
 

 

 

 

 

 

 

土浦市地域防災計画案 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土浦市防災会議 
 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１部 震災対策計画 
 





＜目 次＞ 

第１章 総則 
第１節 目 的······························································· 1 
第１ 計画の目的 ··························································· 1 
第２ 計画の基本方針 ······················································· 1 
第３ 上位計画との関係 ····················································· 1 
第４ 計画の修正 ··························································· 1 
第２節 土浦市の災害環境 ····················································· 2 
第１ 災害履歴 ····························································· 2 
第２ 社会環境の特性 ······················································· 3 
第３ 地震被害想定 ························································· 5 
第３節 関係機関の業務大綱 ··················································· 6 

第２章 災害予防計画 
第１節 組織と情報ネットワークの整備········································· 13 
第１ 防災組織の整備 ······················································ 13 
第２ 相互応援体制の整備 ·················································· 16 
第３ 自主防災活動体制の整備 ·············································· 18 
第４ 情報通信ネットワークの整備 ·········································· 21 
第２節 地震に強いまちづくり ················································ 23 
第１ 防災まちづくりの推進 ················································ 23 
第２ 建築物の不燃化・耐震化の推進········································· 27 
第３ 土木施設の耐震化の推進 ·············································· 30 
第４ ライフライン施設の耐震化の推進······································· 32 
第５ 地盤災害防災対策の推進 ·············································· 35 
第６ 危険物等施設の安全対策の推進········································· 38 
第３節 地震被害軽減への備え ················································ 42 
第１ 緊急輸送への備え ···················································· 42 
第２ 消火活動、救助・救急活動への備え····································· 44 
第３ 医療救護活動への備え ················································ 47 
第４ 避難者支援のための備え ·············································· 50 
第５ 災害時要援護者安全確保のための備え··································· 53 
第６ 災害廃棄物処理体制の整備 ············································ 57 
第４節 防災教育・訓練 ······················································ 59 
第１ 防災教育 ···························································· 59 
第２ 防災訓練 ···························································· 61 
第３ 災害に関する調査 ···················································· 64 

第３章 災害応急対策計画 
第１節 初動対応 ···························································· 65 
第１ 職員参集・動員 ······················································ 65 
第２ 災害警戒本部・災害対策本部 ·········································· 68 
第２節 情報の収集・伝達 ···················································· 75 
第１ 情報連絡体制 ························································ 75 
第２ 災害情報の収集・伝達・報告 ·········································· 78 



第３ 災害時の広報 ························································ 82 
第３節 応援・派遣 ·························································· 84 
第１ 自衛隊派遣要請・受入体制の確保······································· 84 
第２ 自治体・防災関係機関への応援要請・受入体制の確保····················· 87 
第４節 被害軽減対策 ························································ 89 
第１ 避難活動 ···························································· 89 
第２ 緊急輸送 ···························································· 92 
第３ 消火活動、救助・救急活動、水防活動··································· 98 
第４ 応急医療 ··························································· 103 
第５ 危険物等災害防止対策 ··············································· 107 
第５節 被災者生活支援 ····················································· 110 
第１ 避難生活の確保 ····················································· 110 
第２ ボランティア活動の支援 ············································· 114 
第３ 被災者ニーズの把握・広報広聴活動···································· 116 
第４ 生活救援物資等の供給 ··············································· 118 
第５ 災害時要援護者の安全確保 ··········································· 123 
第６ 応急教育・応急保育 ················································· 125 
第６節 災害救助法の適用 ··················································· 128 
第７節 応急復旧・事後処理 ················································· 130 
第１ 建築物の応急復旧 ··················································· 130 
第２ 土木施設の応急復旧 ················································· 134 
第３ ライフライン施設の応急復旧 ········································· 138 
第４ 清掃・防疫・障害物の除去・環境対策·································· 147 
第５ 行方不明者の捜索・遺体の処理········································ 153 

第４章 災害復旧・復興対策計画 
第１節 被災者生活の安定化 ················································· 155 
第１ 義援金品の募集及び配分 ············································· 155 
第２ 災害弔慰金等の支給・資金の貸付······································ 157 
第３ 租税及び公共料金の特例措置 ········································· 160 
第４ 雇用対策 ··························································· 162 
第５ 住宅建設の促進 ····················································· 164 
第６ 被災者生活再建支援法の適用 ········································· 165 
第２節 被災施設の復旧 ····················································· 168 
第３節 激甚災害の指定 ····················································· 171 
第４節 災害復興計画 ······················································· 172 

第５章 東海地震関連情報発表時の 対応計画 
第１節 総則······························································· 175 
第２節 東海地震注意情報発表から警戒宣言発令までの措置······················ 177 
第３節 警戒宣言発令時の措置 ··············································· 178 
第１ 情報の伝達 ························································· 178 
第２ 警戒体制の確立 ····················································· 179 
第３ 地震防災応急対策の実施 ············································· 179 
第４ 住民等のとるべき措置 ··············································· 193 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総 則 
 

 



 

 

 

 



《総則》1 目的 

-1- 

第１節 目 的 

 

第１ 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その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、災害復旧及び東海地震の警戒宣言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 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) 阪神・淡路大震災、新潟県中越地震等の教訓や首都直下地震の被害想定等をふまえ、大規

模地震を想定した防災対策の確立を図る。 

(2) 地震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 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。 

また、「首都直下地震対策大綱」（中央防災会議、平成17年9月27日決定）に基づき、被

害の軽減、地域防災力の向上、広域防災体制の構築などの対策を継続的に推進する。 

 

第４ 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節 土浦市の災害環境 

 

第１ 災害履歴 

 

過去に発生した地震で、土浦市域に大きな被害が記録されている地震は、1895年の霞ヶ浦

付近の地震と1923年の関東地震である。 

その他、土浦市域及びその周辺での被害が推測される地震の概要は次の通りである。 

 

土浦市における地震被害年表 

年 月日 名称･地域 被害状況（土浦市） 被害状況（茨城県） 備  考 

818 － 関東諸国 － 相模、武蔵、下総、常陸、上野、

下野などで被害。圧死者多数。 

M7.5以上 

1677 11.4 磐城･常陸･ 

安房･上総･ 

下総 

－ 磐城から房総にかけて津波。房

総で溺死者 246余、家屋全壊

223余。 

M8 

震源：房総

半島東方沖 

1855 11.11 安政江戸地

震 

－ 結城で液状化の被害の可能性あ

り。 

M7程度 

土浦市で震

度5程度 

1895 1.18 霞ヶ浦付近

の地震 

旧新治村で死者3人、家

屋全壊3棟、半壊1棟、

破損 435棟、土蔵破損

176棟、煙突倒壊17本 

鹿島、新治、那珂、行方で被害

が大きい。死者４人、負傷者 34

人、家屋全壊37戸、半壊53戸、

破損1,190戸 

M7.2 

土浦市で震

度5程度 

1921 12.8 竜ヶ崎付近

の地震 

－ 竜ヶ崎で墓石が多く倒れ、田畑・

道路に亀裂が発生。 

M7.0 

関東一円で

震度4 

1923 9.1 関東地震 土浦駅前の赤煉瓦倉庫

が崩壊。本町で煉瓦塀が

倒壊。土浦小学校校舎の

屋根に被害発生。 

死者5人、負傷者40人、家屋全

壊 517戸、半壊 681戸。茨城県

南部を中心に被害が発生。 

Ｍ7.9 

土浦市で震

度5程度 

1983 2.27 茨城県南部

の地震 

－ 軽傷2人、家屋一部破損111 

竜ヶ崎の被害が大きい。 

M6.0 

 

1987 12.17 千葉県 

東方沖地震 

－ 神栖町、東村で負傷者 1人。水

戸市、岩井市、桜川村、河内村

等で家屋の一部破損1,055棟 

M6.7 

茨城県東南

部で震度5 

2005 2.16 茨城県南部

の地震 

－ 負傷者（重傷３名、軽傷４名） 

竜ヶ崎市でブロック塀の被害

１件 

M5.4 

土浦市で震

度5弱 

M：マグニチュード   －：被害の詳細不明（記録なし） 

 

なお、近年多発している茨城県南部の地震は、いわゆる地震の巣で発生しており、ほぼ定常

的な地震活動がみられる。また、1923年以降の地震活動をみると、茨城県南部の活動域では、

M6.0が最大規模で、M5.0以上の地震が年に１回程度、M5.5以上の地震が４年に１回程度の割

合でそれぞれ発生している。 
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第２ 社会環境の特性 

 

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。 

 

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） 

 

３．土地利用・家屋 

 

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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また、家屋は、市域全体で木造建物が全体の約 80％を占め、耐震性の目安となる昭和 56年

以降に建築された建物の割合は56%となっている。 

 

土浦市域の家屋の構造・建築年代の状況（単位：棟、％） 

木造家屋 非木造家屋 
地域 昭和55年 

以 前 
昭和56年 
以 後 

昭和55年 
以 前 

昭和56年 
以 後 

合計 

21,754 21,544 1,879 8,211 53,388 
市全域 

40.7% 40.4% 3.5% 15.4% 100.0% 

19,919 19,725 1,808 8,015 49,467 
土浦地域 

40.3% 39.9% 3.7% 16.2% 100.0% 

1,835 1,819 71 196 3,921 
新治地域 

46.8% 46.4% 1.8% 5.0% 100.0% 

（土浦市課税課資料、平成18年1月1日現在） 
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第３ 地震被害想定 

 

中央防災会議による、茨城県南部直下のプレート境界地震の地震被害想定を参考に、土浦市

の地震対策の目標とする大規模地震の被害量を想定した。 

これによると、茨城県南部で、マグニチュード7.3の地震が発生した場合、市内で４千戸の

家屋が全壊し、3千人ほどの市民が避難所生活を強いられる可能性がある。また、冬の夕方６

時に発生した場合、50件近い出火があり、400戸以上が焼失する可能性がある。 

 

茨城県南部直下地震の被害予測結果一覧 

想定地震 

被害内容 
土浦地域 新治地域 市 全 域 

ゆれによる 全壊 3,239戸 271戸 3,509戸  

家屋被害 液状化による全壊 285戸 5戸 290戸 

  がけ崩れによる全壊 102戸 6戸 107戸 

出 火 件 数 46戸 4戸 50戸 
 火 災 

焼 失 棟 数 440戸 0戸 440戸 

 総  計 4,010戸 280戸 4,291戸 

避 難 生 活 者 数 2,959人 186人 3,145人 
人的被害 

り 災 者 数 10,203人 642人 10,845人 

可 燃 性 が れ き 74,746ﾄﾝ 5,183ﾄﾝ 79,929ﾄﾝ 震 災 

廃 棄 物 不 燃 性 が れ き 230,104ﾄﾝ 13,908ﾄﾝ 244,013ﾄﾝ 

 （注）数値は、小数点以下は四捨五入している。家屋被害の総計は、複数の原因（ゆれ、液状

化、がけ崩れ又は焼失）で被災した家屋を１つに統合した値である。 
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第３節 関係機関の業務大綱 

 

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) 地震による被害の調査、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) 地震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) 地震時における交通、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 

 

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) 地震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) 震災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) 震災時における交通、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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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) 地震の観測並びにその成果の収集及び発表に関すること 

2) 地震・津波に関する情報及び予警報の発表並びに通知に関すること 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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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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 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 災害予防計画 
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第１節 組織と情報ネットワークの整備 

 

第１ 防災組織の整備 

 

【趣 旨】 

災害対策の総合的かつ円滑な実施を図るため、市、県及び防災関係機関は、防災体制を整

備し、防災関係機関相互の連携を強化していくものとする。 

 

【留意点】 

(1) 職員への災害時の役割と体制の周知徹底 

市は、職員に対して、日常業務とは異なる災害時の担当業務やその実施体制等について、

活動要領（マニュアル）を作成するなど周知徹底を図っておく必要がある。 

(2) 関係部局間等の連携体制の強化 

市の各部は、災害時に他部局とも連携が図れるよう情報交換を緊密に行うとともに、研修

や訓練を共同で行うなど日常より部局間の連携体制の強化を図っておく必要がある。 

また、震災時には十分な人員の確保ができない場合も想定されるため関係業界等との協力

体制の強化を図っておく必要がある。 

 

１．市の活動体制の整備 

実施担当 各部 

 

(1) 市職員への災害時の役割と体制の周知徹底 

 市職員として、行政を進める中で、日頃より積極的に地震防災対策を推進し、かつ災害時

において円滑に応急対策を実施するため、各部署において日常業務とは異なる災害時の担当

業務やその実施体制さらには必要な知識や心構えなど、次の事項について、市は、研修会等

を通じて周知徹底を図る。 

① 災害時において各職員が果たすべき役割（防災業務の内容） 

② 災害時における体制（動員体制等） 

③ 本計画の内容 

④ 防災調査の結果 

⑤ 地震に関する基礎知識 

 このうち、①及び②については、各部局により内容が異なるため、人事異動等を考慮し、

年度当初に各部において、所属職員に対し研修会等を通じて周知徹底を図る。 

 なお、その際、各部署において②に示す活動要領（マニュアル）等を作成している場合は、

これを用いて事前の周知徹底を図る。 

 

(2) 各部局における震災対策計画に基づく活動要領（マニュアル）の作成 

 市の各部署は、本計画の内容に基づき、災害時の応急対策活動を円滑に行えるよう、各部

署において震災応急対策に関する活動要領（マニュアル）を作成し、(1)に示した方法に基づ

きそ周知徹底を図る。 
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 なお、活動要領は組織の改編や人事異動、本計画の見直し等の状況の変化に対応し毎年検

討を加え、必要があると認める場合は修正を行う。 

 

