世帯数が一定基準以上となった場合等、法に定める基準を満

たした場合に、被災者生活再建支援法（以下「支援法」という。）を適用し、経済的理由等で自

力による生活再建が困難な者に対して支援金を支給することにより、被災者の自立した生活の

開始を支援する。 

 

第１ 被害状況の把握及び被災世帯の認定 

実施担当 総務部 

 

支援法の適用にあたっては、住家の被害状況を把握し次の基準で被災世帯の認定を行う。 

 

(1) 被災世帯の算定 

支援法の対象となる被災世帯、住家が全壊した世帯及び全壊に準ずる程度の被害を受けた

と認められる世帯である。（支援法第２条第２号） 

全壊には、全焼及び全流失が含まれる。 

全壊に準ずる程度の被害を受けたと認められるものとしては次の世帯がある。 

① その住家が半壊し、当該住家の倒壊による危険を防止する必要があること、当該住家に居

住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない

理由により当該住家を解体し、又は解体されるにいたった世帯。（支援法施行令第２条第１

号） 

② 被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、その住家が居住不能のも

のとなり、かつ、その状況が長期にわたり継続することが見込まれる世帯。（支援法施行令

第２条第２号） 

③ その居住する住家が半壊し、構造耐力上主要な部分（建築基準法施行令（昭和25年政令

第338号）第１条第３号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。）の補修を含む大規模な

補修を行わなければ当該住家に居住することが困難であると認められる世帯（上記① 、② 

に掲げる世帯を除く。以下「大規模半壊世帯」という。） 

 

(2) 住家の滅失等の算定及び住家及び世帯の単位 

災害救助法における基準を参照 

 

第２ 支援法の適用基準 

実施担当 総務部 

 

支援法の対象となる自然災害は、支援法施行令第１条の定めにより次に掲げるとおりである。 

(1) 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号のいずれかに該当する被害（同条第２項

のいわゆるみなし規定により該当することとなるものを含む）が発生した市町村の区域に係

る自然災害（支援法施行令第１条第１号） 

(2) 10以上の世帯の住家が全壊する被害が発生した市町村の区域に係る自然災害（支援法施行

令第１条第２号） 
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(3) 100以上の世帯の住家が全壊する被害が発生した都道府県の区域に係る自然災害（支援法

施行令第１条第３号） 

(4) ５以上の世帯の住家が全壊する被害が発生した市町村（人口10万人未満のものに限る。）

の区域にあって、上記(1)、(2)、(3)に規定する区域に隣接するものに係る当該自然災害（支

援法施行例第１条第４号） 

 

第３ 支援法の適用手続き 

実施担当 保健福祉部 

 

市長は、当該自然災害にかかる被害状況を収集し、「被災者生活再建支援法の適用に係る被害

状況報告書」により、知事に対して報告する。 

当該報告については、自然災害発生後の初期段階では、災害救助法適用手続きにおける報告

（「被害状況報告表」）で兼ねることができる。 

 

第４ 支援金支給申請手続き 

実施担当 保健福祉部 

 

(1) 支給申請手続き等の説明 

住家が全壊したと認定した世帯に対して、支給対象世帯、支給対象経費、支給限度額、支

給申請手続き等について説明する。 

支給の対象となる経費は、次のとおり区分される。 

1) 生活関係経費 

① 通常又は特別な事情により生活に必要な物品の購入費又は修理費 

② 自然災害により負傷し又は疾病にかかった者の医療費 

③ 住家の移転費又は移転のための交通費 

④ 住家を貸借する場合の礼金 

2) 居住関係経費 

① 民間の賃貸住家の家賃・仮住まいのための経費 

② 住家の解体（除却）・撤去・整地費 

③ 住家の建設・購入又は補修のための借入金等の利息 

④ ローン保証料、その他の住家の建替等に係る諸経費 

 

(2) 必要書類の発行 

支給申請書に添付する必要のある書類について、被災者からの請求に基づき発行する。 

1) 住民票など世帯が居住する住所の所在、世帯の構成が確認できる証明書類 

2) 世帯の前年の総所得金額が確認できる証明書類 

3) 要援護世帯であることが確認できる書類 

4) り災証明書類 

 

(3) 支給申請書等の取りまとめ 

被災者から提出された支給申請書及び添付書類を確認等とりまとめのうえ、すみやかに県
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に送付する。 

 

第５ 支援金の支給 

実施担当 保健福祉部 

 

支給申請書類は、被災者生活再建支援法人で審査が行われ支援金の支給が決定される。 

決定内容は、被災者生活再建支援法人から申請者に通知書が交付されるとともに、支援金は

支給決定に基づき原則として被災者生活再建支援法人から直接口座振替払いにより申請者に支

給される。 

市は、口座振替払いによる支援金支給ができないものについて、被災者生活再建支援法人か

らの委託に基づき、申請者に現金による支援金の支給事務を行う。 
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第６節 被災施設の復旧 

 

災害復旧計画は、災害発生後被災した施設の原形復旧にあわせて、再度災害の発生を防止す

るため、必要な施設の設計又は改良を行う等、将来の災害に備える事業計画を樹立し、早期復

旧を目標にその実施を図る。 

 

第１ 災害復旧事業計画の作成 

実施担当 各部、関係機関 

 

市は、災害応急対策を講じた後に被害の程度を十分調査・検討し、それぞれが所管する公共

施設に関する災害復旧事業計画を速やかに作成する。 

災害復旧事業計画の基本方針を次に示す。 

 

(1) 災害の再発防止 

復旧事業計画の樹立に当たっては、被災原因、被災状況等を的確に把握し、災害の再発防

止に努めるよう関係機関は、十分連絡調整を図り、計画を作成する。 

 

(2) 災害復旧事業期間の短縮 

復旧事業計画の樹立に当たっては、被災状況を的確に把握し、速やかに効果のあがるよう

関係機関は十分連絡調整を図り、事業期間の短縮に努める。 

災害復旧事業の種類を次に示す。 

① 公共土木施設災害復旧事業計画 

② 農林水産業施設事業復旧計画 

③ 都市災害復旧事業計画 

④ 上・下水道災害復旧事業計画 

⑤ 住宅災害復旧事業計画 

⑥ 社会福祉施設災害復旧事業計画 

⑦ 公立医療施設、病院等災害復旧事業計画 

⑧ 学校教育施設災害復旧事業計画 

⑨ 社会教育施設災害復旧事業計画 

⑩ 復旧上必要な金融その他資金計画 

⑪ その他の計画 

 

第２ 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成計画の作成 

実施担当 各部、関係機関 

 

市及び関係機関は、被災施設の復旧事業計画を速やかに作成するとともに、国又は県が費用

の全部又は一部を負担又は補助するものについては、復旧事業費の決定及び決定を受けるため

の査定計画を策定し、査定実施が速やかに行えるよう努める。 

このうち特に公共土木施設の復旧については、被災施設の被害の程度により、緊急の場合に

応じて公共土木施設災害復旧費国庫負担法その他に規定する緊急査定が実施されるよう必要な
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措置を講じる。 

なお、災害復旧事業として採択され得る限度及び範囲については、国庫負担法、同施行令、

同施行規則、国庫負担法事務取扱要綱及び同査定方針により運営される。 

災害復旧事業費の決定は、知事の報告その他地方公共団体が提出する資料及び実施調査に基

づき決定されるが、法律又は予算の範囲内において国が全部又は一部を負担又は補助して行う

災害復旧事業並びに激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき援助さ

れる事業は、次の通りである。 

 

(1) 法律に基づき一部負担又は補助するもの 

① 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 

② 公立学校施設災害復旧費国庫負担法 

③ 公営住宅法 

④ 土地区画整理法 

⑤ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

⑥ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

⑦ 予防接種法 

⑧ 都市災害復旧は、都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針に基づき、予算の範囲内で

事業費の２分の１を国庫補助する。 

⑨ 農林水産施設災害復旧費国庫負担の暫定措置に関する法律 

⑩ 県が管理している国立公園施設に関する災害復旧助成措置 

 

(2) 激甚災害に係る財政援助措置 

災害対策基本法に規定する著しく激甚である災害（以下「激甚災害」という。）が発生した

場合には、県及び市は災害の状況を速やかに調査し実情を把握して早期に激甚災害の指定が

受けられるよう措置し、公共施設の災害復旧事業が迅速かつ円滑に実施できるよう措置する。 

激甚災害の指定の手続き等の対策については第３節に示す。 

なお、激甚災害に係る公共施設等の復旧に対する財政援助措置の対象は、第３節を参照の

こと。 

 

第３ 災害復旧事業の実施 

実施担当 各部、関係機関 

 

災害により被害を受けた施設の復旧を迅速に行うため、県、市、指定地方行政機関、指定公

共機関及び指定地方公共機関等は、復旧事業の事業費が決定され次第、早期に実施するため、

必要な職員の配備、職員の応援及び派遣等について措置する 
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第７節 激甚災害の指定 

 

「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」（以下「激甚法」という。）に

基づく激甚災害の指定を受けるため、災害の状況を速やかに調査し、実情を把握して早期に激

甚災害の指定を受けられるよう措置し、公共施設の災害復旧事業が迅速かつ円滑に実施できる

よう措置を講じる。 

 

実施担当 各部、県 

 

市及び県は、著しく激甚である災害（以下「激甚災害」という。）が発生した場合には、災害

の状況を速やかに調査し、実情を把握して早期に「激甚災害に対処するための特別の財政援助

等に関する法律」（昭和37年９月６日法律第150号）（以下「激甚法」という。）の指定を受け、

公共施設の災害復旧事業が迅速かつ円滑に実施できるよう措置する。 

激甚の基準については、「激甚災害指定基準」（昭和37年12月7日・中央防災会議決定）と

「局地激甚災害指定基準」（昭和43年11月22日・中央防災会議決定）の２つがあり、この基

準により指定を受ける。 

市は、県が行う激甚災害及び局地激甚災害に関する調査等について協力し、激甚災害の指定

を受けたときは、速やかに関係調書等を作成し、県各部局に提出する。 

 

 



《風水害 復旧》8 災害復興計画 

-118- 

第８節 災害復興計画 

 

被災した市民の生活や企業の活動等の健全な回復には、迅速な被災地域の復興が不可欠であ

る。 

復興は復旧とは異なり、被災前の地域の抱える課題を解決し、被災を契機に都市構造や地域

産業の構造等をより良いものに改変する事業と位置付けられる。復興事業は、市民や企業、そ

の他多数の機関が関係する高度かつ複雑な事業である。これを効果的に実施するためには、被

災後速やかに復興計画を作成し、関係する主体との調整及び合意形成を行い、計画的な復興事

業を推進する。 

 

第１ 事前復興対策の実施 

実施担当 市長公室、総務部、建設部、都市整備部 

 

(1) 復興手順の明確化 

市及び県は、過去の復興事例等を参考として、方針の決定、計画の策定、法的手続き、住

民の合意形成等の復興対策の手順をあらかじめ明らかにしておく。 

 

(2) 復興基礎データの整備 

市及び県は、復興対策に必要となる測量図面、建物現況、土地の権利関係等の各種データ

をあらかじめ整備し、データベース化を図るよう努める。 

 

第２ 災害復興対策本部の設置 

実施担当 市長公室 

 

市は、被害状況を速やかに把握し、災害復興の必要性を確認した場合に、市長を本部長とす

る災害復興対策本部を設置する。 

 

第３ 災害復興方針・計画の策定 

実施担当 市長公室 

 

(1) 災害復興方針の策定 

学識経験者、有識者、市議会議員、市民代表、行政関係職員より構成される災害復興検討

委員会を設置し、災害復興方針を策定する。 

災害復興方針を策定した場合は、速やかにその内容を市民に公表する。 

 

(2) 災害復興計画の策定 

災害復興方針に基づき、具体的な災害復興計画の策定を行う。本計画では、市街地復興に

関する計画、産業復興に関する計画、生活復興に関する計画及びその事業手法、財源確保、

推進体制に関する事項について定める。 
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第４ 災害復興事業の実施 

実施担当 都市整備部 

 

(1) 市街地復興事業のための行政上の手続きの実施 

1) 建築基準法第84条の規定による建築制限区域の指定 

被災した市街地で土地区画整理の必要が認められる場合には、建築基準法第84条の規定

による建築制限区域の指定を行い、県の承認を受けその旨の告示を行う。 

2) 被災市街地復興特別措置法上の手続き 

被災市街地復興特別措置法第５条の規定により、都市計画に被災市街地復興推進地域を指

定し、建築行為等の制限等をすることができる。 

被災市街地復興推進地域は、通常の都市計画決定の手続きと同様の手順で行う。 

 

(2) 災害復興事業の実施 

1) 専管部署の設置 

災害復興に関する専管部署を設置する。 

2) 災害復興事業の実施 

災害復興に関する専管部署を中心に災害復興計画に基づき、災害興事業を推進する。 
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第１章 災害予防 

 

航空事故災害による被害を軽減するため、防災関係機関は平常時から次に掲げる対策を講じ

る。 

 

第１ 災害情報の収集・連絡体制の整備 

実施担当 消防本部、総務部 

 

 緊急時の通報連絡体制を確立するとともに、発災現場等において情報の収集・連絡にあたる

要員をあらかじめ指定しておくなど、体制の整備を推進する。 

 また、民間企業、報道機関、住民等からの情報など多様な災害関連情報等の収集体制の整備

に努める。 

 

第２ 災害応急活動体制の整備 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

(1) マニュアルの整備 

防災関係機関は、それぞれの実情に応じ、事故災害の応急活動マニュアルを作成して職員

に災害時の活動内容等を周知させる。 

 

(2) 防災関係機関相互の連携体制 

防災関係機関は、事故災害の応急活動及び復旧活動において、連携を要する関係機関と、

相互応援を協定する等、平常時より連携を強化しておく。 

 

第３ 防災訓練の実施 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

墜落事故及び空中衝突事故等によるあらゆる被害を想定し、関係機関と連携した実践的な訓

練を定期的・継続的に実施し、大規模な航空災害への対応能力の向上に努める。 
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第２章 災害応急対策 

 

航空災害が発生した場合に、早期に初動体制を確立して、その拡大を防止し被害の軽減を図

るため、関係機関は次の対策を講じる。 

 

第１節 事故発生時の通報 

 

第１ 災害情報の収集・連絡 

実施担当 事故発見者、消防本部 

 

(1) 航空事故情報等の収集・連絡 

航空災害の発生等異常な事態を発見した者は、直ちに、その旨を市長又は警察官に通報し

なければならない。また、何人も、この通報が最も迅速に到達するよう協力しなければなら

ない。 

 

① 民間機の場合 

 

発見者 

土浦市 
（消防本部） 

隣接市町村 
（消防機関含む） 

成田空港事務所 

航空会社 

陸上自衛隊 
第一施設団 

航空自衛隊 
百 里 基 地      

警察署 県警察本部 警察庁 

消防庁 
 
県 
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② 自衛隊機の場合 

 

 

(2) 県等への報告 

市は、大規模な事故発生の連絡を受けた場合は、直ちに事故情報等の連絡を県に行う。ま

た、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、把

握できた範囲から直ちに県に連絡する。併せて、「火災・災害等即報要領」の直接即報基準に

該当する事態の場合は、消防庁に対しても連絡する。 

連絡は、原則として覚知後30分以内で可能な限り早く報告する。 

 

発見者 

航空自衛隊百里基地 

陸上自衛隊 
第一施設団 

警察署 県警察本部 警察庁 

消防庁 
 
県 

土浦市 
（消防本部） 

隣接市町村 
（消防機関含む） 

陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地 

陸上自衛隊各駐屯地 
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第２節 災害対策組織 

 

第１ 本部の設置・運営 

実施担当 総務部、市長公室 

 

(1) 設置基準 

大規模な事故により、消防本部の対応能力を超える事態となり、消防本部以外の市の組織

をもって避難、救出・救護活動等を行う必要がある場合等で、市長が必要と認めたときは、

土浦市事故災害対策本部を設置する。 

 

(2) 設置方法等 

本部の設置・廃止方法等は、第２編・第２章・第１節の「第１ 災害対策本部等の設置」

に準ずる。 

 

第２ 本部の運営 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

(1) 本部の組織 

本部を構成する部・班は、本部長（市長）が災害の状況に応じて必要と認める業務を所掌

する部・班（⇒第２編・第２章・第１節・第１の「土浦市災害対策本部の組織と所掌業務一

覧」参照）で編成する。 

 

(2) 本部の運営等 

本部の設置場所、本部会議、事務局、標識等は、第２編・第２章・第１節の「第２ 災害

対策本部等の運営」に準ずる。 

 

第３ 職員の動員・配備 

実施担当 各部 

 

(1) 職員の動員 

① 勤務時間内は、総務部長から、市長が編成を指示した部の部長に配備指示を伝達すると

ともに、人事課長（職員班長）が庁内放送を行う。出先や外出中の職員等へは、各部長が

伝達する。 

② 勤務時間外は、総務部長から、市長が編成を指示した部の部長へ連絡し、各職員へは各

部の連絡網により伝達する。 

 

(2) 配備人員等 

配備先、配備人員は、所属長が指示する。 

その他、職員動員の報告、職員の服務、参集時の留意事項等は、第２編・第２章の「第２

節 市職員の動員」に準ずる。 
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第３節 災害応急対策 

 

第１ 情報収集・伝達、報告 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

 被害情報の収集、とりまとめ、県等への報告は、第２編・第２章の「第４節 災害情報の収

集・伝達」に準ずる。 

 

第２ 問合せ対応等 

実施担当 事故責任者、広報班 

 

(1) 問い合わせ等の対応 

事故責任者は、速やかに関係者からの問い合わせに対応する窓口を設置し、的確に情報提

供等を行う。 

市は、必要に応じて事故責任者に協力し、市役所内に相談窓口の設置等を行う。 

 

(2) 遺族等への対応 

事故責任者は、遺族等の輸送手段、宿泊施設等を確保し、適切に対応する。 

市は、必要に応じて事故責任者に協力し、輸送手段等の提供、あっせん等を行う。 

 

第３ 応援要請 

実施担当 本部班、職員班、自衛隊 

 

(1) 自衛隊 

第２編・第２章の「第25節 自衛隊の災害派遣要請・受入れ」に準ずる。 

 

(2) 他自治体等 

第２編・第２章の「第26節 他自治体等への応援要請・受入れ」に準ずる。 

 

第４ 消防、救助・救急、医療救護、捜索 

実施担当 市民班、医療対策班、消防部、土浦警察署、土浦市医師会、土浦市歯科医師会、県

薬剤師会土浦支部、土浦保健所 

 

(1) 消防活動 

消防機関は、速やかに火災の発生状況を把握するとともに、化学消防車、化学消火剤等に

よる消防活動を重点的に実施するとともに、必要に応じて地域住民及び旅客等の生命、身体

の安全確保と消防活動の円滑化を図るため、警戒区域を設定する。 

 

(2) 救助・救急活動 

第２編・第２章の「第７節 救助・救急活動」に準ずる。 
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(3) 医療活動 

第２編・第２章の「第17節 応急医療」に準ずる。 

 

(4) 捜索活動 

第２編・第２章・第20節の「第１ 行方不明者の捜索」に準ずる。 

 

第５ 避難対策 

実施担当 本部班、消防部、広報班、土浦警察署、県、自衛隊 

 

避難の勧告・指示、誘導、警戒区域の設定等は、第２編・第２章の「第11節 避難対策」に

準ずる。 

 

第６ 緊急輸送、交通確保対策 

実施担当 管財班、土木班、土浦土木事務所、常陸河川国道事務所、東日本高速道路㈱、土浦

警察署、消防部、自衛隊 

 

(1) 緊急輸送 

第２編・第２章の「第22節 緊急輸送」に準ずる。 

 

(2) 交通対策 

第２編・第２章の「第10節 交通対策」に準ずる。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４編 鉄道災害対策計画 
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第１章 災害予防 

 

鉄道事故災害による被害を軽減するため、防災関係機関は平常時から次に掲げる対策を講じ

る。 

 

第１ 災害情報の収集・連絡体制の整備 

実施担当 消防本部、総務部、建設部、土浦土木事務所 

 

(1) 情報連絡体制の整備 

 緊急時の通報連絡体制を確立するとともに、発災現場等において情報の収集・連絡にあた

る要員をあらかじめ指定しておくなど、体制の整備を推進する。 

 また、民間企業、報道機関、住民等からの情報など多様な災害関連情報等の収集体制の整

備に努める。 

 

(2) 鉄道隣接の道路の異常発見時の措置 

道路パトロール等により、鉄道と隣接する道路において異常を発見した場合は、鉄道事業

者にその情報を迅速に提供する体制を確立する。 

 

 

第２ 災害応急活動体制の整備 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

(1) マニュアルの整備 

防災関係機関は、それぞれの実情に応じ、事故災害の応急活動マニュアルを作成して職員

に災害時の活動内容等を周知させる。 

 

(2) 防災関係機関相互の連携体制 

防災関係機関は、事故災害の応急活動及び復旧活動において、連携を要する関係機関と、

相互応援を協定する等、平常時より連携を強化しておく。 

 

第３ 防災訓練の実施 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

大規模な鉄道事故災害が発生した場合又は発生する恐れがある場合に、応急対策が迅速かつ

円滑に行えるよう、関係機関と連携した実践的な訓練を定期的・継続的に実施し、大規模な事

故災害対応能力の向上に努める。 
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第２章 災害応急対策 

 

鉄道事故災害が発生した場合に、早期に初動体制を確立して、その拡大を防止し被害の軽減

を図るため、関係機関は次の対策を講じる。 

 

第１節 事故発生時の通報 

 

第１ 災害情報の収集・連絡 

実施担当 東日本旅客鉄道㈱、日本貨物鉄道㈱、消防本部 

 

(1) 鉄道事故情報等の収集・連絡 

鉄道事業者は、自己の管理する鉄道上で事故災害発生の通報を受けた場合は、事故災害の

状況確認を行い、直ちに県、消防本部及び関東運輸局に連絡する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 県等への報告 

市は、大規模な事故発生の連絡を受けた場合は、直ちに事故情報等の連絡を県に行う。ま

た、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、把

握できた範囲から直ちに県に連絡する。併せて、「火災・災害等即報要領」の直接即報基準に

該当する事態の場合は、消防庁に対しても連絡する。 

連絡は、原則として覚知後30分以内で可能な限り早く報告する。 

 

鉄 

道 

事 

業 

者 

関東運輸局 
鉄道部安全対策課 
Tel045-211-7240 

県警察本部 
Tel029-301-0110 

内 5751 

県消防防災課 
Tel029-301-8800 

国土交通省 

警 察 庁 

消 防 庁 

土浦市・消防本部 
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第２節 災害対策組織 

 

第１ 本部の設置・運営 

実施担当 総務部、市長公室 

 

(1) 設置基準 

大規模な事故により、消防本部の対応能力を超える事態となり、消防本部以外の市の組織

をもって避難、救出・救護活動等を行う必要がある場合等で、市長が必要と認めたときは、

土浦市事故災害対策本部を設置する。 

 

(2) 設置方法等 

本部の設置・廃止方法等は、第２編・第２章・第１節の「第１ 災害対策本部等の設置」

に準ずる。 

 

第２ 本部の運営 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

(1) 本部の組織 

本部を構成する部・班は、本部長（市長）が災害の状況に応じて必要と認める業務を所掌

する部・班（⇒第２編・第２章・第１節・第１の「土浦市災害対策本部の組織と所掌業務一

覧」参照）で編成する。 

 

(2) 本部の運営等 

本部の設置場所、本部会議、事務局、標識等は、第２編・第２章・第１節の「第２ 災害

対策本部等の運営」に準ずる。 

 

第３ 職員の動員・配備 

実施担当 各部 

 

(1) 職員の動員 

① 勤務時間内は、総務部長から、市長が編成を指示した部の部長に配備指示を伝達すると

ともに、人事課長（職員班長）が庁内放送を行う。出先や外出中の職員等へは、各部長が

伝達する。 

② 勤務時間外は、総務部長から、市長が編成を指示した部の部長へ連絡し、各職員へは各

部の連絡網により伝達する。 

 

(2) 配備人員等 

配備先、配備人員は、所属長が指示する。 

その他、職員動員の報告、職員の服務、参集時の留意事項等は、第２編・第２章の「第２

節 市職員の動員」に準ずる。 
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第３節 災害応急対策 

 