(3) 部署間の連携体制の整備 

 市の各部署は、災害時に他部課とも円滑に連携が図れるよう、日常より情報交換を緊密に

行うとともに、研修及び訓練を共同で行うなど部局間の連携体制を整備しておく。 

また、(2)の各部署で作成した活動要領（マニュアル）の調整を図り、必要があれば修正等

を行う。 

 

２．防災関係機関等の活動体制の整備 

実施担当 防災関係機関 

 

 防災関係機関等は、災害時の災害応急対策活動を円滑に行えるよう、職員の動員・配備・任

務等をあらかじめ明確に定めるなど、それぞれの責務を遂行するために必要な活動体制を整備

するとともに、震災応急対策に関する活動要領（マニュアル）等の整備を図る。 

 また、災害時に他の機関とも円滑に連携が図れるよう情報交換を緊密に行うとともに、研修

及び訓練等を共同で行うなど、各機関間の連携体制を整備しておく。 

 

３．地震防災緊急五箇年計画の推進 

実施担当 防災関係機関 

 

 市は、地震防災対策を計画的に推進するため、地震防災上緊急に整備すべき施設等に関し

て策定した五箇年計画について、着実な推進を図る。 

 

① 避難地 

② 避難路 

③ 消防用施設 

④ 消防活動が困難である区域の解消に資する道路 

⑤ 緊急輸送を確保するために必要な道路、交通管制施設、港湾施設、漁港施設、又はヘリポート 

⑥ 共同溝、電線共同溝等の電線、水管等の公益物件を収容するための施設 

⑦ 公的医療機関その他政令で定める医療機関のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの 

⑧ 社会福祉施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの 

⑨ 公立の小学校又は中学校のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの 

⑩ 公立の盲学校、ろう学校又は養護学校のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの 

⑪ ⑦～⑩までに掲げるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する公的建造物のうち地震防

災上補強を要するもの 

⑫ 津波により生じる被害の発生を防止し、又は軽減することにより、円滑な避難を確保する

ため必要な海岸保全施設又は河川管理施設 

⑬ 砂防設備、保安施設事業に係る保安施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設又は

農業用用排水施設であるため池で、家屋の密集している地域の地震防災上必要なもの 

⑭ 地震災害時において、災害応急対策の拠点として機能する地域防災拠点施設 
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⑮ 地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び市民に対する災害情報の伝達を

行うために必要な防災行政無線設備その他の施設又は設備 

⑯ 地震災害時における飲料水、電源等の確保等により、被災者の安全を確保するために必要

な井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の施設又は設備 

⑰ 地震災害時において、必要となる非常用食料、救助用資機材等の物資の備蓄倉庫 

⑱ 負傷者を一時的に収容及び保護するための救護設備等地震災害時における応急的な措置

に必要な設備又は資機材 

⑲ 老朽住宅密集市街地に係る地震防災対策 

⑳ ①～⑲に掲げるもののほか、地震防災上整備すべき施設等であって政令で定めるもの 
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第２ 相互応援体制の整備 

 

【趣 旨】 

災害対策の総合的かつ円滑な実施を図るため、市及び防災関係機関等は、防災体制を整備

し、応援協定の締結等により、相互の連携を強化して防災組織の万全を図るものとする。 

 

【留意点】 

(1) 他機関との連携体制の事前整備 

他市町村並びに防災関係機関、団体等との応援・協力体制について、協定の締結、マニュ

アルの整備、平常時における訓練・情報交換の実施等の具体的な方策に基づき、連携体制の

強化を図っていく必要がある。 

(2) 広域釣な相互応援体制の整備 

大規模災害時には、市単独で全ての対策を実施することは困難であり、また、隣接する市

町村も、同時に大きな被害を受ける可能性もあるため、近隣の市町村のみならず、広域的な

地方公共団体間の相互応援体制を確立しておく必要がある。 

 

１．応援体制の整備 

実施担当 総務部 

 

(1) 市町村間の相互応援 

1) 協定の締結 

市は、市域にかかる災害について適切な応急措置を実施するため、大規模災害時の応援要

請を想定し、災害対策基本法第67条の規定等に基づき県外の市町村との応援協定の締結を

推進するとともに、既に締結された協定については、より具体的、実践的なものとするよう

常に見直しを図っていく。 

2) 応援要請体制の整備 

市は、災害時の応援要請が迅速かつ円滑に行えるよう、応援要請手続、情報伝達方法等に

ついてマニュアルを整備するとともに、職員への周知徹底を図る。また、平常時から協定を

締結した他市町村との間で、訓練、情報交換等を実施しておく。 

3) 応援受入体制の整備 

市は、応援要請後、他都道府県からの応援部隊が効率的に応援活動を実施できるよう、受

入窓日や指揮連絡系統の明確化及びマニュアルを整備するとともに、職員への周知徹底を図

る。また、平常時から協定を締結した他市町村との間で、訓練、情報交換等を実施しておく

ものとする。 

 

(2) 国等の機関に対する職員派遣の要請及びあっせん 

市は、災害時の国、県等の機関に対する職員派遣の要請及びあっせんが迅速かつ円滑に行

えるよう、応援要請手続、情報伝達方法等についてマニュアルを整備するとともに、職員へ

の周徹底を図る。 
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(3) 公共的団体等との協力体制の確立 

 市は、その区域内又は所掌事務に関係する公共的団体に対して震災時において応急対

策等に対しその積極的協力が得られるよう協力体制を整えておく。 

 このため、公共的団体の防災に関する組織の充実を図るよう指導し、相互の連絡を密

にして災害時に協力体制が十分発揮できるよう体制の整備を図る。 

 

２．防災関係機関の連携 

実施担当 防災関係機関 

 

市域を管轄し、又は市の地域内にある防災関係機関は、災害時において相互に連携し、円

滑かつ効率的に対策が講じられるよう平常時から情報交換、連絡調整の場を整備していくと

ともに、連絡を密にしておく。 
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第３ 自主防災活動体制の整備 

 

【趣 旨】 

大規模な地震災害が発生した場合には、災害の防止又は軽減を図るため、行政や防災関係

機関のみならず、市民が自主的に防災活動に参加し、地域で助け合っていく必要がある。 

このため、災害時に幅広い知識や技能をもって対応できるボランティアの養成及び登録を

行うとともに、円滑な救援活動が行えるよう平常時からボランティア団体間のネットワーク

化を促進していく。 

また、自主防災組織についても活動環境の整備を積極的に行っていく。 

 

【留意点】 

(1) 地域性を考慮した自主防災組織の編成 

自主防災組織の編成にあたっては、地域における昼夜間人口の構成を十分考慮し、時間帯

によって偏りがないようあらかじめ構成員を調整しておく必要がある。 

(2) ボランティアの自主性、自発性の尊重 

ボランティアの自主性、自発性を損ねない範囲で、防災ボランティアの活動環境の整備に

努める必要がある。 

(3) ボランティア意識の醸成 

ボランティア活動の普及・振興を図るためには、家庭、学校、地域において、幼少時から

ボランティア活動への理解、関心を育む必要がある。 

(4) 既存のボランティア組織の活用 

既存のボランティア制度がある場合は、できるだけこの組織を防災体制に組み入れ、活用

を図っていく必要がある。 

 

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ー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
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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 消火用資機材及び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。 

 

(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。 

 

２．事業所防災体制の強化 

実施担当 消防本部、県 

 

(1) 防火管理体制の強化 

 学校・病院・百貨店等多数の人が出入りする施設について、施設管理者は消防法第８条の

規程により防火管理者を選任し、消防計画の作成、各種訓練の実施、消防用設備の点検及び

整備等を行うことになっていることから、消防本部は出火の防止、初期消火体制の強化等を

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、共同防

火管理体制が確立されるよう指導するとともに、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。 

 

(2) 危険物等施設及び高圧ガス関係事業者等の防災組織 

 危険物等施設は、災害が発生した場合周囲に及ぼす影響が大きいことから、事業所の自主

防災体制の強化及び相互間の応援体制を確立する。 



《予防》1 組織と情報のネットワークの整備 

-20- 

 また、高圧ガスには爆発性、毒性等の性質があり、地震によって高圧ガス取扱施設等に被

害が生じた場合には防災機関のみでは十分な対応が図れないことが考えられる。 

 このため、消防本部は危険物等施設管理者に対し自主防災体制の確立を図るよう指導する。

また、高圧ガス関係事業者が地域的な防災組織を設立し、相互に効果的な応援活動を行うこ

とができる体制の確立を図る必要があることから、県は高圧ガス関係保安団体に対し、防災

活動に関する技術の向上、防災訓練の実施等に関し、指導助言を与え、その育成強化を図る。 

 

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４ 情報通信ネットワークの整備 

 

【趣 旨】 

災害発生時には、市、県、国、防災関係機関の間で緊密な情報連絡をとることが、すべて

の対策の基本となる。そのため、平常時より、ソフト・ハード両面で情報通信ネットワーク

の強化を図る。 

 

【留意点】 

(1) 多様なネットワークの構築 

災害時の通信の基本は防災行政無線等の無線通信であるが、災害時にとりかわされる多種

多様な情報を扱うためには、様々なレベルの情報通信ネットワークが必要である。 

例えば、携帯電話、アマチュア無線、ポケベル、パソコン通信、インターネット等、それ

ぞれの利点欠点を考慮して使用する必要がある。 

(2) マルチメディア化 

近年の情報通信技術の急速な発展により、音声の他、文字、映像等多様なメディアでの通

信が可能となってきた。これらの技術を取り入れ、より容易な状況把握が可能となるよう整

備に努める。 

 

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、地震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、システムの地震対策を十分に行う。 

 

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 

 地震時の停電に備え、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。 

3) 耐震化、免震化 

 通信設備全体に関して、強い地震動に耐えられるような耐震措置を行うとともに、

特に重要な設備に対しては免震措置を施すものとする。 

 

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。 
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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２節 地震に強いまちづくり 

 

第１ 防災まちづくりの推進 

 

【趣 旨】 

まちづくりの基本は安全であり、「生活者重視の原点は安全と安心」ということを基本に捉

え、震災による被害を最小限にするため、地震に強いまちづくりを進めることが重要である。 

 地震に強いまちづくりを進めるにあたっては、防災安全空間づくりの総合的な計画に基づ

き、延焼遮断空間等の確保、防災拠点の整備、面的整備による防災上危険な地域の解消、避

難地、避難路ネットワークの整備等の各種対策を、計画的かつ総合的に推進する。 

 

【留意点】 

(1) 計画的な対策の推進 

財政的・時間的な制約のもとで地震に強いまちづくりを着実に推進していくためには、災

害に強いまちづくりを計画的に推進する必要がある。このため、災害に強いまちづくりの総

点検を行い、防災まちづくりの方針を策定し、災害危険度の高い地域に係る施設整備など、

緊急性・重要性の高いものから重点的・集中的に実施し、都市全体の安全性の水準を段階的

に引き上げていく必要がある。 

(2) 都市計画的な観点からの対策の展開 

建築物や各都市基盤施設の防災対策をそれぞれ個別に推進するのではなく、各対策を都市

計画的な観点から総合化し、都市構造を耐震強化し、その機能の信頼性を向上させるように、

計画的かつ積極的に防災まちづくりを行っていく必要がある。 

(3) ソフト対策とハード対策の効果的な連携 

防災まちづくりは、大きく予防対策と被害軽減対策に分けられる。予防対策としてのハー

ド整備は一朝一夕には完了しないものであり、都市構造が防災上、不完全な状態で地震被害

に遭遇することも想定し、震災後の避難のための施設や、応急対策活動のための拠点整備等

のソフト対策を講じるためのハード対策が必要となってくる。 

これらのことから、ソフト対策とハード対策で密接な連携を取りつつ、被害の発生及び発

生した被害を最小限に押さえることが可能な都市構造を構築することが重要である。 

(4) 民間企業等との協力体制の整備 

都市構造を構成しているインフラには、鉄道やライフライン施設等、民間企業の管理する

ものが多く、また、公共施設についても、その設計や施工等の多くは民間企業により実施さ

れている。防災まちづくりを円滑に実施するためには、これらの関係する民間企業等との連

携が不可欠であり、その協力体制の整備が必要である。 

(5) 市民主体の防災まちづくりの推進 

防災まちづくりでは、個人の所有物の耐震化や不燃化、又は、市街地再開発や土地区画整

理等の市街地開発の実施、インフラ整備にあたっての用地取得等、市民の協力、合意無しで

は、円滑な実施はできない。 

よって、市は、防災教育やまちづくり教育の機会において、市民に対し、普及啓発を行い、

市民の気運を高めるような措置を講じることが必要である。 
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１．防災まちづくり方針の策定 

実施担当 都市整備部 

 

 災害に強いまちづくりの計画的な推進の観点から災害に強いまちづくりの総点検を行

い、以下の点を主な内容とする防災まちづくりの方針を作成し、これを市マスタープラン

等の都市計画マスタープランヘ位置づける。 

 

① 地区の災害危険度に配慮した土地利用計画 

② 災害時の緊急活動を支え、市街地における防災空間を形成する道路や公園等の防災

空間の配置計画 

③ 地域における災害対策活動の拠点となる防災拠点の配置計画 

④ 木造密集市街地等の防災上危険な市街地の解消を図るための土地区画整備事業、市

街地再開発事業等の計画 

 

上記マスタープランに基づき、道路、公園等の根幹的な公共施設や土地区画整理事業、

市街地再開発事業等の都市計画決定、地区レベルの防災性の強化を図るための地区計画制

度の活用、建築物の不燃化等を総合的に推進する。 

 