第１ 情報収集・伝達、報告 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

被害情報の収集、とりまとめ、県等への報告は、第２編・第２章の「第４節 災害情報の収

集・伝達」に準ずる。 

 

第２ 問合せ対応等 

実施担当 事故責任者、広報班、東日本旅客鉄道㈱、日本貨物鉄道㈱ 

 

(1) 問い合わせ等の対応 

事故責任者は、速やかに関係者からの問い合わせに対応する窓口を設置し、的確に情報提

供等を行う。 

市及び鉄道事業者は、必要に応じて事故責任者に協力し、市役所内に相談窓口の設置等を

行う。 

 

(2) 遺族等への対応 

事故責任者は、遺族等の輸送手段、宿泊施設等を確保し、適切に対応する。 

市及び鉄道事業者は、必要に応じて事故責任者に協力し、輸送手段等の提供、あっせん等

を行う。 

 

第３ 応援要請 

実施担当 本部班、職員班、自衛隊 

 

(1) 自衛隊 

第２編・第２章の「第25節 自衛隊の災害派遣要請・受入れ」に準ずる。 

 

(2) 他自治体等 

第２編・第２章の「第26節 他自治体等への応援要請・受入れ」に準ずる。 

 

第４ 消防、救助・救急、医療救護、捜索 

実施担当 市民班、医療対策班、消防部、土浦警察署、土浦市医師会、土浦市歯科医師会、県

薬剤師会土浦支部、土浦保健所、東日本旅客鉄道㈱、日本貨物鉄道㈱ 

 

(1) 消防活動 

消防本部は、速やかに火災の発生状況を把握するとともに、化学消防車、化学消火剤等に

よる消防活動を重点的に実施するとともに、必要に応じて地域住民及び旅客等の生命、身体

の安全確保と消防活動の円滑化を図るため、警戒区域を設定する。 

また、危険物が流出した場合は、「第６編 危険物等災害対策計画」に準じて、応急措置を
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講じる。 

 

(2) 救助・救急活動 

第２編・第２章の「第７節 救助・救急活動」に準ずる。 

 

(3) 医療活動 

第２編・第２章の「第17節 応急医療」に準ずる。 

 

(4) 捜索活動 

第２編・第２章・第20節の「第１ 行方不明者の捜索」に準ずる。 

 

第５ 避難対策 

実施担当 本部班、消防部、広報班、土浦警察署、県、自衛隊 

 

また、市は、避難の勧告・指示、誘導、警戒区域の設定等を、第２編・第２章の「第11節 避

難対策」に準じて行う。 

 

第６ 緊急輸送、交通確保対策 

実施担当 管財班、土木班、土浦土木事務所、常陸河川国道事務所、東日本高速道路㈱、土浦

警察署、消防部、自衛隊、東日本旅客鉄道㈱、日本貨物鉄道㈱ 

 

(1) 緊急輸送 

第２編・第２章の「第22節 緊急輸送」に準ずる。 

 

(2) 交通対策 

第２編・第２章の「第10節 交通対策」に準ずる。 

 

(3) 代替輸送 

鉄道事業者は、不通となった鉄道区間について、他の路線への振り替え輸送、バス代行輸

送等、代替交通手段を速やかに確保する。 
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第５編 道路災害対策計画 
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第１章 災害予防 

 

道路事故災害による被害を軽減するため、防災関係機関は平常時から次に掲げる対策を講じ

る。 

 

第１ 災害情報の収集・連絡体制の整備 

実施担当 消防本部、総務部 

 

緊急時の通報連絡体制を確立するとともに、発災現場等において情報の収集・連絡にあたる

要員をあらかじめ指定しておくなど、体制の整備を推進する。 

また、民間企業、報道機関、住民等からの情報など多様な災害関連情報等の収集体制の整備

に努める。 

 

第２ 災害応急活動体制の整備 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

(1) マニュアルの整備 

防災関係機関は、それぞれの実情に応じ、道路事故災害の応急活動マニュアルを作成して

職員に災害時の活動内容等を周知させる。 

 

(2) 防災関係機関相互の連携体制 

防災関係機関は、道路事故災害の応急活動及び復旧活動において、連携を要する関係機関

と、相互応援を協定する等、平常時より連携を強化しておく。 

 

第３ 防災訓練の実施 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

大規模な道路事故災害が発生した場合又は発生する恐れがある場合に、応急対策が迅速かつ

円滑に行えるよう、関係機関と連携した実践的な訓練を定期的・継続的に実施し、事故災害対

応能力の向上に努める。 
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第２章 災害応急対策 

 

道路事故災害が発生した場合に、早期に初動体制を確立して、その拡大を防止し被害の軽減

を図るため、関係機関は次の対策を講じる。 

 

第１節 事故発生時の通報 

 

第１ 災害情報の収集・連絡 

実施担当 発見者等、消防本部 

 

(1) 事故情報等の収集・連絡 

道路事故災害の発生等異常な事態を発見した者は、直ちに、その旨を市長又は警察官に通

報しなければならない。また、何人も、この通報が最も迅速に到達するよう協力しなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 県等への報告 

市は、大規模な事故発生の連絡を受けた場合は、直ちに事故情報等の連絡を県に行う。ま

た、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、把

握できた範囲から直ちに県に連絡する。併せて、「火災・災害等即報要領」の直接即報基準に

該当する事態の場合は、消防庁に対しても連絡する。 

連絡は、原則として覚知後30分以内で可能な限り早く報告する。 

 

消 防 庁 

関 係 省 庁 

関 係 機 関 

常陸河川国道事務所 

 (道路維持課) 
県(消防防災課) 
 (土木事務所) 

発見者等 

土 浦 市 
消 防 署 
警 察 署 

道路管理者 

警 察 庁 関東管区警察局 県警察本部 
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第２節 災害対策組織 

 

第１ 本部の設置・運営 

実施担当 総務部、市長公室 

 

(1) 設置基準 

大規模な事故により、消防本部の対応能力を超える事態となり、消防本部以外の市の組織

をもって避難、救出・救護活動等を行う必要がある場合等で、市長が必要と認めたときは、

土浦市事故災害対策本部を設置する。 

 

(2) 設置方法等 

本部の設置・廃止方法等は、第２編・第２章・第１節の「第１ 災害対策本部等の設置」

に準ずる。 

 

第２ 本部の運営 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

(1) 本部の組織 

本部を構成する部・班は、本部長（市長）が災害の状況に応じて必要と認める業務を所掌

する部・班（⇒第２編・第２章・第１節・第１の「土浦市災害対策本部の組織と所掌業務一

覧」参照）で編成する。 

 

(2) 本部の運営等 

本部の設置場所、本部会議、事務局、標識等は、第２編・第２章・第１節の「第２ 災害

対策本部等の運営」に準ずる。 

 

第３ 職員の動員・配備 

実施担当 各部 

 

(1) 職員の動員 

① 勤務時間内は、総務部長から、市長が編成を指示した部の部長に配備指示を伝達すると

ともに、人事課長（職員班長）が庁内放送を行う。出先や外出中の職員等へは、各部長が

伝達する。 

② 勤務時間外は、総務部長から、市長が編成を指示した部の部長へ連絡し、各職員へは各

部の連絡網により伝達する。 

 

(2) 配備人員等 

配備先、配備人員は、所属長が指示する。 

その他、職員動員の報告、職員の服務、参集時の留意事項等は、第２編・第２章の「第２

節 市職員の動員」に準ずる。 
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第３節 災害対策 

 

第１ 情報収集・伝達、報告 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

被害情報の収集、とりまとめ、県等への報告は、第２編・第２章の「第４節 災害情報の収

集・伝達」に準ずる。 

 

第２ 問合せ対応等 

実施担当 事故責任者、広報班 

 

(1) 問い合わせ等の対応 

事故責任者は、速やかに関係者からの問い合わせに対応する窓口を設置し、的確に情報提

供等を行う。 

市は、必要に応じて事故責任者に協力し、市役所内に相談窓口の設置等を行う。 

 

(2) 遺族等への対応 

事故責任者は、遺族等の輸送手段、宿泊施設等を確保し、適切に対応する。 

市は、必要に応じて事故責任者に協力し、輸送手段等の提供、あっせん等を行う。 

 

第３ 応援要請 

実施担当 本部班、職員班、自衛隊 

 

(1) 自衛隊 

第２編・第２章の「第25節 自衛隊の災害派遣要請・受入れ」に準ずる。 

 

(2) 他自治体等 

第２編・第２章の「第26節 他自治体等への応援要請・受入れ」に準ずる。 

 

第４ 消防、救助・救急、捜索 

実施担当 市民班、医療対策班、消防部、土浦警察署、土浦市医師会、土浦市歯科医師会、県

薬剤師会土浦支部、土浦保健所 

 

(1) 消防活動 

消防本部は、速やかに火災の発生状況を把握するとともに、化学消防車、化学消火剤等に

よる消防活動を重点的に実施するとともに、必要に応じて地域住民及び旅客等の生命、身体

の安全確保と消防活動の円滑化を図るため、警戒区域を設定する。 

また、危険物が流出した場合は、「第６編 危険物等災害対策計画」に準じて、応急措置を

講じる。 
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(2) 救助・救急活動 

第２編・第２章の「第７節 救助・救急活動」に準ずる。 

 

(3) 医療活動 

第２編・第２章の「第17節 応急医療」に準ずる。 

 

(4) 捜索活動 

第２編・第２章・第20節の「第１ 行方不明者の捜索」に準ずる。 

 

第５ 避難対策 

実施担当 本部班、消防部、広報班、土浦警察署、県、自衛隊 

 

また、市は、避難の勧告・指示、誘導、警戒区域の設定等を、第２編・第２章の「第11節 避

難対策」に準じて行う。 

 

第６ 緊急輸送、交通確保対策 

実施担当 管財班、土木班、土浦土木事務所、常陸河川国道事務所、東日本高速道路㈱、土浦

警察署、消防部、自衛隊 

 

(1) 緊急輸送 

第２編・第２章の「第22節 緊急輸送」に準ずる。 

 

(2) 交通対策 

第２編・第２章の「第10節 交通対策」に準ずる。 
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第１章 災害予防 

 

危険物等災害の発生を予防するとともに、それが発生した場合の被害の軽減を図るため、関

係機関、関係団体及び事業者は、次の対策を講じる。 

 

第１節 危険物等災害の予防対策（各災害共通事項） 

 

第１ 危険物等関係施設の安全性の確保 

実施担当 事業者、消防本部、土浦警察署、 

 

(1) 保安体制の確立 

1) 事業者（危険物等の貯蔵・取扱いを行う者（以下、本編において「事業者」という。） 

法令で定める技術基準を遵守するとともに、自主保安規程等の策定、自衛消防組織等の設

置並びに貯蔵、取扱い施設等の定期点検、自主点検の実施等の自主保安体制の整備を推進す

る。 

また、災害が生じた場合は、その原因の徹底究明に努め、再発防止に資する。 

2) 県、市 

危険物等関係施設に対する立入検査を徹底し、施設の安全性の確保に努める。 

危険物等災害が生じた場合に、その原因の徹底的な究明に努め、原因究明を受けて必要な

場合には、法令で定める技術基準の見直し等を国に要請するなど、危険物等関係施設の安全

性の向上に努める。 

3) 警察、消防 

必要に応じ、立入検査等を実施し、危険物等保管状態、自主保安体制等実態を把握し、資

機材を整備、充実し、災害発生時における初動措置体制の確立を図る。 

 

(2) 保安教育 

1) 県、市 

事業者及び危険物取扱者等の有資格者等に対し、講習会、研修会の実施等により保安管理

及び危険物等に関する知識の向上を図り、危険物等関係施設における保安体制の強化を図る。 

2) 事業者 

従業員等に対する保安教育や防災訓練を実施し、自主防災体制の確立に努める。 

 

 

第２ 災害情報の収集・連絡体制の整備 

実施担当 消防本部、総務部 

 

緊急時の通報連絡体制を確立するとともに、発災現場等において情報の収集・連絡にあたる

要員をあらかじめ指定しておくなど、体制の整備を推進する。 

また、民間企業、報道機関、住民等からの情報など多様な災害関連情報等の収集体制の整備

に努める。 
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第３ 災害応急活動体制の整備 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

(1) マニュアルの整備 

防災関係機関は、それぞれの実情に応じ、危険物等災害の応急活動マニュアルを作成して

職員に災害時の活動内容等を周知させる。 

 

(2) 防災関係機関相互の連携体制 

防災関係機関は、危険物等災害の応急活動及び復旧活動において、連携を要する関係機関

と、相互応援を協定する等、平常時より連携を強化しておく。 

 

第４ 防災訓練の実施 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

大規模な危険物等災害が発生した場合又は発生する恐れがある場合に、応急対策が迅速かつ

円滑に行えるよう、関係機関と連携した実践的な訓練を定期的・継続的に実施し、事故災害対

応能力の向上に努める。 
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第２節 石油類等危険物施設の予防対策 

 

 石油類等危険物（消防法（昭和23年法律第186号）第２条第７項に規定されているもの）施

設に関する予防対策は、共通事項に定めるほか次のとおりとする。 

 

第１ １ 施設の保全 

実施担当 事業者 

 

事業者は、消防法第12条（施設の基準維持義務）及び同法第14条の３の２（定期点検義務）

等の規定を遵守し、危険物施設の保全に努める。 

 

第２ 石油貯蔵タンクの安全対策 

実施担当 消防本部、事業者 

  

(1) 地盤対策 

消防本部は、一定規模以下の貯蔵タンクについても不等沈下、移動、配管の切断、亀裂等

の事故防止のため、タンクの設置される箇所の地盤調査、工法等技術上の基準について配慮

するよう指導する。 

また、既設タンクについては、事業所に対し適時又は定期的に沈下測定を行い基礎修正及

び各種試験による自主検査体制の確立について指導する。 

 

(2) 防災設備の強化 

事業者は、耐震、防火上の配慮及び敷地周辺の防護措置の強化を図る。 

 

(3) 防災管理システムの強化 

事業者は、漏えい、流出の感知と警報装置の整備の推進や、配管部の切替等による被害防

止のための緊急遮断装置の導入を進めるとともに、非常時の通報体制の確立と教育訓練の徹

底を図る。 

  

第３ 保安体制の確立 

実施担当 消防本部、事業者 

 

事業者は、消防法第14条の２の規定に基づく予防規程の内容を常に見直し、従業員に対する

保安教育や防災訓練を実施し、自主防災体制の確立に努め、隣接する事業所間との自衛消防隊

の相互協力体制の強化を図る。 

消防本部は、危険物施設の位置・構造・設備の状況及び危険物の貯蔵・取扱の方法が、危険

物関係法令に適合しているか否かについて立入検査を実施し、必要がある場合は、事業所の管

理者に対し、災害防止上必要な助言又は指導を行う。 
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第３節 高圧ガス・火薬類の予防対策 

 

高圧ガス（高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）第２条に規定されるもの）及び火薬類

（火薬取締法（昭和25年法律第149号）第２条に規定されるもの）の予防対策は共通事項に定

めるほか次のとおりとする。 

 

第１ 一般高圧ガス（毒性ガスを除く高圧ガス）・火薬類対策 

実施担当 県 

 

(1) 高圧ガス等の保安検査、立入検査 

県は、火薬類、高圧ガスの製造、販売、貯蔵、運搬、消費及び取扱い等を規制し、指導を

行う。 

 

(2) 保安団体の活動の推進 

県は、関係業種別に保安団体の自主保安活動の積極的な推進を指導する。 

 

(3) 火薬類搬送時の安全指示 

県警察本部は、火薬類運搬の届出があった場合、災害の発生防止、公共の安全維持のため

必要があるときは、運搬日時、通路若しくは方法又は火薬類の性状若しくは積載方法につい

て必要な指示を行う。 

 

第２ 毒性ガス対策 

実施担当 事業者、消防本部、総務部 

 

(1) 毒性ガス取扱施設に係る事故対策の推進 

事業者は、事業所の所在する市等が実施する防災訓練に参加し、近隣住民と一体の防災訓

練を実施するとともに、次の措置を講じる。 

① 事業所の立地条件及び施設の配置状況を勘案し、風向計等の設置 

② 近隣住民の避難に必要な広報手順、ガスマスク等防災用機器の整備 

③ 市等行政機関と日頃から連携を密にした防災対策の推進 

また、関連事業者による有毒ガス事故対策協議会等を結成するなどして、発災時における

応急対策の協力体制の整備に努める。 

 

(2) 被害防止体制の確立等 

県は、発災時における迅速な被害防止体制の確立を図るため、毒性ガス取扱事業所に関す

る必要な情報について、所轄消防署に提供する。また、毒性ガス施設の事故による被害防止

を図るため、隣接県との間で、平常時から毒性ガス施設の分布状況、関係機関の窓口など所

要の情報交換を行う。 

市は、毒性ガス漏えいを想定し、住民への広報手段、避難誘導法、避難場所をあらかじめ

定めておく。また、事業者との緊急連絡体制を整備する。 
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第３ 都市ガスの予防対策 

実施担当 消防本部、事業者 

 

消防本部は、消防法の規定に基づき、必要に応じ、火災予防査察を実施し、火災の未然防止

を図る。また、災害予防上必要と認めるときは、ガス事業者に対し保安上とるべき措置につい

て通報する。 

当該災害予防上の措置について通報する範囲は関係機関と協議の上、別途計画する。 

事業者は、前記通報を受けた場合に直ちに防災上必要な対策を講じることができる体制を整

備する。 

 

第４ 大規模な地階のガス漏れ及び爆発事故予防対策 

実施担当 消防本部、事業者 

 

(1) 関係機関による「申し合わせ」の作成 

市、事業者等関係機関は、緊急時における初動体制、現場における措置等について「ガス

漏れ及び爆発事故の防止対策に関する申し合わせ」を作成し、ガス事故防止体制を強化する。 

 

(2) 保安規程等の提出 

事業者は、ガス事業法第 30条の規定に基づき経済産業大臣に届け出ることとされている

（簡易ガス事業者はこれを準用する。）保安規程の写しを、消防長又は消防署長に提出する。 

ガス事業者と液化石油ガス販売事業者は、毎年度導管及び遮断装置に係る図面を消防長又

は消防署長に提出する。ただし、既に提出した図面に変更がない場合及び軽易な変更のもの

についてはこの限りではない。 

 

(3) 防災訓練の実施 

ガス事業者と液化石油ガス販売業者及び地階管理者は、関係機関の協力を得てガス防災訓

練を毎年１回以上実施する。 

 

(4) 関係機関の協力の推進 

事業者は、ガス事業者と液化石油ガス販売事業者、若しくは保安機関（販売事業者から委

託を受けて消費者の点検を行う機関）は、地階の定期点検の実施にあたっては、事前に消防

本部に点検計画を連絡するとともに、消防本部が実施する地階に対する予防査察について協

力する。 

消防本部、事業者は、地階を有する施設の関係者に対し、ガス漏れ災害を防止するための

指導を協力して行い、日頃からガス漏れ災害時の協力が得られるようにしておく。また、関

係機関を構成員とするガス災害対策協議会を設け、所要の連絡調整を図る。 

 

※「大規模な地階」とは、消防法施行令別表１(1)から(4)まで、(5)のイ、(6)及び(9)のイに掲げる

防火対象物の地階で、床面積の合計が1、000平方メートル以上のもの、及び消防法施行令別表１

(16)のイに掲げる防火対象物の地階のうち、床面積の合計が1、000平方メートル以上でかつ同表

(1)から(4)まで、(5)の項のイ、(6)又は(9)のイに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面

積の合計が500平方メートル以上のものをいう。 
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第４節 毒劇物取扱施設の予防対策 

 

毒劇物（毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）第２条に規定されているもの）の予

防対策は共通事項に定めるほか次のとおりとする。 

 

第１ 毒劇物多量取扱施設に対する指導の強化 

実施担当 県 

 

(1) 登録施設に対する指導 

県は、毒物及び劇物取締法の規定により登録が義務づけられている施設に対しては、危害

防止規定の整備を指導する。 

 

(2) 登録外施設に対する指導 

県は、上記登録施設以外の業務上取扱施設に対して、毒物又は劇物の取扱量を調査し、特

に多量に取扱う施設に対し、防災体制の整備を指導する。 

 

第２ 毒劇物多量取扱施設における保安体制の自己点検の充実 

実施担当 毒劇物多量取扱事業者 

 

事業者は、毒物又は劇物による危害を防止するため次の事項について危害防止規程を整備す

る。 

① 毒物又は劇物関連設備の管理者の選任に関する事項 

② 次に掲げる者に係る職務及び組織に関する事項 

ア 毒物又は劇物の製造、貯蔵又は取扱の作業を行う者 

イ 設備等の点検・保守を行う者 

ウ 事故時における関係機関への通報を行う者 

エ 事故時における応急措置を行う者 

③ 次に掲げる毒物又は劇物関連設備の点検方法に関する事項 

 製造施設、配管、貯蔵設備、防液堤、除害設備、緊急移送設備、散水設備、排水設備、

非常用電源設備、非常用照明設備、緊急制御設備等 

④ ③に掲げる毒物又は劇物関連施設の整備又は補修に関する事項 

⑤ 事故時における関係機関への通報及び応急措置に関する事項 

⑥ ②に掲げる者に関する教育訓練に関する事項 
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第５節 放射線使用施設等の予防対策 

 

放射線使用施設等（放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律

第167号）に規定される放射性物質等を取り扱う施設又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律（昭和32年法律第166号）に規定される核燃料物質の使用施設（原子力災

害対策特別措置法（以下、「原災法」という。）第２条第４号に規定する事業所を除く。）及び放

射性物質の運搬（原災法第２条第３号に規定する原子力事業者及びそれから運搬を委託された

者が行う核燃料物質等の事業所外運搬を除く。））に係る予防対策は共通事項に定めるほか、次

のとおりとする。 

 

第１ 保安体制の強化 

実施担当 放射線使用者 

 

放射線使用者（放射性物質等を取り扱う者）は、漏えいすることによる環境汚染等の被害を

防止するため、関係機関と連携して保安体制を強化し、法令に定める適正な障害防止のための

予防措置、保安教育及び訓練の徹底による災害の未然防止を図る。 

 

第２ 維持管理指導の推進等 

実施担当 国、県、県警察本部 

 

国は、放射線使用者に対し、災害時における措置を放射線障害予防規定に定める等、法令に

基づき適正に維持管理するよう、指導の徹底を図る。 

また、県（保健福祉部）は、医療法第25条第１項に基づく医療監視を行い、放射線使用施設

等（医療機関）に対し、医療法施行規則第４章「医療用放射線の防護」の章の規定を遵守する

よう、監視結果に基づき指導するとともに、施設管理者が空間放射線量の増加と空気中あるい

は水中での放射能、化学薬品等による人的災害の防止のための措置を講じるよう指導する。 

県警察本部は、放射性物質又はそれにより汚染された物を運搬する旨の届出があった場合、

災害の発生防止、公共の安全確保のため必要があるときは、運搬日時、経路等について必要な

指示をする等により、運搬による災害発生防止を図る。 
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第６節 核燃料物質等の事業所外運搬中の事故予防対策 

 

 原災法第２条第３号に規定する原子力事業者及びそれから運搬を委託された者（以下、「原子

力事業者等」という。）が行う核燃料物質等の事業所外運搬中の事故に対する予防対策について

は、原子力災害の発生及び拡大の防止のため、原子力事業者等、国、県等防災機関は相互に協

力し、輸送容器の安全性、輸送業務の特殊性等を踏まえ、危険時の措置等を迅速かつ的確に行

うため体制の整備を図る。 

 

(1) 原子力事業者等 

原子力事業者等は、その業務に従事する職員に対し、必要かつ十分な教育訓練を施すとと

もに、事故前の応急措置、事故時対応組織の役割分担、携行する資機材等を記載した運搬計

画書、円滑な通報を確保するための非常時連絡表等を作成するとともに、運搬を行うにあた

っては、これらの書類及び非常通信用資機材並びに防災資機材を携行する。 

また、必要な防災対応を的確に実施するため、必要な要員を適切に配置するとともに、事

故時に次の措置を適切に取るために必要な体制の整備を図る。 

① 放射線障害を受けた者の救出、避難等の措置 

② 国、県、海上保安部署等への迅速な通報 

③ 消火、延焼防止等の応急措置 

④ 運搬に従事する者や付近にいる者の避難 

⑤ 運搬中の核燃料物質等の安全な場所への移動、関係者以外の立ち入り禁止等の措置 

⑥ モニタリング実施 

⑦ 核燃料物質等による汚染の拡大の防止及び除去 

⑧ その他放射線障害の防止のために必要な措置 

なお、運搬中の事故により原災法に定める特定事象が発生した場合には、原子力防災管理

者を通じ、直ちに国、県等関係機関に同時に文書で送信できるよう、必要な通報、連絡体制

を整備する。 

 