２．防災空間の確保 

実施担当 建設部、都市整備部 

 

 災害に強い都市構造にするには、市街地の同時多発的な火災へ対応するための延焼遮断空間、

避難や救急車両の通行のための交通路、防災拠点や避難地などの防災空間の確保が必要である。

そのため、市は、市街地における防災空間を形成する道路や公園、河川等の根幹的な公共施設

の整備を推進する。 

 

(1) 緑地保全地区の指定 

 都市緑地保全法に基づき、緑地保全地区を指定し、良好な緑地を保全し、健全な生活環境

を確保するとともに、都市における災害の防止に役立てる。 

 

(2) 延焼遮断空間の整備 

 延焼遮断空間を確保するため、幹線道路、都市公園、緑地、河川等の整備や建築物のセッ

トバック、都市防災不燃化促進事業等の総合的な推進を図る。 

 

(3) 防災道路の整備 

 震災時には、道路は人や物を輸送する交通機能のみならず、火災の延焼防止効果や避難、

緊急物資の輸送ルートとしての機能も有している。また、道路の整備、拡幅は、沿道構築物

の不燃化を促し、オープン・スペースとして火災の延焼を防止するなど災害に強いまちづく

りに貢献するところが大きい。 

 このため災害時の緊急活動を支える幹線道路の整備や、地域住民の円滑な避難を確保する

ための避難路となる道路の整備を推進する。 
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 その際、都市の構造、交通及び防災性等を総合的に検討し、特にその効果の著しい広幅員

の道路については緊急性の高いものから整備を促進する。 

 

(4) 消防活動空間の確保 

 基盤未整備の市街地では、火災発生の危険性が高いだけではなく、消防車両が進入できな

い等の消防活動が困難な場合もあり、消防用道路を最低限確保する必要がある。 

 このため、街路事業等により消防活動困難区域の解消に資する道路の、計画的な整備を推

進する。 

 

(5) 市街地再開発の推進 

 密集市街地等防災上危険な市街地の解消を図るため、土地区画整理事業、市街地再開発事

業等の面的整備事業を推進する。 

 

３．防災拠点の整備 

実施担当 建設部、総務部 

 

(1) 防災拠点の整備 

 市は、地域の災害応急活動の中枢拠点となる地域防災拠点を整備するとともに、災害現場で

の災害応急活動を行う地区防災拠点の整備に努める。 

 

＜防災拠点の現況＞ 

① 災害対策本部（市役所、代替施設：亀城プラザ、土浦市立武道館、霞ヶ浦文化体育会館） 

② 地区連絡所（支所・出張所） 

③ 物資配送拠点（土浦千代田工業団地、国民宿舎「水郷」、公設地方卸売市場） 

④ 救護所（土浦第一中、土浦第二中、土浦第三中、土浦第四中、土浦第五中、土浦第六中、

都和中、新治保健センター） 

⑤ 広域避難場所（運動公園等７箇所） 

⑥ 一時避難場所（小中学校、高等学校等36箇所） 

 

(2) 防災機能の充実 

 避難地となる都市公園、緑地等の整備を推進するとともに、これらの公園において耐震性

貯水槽、臨時ヘリポートなどの整備を推進し、防災機能の充実を図る。 

 

４．避難施設の整備 

実施担当 建設部、総務部 

 

(1) 避難施設整備計画の作成 

 市は、夜間、昼間の人口の分布及び道路や避難場所としての活用可能な公共施設の整

備状況を勘案し、避難場所及び避難路等の整備に関する計画を作成する。 
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(2) 避難場所 

 市は、延焼火災、山崖崩れ及び建物倒壊等から避難者の生命を保護することを目的と

し、次の設置基準に従って、避難場所の整備を行う。 

① 避難場所は、集合した人の安全がある程度確保されるスペースを持った学校、公園、

緑地等とする。 

② 避難場所は、町丁目単位で検討し、到達距離は１ｋｍ以内とする。 

 

(3) 広域避難場所の指定 

 震災時の延焼火災の発生が想定される地区については、(2)で指定した避難場所に加

え、さらに規模の大きい避難場所が必要となるため、次の設置基準に従って、広域避難

場所の整備を行う。 

① 広域避難場所は、周辺市街地大火による輻射熱から安全な有効面積を確保すること

ができるスペースを有する公園、緑地、ゴルフ場、グラウンド、公共空地とする。有

効面積は、広域避難場所内の建物、道路、池などを除き、利用可能な避難空間として

１人当たり２m2以上を確保することを原則とする。 

② 広域避難場所は要避難地区住民のすべての住民を収容できるよう配置するものとする。 

③ 広域避難場所に占める木造建築物の割合は、総面積の２％未満であり、かつ散在し

ていなければならない。 

④ 広域避難場所は、大規模な崖くずれや浸水等の危険のないところで、付近に多量の

危険物等が蓄積されていないところとする。 

⑤ 広域避難場所は、大火輻射熱を考慮し、純木造密集市街地から 300ｍ以上、建ぺい率５％

程度の疎開地では 200ｍ以上、耐火建築物からは 50ｍ以上離れているところとする。 

⑥ 地区分けをする場合においては、町丁目単位を原則とするが、主要道路・鉄道・河

川等を境界とし、住民がこれを横断して避難することはできるだけ避ける。到達距離

は２km以内とする。 

 

(4) 避難路の確保 

 広域避難場所を指定した場合は、市街地の状況に応じ原則として次の基準により避難

道路を選定する。 

① 避難道路は概ね8m～10m以上の幅員を有し、なるべく道路付近に延焼危険のある建

物、危険物施設がないこと。 

② 地盤が耐震的で、地下に危険な埋設物がないこと。 

③ 避難道路は、相互に交差しないものとすること。
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第２ 建築物の不燃化・耐震化の推進 

 

【趣 旨】 

地震による建設物の損壊、焼失を軽減するため、耐震化、不燃化を推進する。特に、既存

建築物の耐震改修、応急対策実施上の重要建築物の耐震性の強化を推進する。 

 

【留意点】 

(1) 耐震珍断・耐震改修 

既存建築物の耐震診断・耐震改修の促進を効率的に実施していくためには、耐震診断を行

う建築技術者を養成しつつ、一般市民、特に建築物の所有者等への理解を求めるため普及啓

蒙を行う必要がある。 

(2) 応急危険度判定制度の確立 

地震による被災建築物の危険度判定を行う茨城県震災建築物応急危険度判定士が、地震災

害時に迅速に活動できる体制の整備を図る必要がある。 

(3) 地域特性との対応 

市内においても、地域によって地形、地質及び地盤等の自然条件が大きく異なり、地域ご

とに建築物の受ける被害の要因や内容が異なってくる。したがって、地域の地形、地質及び

地盤等の自然条件に対応した対策を実施していくことが重要となる。 

また、延焼危険性は、木造住宅が密集している地域が高く、不燃化対策はこのような地域

を中心に進めていく必要がある。 

(4) 防災上重要な建築物の耐震化 

地震発生後の避難、救護、その他応急対策活動の拠点となる防災上重要な建築物の耐震化

は、震災対策全体に対して果たす役割が大きく、重点的に推進していく必要がある。 

 

１．建築物の耐震化の推進 

実施担当 都市整備部、建設部、総務部 

 

(1) 既存建築物の耐震診断・耐震改修の促進 

市は、改正された建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成18年1月施行、以下「耐

震改修促進法」という。）に基づき、土浦市耐震改修促進計画を策定し、耐震診断・改修の促

進施策を充実し、計画的な耐震化を促進する。 

1) 耐震診断マニュアルの普及 

県が整備した既存の耐震診断基準等の有効的な活用を図るため耐震診断技術マニュ

アル（木造編、鉄骨造編、鉄筋コンクリート造編）を普及し、建築士による耐震診断

の促進を図る。 

2) 耐震診断を行う建築技術者の養成 

1)による建築士を養成する講習会への参加を促進する。 

3) 広報活動等 

建築技術者及び建築物所有者等を対象に、建築物の耐震化に関する意識啓発を目的

として県が開催する講習会への参加を促進する。また、一般市民等の耐震診断等に関

する相談窓口を開設するとともに、広報活動を展開する。 
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4) 特定建築物の耐震化 

耐震改修促進法による特定建築物（不特定多数の者が利用する一定の建築物）の所有

者に対し、耐震診断、耐震改修を推進するとともに、必要に応じて、指導及び助言を

行う。 

5) 民間住宅の耐震化 

木造住宅耐震診断士による耐震診断を推進するとともに、微地形を考慮した地震防災

マップを作成、公表し、地盤のゆれやすさを住民に周知することにより、民間住宅の耐震化

を促進する。 

6) 公共建築物の耐震化 

防災拠点施設等、防災上の重要度に応じて、耐震診断、耐震改修を促進する。 

 

(2) 応急危険度判定体制の確立 

地震災害時に迅速な応急危険度判定活動を行うため、判定士の応急危険度判定訓練の

実施や、判定士の連絡・動員のための組織体制の整備を推進する。 

 

(3) 建築物の落下物対策の推進 

落下物対策の効果的な推進を図るため「建築物の落下物対策のための改修に係る特別

償却制度」の徹底した普及に努める。 

1) 一般建築物の落下物防止対策 

市は、地震時に建築物の窓ガラス、看板等落下物による危険を防止するため次の対策を講

ずる。 

① 繁華街等の道路沿いにある３階建以上の建築物を対象に落下物の実態調査を行う。 

② 実態調査の結果、落下の恐れのある建築物について、その所有者又は管理者に対し改

修を指導する。 

③ 建築物の所有者又は管理者に対し、窓ガラス、看板等の落下物防止対策の重要性につ

いて啓発を行う。 

2) ブロック塀の倒壊防止対策 

市は、地震によるブロック塀（石塀を含む）の倒壊を防止するため次の施策を推進する。 

① 市民に対しブロック塀の安全点検及び耐震性の確保について広報紙等を活用し啓発を

図るとともに、ブロック塀の造り方、点検方法及び補強方法等についてパンフレット等

を作成し知識の普及を図る。 

② 市街地内のブロック塀の実態調査を行い、ブロック塀の倒壊危険箇所の把握に努める。

なお、実態調査は通学路、避難路及び避難場所等に重点を置く。 

③ ブロック塀を設置している住民に対して日頃から点検に努めるよう指導するとともに、

危険なブロック塀に対しては、「土浦市生垣設置奨励補助事業」制度等を周知し、生垣

化等を促進する。 

④ ブロック塀を新設又は改修しようとする市民に対し、建築基準法に定める基準の遵守を

指導する。 
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２．建築物の不燃化、防火対策の推進 

実施担当 都市整備部、消防本部 

 

(1) 防火、準防火地域の指定 

 市は、建築物が密集し震災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

うものとする。 

 

(2) 屋根不燃化区域の指定 

 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。 

 

(3) 建築物の防火の推進 

 市は、建築物の新築や増改築の際に建築基準法に基づき防火の指導を行うとともに、既存

建築物については、特に大規模建築物や不特定多数の人が使用する建築物を中心に、建築基

準法及び防火対象物定期点検報告制度等に基づき、防火上・避難上の各種改善指導を行う。 
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第３ 土木施設の耐震化の推進 

 

【趣 旨】 

道路等の公共施設は、住民の日常生活及び社会、経済活動上欠くことのできないものであ

り、また、地震発生後の災害復旧の根幹となるべき使命を担っている。従って、これら公共

施設について、事前の予防措置を講じることは重要である。このため、施設ごとに耐震性を

備えるよう設計指針を考慮し、被害を最小限にとどめるための耐震性の強化及び被害軽減の

ための諸施策を実施する。 

 

【留意点】 

(1) 地域の特性ごとの対応 

地域によって地形、地質及び地盤等の自然条件が大きく異なり、地域ごとに建築物の受け

る被害の要因や内容が異なってくる。このため、地域の地形、地質及び地盤等の自然条件に

対応した対策を実施していく必要がある。 

(2) 耐震性劣化に対する対策の必要性 

軟弱な低地では、基礎の不同沈下等により、土木施設の耐震性能が建設時点に比べ短期間

に著しく劣化する危険性がある。このため、こうした地盤沈下等地盤災害の対策との連携を

図り、土木施設の耐震性劣化の状況を正確に把握し対策を行っていく必要がある。 

 

１．道路施設の耐震化 

実施担当 建設部、土浦土木事務所、国土交通省常陸河川国道事務所、東日本高速道路㈱ 

 

(1) 道路施設の耐震性の向上 

① 橋梁部について、落橋防止構造の設置、橋脚補強等を実施する。 

② 落石や斜面崩壊などの恐れのある箇所について、落石防止柵、法面保護等の災害防止対策

を実施する。 

 

(2) 道路ネットワークの確保 

① 第１次緊急輸送道路については原則４車線で整備する。４車線での整備が困難な第１次緊

急車送道路については、非常時の緊急車両の停車、走行が可能となるよう、停車帯、路肩、

歩道等の幅員を広げ、円滑な道路交通の確保に努める。 

 また、第２次緊急輸送道路についても、同様の措置を講ずるものとする。 

② 都市の防災拠点間の連絡道路、あるいは避難路の整備を推進する。 

③ 都市の防災区画を形成する道路の整備を推進する。 

④ 円滑な消防活動の実施やライフラインの安全性の向上のため、広幅員の歩道等を整備する

とともに電線類の地中化を推進する。 

 

２．鉄道施設の地震対策 

実施担当 東日本旅客鉄道㈱ 

 

 線路建造物の災害に伴う被害が予想される高架橋・橋梁・盛土・土留・トンネル等の定期的
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な検査を行い、耐震性及びその他の災害による被害防止等のチェックにより防災強度を把握す