(2) 市 

消防本部は、事故の通報を受けた場合に、事故の状況に応じ職員の安全を確保しながら原

子力事業者等と相互に協力して火災の消火、救助、救急等必要な措置を実施するために必要

な体制の整備を行う。 

 

(3) 県警察本部 

 警察機関は、事故の通報を受けた場合に、事故の状況に応じ職員の安全を確保しながら原

子力事業者等と相互に協力して人命救助、避難誘導、交通規制等必要な措置を実施するため

必要な体制の整備を行う。 
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第２章 災害応急対策 

 

 危険物等災害が発生し又は発生するおそれがある場合は、関係機関、関係団体は次の対策を

講じ、被害の発生を最小に抑える措置を講じる。 

 

第１節 事故発生時の通報 

 

第１ 災害情報の収集・連絡 

実施担当 発見者等、消防本部 

 

(1) 事故情報等の収集・連絡 

道路事故災害の発生等異常な事態を発見した者は、直ちに、その旨を市長又は警察官に通

報しなければならない。また、何人も、この通報が最も迅速に到達するよう協力しなければ

ならない。 

 

① 石油類等危険物施設災害の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※………河川等漏えい時のみ 

消 防 庁 

 

応急対策室 

陸上自衛隊 

第一施設団 

応急対策協 

力危険者等 

取扱事務所 

県化学消火 

薬剤 備蓄      

消防 本部      

水戸 地方      

気 象 台 

発見 者等      

発災事業所 

国土交通省関東

地方整備局管内

河川国道事務所

関 東 都県      

消防本部 県 

土 浦 市 

警 察 署 

県地 方総      

合事 務所      

県警察本部 

浄水場 
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② 高圧ガス・都市ガス・火薬類、毒性ガス、大規模な地階のガス漏れの災害の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 毒劇物取扱施設の災害の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保 健 所 
厚 生 労 働 省         

医薬局安全対策課 

消 防 庁 

応急対策室 

発災事業所等 消防本部 

土 浦 市 

警 察 署 県警察本部 

県 

応急対策協力 

危険物等取扱 

事 業 所  

※     毒劇物が河川等へ流入した場合 

※     茨城県原子力安全協定に基づくもの 

県地方総合 

事 務 所 
陸上自衛隊 

第一施設団 

水戸 地方      

気 象 台 

浄水場 

国土交通省関東 

地方整備局管内

河川国道事務所

関 係 

都 県  

県地方総合 

事 務 所 

陸上自衛隊 

第一施設団 

水戸 地方      

気 象 台 

消 防 庁 

応急対策室 

関東経済産業局保安課 

関東東北産業保安監督部保安課 

応急対策協力 

危険物等取扱 

事  業  所 

県化学消火       

薬 剤 備 蓄       

消 防 本 部  

発災事業所等 消防本部 

土 浦 市 

警 察 署 県警察本部 

県 

(社)茨城県高圧ガス 

保安協会，地域防災 

協 議 会 ， 茨 城 県 

火 薬 類 保 安 協 会  
※     都市ガス事故時 

※     毒性ガスの場合 

経済産業省保安課 

原子力安全・保安院ガス保安課 
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④ 放射線使用施設等の災害の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 核燃料物質等の事業所外運搬中の災害の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 県等への報告 

市は、大規模な事故発生の連絡を受けた場合は、直ちに事故情報等の連絡を県に行う。ま

た、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、把

握できた範囲から直ちに県に連絡する。併せて、「火災・災害等即報要領」の直接即報基準に

該当する事態の場合は、消防庁に対しても連絡する。 

連絡は、原則として覚知後30分以内で可能な限り早く報告する。 

 

国 

消防本部 発災事業所等 

土 浦 市 

警 察 署 

県 

県警察本部 

防災関係機関 

消 防 庁 

応急対策室 

国 

県 

土  浦  市（事故発生管轄） 

警  察  署（事故発生管轄） 

消  防  署（事故発生管轄） 

海上保安部署（事故発生管轄） 

原子力防災管理者 
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第２節 活動体制の確立（各災害共通事項） 

 

第１ 本部の設置・運営 

実施担当 総務部、市長公室 

 

(1) 設置基準 

大規模な事故により、消防本部の対応能力を超える事態となり、消防本部以外の市の組織

をもって避難、救出・救護活動等を行う必要がある場合等で、市長が必要と認めたときは、

土浦市事故災害対策本部を設置する。 

 

(2) 設置方法等 

本部の設置・廃止方法等は、第２編・第２章・第１節の「第１ 災害対策本部等の設置」

に準ずる。 

 

第２ 本部の運営 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

(1) 本部の組織 

本部を構成する部・班は、本部長（市長）が災害の状況に応じて必要と認める業務を所掌

する部・班（⇒第２編・第２章・第１節・第１の「土浦市災害対策本部の組織と所掌業務一

覧」参照）で編成する。 

 

(2) 本部の運営等 

本部の設置場所、本部会議、事務局、標識等は、第２編・第２章・第１節の「第２ 災害

対策本部等の運営」に準ずる。 

 

第３ 職員の動員・配備 

実施担当 各部 

 

(1) 職員の動員 

① 勤務時間内は、総務部長から、市長が編成を指示した部の部長に配備指示を伝達すると

ともに、人事課長（職員班長）が庁内放送を行う。出先や外出中の職員等へは、各部長が

伝達する。 

② 勤務時間外は、総務部長から、市長が編成を指示した部の部長へ連絡し、各職員へは各

部の連絡網により伝達する。 

 

(2) 配備人員等 

配備先、配備人員は、所属長が指示する。 

その他、職員動員の報告、職員の服務、参集時の留意事項等は、第２編・第２章の「第２

節 市職員の動員」に準ずる。 
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第３節 石油類等危険物施設の事故応急対策 

 

第１ 危険物火災等の応急対策 

実施担当 事業者、消防部 

 

事業者は、火災が発生した場合は、直ちに、119番通報するとともに、自衛消防組織を動員

する。 

消防部、事業所の自衛消防組織は、直ちに、危険物等の流出を土のう等により止めて、火災

の拡大を防止するとともに、速やかに燃焼物の種類及び特性、装置等の緊急停止の有無、有毒

ガス発生の有無及び性状等火災の状況を把握し、危険物等の性状に応じた消火活動を行う。 

この際、消火により可燃性ガスが滞留し、又は有毒ガスが発生する等のおそれがある場合は、

消火の是非についても考慮する。また、大量の泡放射等により消火薬剤等が河川等に流出しな

いよう措置を講じる。 

消防部は、必要に応じ、警察と連携するなどして、避難区域（又は警戒区域）の必要性を判

断し、区域内住民等へ迅速に広報し、避難誘導する。 

 

第２ 危険物の漏えい応急対策 

実施担当 排出原因者、消防部、土木班、下水道班、土浦警察署、霞ヶ浦河川事務所、土浦土

木事務所 

 

(1) 非水溶性危険物の漏えい対策 

石油類等油脂類が河川等に漏えいした場合は、以下の応急対策をとる。 

1) 排出原因者 

直ちに土のう装置や排水溝閉止、オイルフェンス展張等による流出防止措置をとるととも

に、消防機関に119番通報し、事故発生状況及び危険物の性状を消防機関に伝え、火気使用

の中止、泡による液面被覆措置、ガス検知の活用等による引火防止措置をとり、低引火物質

の場合は防爆型ポンプによる漏えい危険物の回収を行う。 

回収作業に使用するタンクローリー、ドラム、ポンプ等の資機材は早期に手配するものと

し、回収にあたっては消防機関等の指示に従う。 

2) 消防部 

消防部は、直ちに、危険物等の河川等への流出を土のう設置等による漏えい範囲の拡大を

防止する措置をとるとともに、危険物等の性状を把握し、引火による火災発生を防止する。 

また、排出の原因者をして、吸着マット等回収資機材により回収を行うよう指導するとと

もに、地域の安全維持上必要な場合は、排出の原因者に協力して回収作業等を実施する。 

油の防除措置について河川管理者等の協力要請があった場合は、これに協力する。 

なお、可燃性ガス濃度が爆発限界内にある場所、及び爆発した場合に影響を受ける場所か

らは退避し、原則として当該範囲内での作業は実施せず、遠隔操作の可能な機材を活用する。 

有毒ガスが発生している場合、又は発生する恐れのある場合は、単独で防除活動はせず互

いに安全確認ができるよう複数で行う。 

3) 警察署 

被災者状況等被害情報の収集を行い、危険区域について立入りを制限し、交通規制を実施
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する。 

4) 河川管理者及び河川以外の水路等の管理者 

適切な位置にオイルフェンスを展張するなどして、流出油の拡散等を防御する。 

また、危険物の回収については原則として、排出の原因者に対して、吸着マット等回収資

機材により回収を行うよう指示するものとし、必要な場合は、排出の原因者に協力して回収

作業を実施する。その際、必要な場合は、市や防災関係機関に協力要請する。 

5) 県 

緊急水質事案対策要領に基づき、水質保全のための迅速な対応を図る。 

危険物の回収マット等防御資機材について、関係機関から要請があった場合は、この調達

を斡旋するとともに、回収された油等廃棄物の処分について、廃棄物処理法に基づく適正な

処理の指示、監督を行う。 

また、地域住民や油回収従事者の健康を守ることを目的として、周辺の大気環境をモニタ

リングし、把握情報を随時関係機関へ提供する。 

6）市 

本部班は、必要に応じ、警察と連携するなどして、避難区域（又は警戒区域）の必要性を

判断し、区域内住民等へ迅速に伝達し、必要な場合は避難誘導する。 

河川管理者等の協力要請があった場合、又は地域の生活環境の保全及び地域住民の安全の

保持上必要がある場合、土木班は、流出油の防除を実施する。また、回収された油等廃棄物

については、排出した原因者側に速やかに処分させる。なお、処分までの一時保管にあたっ

ては、地域の生活環境の保全及び地域住民の安全を考慮し、場所の選択と保管方法の適切な

管理につき指導にあたる。 

 

(2) 水溶性危険物の漏えい対策 

アルコール等水溶性の危険物が漏えいした事故においては、次の応急対策をとる。 

1) 排出の原因者 

 直ちに土のう設置や排水溝閉止等による流出防止措置をとるとともに、消防機関に 119

番通報し、事故発生状況及び危険物の性状を消防機関に伝え、火気使用の中止、耐アルコー

ル性泡消火薬剤による液面被覆措置、ガス検知器の活用等による引火防止措置をとり、低引

火物質の場合は防爆型ポンプによる漏えい危険物の回収を行う。 

 回収にあたっては、消防等の指示に従う。 

2) 消防部 

直ちに、危険物等の河川等への流出を土のう設置等により止めるとともに、危険物の性状

を把握して、引火による火災発生を防止する措置をとる。 

また、排出の原因者をして、回収等の措置を迅速に行うよう指示するとともに、地域の安

全維持上必要がある場合は、排出の原因者に協力して適切な防除措置を実施する。 

3) 警察署 

被災者状況等を収集し、危険区域について立入りを制限し、交通規制を実施する。 

4) 河川管理者及び河川以外の水路等の管理者 

パトロールを実施し、監視するとともに、必要な場合は、適切な応急対策を実施する。ま

た、必要な場合は、市や防災関係機関に協力を要請する。 

5) 県 

危険物の回収について、要請があった場合、資機材等の調達を斡旋するとともに、回収さ
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れた廃棄物の処置について、適正な処理の指示、監督を行う。 