るとともに、その機能が低下しているものは、補強・取替え等の事業を推進する。 

 

３．河川・砂防・ため池等の地震対策 

実施担当 土浦土木事務所、県南地方総合事務所、産業部 

 

(1) 河川、砂防施設 

県は、河川、砂防等の施設の確保すべき耐震性の点検やその耐震性向上性の検討を行い適

切な対応策を実施する。 

 特に浸水等による二次災害の発生が想定される地区における水門、樋菅などの河川構造物

の改築改良を優先的に行う。 

 また、テレメーターシステムの更新を図り、水防活動に必要な情報を的確かつ迅速に収集・

配信し、出水時には的確かつ迅速に対処できるような体制を確立する。 

 

(2) ため池 

 市は、受益者の協力のもとにため池に係る諸元等の詳細情報の整備を行い、地震時に緊急

点検を要するため池を決定し、耐震事業化を進める。 

県は、国庫補助制度を最大限に活用し計画的に実施出来るよう支援を行う。 

 

 

４．港湾等の地震対策 

実施担当 建設部、土浦土木事務所 

 

市及び県は、土浦港について、災害時の水上輸送拠点としての機能について検討し、必要な

整備に努める。 
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第４ ライフライン施設の耐震化の推進 

 

【趣 旨】 

電力、電話、ガス、上下水道等のライフライン施設は、地震発生時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。従って、これらの施設について、震災後直ちに機能回復

を図ることはもちろん、事前の予防措置を講じることは重要である。 

このため、耐震性を考慮した設計指針等に基づき、施設の耐震性の強化、代替性の確保、

系統の多重化等の被害軽減策を講じて、万全を期する。 

 

【留意点】 

(1) 地域特性の考慮 

地震被害想定結果等を活用し、地域特性に応じて、必要な地震対策や資機材の配置計画等

を検討していく必要がある。 

(2) ライフラインの継続 

地震によりライフライン施設が被災し、復旧に長期間を要する場合、災害応急対策活動や

市民生活において大きな支障となるため、事前に被害軽減策や代替機能を確保しておく必要

がある。 

 

１．電力施設の耐震化 

実施担当 東京電力㈱ 

 

 電気施設は、過去の地震災害の記録を基に、実際に震動波形を与えた実証試験など、設備ご

とに科学的な分析に基づいた耐震設計方針を定めて施工する。 

 

２．電話施設の耐震化 

実施担当 東日本電信電話㈱、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

 

(1) 電話施設の耐震化 

① 電気通信設備等の高信頼化 

② 電気通信システムの高信頼化 

③ 電気通信処理システムに関するデータベース等の防災化 

 

(2) 災害時措置計画 

 災害時等において、重要通信の確保を図るため、伝送装置、交換装置等に関する措置計画

を作成する。 

 

３．都市ガス施設の耐震化 

実施担当 東部ガス㈱ 

 

地震被害想定や研究機関の地下埋設導管の地震時の被害に関する研究成果を参考として、ガ

スの漏えいによる二次災害の発生を防止し、ガスの安全な供給を確保することを目的として、
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以下の計画に基づいて耐震性の強化等の対策を実施する。 

 ガス施設の耐震性の強化及び被害の軽減のための諸施策を実施するとともに、総合防災シス

テムを確立することにより災害の防止に努める。 

① 地震の強さを知り、緊急時の判断材料とするため各事業所に地震計を設置する。 

② 導管材料として、耐震性に優れたポリエチレン管の使用を拡大する。 

③ 導管網は、供給停止地区の極少化を図るため、事前にバルブ等により適切な規模の緊急措

置ブロックに分割する。 

④ 整圧所等の緊急遮断装置及び緊急放散装置等の保安設備を整備・増強する。 

⑤ 主要整圧器に感震器を設置し、地震の規模の把握と圧力情報等の遠隔監視化を推進する。 

⑥ 通信施設の整備・増強を推進する。 

 

４．上水道施設の耐震化 

実施担当 建設部、県西水道事務所 

 

水道事業者等（水道事業者及び用水供給事業者をいう。以下同じ。）は、水道施設の耐震化に

ついて目標を定め、計画的に事業を推進する。 

 

(1) 配水池・貯水池の緊急補強又は更新 

 配水池等市街地に存する重要施設のうち耐震性に問題があるものについては、二次災害を

回避するため緊急に補強又は更新を図る。 

 

(2) 石綿セメント管等老朽管の更新 

 石綿セメント管等老朽化した管、耐震性に劣る管路について速やかに更新を終えることを

目標に整備を図る。 

 

(3) 給水装置・受水槽の耐震化 

 利用者の理解と協力を求め給水装置や受水槽の耐震化を進めるよう指導する。特に、避難

所や病院等の防災上重要な施設について優先する。 

 

(4) 緊急時給水能力の強化 

 緊急時の給水量を貯留できるよう配水池容量を拡大するとともに、浄水施設や配水池等に

緊急遮断弁を設置するなど緊急時に備えた施設整備を図る。 

 

５．下水道施設の耐震化 

実施担当 建設部、霞ヶ浦流域下水道事務所 

 

(1) 既存施設の耐震化 

 市及び県は、被災した場合の影響度を考慮して、処理場・ポンブ場・幹線管渠等の根幹的

施設については、より高い耐震性能が保持できるよう配慮する。 

1) 耐震診断 

    新耐震設計基準に適合しない施設を中心に耐震診断を実施する。 
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2) 耐震補強工事 

    補強対策工事の年度計画に従い、耐震補強工事を実施する。 

3) 耐震化の具体例 

① 可とう性・伸縮性を有する継手の採用 

② 地盤改良等による液状化対策の実施 

 

(2) 新設施設の耐震化 

  市及び県は、施設の計画、調査、設計及び施工の各段階において耐震化対策を講ずる。
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第５ 地盤災害防災対策の推進 

 

【趣 旨】 

地震による被害を防止・軽減するには、その土地の地盤特性に応じた土地利用を行う必要

がある。特に、危険度が高く著しい被害が想定される場所については、防災対策を推進して、

住民の生命、財産の保全に努めるものとする。 

 

【留意点】 

(1) 地盤情報の一元化 

地盤災害を防止・軽減するには、その土地の性状を知る必要があり、そのためには、様々

機関による地盤、地質、地形等に関する調査データを一元化管理し、各種の行政施策へ反映

させていくことが有効である。 

(2) 警戒体制の確立 

地震による土砂災害は、地震発生から数時間～数日後に発生することもあり、地震直後か

ら崩壊等の前兆がないか警戒する必要がる。このため、土砂災害の警戒体制を平常時から確

立しておく必要がある。 

 

１．地盤災害危険度の把握 

実施担当 建設部、都市整備部、総務部 

 

県が作成した地震予測計画等を活用し、公共工事、民間工事における液状化対策工法の必

要性の判定などを行う。 

また、データベースを利用して、地盤のゆれやすさ等を調査し、その結果を地区別防災カル

テや地震防災マップ等で公表する。 

 

２．土地利用の適正化の誘導 

実施担当 総務部、都市整備部、建設部 

 

安全を重視した総合的な土地利用の確保を図る。 

 

(1) 防災まちづくり方針に基づく安全を重視した土地利用の確保 

 都市の災害危険度の把握を的確に行うとともに、災害危険度を市民等に周知する。 

 また、災害に脆弱な地区については土地利用について、安全性の確保という観点から総合

的な検討を行い、土地利用の適正化を誘導する。 

 

(2) 災害危険箇所の周知等 

土砂災害等の危険箇所について、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
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災マップ等を活用して住民に周知する。 

 

３．斜面崩壊防止対策の推進 

実施担当 建設部、総務部 

 

(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。 

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。 

 

(2) 斜面判定士の受入れ体制整備 

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) 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

関する情報の収集・伝達、避難及び救助等に関する事項を本地域防災計画（風水害等編）の

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。 

 

４．造成地災害防止対策の推進 

実施担当 都市整備部、総務部 

 

(1) 開発規制等 

市は県と連携して、地震時に滑動崩落のおそれのある造成宅地の位置、規模等を特定し、

その結果を踏まえた宅地の耐震化目標の設定、平成18年に改正された宅地造成等規制法に基

づく造成宅地防災区域の指定等を総合的に推進する。 

 

(2) 被災宅地応急危険度判定制度の活用 

市は、余震等による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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５．液状化対策の推進 

実施担当 都市整備部 

 

(1) 規制 

液状化の危険性が高い軟弱地盤について、建築基準法施行令第42条により区域を指定し、

液状化による被害の防止、軽減のための措置を指導する。 

 

(2) 指導 

液状化の危険性がある地盤での建築にあたっては、有効な地盤改良や基礎工法とするよう

指導する。また、小規模建築物（階数が３以下）を対象に、地盤の液状化危険度の調査を指

導する。 
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第６ 危険物等施設の安全対策の推進 

 

【趣 旨】 

地震による火災及び死傷者を最小限にとどめるには、危険物等（石油類等、高圧ガス、火

薬類、毒劇物及び放射性物質をいう。以下同じ）の取扱施設の現況を把握し、消防法令等関

係法令に基づく安全確保対策を推進し、今後とも法令遵守の徹底を図る必要がある。 

また、各危険物等取扱事業所等への災害に対するマニュアル（災害時に対する応急措置・

連絡系統の確保など）作成指導の徹底のほか、危険物等施設の立入検査の徹底を図り、法令

遵守に基づく危険物等施設の安全確保を推進する。また、施設全体の耐震性能向上を図る。 

 

【留意点】 

危険物等の貯蔵等については、各種法令の規制及び消防をはじめとする各機関の調査・指

導が平常時より行われているが、地震時には各種ライフラインの途絶や、液状化、長周期の

ゆれによるスロッシング現象等による災害が発生する可能性もある。それらに備えて、地震

時の状況を想定して、各種安全装置の点検等、地震対策を強化していく必要がある。 

また、危険物等の取扱者は取扱う危険物等の管理・責任体制を明確にし、それらの流出に

よる被害を未然に防止するため、管理マニュアル等を整備する必要がある。 

さらに、地震の際の危険物等施設の被害・機能障害を想定し、応急措置が速やかに実施さ

れるよう、従業員の教育、訓練、自衛消防隊の育成等を図り、体制の強化を進めていく必要

がある。 

 

１．石油類危険施設の予防対策 

実施担当 消防本部、県、危険物施設の管理者 

 

(1) 市の措置 

危険物施設は消防法及び関係法令により細部にわたり規制基準が示されており、これらの

法令に基づき規制の強化、事業所に対する指導の強化を行う。また、危険物施設の被害、機

能障害を想定したマニュアル作成指導を推進し、マニュアルに基づく訓練、啓発などの実施

励行による、防災意識の高揚を図る。 

1) 大規模タンクの耐震化 

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、事業所に対し常時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を行う。 

 また、万一の漏えいに備えた、各種の安全装置等の整備に努める。 

2) 保安確保の指導 

危険物施設の位置・構造・設備の状況及び危険物の貯蔵・取扱いの方法が、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、事業所の管理者等

に対し、災害防止上必要な助言又は指導を行う。 

3) 危険物取扱者に対する保安教育 

危険物施設において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者に対し、取扱作業の保安に
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関する講習を実施し、危険物取扱者の資質の向上に努める。 

 

(2) 危険物施設の管理者 

1) 施設の保全及び耐震化 

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とともに、設置地盤の状況を調査し、耐震化に努め

る。 

2) 自主防災体制の確立 

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、操業実態に合ったもの

とするよう努めるとともに、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。 

また、隣接する事業所間の自衛消防隊の相互協力体制の強化を図るとともに、消火薬剤、

流出油処理剤等の防災資機材の備蓄に努める。 

 

２．高圧ガス及び火薬類取扱施設の予防対策 

実施担当 消防本部 

 

(1) 高圧ガス設備等の予防対策 

 市は、高圧ガス設備及び液化石油ガス消費設備等の保安を確保するため、県が行う次の対

策を推進する。 

1) 防災マニュアルの整備 

事業所の高圧ガス設備並びに液化石油ガスの販売施設及び一般家庭用消費設備の耐震化

対策や地震時の行動基準等に関するマニュアルを策定するとともに、関係者に周知徹底を図

る。 

2) 高圧ガス設備等の耐震化の促進 

法令により耐震基準が適用される高圧ガス設備については、その遵守を徹底させるととも

に、それ以外の設備についても、必要に応じ耐震化の促進を図る。 

 さらに、一般家庭用液化石油ガス消費設備等についても耐震化の促進を図る。 

3) 事業者間の相互応援体制の整備 

地震時に高圧ガス又は液化石油ガスによる災害が発生し、又はその恐れがあるとき、その

被害等の状況を速やかに把握しつつ、被害の発生又はその拡大を防止するため、高圧ガス取

扱事業者間又は液化石油ガス販売事業者間の相互応援体制の整備を図る。 

4) 地震対策用安全器具の普及 

液化石油ガス消費設備については、地震時に一般家庭の液化石油ガスによる災害を防止す

るため、地震対策用安全器具の普及促進を図る。 

5) ＬＰガス集中監視システムの普及 

液化石油ガス販売事業者が地震時に液化石油ガス消費設備の発災状況等の情報収集や緊

急措置を行う上で有効な、電話回線を利用した集中監視システムの普及促進を図る。 
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(2) 火薬類の予防対策 

1) 製造所への対策 

① 従事者に対する保安教育を実施し、保安意識の高揚と技術指導を図る。 

② 定期自主検査の完全実施を指導する。 

2) 火薬庫への対策 

① 火薬類取扱保安責任者の講習会を実施し、保安意識の高揚を図る。 

② 定期自主検査の完全実施を指導する。 

3) 点検及び通報 

火薬庫等は人家から離れた場所に設置される例が多いため、地震による影響が発生した場

合も発見に時間を要することから、一定規模以上の地震が県内で観測された場合は、火薬庫、

製造所等の所有者又は占有者は速やかにその施設の点検に赴き、被害の有無等を県へ通報す

るよう指導する。 

 

３．毒劇物取扱施設の予防対策 

実施担当 消防本部、毒劇物取扱施設の管理者 

 

(1) 毒劇物多量取扱施設に対する指導の強化 

 市は、県が行う次の対策を推進する。 

1) 登録施設に対する指導 

 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、その登録申

請時等に施設の耐震化等について理解を求めるものとする。また、併せて危害防止規定の整

備を指導する。 

2) 登録外施設に対する指導 

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。 

3) 毒劇物取扱施設の管理者に対する保安教育 

毒劇物取扱施設の管理者に対して、取扱作業の保安に関する講習を実施し、管理者の資質

の向上に努める。 

 

(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 

毒劇物取扱施設の管理者は、次の措置を行う。 

1) 毒物又は劇物による危害を防止するための危害防止規定の整備 

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、貯蔵又は取扱いの作業を行う者 

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 

 製造設備、配管、貯蔵設備、防液堤、除外設備、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 
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④ ③に掲げる毒物又は劇物関連設備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活動に関する事項 

⑥ ②に掲げる者に関する教育訓練に関する事項 

2) 防災訓練の実施 

    上記⑤に掲げる事項が適切かつ迅速に行えるよう定期的に防災訓練を実施する。 

3) 設備の耐震化 

毒物又は劇物関連の製造設備、配管及びタンク等貯蔵設備の耐震化について検討し、計画

的に整備する。 

 

４．放射線使用施設の予防対策 

実施担当 放射線使用施設の管理者 

 

 放射性同位元素及び放射線使用施設はその特性から、漏えいすることにより環境を汚染する

等の被害が発生するおそれがある。放射線使用施設の管理者は、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。 

 また市は、県が行う次の対策を推進する。 

① 医療法第25条第１項に基づく医療監視 

② 放射線使用施設（医療機関）に対する医療法施行規則「第４章診療用放射線の防護」の章

の規定の遵守のための監視結果に基づく指導 

③ 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実施の指導 
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第３節 地震被害軽減への備え 

 

第１ 緊急輸送への備え 

 

【趣 旨】 

地震被害を最小限にとどめるためには、消防、救助、救援、応急復旧等のための輸送を円

滑に行う必要がある。そのためには、緊急通行車両の調達と、その交通経路（緊急交通経路）

の確保のための道路啓開等を、地震発生後、迅速に行うことが望まれ、その事前対策として、

緊急輸送道路を指定・整備し、道路啓開資機材、車両の調達体制及び緊急通行車両、船舶等

の調達体制を整備していくものとする。 

 

【留意点】 

(1) 緊急輸送ネットワークの構築 

地震により道路網が各所で寸断した場合にも、被災地や災害対策拠点間を連絡する路線を

最低限確保する必要がある。 

このため、陸上輸送のほか、水上輸送及び航空輸送手段を効果的に活用する体制を確保し、

道路、港湾、ヘリポート等のネットワークを構築することにより、災害対策拠点間の緊急輸

送の円滑化や集落の孤立化の防止を図る。 

(2) 民間企業等との効果的な連携体制の整備 

道路啓開作業等は、建設業者等の協力が不可欠であるため、平常時から防災訓練や協定の

締結等により、これらの業者等と連携体制を整備しておく必要がある。また、緊急輸送車両

等が不足する場合もあるため、同様に車両等の調達体制を整備しておく必要がある。 

さらに、関係業者等との連携体制を効果的に活用するため、地震時により通常の通信手段

が使用できない場合にも、連絡可能なしくみを整備しておく必要がある。 

 

１．緊急輸送道路の選定・整備 

実施担当 総務部、建設部、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  

 

(1) 緊急輸送道路の指定 

 市は、県が指定する緊急輸送道路の指定状況をふまえ、次の機能を確保するための道

路を緊急輸送道路として選定する。 

① 各災害対策拠点（災害対策本部、避難所、物資配送拠点、中継拠点病院、へリポート等）

の緊急輸送ネットワークを確保するための道路（耐震・崩壊・落石等の対策、代替路線の

確保等） 

② 地区の孤立化を防止するための道路（耐震・崩壊・落石対策等） 

 

(2) 緊急輸送道路の資機材等の整備 

緊急輸送道路の道路管理者と警察は連携して、災害時の道路確保の実施方法を具体化

し、道路の啓開、通行制限、交通規制等に必要な資機材の整備に努める。 
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２．ヘリポート、港湾の指定・整備 

実施担当 総務部、都市整備部、建設部 

 

(1) 臨時ヘリポートの指定・整備 

市は、緊急輸送道路や防災拠点（災害対策本部、避難所、物資配送拠点、中継拠点病院

等）の指定状況をふまえ、次の機能を確保するための空地を臨時ヘリポートに指定する。 

また、臨時ヘリポートの開設・運営方法を具体化し、必要な資機材の整備に努める。 

① 陸上輸送が困難な区間を補完するためのヘリポート等（孤立地区等） 

② 迅速な輸送を要する区間（後方医療機関への搬送等） 

 

(2) 拠点港湾の検討 

市及び県は、土浦港について、災害時の水上輸送拠点としての機能について検討し、必要

な整備に努める。 

 

３．緊急輸送資機材、車両等の調達体制の整備 

実施担当 総務部、防災関係機関 

 

市及び各防災関係機関は、保有車両や災害時に確保可能な車両を継続的に整理し、緊急通行

車両の事前届出を行う。また、災害時の車両の運用体制を整備する。 

また、緊急輸送能力を確保するため、運送関係団体等との協定等により、車両、ヘリコプタ

ー、船舶等及びそれらの従事者の確保体制を整備する。 
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第２ 消火活動、救助・救急活動への備え 

 

【趣 旨】 

地震による延焼火災を防止、軽減するため、消防力の充実強化、救助・救急体制の強化を

図るとともに、大規模地震により消防機関の対応力を超える事態が発生した場合に備え、応

援体制の強化や地域防災力の向上を図る。 

 

【留意点】 

(1) 出火対策 

過去の地震時の出火原因をふまえ、通電火災等の発生を防止する必要がある。 

(2) 応援体制の強化 

他の消防本部との相互応援や緊急消防援助隊の要請・受け入れ体制を強化し、応援隊との

連携を具体化しておく必要がある。 

(3) 地域の防災力の強化 

住民による自主防災組織等の結成、育成を促進し、自らの地域は自らで守るという理念の

もと、初期消火・救出・応急手当能力の強化に努める必要がある。 

 

１．出火予防 

実施担当 消防本部、東部ガス株㈱、化学薬品保管事業所等 

 

(1) 一般火気器具からの出火の予防 

1) コンロ、ストーブ等からの出火の予防 

市は住民に対し、地震を感じたら火を消すこと、対震自動消火装置の設置とその定期的な

点検、火気周辺に可燃物をおかないことなどを普及啓発する。 

2) 電気器具からの出火の予防 

市は住民に対し、地震を感じたら安全が確認できるまで、電気器具のプラグを抜き特に避

難など長期に自宅を離れる場合には、ブレーカーを落とすことなどを普及啓発する。 

3) マイコン式ガスメーターの普及 

ガス事業者は、地震を感じた場合、自動的にガスの供給を遮断する機能を有するマイコ

ン式ガスメーターの普及を行う。 

 

(2) 化学薬品からの出火の予防 

 化学薬品を保管している事業所、教育機関、研究機関等は、地震による容器の破損が

生じないよう、管理を適切かつ厳重に行う。また、市はその旨を周知、指導する。 

 

２．消防力の強化 

実施担当 消防本部、消防団 

 

 市は、地震による火災の消火、人命救助等の初動活動が速やかに実施できる体制を確立

するために、「消防施設整備計画」に基づき、消防力を強化するとともに、消防車両・資

機材の適正配備を行う。 
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(1) 消防本部の広域再編の推進 

 大規模災害時の対応を迅速かつ効率よく実施するため、県が推進する県下の消防本部

の広域再編の推進に協力する。 

 

(2) 署所の適性配置 

 署所の配置について、地理的にバランスのとれた、かつ効率的な適正配置を図る。 

 

(3) 消防水利の確保 

 防火水槽の設置及び耐震化を促進するほか、ビル保有水の活用、河川・ため池の利用、

プールの利用など水利の多様化を図る。 

 

(4) 消防車輌・資機材の充実 

 通常の消防力の強化に加え、震災時の活用が期待される可搬式ポンプ、水槽車等の整

備を推進する。 

 

(5) 消防団の育成・強化 

 震災時の活動が十分にできるよう、資機材の整備、体制の確保、団員の訓練等を総合

的に推進する。 

 

(6) 広域応援体制の整備 

1) 消防応援 

大規模震災時の相互応援に備え、広域消防応援協定の締結を推進するほか、他の消防本部

との合同訓練を実施する。 

また、応援する立場、応援を受け入れる立場のそれぞれの対応計画を具体化し、情報の共

有化、通信手段、指揮系統、資機材の共同利用等について明確にしておく。 

2) 緊急消防援助隊の編成 

県が行う、緊急消防援助隊の編成に協力する。 

 

３．救助力の強化 

実施担当 消防本部、建設部、都市整備部、消防団 

 

(1) 救助活動体制の強化 

 消防本部は、災害現場から要救助者を安全な場所へ救出するため、特別救助隊の編成

を進めるとともに、救助工作車・救助用資機材等の計画的な整備を促進し、救助活動体

制の整備を図る。 

 建設部及び都市整備部は、職員による救出活動班の編成を進めるとともに、建設業者等へ

の建設用機械・器具及び作業員の派遣要請、受け入れ体制について整備する。 

 

(2) 救助隊員に対する教育訓練の実施 

 消防本部は、大規模かつ広域的な災害に対応するため、救助隊員に対する教育訓練を

充実強化し、適切な状況判断能力と救助技術の向上を図る。 
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(3) 消防団の育成・強化 

  前項(5)に準ずる。 

(4) 広域応援体制の整備 

  前項(6)に準ずる。 

 

４．救急力の強化 

実施担当 消防本部 

 

 (1) 救急活動体制の強化 

 大規模地震によって大量に発生することが予想される傷病者に対し、迅速・的確な応

急処置を施し、医療機関への効率的な搬送体制を確立するため、次の事業を推進する。 

① 救急救命士の計画的な養成 

② 高規格救急自動車・高度救命処置用資機材の整備促進 

③ 救急隊員の専任化の促進 

④ 救急教育の早急かつ計画的な実施 

⑤ 管内の医療機関との連携強化 

⑥ 住民に対する応急手当の普及啓発 

 

(2) 防災ヘリコプター等による傷病者の搬送体制の確立 

 大規模災害時に予想される交通の途絶等に対応するため、臨時離発着場の整備や関係

機関との連携強化を図り、ヘリコプターによる救急搬送体制を確立する。 

 

５．地域の初期消火・救出・応急手当能力の向上 

実施担当 消防本部、自主防災組織、住民、事業所 

 

(1) 初期消火力の向上 

 自主防災組織は、消火器、バケツ、可搬ポンプ等の消火資機材を備えるとともに、防

火用水の確保、風呂水のためおきなどを地域ぐるみで推進する。また、事業所において

も、地域の自主防災組織等との連携を図り、自らの初期消火力の向上に努める。 

 

(2) 救出・応急手当能力の向上 

1) 救出資機材の備蓄 

自主防災組織等は、家屋の倒壊現場からの救出などに有効なジャッキ、バール、のこぎり、

角材、鉄パイプなどの資機材について、備蓄や地域建築業者等からの調達体制を整備する。 

 また、県、市はこうした地域のとりくみを支援する。 

2) 救助訓練 

 自主防災組織を中心として家屋の倒壊現場からの救助を想定した救助訓練を行う。

市はその指導助言にあたるとともに、訓練上の安全の確保について十分な配慮する。 

 救急隊到着前の地域での応急手当は救命のため極めて重要であることから、市は住

民に対する応急手当方法の普及啓発を図る。 
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第３ 医療救護活動への備え 

 

【趣 旨】 

 大地震時により多数の建物倒壊が発生した場合には、医療施設やスタッフが被災する中で、

クラッシュシンドローム（※）等の緊急医療を要する患者が多発するおそれがある。 

このため、市及び医療関係機関は、大規模災害時にも医療機能を維持するよう、医療施設、

資器材、医療救護体制の整備・強化を図る。 

 

※クラッシュシンドローム：挫滅症候群ともいう。長時間、倒壊家屋の下敷きになった人が

救出後に様態が急変して死亡する病気。四肢が潰される事により細胞中のカリウムが血液

に流れ出て「高カリウム血症」になり、心臓に悪影響を及ぼし死に至る。生埋め後長時間

経過してから救出された被害者については人工透析、点滴・輸血などの適切な処置が必要。 

 

【留意点】 

(1) 情報伝達体制の確立 

大災害発生時には公衆回線の途絶、輻輳等が十分予想されるため、平常時から無線等震災

時災害医療に係る情報連絡体制を確立しておく必要がある。 

(2) 災害医療専門家の養成 

災害時において、限られた医療資源が十分に活用されるためには、災害医療の知識と経験

の豊富な専門家の養成を図るとともに、病院レベルでの災害対策の強化が必要である。 

 

１．医療救護施設の確保 

実施担当 保健福祉部、土浦保健所、病院 

 