また、緊急水質事案対策要領に基づき、河川等公共用水域の水質汚染防止対策にあたる。

公害技術センターは水質汚染状況を監視し、把握情報を随時関係機関へ提供する。 

6) 市 

本部班は、必要に応じ、警察と連携するなどして、避難区域（又は警戒区域）の必要性を

判断し、区域内住民等へ迅速に伝達し、必要な場合は避難誘導する。 

河川管理者等の協力要請があった場合、又は地域環境の保全及び地域住民の安全維持上必

要がある場合、土木班は、排出の原因者に協力して危険物の防除活動、水質監視を実施する。

回収された危険物の廃棄物について、排出した原因者側に速やかに処分させる。なお、処分

までの一時保管については、地域の生活環境の保全及び地域住民の安全を考慮し、場所の選

択と保管方法の適切な管理につき指導する。 

 

第３ 浄水の安全確保 

実施担当 水道班、県西水道事務所 

 

危険物の漏えい事故発生を確認した場合は、直ちに、当該漏えい地点の下流域で取水する浄

水場が立地する場合は、直ちに水道班及び水道関係者に直接、漏えい事故発生の旨を通報する。 

浄水場管理者は、浄水の安全確保及び設備の機能保全のため、取水口付近のオイルフェンス

展張、取水停止等適切な措置をとる。場内に流入した場合は、活性炭処理を導入するなど、浄

水の安全確保を推進する。 
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第４節 高圧ガス・火薬類の事故応急対策 

 

第１ 一般高圧ガス、火薬類の事故応急対策 

実施担当 消防部、県、自衛隊、茨城県高圧ガス保安協会、茨城県火薬類保安協会、事業者 

 

(1) 事業者 

直ちに応急点検を実施し、応急措置によりガス漏えい防止措置をとるとともに、消防部に

119番通報し、事故発生状況及び高圧ガス、火薬類の性状を伝えるものとし、回収容器等に

よる回収、注水冷却等の応急措置を実施するとともに、直ちに県又は警察官へ届け出る。 

自らの防御措置の実施が不可能な場合は、（社）茨城県高圧ガス保安協会及び地域防災協議

会等へ協力を要請する。 

 

(2) 市 

消防部は、高圧ガス、火薬類の性状を把握し、消火活動、注水冷却措置等を行う。 

火災が収まった後も、爆発等二次災害発生に留意し、適時ガス濃度を測定し又はガスの性

状をもとにガス滞留状況を予測し、遮蔽物を利用する等留意して活動する。 

また、必要に応じ、警察と連携するなどして、避難区域（又は警戒区域）の必要性を判断

し、区域内住民等へ迅速に広報し、必要な場合は避難誘導する。 

 

(3) 県 

防災機関から被害の情報や応急対策の実施状況を常時把握し、必要に応じて防災資機材の

調達、斡旋、又は県保有の化学消火薬剤による支援を行う。 

また、（社）茨城県高圧ガス保安協会や地域防災協議会への協力要請や自衛隊への出動要請

を行う。 

 

(4) 警察署 

被災者状況等を収集し、危険区域について立入りを制限し、交通規制を実施する。 

 

(5) 自衛隊 

県から要請があった場合、火薬等の取扱についての情報の提供や専門家を派遣する。 

また、県から出動要請を受けた場合、火薬類の爆発事故等の応急対策について迅速に出動

し処置する。 

 

(6) 茨城県高圧ガス保安協会、茨城県火薬類保安協会 

協力要請に基づき、事業所の実施する応急対策に協力する。 

その際は防災関係機関と連絡を密にしあたる。 
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第２ 毒性ガス応急対策 

実施担当 事業者、消防部、土浦警察署、県、茨城県高圧ガス保安協会、茨城県火薬類保安協会 

 

(1) 事業者 

直ちに施設等の応急点検を実施し、シャットダウン等応急の漏えい防止措置をとり、可能

な場合は固定消火設備等を活用し、水噴霧による希釈、吸収措置をとるとともに消防本部に

119番通報し、事故発生状況及び毒性ガスの性状を伝える。 

また、空気呼吸器、酸素呼吸器等保護具を着装し、又は防護服を着用して、風上側に占位

することに留意し、回収容器等による回収措置、注水冷却装置、薬剤等による中和除害措置、

及びビニルカバー等による被覆措置等の応急措置を実施する。 

自ら実施が不可能な場合は、高圧ガス保安協会又は地域防災協議会等へ協力を要請する。 

 

(2) 市 

 消防部は、発災事業所から有毒ガスの性状、漏えい状況等の情報を収集し、また、県等か

ら大気情報を得るなどして、速やかに避難区域（又は警戒区域）の必要性を判断し、迅速に

住民等に広報する。避難が必要と判断された場合は、有毒ガスの漏えい継続時間、拡散濃度

予測等を下に、適切に避難誘導を行う。 

また、事業者に協力して、ガス漏えい防止等応急措置を実施するほか、住民の安全確保を

優先して実施するものとし、空気呼吸器、酸素呼吸器等保護具を着装し、又は防護服を着用

して、避難の遅れた住民の誘導や捜索を行うとともに、負傷者の搬出、搬送にあたる。 

 

(3) 警察署 

 被災状況等を収集し、危険区域について立入りを制限し、交通規制を実施する。 

 

(4) 県 

国や専門家から情報を得て、迅速に有毒ガスの性状、応急措置法等の情報を関係機関に提

供する。また、水戸地方気象台等と連携し、気象及び大気情報等から有毒ガス拡散予測等の

情報を市町村等関係機関に随時提供する。 

さらに、高圧ガス保安協会又は地域防災協議会あるいは応急対策協力危険物等取扱事業所

に対し、発災事業所の実施する応急措置への協力を要請する。 

神経性ガス等猛毒のガスの漏えいについては、避難対策、漏えいガスの防除方法について

の指導やガス検知器等資機材の貸与について、自衛隊に応援又は協力を要請する。 

 

(5) 茨城県高圧ガス保安協会、地域防災協議会 

発災事業所又は県の要請を受けた場合、直ちに、応急措置の実施について発災事業所に協

力する。 
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第３ 都市ガスの応急対策 

実施担当 事業者、消防部、土浦警察署 

 

(1) 事業者 

直ちに、ガス供給の停止等応急措置をとり、応急点検を実施するとともに、119番通報す

る。漏えいガスの滞留による引火爆発防止のため、可燃性ガス濃度を測定し安全を確認する

などし、消防機関等に協力する。火災発生時は、直ちに消火活動を行う。 

 

(2) 市 

消防部は、事業者に対し、ガス漏えい箇所等に対するガスの供給停止措置を指示し、消火

活動等応急対策を実施する。また、応急対策の実施にあたっては、事業者と連携し、漏えい

ガス滞留による引火爆発等二次災害の防止に留意する。 

必要に応じ、警察と連携するなどして、避難区域（又は警戒区域）の必要性を判断し、区

域内住民等へ迅速に広報し、必要な場合は避難誘導する。 

 

(3) 警察署 

被災状況等を収集し、危険区域について立入りを制限し、交通規制を実施する。 

 

第４ 大規模な地階のガス漏れ爆発事故応急対策 

実施担当 消防部、土浦警察署、地階管理者、ガス事業者、液化石油ガス販売事業者 

 

(1) ガス漏えい対策 

1) 地階管理者 

直ちに応急点検を実施し、ガス供給ラインの停止など必要な措置をとりガス漏えいを防止

し、着火源の遮断、ガス、蒸気の建物外への排出、拡散を図る等爆発防止措置をとるととも

に、地階に位置する人の速やかな退避誘導と火気使用厳禁について緊急広報する。 

また、速やかに119番通報し、事故の状況、実施した応急措置を消防機関に伝え、ガス事

業者、液化石油ガス販売事業者に直ちに通報する。 

2) 市 

消防部は、ガス事業者、液化石油ガス販売事業者と協力し、ガス検知器等を用い安全を確

認しつつ、地階に位置する人の退避を誘導し、現場付近の火気使用の厳禁を広報する。この

際、負傷者の救急搬送に備え、あらかじめ救急車を適切な位置に待機させる。 

また、応急対策は、互いに安全を確認できるよう複数で行い、遮蔽物の利用等を考慮する。

可燃性ガス濃度が爆発限界内である場合は、原則として当該範囲内での作業は実施せず、遠

隔操作の可能な機材を使用する。 

必要に応じ、警察と連携するなどして、避難区域（又は警戒区域）の必要性を判断し、区

域内住民等へ迅速に広報し、必要な場合は避難誘導する。この際、避難及び火気使用の厳禁

の広報を行うとともに、医療機関と調整し、負傷者の受入れ体制を整える。 

3) ガス事業者、液化石油ガス販売事業者 

消防部の協力のもと、ガス漏えい防止措置、その他応急対策を実施する。 
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4) 警察署 

被災状況等を収集し、危険区域について立入りを制限し、交通規制を実施する。火気使用

の厳禁を広報するなど安全確保に努める。 

 

(2) ガス爆発対策 

1) 地階管理者 

直ちに、119番通報し、事故の状況、実施した応急措置、負傷者等の発生状況を消防部に

伝える。 

また、ガス事業者、液化石油ガス販売事業者に直ちに連絡する。 

2) 市 

消防部は、ガス事業者、液化石油ガス販売事業者と協力し、爆発に伴う消火作業を実施す

るとともに、地階からの脱出誘導、負傷者等の応急手当て、医療機関への救急搬送を行う。

二次爆発を警戒し、ガス検知器を使用し安全を確認して活動する。 

応急対策を行う場合は、互いに安全を確認できるよう複数で行い、遮蔽物の利用等を考慮

する。可燃性ガス濃度が爆発限界内である場合は、原則として当該範囲内での作業は実施せ

ず、遠隔操作の可能な機材を使用する。 

必要に応じ、警察と連携するなどして、避難区域（又は警戒区域）の必要性を判断し、区

域内住民等へ迅速に広報し、必要な場合は避難誘導する。避難及び火気使用の厳禁を広報す

るとともに、医療機関へ通報し、受入れ体制を整える。 

3) ガス事業者、液化石油ガス販売事業者 

消防部と協力して、消火及びガス漏えい防止措置を行う。 

4) 県 

医療機関の応援等調整を行い、緊急搬送において防災ヘリコプターの使用を調整する。 

5) 警察署 

被災状況等を収集し、危険区域について立入りを制限し、交通規制を実施する。火気使用

の厳禁を広報するなど安全確保に努める。 
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第５節 毒劇物多量取扱施設の事故応急対策 

 

第１ 漏えい事故 

実施担当 消防部、土木班、下水道班、土浦警察署、霞ヶ浦河川事務所、土浦土木事務所 

 

(1) 事業者 

直ちに応急点検を行い、シャットダウン等応急措置を実施して漏えい防止措置をとるとと

もに、消防機関に119番通報し、事故発生状況並びに毒性、化学及び物理的性状を伝える。 

また、防護服を着用するなど安全を確保して、漏えい箇所に風上側から接近し、また位置

して、回収容器等による回収措置、注水冷却装置、薬剤による中和措置、ビニールカバー等

による被覆措置等の応急措置を行う。 

自ら実施が不可能な場合は、応急対策協力事業所等へ協力を要請する。 

 

(2) 消、市 

消防部は、毒劇物の性状を把握し、速やかに避難区域（又は警戒区域）の必要性を判断し、

住民等に迅速に広報する。有毒ガスが発生する可能性がある場合は、漏えい継続時間予測に

配慮し、気象状態等による拡散濃度予測等を下に、適切に避難誘導、又は窓等を密閉した屋

内退避等の指示を行う。 

また、地域の生活環境の保全及び地域住民の安全の保持上必要がある場合は、原因者に協

力して、土のう等の設置による毒劇物の流出拡散防止、漏えい毒劇物の回収や除外措置等に

ついて応急措置を行う。 

 

(3) 警察署 

被災者状況等を収集し、危険区域について立入りを制限し、交通規制を実施する。 

 

(4) 河川管理者及び河川以外の水路等の管理者 

河川等への流入を防止するために、土のう等による流入防止措置を行うものとし、必要に

応じ、防災関係機関に協力を要請する。 

河川等に流入した場合、又はその恐れがある場合は、事業者、県（生活環境部、保健福祉

部）及び必要に応じ応急対策協力危険物等取扱事業所等の協力をえて、中和等無害化処理の

実施に努める。 

 

(5) 県 

緊急水質事案対策要領に基づき、公共用水域の水質保全のために迅速な措置を行う。 

国や専門家から得た毒劇物の性状、応急措置法等の情報を消防機関等関係機関に提供する。 

また、毒劇物がガス化する性状の場合は、水戸地方気象台等と連携し、気象及び大気情報か

ら有毒ガス拡散（濃度）予測等情報を市町村等関係機関に迅速に提供する。 

必要に応じ、応急対策協力危険物等取扱事業所に対し、応急対策への協力を要請する。 

 