(1) 医療救護施設の耐震性の確保 

市及び県は、医療救護の活動上重要な拠点となる病院、保健所及び保健センター等の医療

救護施設について計画的に耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行う。 

また、病院は、地震時にも医療・救護機能を維持できるように、必要に応じて耐震改修に

努める。 

 

(2) ライフライン施設の代替設備の確保 

病院においては、ライフラインが寸断された場合にも診療能力を維持するため、次の対策

を行う。 

① 自家発電装置について 48 時間程度の電気供給が可能な燃料タンクの増設と冷却水の確保 

② 自家用井戸の確保、受水槽（貯水槽）の耐震化 

 

２．中継拠点病院の整備 

実施担当 保健福祉部、中継拠点病院指定病院 

 

 市は、中継拠点病院として指定した医療機関で、災害拠点病院の整備基準に準じた整備

を促進し、災害時の医療機能を確保する。 
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① 救急診療に必要な診療棟の耐震構造の整備 

② 患者の多発時に対応可能なスペース及び簡易ベット等の収納スペースの整備 

③ 電気等のライフラインの維持機能の整備 

④ ヘリポートなどの施設整備及び救命医療を行うために必要な診療設備の整備 

⑤ 医療情報システム端末の設置 

⑥ 携行用の応急医療資器材等の整備 

 

中継拠点病院の指定現況 

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 

 

３．医薬品等の確保 

実施担当 保健福祉部、土浦市医師会、病院 

 

(1) 医薬品等の備蓄 

医療救護所予定施設への、災害用医薬品セットの配備を促進する。セット内容につい

ては、医師会の協力を得て選定する。 

 

(2) 輸血用血液製剤の確保 

 災害時の輸血用血液製剤等の確保について、県や茨城県赤十字血液センターとの連携

体制を整備する。 

 

(3) 医療ガス等の確保 

 病院は、手術に要する酸素ボンベ等について、災害時にも円滑に確保できる体制を整

備する。 

 

４．医療機関間情報網の整備 

実施担当 総務部、保健福祉部 

 

市は、中継拠点病院や医療救護所等へ、県の広域災害・救急医療情報システムや地域防

災無線、消防無線等の配備を促進する。 

 

５．医療関係者に対する訓練等の実施 

実施担当 保健福祉部、土浦市医師会、病院 

 

(1) 病院防災マニュアルの作成 

 病院は、防災体制、災害時の応急対策、自病院内の入院患者への対応策、病院に患者

を受け入れる場合の対応策等について留意した病院防災マニュアルを作成する。 
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(2) 防災訓練の実施 

 各病院は、病院防災マニュアルを職員に周知徹底する。 

また、年２回の防火訓練、年１回以上の防災訓練、防災関係機関や地域住民との共同

の防災訓練に努める。 

 

(3) トリアージ技術等の教育研修 

 市は医師会等と連携して、市内の医師等に対し、国（厚生省）及び県が行う、災害時

の医療関係者の役割、トリアージ（治療の優先順位による患者の振り分け）技術、災害

時に多発する傷病の治療技術等に関しての教育研修への参加を推進する。 

 

６．医療ボランティアの活用 

実施担当 保健福祉部、土浦市医師会、土浦保健所 

 

 市、保健所及び医師会は、災害時の医療ボランティアの受け入れや活動を円滑に行える

よう、体制を備えておく。 
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第４ 避難者支援のための備え 

 

【趣 旨】 

地震により家屋が被災した住民等に、一時的な居住施設を提供するため、耐震性が確保さ

れた施設を避難所として指定していくものとする。 

また、ライフラインの被害や流通機構の障害等により、飲料水、食料、生活必需品の供給

が制限された場合に備え、備蓄並びに調達体制の整備を行っていく。 

 

【留意点】 

(1) 協力体制の整備 

大規模地震により、避難所が不足する事態に備えて、関係機関との連携が図れるよう協力

体制を整備しておくことが必要である。 

(2) 備蓄量等 

地震被害想定等を参考に備蓄量を設定し、分散配置するとともに、市民と行政が分担して

備蓄することが重要である。 

(3) 備蓄品目 

電気、水道、ガス等のライフラインの供給停止、災害発生時期、災害時要援護者等を考慮

して、調理不要の食料、暑さ・寒さ対策、トイレ対策、介助器具等の配備を検討する必要が

ある。 

 

１．避難所の整備 

実施担当 総務部、教育委員会 

 

(1) 避難所の指定 

 市は、施設の耐震性、土砂災害危険箇所の状況、災害実績等を考慮して避難所の指定、

見直しを行うとともに、災害時要援護者にも配慮した避難所の指定に努める。 

 

(2) 避難所の耐震性の確保 

 市は、避難所に指定した市有施設で、昭和56年度以前に建築された建物を重点に、

耐震診断及び必要に応じて耐震改修の実施を促進する。その他の指定避難所施設につい

ても、耐震診断・改修が実施されるよう、支援に努める。 

 

(3) 避難所の備蓄物資及び設備の整備 

 市は、避難所に必要な食糧及び資機材等をあらかじめ整備し、又は必要な時直ちに配

備できるよう準備に努めるものとする。 

 また、避難所の設備の整備については、出入口の段差の解消や表示の外国語併記など

災害時要援護者への配慮を積極的に行っていく。 
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２．食料、生活必需品の供給体制の整備 

実施担当 総務部、産業部 

 

(1) 食料 

1) 市の備え 

市は、想定り災者数（10,845人）の３日分を、現物備蓄及び流通備蓄により確保する。

また、指定避難所や孤立化等に備えた分散備蓄に努める。備蓄、調達品目は、県の備蓄品目

や災害時要援護者を考慮して選定する。 

また、災害救助用米穀等の緊急引き渡しが円滑に受けられるよう、地方総合事務局、関東

農政局茨城農政事務所及び地域課、政府指定倉庫の責任者等との連絡・協力体制の具体化を

進める。 

このほか、生産者、生活協同組合、農業協同組合、その他販売業者等との災害応援協定の

締結等により、協力体制の整備を進める。 

2) 住民等の備え 

住民及び事業者は、３日分の食料備蓄に努める。 

 

(2) 生活必需品等 

1) 市の備え 

市は、想定り災者数（10,845人）分を目標に、毛布等の備蓄と、指定避難所や孤立化等

に備えた分散備蓄に努める。備蓄、調達品目は、県の備蓄品目や災害時要援護者を考慮して

選定する。 

また、メーカーや販売業者等との災害応援協定の締結等により、協力体制の整備を進める。 

2) 住民等の備え 

住民及び事業者は、生活の維持に最低限必要となる品目の備蓄に努める。 

 

３．応急給水・応急復旧体制の整備 

実施担当 建設部、県西水道事務所 

 

(1) 行動指針の作成 

水道事業者等は、次の事項をふまえた応急給水・応急復旧の行動指針の策定、見直し

を行い、職員に周知徹底する。また、水道施設の耐震化を進める。 

① 緊急時の指揮命令系統、給水拠点及び水道施設並びに道路の図面の保管場所（同一

図面の複数の場所への保管場所を含む。）、指揮命令者等との連絡に必要な手順等 

② 県及び他の都道府県域から支援者、厚生労働省、自衛隊等の他の機関に対する支援

要請を行う場合の手順 

③ 外部の支援者に期待する役割とその受け入れ体制 

ア 集結場所、駐車場所、居留場所 

イ 職員と支援者の役割分担と連絡手段 

④ 住民に理解と協力を呼びかけるために広報する内容等 

ア 緊急時給水拠点の位置等の情報について広報や給水拠点の表示の徹底 

イ 地震規模に応じた断水時期のめど 
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ウ 住民に求める飲料水の備蓄の量及びその水の水質保持の方法 

⑤ 他の水道事業者等の応急対策を支援する場合の留意事項を定めること。 

ア 指揮命令系統の整った支援班の編成 

イ 自らの食事、宿泊用具、工事用資材の携行 

 

(2) 応急給水資機材の備蓄並びに調達体制の整備 

水道事業者等は、施設の早期復旧、速やかな応急給水活動に備え、応急給水資機材の

備蓄、更新並びに調達体制の整備を行う。 

 

(3) 検水体制の整備 

市は、井戸、プール、防火水槽、ため池、沈殿池、河川など比較的汚染の少ない水源

を浄水処理した水について、飲用の適否を平常時から調査しておくとともに、災害時の

検査体制を整備しておく。 
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第５ 災害時要援護者安全確保のための備え 

 

【趣 旨】 

災害時要援護者（高齢者、障害者、乳幼児、外国人等）の被災率は高く、行政、福祉関係

者、地域住民等が連携して、平常時から支援体制を総合的に整備する必要がある。 

また、市及び県は、避難路や避難所施設等のバリアフリーや要援護者に配慮した標識の設

置等を促進し、支援環境の整備を図る必要がある。 

 

【留意点】 

(1) 災害時要援護者の把握 

災害時要援護者は、自力避難が困難である以前に、救助の要請さえも困難な場合があるた

め、日常からその所在や状況を把握しておく必要がある。 

(2) 協力体制の整備 

災害時要援護者は、障害等の状況に応じて必要な支援内容が異なるため、個々に支援体制

を準備しておく必要がある。このため、災害時要援護者、行政、福祉関係者、住民、自主防

災組織等が協働して支援プランを検討し、具体化を図っていく必要がある。 

 

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、地震防災応急計画を作成する。 

また、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。 

市及び県は、地震防災応急計画作成についての指導・助言を行い、社会福祉施設等に

おける防災組織体制の整備を促進する。 

 

(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) 社会福祉施設等の耐震性の確保 

社会福祉施設等の管理者は、震災時における建築物の倒壊等を未然に防止するため、

耐震診断の実施や耐震補強工事に努める。 

また、市及び県は災害時要援護者の公立社会福祉施設について、施設入所者の安全を

図るため、計画的に耐震診断を行い、必要に応じ耐震補強工事を行う。 



《予防》3 地震被害軽減への備え 

-54- 

(4) 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。 

 

(5) 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。 

 

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。 

 

(2) 震災時の情報提供、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。 
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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 

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。 
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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。 

 

 



《予防》3 地震被害軽減への備え 

-57- 

第６ 災害廃棄物処理体制の整備 

 

【趣 旨】 

大規模な震災時には、建物や上下水道等の被災により、大量のガレキ処理、仮設トイレの

設置・管理、し尿の収集・処理が必要となるため、廃棄物処理施設の災害予防対策を進める

とともに、被害想定等を考慮した災害廃棄物処理体制の整備を進める必要がある。 

 

【留意点】 

大規模地震の場合には、市の年間処理量を上回る災害廃棄物が発生する可能性があるため、

仮置場や広域処理体制を確保しておく必要がある。 

 

１．廃棄物処理施設等の災害予防対策 

実施担当 市民生活部 

 

市は、災害が発生した場合に、災害廃棄物の処理を迅速かつ的確に実施するため、次の災害

予防対策に努める。 

(1) 処理施設等の点検、耐震化、不燃堅牢化等 

(2) 処理施設の非常用自家発電設備等の整備及び断水時に機器等冷却水等に利用するための地

下水及び河川水の確保 

 

２．災害時の廃棄物処理計画 

実施担当 総務部、市民生活部 

 

市は、災害が発生した場合に、災害廃棄物の処理を迅速かつ的確に実施するため、大規模な

地震を想定した災害廃棄物処理計画を整備する。 

(1) 被災地区・規模の想定 

(2) 災害時のし尿、ごみ、ガレキ等の発生量の予測 

(3) 仮設トイレ、消毒・脱臭剤等の備蓄、調達体制 

仮設トイレの必要推定数（茨城県南部直下地震想定） 

地 域 想定避難者数 仮設トイレ必要数 

土 浦 2,959人 50 

新 治 186人 3 

（注）算定条件は次のとおり（断水箇所、水洗化の状況等は考慮しない） 
・仮設トイレの容量：250リットル／基 
・１人１日あたり排泄量：1.4 ㍑（厚生省水道環境部、1993、し尿処理施設構造指針解説） 
・し尿回収頻度：１回／３日 

 

(4) 排出ルール 

(5) 収集・運搬体制、ルート 

(6) 仮置場の配置計画・運営体制 
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(7) 中間処理、再資源化、最終処分場等での処理の方法・手順 

(8) 周辺市町村との協力体制、広域的な処理・処分の方法・手順 

(9) 粉塵、消臭等の環境対策 

(10) 有害物質の漏えい、アスベスト等の飛散防止措置 

(11) 処理施設の補修資機材の備蓄・調達、応急復旧体制 

(12) 収集運搬車両・機器等の点検、洪水時避難対策、緊急出動体制 
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第４節 防災教育・訓練 

 

第１ 防災教育 

 

【趣 旨】 

大規模な地震が発生し、市をはじめとする防災関係機関の災害対応能力を超える事態とな

った場合には、市民の自助、共助により、被害を最小限にする必要がある。このため市民等

が自らのまちは自ら守るという意識を啓発し、地域防災力の向上を図る必要がある。 

また、市をはじめとする防災関係機関は、日頃から市民等の防災教育を推進するとともに、

防災関係機関の職員が、防災に関する知識と意識を、市民の先頭にたって向上させ、市民の

模範となって、市民の教育を推進していく。 

 

【留意点】 

(1) 災害体験重視の教育 

テキストによる教育のほか、実験や体験型の教育により災害をよりリアルに実感する必要

がある。 

(2) 幅広い教育 

学校教育のほか、社会教育のあらゆる機会を通じて、幅広く教育していく必要がある。 

 

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。特に、地震の大きな揺れの到達に先立ち、気象庁が発表することとなった

「緊急地震速報」について、早急に普及するよう推進する。 

 