(6) 応急対策協力危険物等取扱事業所 

発災事業所や県の要請を受けた場合は、直ちに、防災資機材の提供や応急措置の実施等に
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ついて協力する。 

 

第２ 浄水の安全確保 

実施担当 水道班、県西水道事務所 

 

漏えい物が河川等へ流入する可能性がある場合は、第２章・第３節の「３ 浄水の安全確保」

に準じて応急対策を実施する。 
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第６節 放射線使用施設等の事故応急対策 

 

放射線使用施設等の事故については、次により応急対策を実施する。 

 

実施担当 事業者、消防部、土浦警察署、国、県 

 

(1) 放射線使用施設等の事業者 

放射線使用施設等の破損等により放射性物質による災害が発生するおそれがある場合は、

直ちに国、県、市町村及び警察機関に事態を通報する。 

火災が発生した場合は、消火又は延焼防止に努め、直ちに消防に通報するとともに、放射

線障害を防止する必要が生じた場合は、施設内部にいる者等に避難するよう警告するものと

し、放射線障害を受けた者（受けたおそれがある者を含む。）を速やかに救出し避難させる。

また、汚染が生じた場合は、速やかにその広がりの防止及び除去を行う。 

放射性物質を他の場所に移す余裕がある場合は、必要に応じ安全な場所に移して、その周

囲に縄を張り又は標識を設け、かつ見張りを立て、関係者以外が立ち入ることを禁止する等、

安全確保措置をとる。 

なお、これら緊急作業を行う場合は、遮蔽物、かん子、又は保護具を用い、放射線に被ば

くする時間を短くすること等により、緊急作業に従事する者の被ばくをできるだけ小さくす

る。また、消防等の消火活動等を実施するにあたって、放射性物質の種類、性状、放射線強

度及び放射線防護に関する必要な情報を伝えるとともに、放射線測定器・線量計等必要な器

具を使用し、消防機関等が実施する応急対策活動に協力する。 

 

(2) 市 

消防部は、その活動に必要な事故内容についての情報を事業者から聴取し、直ちに事業者

の放射線監視の下、協同して消火活動等応急対策活動を実施する。 

消火にあたっては、水噴霧法や土のう設置等により、消火活動に伴う放射性物質の流出拡

散を抑えることに留意する。なお、応急対策活動の実施にあたっては、隊員の放射線被ばく

を最小限に抑えることに留意して活動する。放射線に関する専門家が派遣された場合には、

その助言を受けて適切に対応する。 

その他市は、事故に関する情報を収集し、住民等に対し、適時、適切な広報を実施する。 

 

(3) 国 

放射線強度等の情報提供や措置方法等の指導により、消防をはじめ防災機関に協力する。 

 

(4) 県 

放射性物質の拡散等についてモニタリングを実施するなど消防機関等に対して放射線情報

を提供するとともに、放射線専門家の派遣、防災資機材の提供についての協力を行う。また、

環境への影響等の把握に努める。 

 

(5) 警察署 

被災状況等を収集し、必要に応じて立入りの制限や交通規制を実施する。 
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第７節 核燃料物質等の事業所外運搬中の事故応急対策 

 

核燃料物質等の事業所外運搬中に原災法第10条第１項前段に規定された通報すべき事象（以

下、「特定事象」という。）が発生した場合は、次により、原子力事業者等、国、県及び海上保

安部署は連携して、応急対策を実施する。 

 

実施担当 事故発見者、消防部、土浦警察署、国、県 

 

(1) 原子力事業者等 

核燃料物質等の運搬中に特定事象の発生を発見又は発見の通報を受けた場合、原災法に基

づき、国、県、市、警察機関、消防本部、原子力緊急時支援・研修センター等の関係機関に

事故情報を文書で送信する。加えて、主要な機関等に対しては、その着信を確認するものと

し、以後、応急対策の状況等を随時連絡する。 

原子力事業者等は、事故等発生後直ちに適当な方法により、立入制限区域の設定、汚染や

漏えいの拡大防止対策、遮蔽対策、モニタリング、消火や延焼の防止、救出や避難等の危険

時の措置を迅速かつ的確に実施するものとし、併せて現地へ必要な要員を速やかに派遣し、

消防、警察等と協力して応急対策を実施する。 

 さらに、必要に応じ、他の原子力事業者に要員及び資機材の派遣要請を行い、応急対策に

万全を期する。 

 

(2) 国 

核燃料物質等の運搬中の事故により、特定事象が発生した旨の通報を受けた場合には、速

やかに関係省庁事故対策連絡会議を開催する。 

さらに、原災法第15条に規定された原子力緊急事態に至った場合には、同法に基づき直ち

に原子力緊急事態宣言を発出するとともに、原子力災害対策本部及び現地対策本部を設置し、

原子力施設における原子力災害に準じた緊急事態応急対策を原子力事業者等とともに主体的

に講じる。 

 

(3) 市 

消防部は、事故状況の把握に努め、状況に応じて職員の安全を図りながら、原子力事業者

等と協力して、消火、救助、救急等必要な対応を行う。 

 

(3) 警察署 

事故状況の把握に努め、事故の状況に応じて職員の安全確保を図りながら、原子力事業者

等と協力して、人命救助、避難誘導、交通規制等必要な対応を行う。 

 

(4) 県 

国と連携して事故の状況把握に努め、必要に応じて災害対策本部を設置するほか、市、警

察等関係機関と連携して、事故現場周辺の住民避難の指示など必要な措置を講ずる。 
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第８節 災害対策 

 

第１ 情報収集・伝達、報告 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

被害情報の収集、とりまとめ、県等への報告は、第２編・第２章の「第４節 災害情報の収

集・伝達」に準ずる。 

 

第２ 問合せ対応等 

実施担当 事故責任者、広報班 

 

(1) 問い合わせ等の対応 

事故責任者は、速やかに関係者からの問い合わせに対応する窓口を設置し、的確に情報提

供等を行う。 

市は、必要に応じて事故責任者に協力し、市役所内に相談窓口の設置等を行う。 

 

(2) 遺族等への対応 

事故責任者は、遺族等の輸送手段、宿泊施設等を確保し、適切に対応する。 

市は、必要に応じて事故責任者に協力し、輸送手段等の提供、あっせん等を行う。 

 

第３ 応援要請 

実施担当 本部班、職員班、自衛隊 

 

(1) 自衛隊 

第２編・第２章の「第25節 自衛隊の災害派遣要請・受入れ」に準ずる。 

 

(2) 他自治体等 

第２編・第２章の「第26節 他自治体等への応援要請・受入れ」に準ずる。 

 

第４ 消防、救助・救急、捜索 

実施担当 市民班、医療対策班、消防部、土浦警察署、土浦市医師会、土浦市歯科医師会、県

薬剤師会土浦支部、土浦保健所 

 

(1) 消防活動 

消防本部は、速やかに火災の発生状況を把握するとともに、化学消防車、化学消火剤等に

よる消防活動を重点的に実施するとともに、必要に応じて地域住民及び旅客等の生命、身体

の安全確保と消防活動の円滑化を図るため、警戒区域を設定する。 

 

(2) 救助・救急活動 

第２編・第２章の「第７節 救助・救急活動」に準ずる。 
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(3) 医療活動 

第２編・第２章の「第17節 応急医療」に準ずる。 

 

(4) 捜索活動 

第２編・第２章・第20節の「第１ 行方不明者の捜索」に準ずる。 

 

第５ 避難対策 

実施担当 本部班、消防部、広報班、土浦警察署、県、自衛隊 

 

また、市は、避難の勧告・指示、誘導、警戒区域の設定等を、第２編・第２章の「第11節 避

難対策」に準じて行う。 

 

第６ 緊急輸送、交通確保対策 

実施担当 管財班、土木班、土浦土木事務所、常陸河川国道事務所、東日本高速道路㈱、土浦

警察署、消防部、自衛隊 

 

(1) 緊急輸送 

第２編・第２章の「第22節 緊急輸送」に準ずる。 

 

(2) 交通対策 

第２編・第２章の「第10節 交通対策」に準ずる。 
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第１章 災害予防 

 

 大規模な火事災害の発生を未然に防止し、発災時の被害の軽減を図るため、関係機関は次の

対策を講じる。 

 

第１節 火災に強いまちづくり 

 

第１ 災害に強いまちの形成 

実施担当 建設部、都市整備部 

 

延焼拡大の防止を図るため、建築物や公共施設の耐震・不燃化、避難路、避難地・緑地等の

連携的な配置による延焼阻止延焼遮断帯の確保、防火地域及び準防火地域の的確な指定等によ

り、災害に強い都市構造の形成を図る。 

また、高層建築物におけるヘリコプターの屋上緊急離発着場又は緊急救助用のスペースの設

置を推進する。 

 

第２ 火災に対する建築物の安全化 

実施担当 消防本部、都市整備部、防火管理者 

 

(1) 消防用設備等の整備及び維持管理 

市は、多数の者が出入りする事業所等の高層建築物、病院及びホテル等の防火対象物に対

して、消防法（昭和23年法律第186号）に基づく消防用設備等の設置を促進する。 

当該施設の防火管理者等は、保守点検の実施及び適正な維持管理を行う。 

 

(2) 建築物の防火管理体制 

市は、防火管理に関する講習会を開催し、多数の者が出入りする事業所等の高層建築物、

病院及びホテル等の防火対象物について、防火管理者を適正に選任させる。 

防火管理者は、当該建築物についての消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火通報及

び避難訓練の実施等、防火管理上必要な業務を適正に行うなど、防火管理体制の充実を図る。 

 

(3) 建築物の安全対策の推進 

市は、高層建築物等について、避難経路、火気使用店舗等配置の適正化、防火区域の徹底

などによる火災に強い構造の形成を推進する。 

防火管理者等は、不燃性材料・防炎物品の使用、店舗等における火気の使用制限等、火災

安全対策の充実を図る。 
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第２節 災害応急対策への備え 

 

第１ 災害情報の収集・連絡体制の整備 

実施担当 消防本部、総務部 

 

緊急時の通報連絡体制を確立するとともに、発災現場等において情報の収集・連絡にあたる

要員をあらかじめ指定しておくなど、体制の整備を推進する。 

 

第２ 災害応急活動体制の整備 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

(1) マニュアルの整備 

防災関係機関は、それぞれの実情に応じ、道路事故災害の応急活動マニュアルを作成して

職員に災害時の活動内容等を周知させる。 

 

(2) 防災関係機関相互の連携体制 

防災関係機関は、道路事故災害の応急活動及び復旧活動において、連携を要する関係機関

と、相互応援を協定する等、平常時より連携を強化しておく。 

 

第３ 防災訓練の実施 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

大規模な道路事故災害が発生した場合又は発生する恐れがある場合に、応急対策が迅速かつ

円滑に行えるよう、関係機関と連携した実践的な訓練を定期的・継続的に実施し、事故災害対

応能力の向上に努める。 
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第２章 災害応急対策 

 

大火災が発生した場合に、早期に初動体制を確立して、その拡大を防止し被害の軽減を図る

ため、関係機関は次の対策を講じる。 

 

第１節 火災発生時の通報 

 

第１ 災害情報の収集・連絡 

実施担当 消防本部、総務部 

 

市は、火災や人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を

含め、把握できた範囲から直ちに県に連絡する。併せて、「火災・災害等即報要領」の直接即報

基準に該当する事態の場合は、消防庁に対しても連絡する。 

連絡は、原則として覚知後30分以内で可能な限り早く報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警 察 署 

土 浦 市 

消防本部 

関係 機関      

警察 本部      
陸上自衛隊 

第一施設団 

消 防 庁 

応急対策室 

県 
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第２節 災害対策組織 

 

第１ 本部の設置・運営 

実施担当 総務部、市長公室 

 

(1) 設置基準 

大規模な火災により、消防本部の対応能力を超える事態となり、消防本部以外の市の組織

をもって避難、救出・救護活動等を行う必要がある場合等で、市長が必要と認めたときは、

土浦市火災災害対策本部を設置する。 

 