(1) 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。 

 

(2) 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。 

 

(3) 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 地震体験車等の教育設備の貸出 
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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、大地震をよりリアルに実感させるため、起震車・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。 

 

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２ 防災訓練 

 

【趣 旨】 

災害時に迅速かつ適確に行動するには、日常の訓練が必要である。関係機関相互の連携の

もと、災害時の状況を想定した実践的な訓練を定期的、継続的に実施する。 

 

【留意点】 

(1) 実践性の確保 

ロールプレーイング方式等、職員が状況判断を行う実践的な訓練方法を取り入れ、職員の

状況判断力の向上を図ることが有効である。 

(2) 検証と改善 

訓練後には評価を行い、課題等を明らかにして、必要に応じ防災体制やルールの改善を行

う必要がある。 

 

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 消防活動、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。 
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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回以上実施するものとす

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。 

 

(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、大規模地震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。 

 

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ものとする。 

 

(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、初期消火訓練、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。 
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(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。 

 



《予防》4 防災教育・訓練 

-64- 

第３ 災害に関する調査 

 

【趣 旨】 

地震による被害は、災害報告書の項目にあがっているもののほか、エコノミー症候群、地

区の孤立化等様々であり、近年も新たな問題が発生している。 

このため、過去の災害における災害対策の教訓や有効事例等を把握し、土浦市の地域特性

に照らして必要な災害対策を検討する必要がある。 

 

【留意点】 

過去の災害事例や最新の災害研究の成果等を活用して、土浦市に起こりうる大震災の様相

をより的確に予測し、効果的な災害対策の検討を推進する必要がある。 

また、土浦市の地域特性の変化に注意して、被害想定等を随時見直していく必要がある。 

 

１． 災害資料の整理等 

実施担当 総務部、消防本部 

 

 市は、市域における災害をはじめ、大規模災害に関する資料、文献を整理し、災害の教訓等

の公開、伝承に努める。 

 

２．災害調査 

実施担当 総務部、自主防災組織 

 

(1) 防災アセスメントの更新 

市は、市の災害誘因(地震、台風、豪雨等)、災害素因(地形、地盤、土地利用、危険物施

設等)、災害履歴、市や関係機関の災害対応能力を調査して、土地の脆弱性、災害対応能力の

課題等を抽出する防災アセスメントや被害想定調査を、自然条件や社会条件の変化を考慮し

て必要に応じて実施し、地域防災計画や災害対策マニュアル等に反映する。 

 

(2) 地区別防災カルテの作成、活用 

市は、小学校区等の単位に地区別防災カルテを作成、公表し、自主防災組織における図上

訓練等、自主防災活動の促進を図る。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 災害応急対策計画 
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第１節 初動対応 

 

第１ 職員参集・動員 

 

【趣 旨】 

市及び各防災関係機関は、市域に地震が発生した場合、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。このため、地震発生直後、あらかじめ定められ

た職員は業務時間内、時間外を問わず速やかに参集し、所定の業務に当たるものとする。 

 

【留意点】 

(1) 参集基準の明確化及び周知徹底 

災害の発生時間が夜間あるいは休日となる場合、地震により情報連絡機能が低下した場合

等を考慮し、あらかじめ職員の参集基準をわかり易い形で明確化し、その内容を周知徹底さ

せることにより、災害発生時の参集の遅れや混乱が生じないようにする必要がある。 

(2) 参集手段等、動員計画の事前検討 

大規模地震が発生した場合、通常、出勤で利用している公共交通機関の停止、道路の寸断

等が予想されることから、その際の参集手段や動員体制についてあらかじめ動員計画を検討

し、職員に周知しておくことが必要である。 

(3) 動員のための情報連絡手段の確保 

地震発生直後の職員の参集・動員を確実なものにするためにも、携帯電話、ポケットベル

等の災害時の情報連絡手段を確保しておくことが必要である。 

 

１．職員の配備体制区分 

実施担当 各部 

 

地震が発生又は被害が発生するおそれのあるときは、次の配備基準の１つに該当した場合

は、配備体制をとる。 

地震時の配備基準 

区分 配備基準 配備体制 本部 

警戒 

配備 

① 市域で震度４を観測したとき 

② 東海地震観測情報が発表されたとき 

③ その他市長が必要と認めたとき 

災 害 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 市域で震度５弱を観測したとき（自動配備） 

② 東海地震注意情報が発表されたとき 

③ その他市長が必要と認めたとき 

小規模の災害に対応

する体制で、直行職

員、緊急初動隊員及

び管理職以上を配備

する。 

災害 

警戒 

本部 

第２ 

非常 

配備 

① 市域で震度５強を観測したとき（自動配備） 

② 東海地震予知情報（警戒宣言）が発表されたとき 

③ その他市長が必要と認めたとき 

中規模の災害に対応

する体制で、主幹級

以上を配備する。 

災害 

対策 

本部 
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区分 配備基準 配備体制 本部 

第３ 

非常

配備 

① 市域で震度６弱以上を観測したとき（自動配備） 

② 気象庁が「震度５弱以上と考えられるが、現在震

度を入手していない市町村」として「土浦市」を発

表したとき（自動配備） 

③ その他市長が必要と認めたとき 

大規模な災害に対応

する体制で、全職員

を配備する。 

災害 

対策 

本部 

 

２．職員の動員・配備 

実施担当 各部 

 

(1) 配備の決定 

地震情報、災害発生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) 勤務時間内の職員の動員の手続は、庁内放送等を通じて人事課長（職員班長）が行う。 

2) 勤務時間外は、原則的に地震情報による職員の自動参集とする。 

なお、体感や状況を「気象庁震度階級解説関連表」に照らして、震度５弱以上のゆれが発

生したと推定できる場合は、震度の発表がない場合でも、推定震度に相当する配備体制をと

る。 

また、被害状況等により市長の判断により配備体制をとる場合は、一般加入電話、携帯電

話等による動員を行う。 

 

(3) 動員区分及び動員人員 

動員の区分は、次のとおりである。 

1) 所属動員 

通常の勤務場所に参集する。 

2) 直行動員 

次の職員は、通常の勤務場所とは異なるあらかじめ指定された場所に参集する。 

① 「避難所直行職員」として指名された職員 

② その他、所属長から参集場所を指定された職員 

 

(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。 
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(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。 

 

３．緊急初動体制 

実施担当 緊急初動隊員 

 

夜間・休日等の勤務時間外における緊急事態発生時に迅速な初動体制を確立するため、「緊

急初動隊」を編成し、災害対策本部の立ち上げを行う。 

① 市役所付近に居住する職員のうちから、「緊急初動隊員」として、あらかじめ指名する職

員をもって、緊急初動隊を編成する。 

② 市域に震度５弱以上の地震が発生した場合、自発的に参集する。 

③ 緊急初動隊は、宿日直者と協力して、庁舎内の点検、通信機器等の確認、関係機関等との

連絡、災害情報の収集等、災害対策本部の立ち上げに必要な事項を行う。 

④ 本部班が参集した時点で、初動対応の結果を報告し本部業務の引き継ぎを行う。 

 

＜緊急初動隊の任務＞ 

ア 本部開設の準備（庁舎の点検等） 

イ 情報の収集、とりまとめ 

ウ 防災関係機関との連絡 
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第２ 災害警戒本部・災害対策本部 

 

【趣 旨】 

市及びその他の防災関係機関は、市内の地域において地震災害が発生した場合、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ものとする。 

 

【留意点】 

(1) 市長との情報連絡手段の確保 

休日・夜間あるいは市長の外出・出張中等において地震が発生した場合であっても、災害

対策本部は、原則として市長が必要と認めた場合にその決定に基づき設置されるものである

ことから、迅速な情報提供が必要である。 

(2) 意思決定者不在の場合への対応 

交通や通信の途絶により、意思決定者に連絡不能状態となるといった最悪のケースも想定

し、速やかな意思決定ができるよう意思決定の代行者を設定しておく必要がある。 

(3) 設置基準の明確化 

地震発生から災害対策本部設置までの対応を迅速かつ適切に行うため、予め災害対策本部

の設置基準を明確にしておく必要がある。 

 

１．設置基準 

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。 

1) 災害警戒本部 

① 市域で震度５弱を観測したとき（自動設置） 

② 東海地震注意情報が発表されたとき 

③ 市長が必要と認めたとき 

2) 災害対策本部 

1) 市域で震度５強以上を観測したとき又は発生したと考えられるとき（自動設置） 

2) 東海地震予知情報が発表されたとき又は警戒宣言が発令されたとき 

3) 気象庁が「震度５弱以上と考えられるが、現在震度を入手していない市町村」として「土

浦市」を発表したとき（自動設置） 

3) 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 
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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。ただし、自動設置の基準が適用される場合は、市長の指

示を待たずに事前承諾を受けたものとする。 

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

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、その他関係機関に通知するとともに、市民に周知する。 

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。 

 

２．組織・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。 

 

(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、本部長は随時本部会

議を招集する。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
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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

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ものとする。 

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 
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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 
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部 班 構成課 所掌業務 

避難所１班 

 

教育総務課 

学務課 

指導課 

各学校職員 

各幼稚園職員 

 

１  避難所の開設及び運営に関すること 

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 

教 育 部 

 

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 情報の収集・伝達 

 

第１ 情報連絡体制 

 

【趣 旨】 

地震災害発生直後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。 

 

【留意点】 

被害が甚大な地域では、無線通信を含め通信手段の確保が困難な場合も発生すると考えら

れる。その様な場合は関係機関間の協力を密にし、確保できた設備を用いて優先度の高い情

報を伝達することが重要である。 

 

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。 
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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。 

地震発生後、直ちに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） 

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） 

 

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」＞ 

 

 

 

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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(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。 
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第２ 災害情報の収集・伝達・報告 

 

【趣 旨】 

地震発生後の応急対策を実施していく上で不可欠な地震情報、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。 

 

【留意点】 

(1) 被害の全体像の把握 

被害に関する細かい数値は初動段階では不要である。むしろ、災害全体の規模（被害概数）

を知ることが重要であり、応援を含めた体制の確保に遅れが生じないようにする必要がある。 

(2) 被災地の収集能力の支援 

被害が甚大であればあるほど、被災地からの情報収集は困難となる。そのため現地から情

報があがってくるのを待つのではなく、周辺の機関又は災害対策本部から人員を派遣し、積

極的な情報収集を行う必要がある。 

(3) 収集した情報の処理 

収集した情報を各種の応急対策活動を生かすため、関係する防災関係機関間での密接な連

携により、情報の共有化を図る必要がある。 

 

１．地震情報の収集 

実施担当 本部班 

 

本部班は、茨城県震度情報ネットワークシステム及び気象庁から得られる震度情報を把握し、

必要な機関に情報を伝達する。 

 

地震情報の種類 

種    類 内      容 

震 度 速 報 
地震発生から約２分後、震度３以上の全国180に区分した地域名（※）

と地震の発生時刻を発表 

震 源 

に関する情報 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）に「津波の心配

なし」又は「若干の海面変動があるかもしれないが被害の心配はなし」

を付加して発表 

震 源 ・ 震 度 

に関する情報 

地震の発生場所やその規模（マグニチュード）、震度３以上の地域名と

市町村名を発表 

なお、震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点が

ある場合は、その市町村名を発表 

各 地 の 震 度 

に関する情報 

震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生場所（震源）やその規模

（マグニチュード）を発表 

地 震 回 数 

に関する情報 

地震が多発した場合、震度１以上を観測した地震の回数を発表 

  ※土浦市は、「茨城県南部」に属する。 
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２．被害情報の収集 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

(1) 地震直後の被害情報の収集 

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 火災（出火地点、延焼方向・範囲） 

② 建物の被害（倒壊、全壊等の発生箇所） 

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（斜面の異常、がけ崩れ、地すべり等の発生箇所） 

⑥ 河川災害（堤防、護岸等の損壊箇所） 

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・がけ崩れ等

による道路閉塞、渋滞等の発生箇所） 

⑨ ライフラインの被害・機能障害（ガス漏れ、水道管の破裂箇所等） 

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) 異常事象発見時における措置 

① 災害が発生するおそれがある異常な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。 

② 通報を受けた警察官は、その旨を速やかに市長に通報する。 

③ 通報を受けた市長は、直ちに水戸地方気象台、県、その他の機関に通報する。 

 

(3) 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。 

 

３．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。 

 



《応急》2 情報の収集・伝達 

-80- 

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。 

  

 

４．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 市内で震度４以上を観測したとき 

⑤ 報道機関に取り上げられる等、社会的影響度が高いとき 

 

(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



《応急》2 情報の収集・伝達 

-81- 

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や、市内で震度５強以上を観測したときは、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日以内に行うものとする。 
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第３ 災害時の広報 

 

【趣 旨】 

流言、飛語等による社会的混乱を防止し、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。 

 

【留意点】 

(1) 報道機関との連携 

市、防災関係機関は、報道機関各社と連携を密にし、特に被災住民への情報提供媒体とし

て活躍してもらえるよう必要な情報の提供を行う必要がある。 

また、報道機関は、被災地の被害の状況を被災地外に伝えるにとどまらず、最も情報が必

要な被災地の住民に対する伝達媒体としての役割を積極的に担うことが期待される。 

(2) 災害時要援護者等への配慮 

避難所における広報等においては、災害時要援護者に配慮して自主防災組織を通じた伝達、

手話、外国語通訳等の確保を行いわかりやすい広報に努める必要がある。 

 