(2) 設置方法等 

本部の設置・廃止方法等は、第２編・第２章・第１節の「第１ 災害対策本部等の設置」

に準ずる。 

 

第２ 本部の運営 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

(1) 本部の組織 

本部を構成する部・班は、本部長（市長）が災害の状況に応じて必要と認める業務を所掌

する部・班（⇒第２編・第２章・第１節・第１の「土浦市災害対策本部の組織と所掌業務一

覧」参照）で編成する。 

 

(2) 本部の運営等 

本部の設置場所、本部会議、事務局、標識等は、第２編・第２章・第１節の「第２ 災害

対策本部等の運営」に準ずる。 

 

第３ 職員の動員・配備 

実施担当 各部 

 

(1) 職員の動員 

① 勤務時間内は、総務部長から、市長が編成を指示した部の部長に配備指示を伝達すると

ともに、人事課長（職員班長）が庁内放送を行う。出先や外出中の職員等へは、各部長が

伝達する。 

② 勤務時間外は、総務部長から、市長が編成を指示した部の部長へ連絡し、各職員へは各

部の連絡網により伝達する。 

 

(2) 配備人員等 

配備先、配備人員は、所属長が指示する。 

その他、職員動員の報告、職員の服務、参集時の留意事項等は、第２編・第２章の「第２

節 市職員の動員」に準ずる。 
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第３節 災害応急対策 

 

第１ 情報収集・伝達、報告 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

被害情報の収集、とりまとめ、県等への報告は、第２編・第２章の「第４節 災害情報の収

集・伝達」に準ずる。 

 

第２ 問合せ対応等 

実施担当 出火原因者、広報班 

 

(1) 問い合わせ等の対応 

火災の出火原因者は、速やかに関係者からの問い合わせに対応する窓口を設置し、的確に

情報提供等を行う。 

市は、必要に応じて出火原因者に協力し、市役所内に相談窓口の設置等を行う。 

 

(2) 遺族等への対応 

出火原因者は、遺族等の輸送手段、宿泊施設等を確保し、適切に対応する。 

市は、必要に応じて出火原因者に協力し、輸送手段等の提供、あっせん等を行う。 

 

第３ 応援要請 

実施担当 本部班、職員班、自衛隊 

 

(1) 自衛隊 

第２編・第２章の「第25節 自衛隊の災害派遣要請・受入れ」に準ずる。 

 

(2) 他自治体等 

第２編・第２章の「第26節 他自治体等への応援要請・受入れ」に準ずる。 

 

第４ 消防、救助・救急、捜索 

実施担当 市民班、医療対策班、消防部、土浦警察署、土浦市医師会、土浦市歯科医師会、県

薬剤師会土浦支部、土浦保健所 

 

(1) 消防活動 

消防本部は、速やかに火災の発生状況を把握するとともに、化学消防車、化学消火剤等に

よる消防活動を重点的に実施するとともに、必要に応じて地域住民及び旅客等の生命、身体

の安全確保と消防活動の円滑化を図るため、警戒区域を設定する。 

また、危険物が流出した場合は、「第６編 危険物等災害対策計画」に準じて、応急措置を

講じる。 
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(2) 救助・救急活動 

第２編・第２章の「第７節 救助・救急活動」に準ずる。 

 

(3) 医療活動 

第２編・第２章の「第17節 応急医療」に準ずる。 

 

(4) 捜索活動 

第２編・第２章・第20節の「第１ 行方不明者の捜索」に準ずる。 

 

第５ 避難対策 

実施担当 本部班、消防部、広報班、土浦警察署、県、自衛隊 

 

また、市は、避難の勧告・指示、誘導、警戒区域の設定等を、第２編・第２章の「第11節 避

難対策」に準じて行う。 

 

第６ 緊急輸送、交通確保対策 

実施担当 管財班、土木班、土浦土木事務所、常陸河川国道事務所、東日本高速道路㈱、土浦

警察署、消防部、自衛隊 

 

(1) 緊急輸送 

第２編・第２章の「第22節 緊急輸送」に準ずる。 

 

(2) 交通対策 

第２編・第２章の「第10節 交通対策」に準ずる。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

第８編 林野火災対策計画 
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第１章 災害予防 

 

林野火災の発生を未然に防止し、発災時の被害の軽減を図るため、関係機関は次の対策を講

じる。 

 

第１節 林野火災に強い地域づくり 

 

第１ 林野火災予防対策 

実施担当 消防本部、県 

 

 林野火災発生原因のほとんどは、たばこの不始末等失火によるものであるので、火災の発生

しやすい時期に重点的に、森林パトロールや予防広報を実施し、防火思想の普及を図る。 

 

第２ 林野火災特別地域対策事業の推進 

実施担当 県 

 

 林野火災の発生又は拡大の危険度の高い地域を林野火災特別地域に決定し、林野火災特別地

域対策事業計画に基づいて事業を推進することにより、林野火災対策の強化を図る。 
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第２節 災害応急対策への備え 

 

第１ 災害情報の収集・連絡体制の整備 

実施担当 消防本部、総務部 

 

緊急時の通報連絡体制を確立するとともに、発災現場等において情報の収集・連絡にあたる

要員をあらかじめ指定しておくなど、体制の整備を推進する。 

 

第２ 災害応急活動体制の整備 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

(1) マニュアルの整備 

防災関係機関は、それぞれの実情に応じ、道路事故災害の応急活動マニュアルを作成して

職員に災害時の活動内容等を周知させる。 

 

(2) 防災関係機関相互の連携体制 

防災関係機関は、道路事故災害の応急活動及び復旧活動において、連携を要する関係機関

と、相互応援を協定する等、平常時より連携を強化しておく。 

 

(3) 林野火災消火体制の整備 

林野火災用の消防水利の増強を図るとともに、空中消火の拠点となる緊急ヘリコプター離

発着場を確保し、補給体制等を整備する。 

 

第３ 防災訓練の実施 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

大規模な道路事故災害が発生した場合又は発生する恐れがある場合に、応急対策が迅速かつ

円滑に行えるよう、関係機関と連携した実践的な訓練を定期的・継続的に実施し、事故災害対

応能力の向上に努める。 
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第２章 災害応急対策 

 

大火災が発生した場合に、早期に初動体制を確立して、その拡大を防止し被害の軽減を図る

ため、関係機関は次の対策を講じる。 

 

第１節 火災発生時の通報 

 

第１ 災害情報の収集・連絡 

実施担当 消防本部、総務部 

 

市は、火災や人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を

含め、把握できた範囲から直ちに県に連絡する。併せて、「火災・災害等即報要領」の直接即報

基準に該当する事態の場合は、消防庁に対しても連絡する。 

連絡は、原則として覚知後30分以内で可能な限り早く報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警 察 署 

土 浦 市 

（消防本部） 

警 察 本 部 

県 

（消防防災課） 

陸上自衛隊 

第一施設団 

森林管理署 

及び事務所 

近隣消防機関 

発 

見 

者 

消 防 庁 

応急対策室 
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第２節 災害対策組織 

 

第１ 本部の設置・運営 

実施担当 総務部、市長公室 

 

(1) 設置基準 

大規模な火災により、消防本部の対応能力を超える事態となり、消防本部以外の市の組織

をもって避難、救出・救護活動等を行う必要がある場合等で、市長が必要と認めたときは、

土浦市火災災害対策本部を設置する。 

 

(2) 設置方法等 

本部の設置・廃止方法等は、第２編・第２章・第１節の「第１ 災害対策本部等の設置」

に準ずる。 

 

第２ 本部の運営 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

(1) 本部の組織 

本部を構成する部・班は、本部長（市長）が災害の状況に応じて必要と認める業務を所掌

する部・班（⇒第２編・第２章・第１節・第１の「土浦市災害対策本部の組織と所掌業務一

覧」参照）で編成する。 

 

(2) 本部の運営等 

本部の設置場所、本部会議、事務局、標識等は、第２編・第２章・第１節の「第２ 災害

対策本部等の運営」に準ずる。 

 

第３ 職員の動員・配備 

実施担当 各部 

 

(1) 職員の動員 

① 勤務時間内は、総務部長から、市長が編成を指示した部の部長に配備指示を伝達すると

ともに、人事課長（職員班長）が庁内放送を行う。出先や外出中の職員等へは、各部長が

伝達する。 

② 勤務時間外は、総務部長から、市長が編成を指示した部の部長へ連絡し、各職員へは各

部の連絡網により伝達する。 

 

(2) 配備人員等 

配備先、配備人員は、所属長が指示する。 

その他、職員動員の報告、職員の服務、参集時の留意事項等は、第２編・第２章の「第２

節 市職員の動員」に準ずる。 
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第３節 災害応急対策 

 

第１ 情報収集・伝達、報告 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

被害情報の収集、とりまとめ、県等への報告は、第２編・第２章の「第４節 災害情報の収

集・伝達」に準ずる。 

 

第２ 問合せ対応等 

実施担当 出火原因者、広報班 

 

(1) 問い合わせ等の対応 

火災の出火原因者は、速やかに関係者からの問い合わせに対応する窓口を設置し、的確に

情報提供等を行う。 

市は、必要に応じて出火原因者に協力し、市役所内に相談窓口の設置等を行う。 

 

(2) 遺族等への対応 

出火原因者は、遺族等の輸送手段、宿泊施設等を確保し、適切に対応する。 

市は、必要に応じて出火原因者に協力し、輸送手段等の提供、あっせん等を行う。 

 

第３ 応援要請 

実施担当 本部班、職員班、自衛隊 

 

自衛隊への要請は、第２編・第２章の「第25節 自衛隊の災害派遣要請・受入れ」に準ずる。 

また、他自治体等への要請は、第２編・第２章の「第26節 他自治体等への応援要請・受入

れ」に準ずる。 

 

第４ 消防、救助・救急、捜索 

実施担当 市民班、医療対策班、消防部、土浦警察署、土浦市医師会、土浦市歯科医師会、県

薬剤師会土浦支部、土浦保健所、自主防災組織 

 

(1) 消防活動 

1) 地上消火活動 

林野火災を覚知した場合は、火煙の大きさ、規模などを把握し、迅速に消火隊を整え出動

するとともに、消防相互応援協定に基づく広域応援を要請するなど、火勢に対応できる消火

体制を迅速に確立する。 

2) 自主防災組織、住民 

林野火災発生後初期段階において、自発的に初期消火活動を行うとともに、消防活動に協

力するよう努める。 
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2) 空中消火活動 

① 空中消火の要請 

市は、次のような場合、空中消火を県に要請する。 

＜県防災ヘリコプターによる空中消火の要請基準＞ 

・地上における消火活動では、消火が困難であり、防災ヘリコプターによる消火の必要

があると認められる場合。 

・その他、火災防御活動上、特に防災ヘリコプターによる活動が有効と認められる場合。 

② 現地指揮本部 

空中消火を要請した場合、県及びヘリコプター運用機関からの連絡員を含めて、現地

指揮本部を構成する。 

現地指揮本部では、空中消火を効果的に実施するために消火計画を立て、各機関との

連携を図り、統一的な指揮を行う。 

③ 空中消火基地 

 消火薬剤準備場所、ヘリコプター離発着場、飛行準備場所（燃料集積所を含む。）から

なり、空中消火活動の拠点となる。空中消火の実施が決定された時点で市は、県（消防

防災課）及びヘリコプター運用機関と協議のうえ、適地を決める。 

 

(2) 救助・救急活動 

第２編・第２章の「第７節 救助・救急活動」に準ずる。 

 

(3) 医療活動 

第２編・第２章の「第17節 応急医療」に準ずる。 

 

(4) 捜索活動 

第２編・第２章・第20節の「第１ 行方不明者の捜索」に準ずる。 

 

第５ 避難対策 

実施担当 本部班、消防部、広報班、土浦警察署、県、自衛隊 

 

また、市は、避難の勧告・指示、誘導、警戒区域の設定等を、第２編・第２章の「第11節 避

難対策」に準じて行う。 

 

第６ 緊急輸送、交通確保対策 

実施担当 管財班、土木班、土浦土木事務所、常陸河川国道事務所、東日本高速道路㈱、土浦

警察署、消防部、自衛隊 

 

(1) 緊急輸送 

第２編・第２章の「第22節 緊急輸送」に準ずる。 

 

(2) 交通対策 

第２編・第２章の「第10節 交通対策」に準ずる。 