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) 地震発生直後の広報 

① 用語の解説、情報の取得先、住民等のとるべき措置 

② 地震情報（震度・震源、余震の可能性等） 

③ 避難情報（避難所開設状況、勧告・指示の対象とその理由） 

④ 被災状況（火災、崖くずれ、道路・河川の損壊等） 

⑤ 災害対策の状況（本部の設置、対策の現況と予定等） 

⑥ 道路・交通状況（渋滞、通行規制等） 

⑦ 公共交通機関の運行状況  

⑧ 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） 

2) 被害の状況が静穏化した段階の広報 

① 応急危険度判定の状況（判定ステッカーの意味、実施予定等） 

② 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） 

③ 医療機関の状況 

④ 感染症対策活動の実施状況  

⑤ 食料、生活必需品の供給予定 

⑥ 災害相談窓口の設置状況  

⑦ その他住民や事業所のとるべき措置 
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(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。） 

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。 

 

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。 

 

 



《応急》3 応援・派遣 

-84- 

第３節 応援・派遣 

 

第１ 自衛隊派遣要請・受入体制の確保 

 

【趣 旨】 

市長は、地震により災害が発生し、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ものとする。 

 

【留意点】 

(1) 被害状況の早期把握 

市長は、自衛隊の災害派遣を必要とする被害があるか否かを、地震発生後できるだけ早期

に判断しなければならない。そのためには被害の概要を地震後できるだけ短時間で把握する

必要がある。 

(2) 派遣部隊との連携強化 

自衛隊の派遣要請をした場合は、派遣部隊長との連絡・調整を密に行い、他の応援機関と

重複しないよう役割分担や応援を必要とする対策等について、効果的に行えるようにする。 

また、応援部隊の受け入れ場所やヘリポートの設置場所などをあらかじめ計画しておく必

要がある。 

 

１．派遣要請 

実施担当 本部班 

  

(1) 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

旨を通知するものとする。 

 

(2) 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。 
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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。 

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。 

 

(3) 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ものとする。 

 

２．自主派遣 

実施担当 自衛隊 

 

自衛隊は、地震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
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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。 

＜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。 

 

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。 

 

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２ 自治体・防災関係機関への応援要請・受入体制の確保 

 

【趣 旨】 

市は、地震による災害が発生し、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。 

 

【留意点】 

(1) 広域的な相互応援の実施 

大規模災害時には、市のみですべて対策を行うことは困難であり、また隣接する自治体は、

同時に大きな被害を受ける可能性もある。このため、隣接する都県、市町村のみならず、防

災関係機関等及び広域的な地方公共団体間の相互応援を実施する必要がある。 

(2) 密接な情報交換 

震災時の相互応援を効果的に実施するために、県、市は、平常時より応援協定を締結して

いる自治体、関係機関と応援要請・受入体制等についての情報交換を密接に行う必要がある。 

(3) 応援手続きの迅速化 

応援要請実施の判断等を迅速に行うためには、地震被害の的確な把握を速やかに行う必要

があるため、被害情報の収集・伝達体制の整備が重要である。 

 

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。 
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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４節 被害軽減対策 

 

第１ 避難活動 

 

【趣 旨】 

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。 

 

【留意点】 

(1) 迅速かつ的確な情報収集 

避難の勧告又は指示の決定に際して必要な情報を、迅速かつ的確に収集する。災害時には

これらの情報は市町村よりも消防や警察に集まりやすいため、これらの関係機関の連携を密

にして情報の遺漏がないようにする必要がある。 

(2) 関係機関の協力 

混乱なく速やかに避難を実施するためには、市、消防、警察、その他機関の足なみが揃っ

ている必要があり、情報の共有化の徹底をはかることが必要である。 

(3) 災害時要援護者に配慮した避難誘導 

避難は地域住民（自主防災組織）、ボランティアなどの協力を得て、地域の全員が安全に行

うことが重要である。そのためには、地域住民による高齢者、病弱者、乳幼児、障害者、外

国人等の災害時要援護者への支援が必要である。 

 

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、情報を共有するものとする。 

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 
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実 施 者 種類 要      件 根   拠 

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） 

 

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、情報を共有するものとする。 

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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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。 

 

 

 



《応急》4 被害軽減対策 

-92- 

第２ 緊急輸送 

 

【趣 旨】 

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、震災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。 

 

【留意点】 

(1) 迅速な道路被害状況等の収集 

緊急輸送道路の各管理者は、迅速に緊急輸送道路の応急復旧に着手することから、地震発

生後、関係機関と協力するとともに、迅速に緊急輸送道路及び沿道の被害状況等を収集する。 

市においては、これら道路管理者から通行可能な道路の情報を収集し、応急対策に活用する。 

(2) 人員及び資機材等の確保のための関連業界等との協力体制の強化 

震災時の緊急輸送活動を支援する道路啓開作業を迅速に行うための人員及び資機材の確保

を目的として、あらかじめ応急復旧作業と関係する建設業界等との協力体制の強化を図って

おく必要がある。 

(3) 車両、船舶、ヘリコプターによる総合的な輸送体制の構築 

道路、港湾、ヘリポート等を総合的に活用し、震災対策活動の拠点間を効率的に結ぶ緊急

輸送ネットワークの整備を図る必要がある。 

また、震災時の物流拠点となる施設については、このような輸送手段の連結性を考慮し、

あらかじめ指定し整備を進めていく必要がある。 

(4) 関係機関の連携 

緊急交通路における交通規制等が迅速・的確に実施できるよう、警察、道路管理者等が平

常時から連絡を密にし、有事における協力体制を確立しておく必要がある。 

(5) 交通規制に関する情報の住民に対する周知措置 

一般車両等の混乱を防止するため、① 緊急交通路指定路線及び震災発生時の交通規制内容、

② 震災発生時における運転者の採るべき措置 等について、各種広報媒体、パンフレット等

により、広く市民に知らせる必要がある。 

 

１．緊急輸送活動 

実施担当 各部、防災関係機関 

 

緊急輸送は次の優先順位に従って行う。 

(1) 総括的に優先されるもの 

① 人命の救助、安全の確保 

② 被害の拡大防止 

③ 災害応急対策の円滑な実施 
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(2) 災害発生後の各段階において優先されるもの 

1) 第１段階（地震発生直後の初動期） 

① 救助・救急活動、医療活動の従事者、医薬品等人命救助に要する人員、物資 

② 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員、物資 

③ 被災地外の医療機関へ搬送する負傷者、重症患者 

④ 自治体等の災害対策要員、ライフライン応急復旧要員等、初動期の応急対策要員及び物資 

⑤ 緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な人員、物資 

2) 第２段階（応急対策活動期） 

① 前記1) の続行 

② 食料、水等生命の維持に必要な物資 

③ 傷病者及び被災地外へ退去する被災者 

④ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員、物資 

3) 第３段階（復旧活動期） 

① 前記2) の続行 

② 災害復旧に必要な人員、物資 

③ 生活用品 

④ 郵便物 

⑤ 廃棄物の搬出 

 

２．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。 
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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 

 

３．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。 

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。  
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４．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

するものとする。 

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ものとする。 

 

５．緊急輸送道路の確保 

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 

 

(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。 

 

６．交通規制 

実施担当 土浦警察署、消防部、自衛隊 

 

(1) 発災直後～災害応急対策期 

1) 被災地への流入車両の制限 

地震発生直後においては、次により被災地を中心とした一定区域内への緊急通行車両以外

の通行を禁止又は制限する。 

① 第一次交通規制 

被災地を中心とした概ね半径20kmの地点の主要交差点において、被災地方面に進行す

る緊急通行車両以外の通行を禁止又は制限する。 

② 第二次交通規制 

震災の規模の実態の把握、事態の推移等を勘案しながら、第一次交通規制実施後速やか

に、被災地を中心とした概ね半径40kmの地点の主要交差点において、被災地方面に進行

する緊急通行車両以外の通行を禁止又は制限する。 

③ 常磐自動車道対策 

高速道路では、計測震度4.5以上の地震が発生した場合は、即時通行止めを実施すると

ともに、通行車両の緊急停止措置を実施することとなっている。 
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2) 緊急交通路の交通規制 

災害対策基本法の規定に基づき、被災者の救難、救助のための人員の輸送車両、緊急物資

輸送車両等緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、緊急通行車両以外の通行を禁止又は

制限する。 

 

緊急交通路指定予定路線 

 地 区 路 線 名 

１ 土浦、つくば地区 常磐道（６号）、125号 

２ 竜ヶ崎、牛久地区 常磐道（６号）、125号、294号 

３ 鹿嶋、神栖地区 51号、124号 

４ 水戸地区 常磐道（６号）、50号、51号 

５ 日立地区 常磐道（６号） 

６ 下館地区 50号、294号 

７ 境地区 ４号、125号 

注）（６号）は、常磐道使用不能の場合に緊急交通路として指定する場合である。 

 

3) 区域指定による規制 

災害状況により、災害現場及びその周辺の道路すべてを緊急輸送のため確保することが必要

な場合には、その必要な区域を指定して緊急通行車両以外の車両の通行を禁止又は制限する。 

4) 緊急交通路等における警察官等の措置 

警察官は、緊急交通路等に放置車両その他交通障害となる車両その他の物件がある場合は、

直ちに立ち退き・撤去の広報・指示を行う。 

また、著しく障害となる車両その他の物件については、道路管理者等の協力を得て排除す

るほか、状況により必要な措置を講じるものとする。 

なお、災害派遣を命ぜられた部隊などの自衛官及び消防吏員は、警察官がその場にいない

場合に限り、警察官の職務を代行するものとし、自衛隊、消防用緊急通行車両の円滑な通行

を確保するため必要な措置を実施する。 

5) 広報活動 

交通規制及び道路の被害状況について、避難所掲示版、広報紙、市ホームページ等でドラ

イバー、市民等に広報を行う。 

 

(2) 復旧・復興期 

1) 復旧・復興のための輸送路の交通規制 

緊急交通路については、被災地における活動が災害応急対策から復旧・復興活動に重点が

移行する段階においては、災害の状況、災害応急対策の状況等を勘案して漸次見直しを行い、

復旧・復興のための輸送路（復旧、復興関連物資輸送ルート）として運用する。 

この場合、復旧・復興の円滑化のため、原則として、復旧・復興関連物資輸送車両以外の

車両の通行を禁止又は制限する。 

2) 災害応急対策期交通規制の見直し 

緊急交通路のほか災害応急対策期から実施中の第一次及び第二次交通規制についても災

害応急対策等の推移を勘案しながら、規制区間、箇所等の見直しを行い、実態に即した交通
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規制を実施する。 

3) 広報活動 

復旧・復興期における交通関連情報について、避難所掲示版、広報紙、市ホームページ等

でドライバー、市民等に広報を行う。 

 

(3) 運転者のとるべき措置 

1) 走行中の車両の運転者は、次の要領により行動すること。 

① できる限り安全な方法により車両を道路の左側に停止させること。 

② 停止後は、カーラジオ等により災害情報及び交通情報を聴取し、その情報及び周囲の状

況に応じて行動すること。 

③ 車両をおいて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておくこと。やむを得

ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車しエンジンを切り、エンジ

ンキーは付けたままとし、窓を閉めドアはロックしないこと。 

④ 駐車するときは、避難する人の通行や災害応急対策の実施の妨げとなるような場所には

駐車しないこと。 

2) 避難のために車両を使用しないこと。 

3) 災害対策基本法に基づく交通規制が行われたときには、通行禁止区域等（交通規制が行わ

れている区域又は道路の区間をいう。以下同じ。）における一般車両の通行は禁止又は制限

されることから、同区域等内に至る運転者は次の措置をとること。 

① 速やかに、車両を次の場所に移動させること。 

ア 道路の区間を指定して交通の規制が行われたときは、規制が行われている道路の区

間以外の場所 

イ 区域を指定して交通の規制が行われたときは道路外の場所 

② 速やかな移動が困難なときは、車両をできる限り道路の左端に沿って駐車するなど緊急

通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車すること。 

③ 通行禁止区域等内において、警察官の指示を受けたときはその指示に従って車両を移動

又は駐車すること。その際、警察官の指示に従わなかったり、運転者が現場にいないた

めに措置することができないときは、警察官が自らその措置をとることがあり、この場

合、やむを得ない限度において車両等を破損することがあること。 
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第３ 消火活動、救助・救急活動、水防活動 

 

【趣 旨】 

地震発生による火災、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。 

 

【留意点】 

(1) 被害情報の早期把握 

通信回線が途絶した場合等を想定した情報収集体制を確立し、被害情報を早期に把握する

必要がある。 

(2) 対策活動の優先度の考慮 

大規模な地震では、火災、要救助者、浸水などの災害が同時に多発する。これらに対処す

る要員、資機材、車両等の消防力は限られるため、活動の優先順位、応援隊との分担を決め

て的確に配分する必要がある。 

(3) 応援隊との連携 

大規模な地震では、被災地域のみでの対応は困難であるため、他地域からの応援隊との連

携が鍵となる。早期に指揮系統、情報伝達方法を明確にし、混乱なく効率的な対策活動を行

う必要がある。 

(4) 活動障害の考慮 

消火栓の水圧低下による使用不能や、道路通行支障による緊急車両の到着遅れなど、地震

直後の混乱期には様々な障害があるため、臨機応変に活動する必要がある。 

 

１．消火活動 

実施担当 各消防署隊、消防団、自主防災組織 

 

(1) 活動体制 

震度５以上の地震発生時においては、消防部は事前計画に基づき、本部に警防本部を設置

するとともに、勤務中の消防職員をもって初期活動を行う。勤務時間外及び職務により外部

出向中の消防職員は、別命を待たず所定の部署に参集する。消防長は参集職員をもって、常

備の部隊に合流させ部隊の増強を図る。 

 

(2) 情報収集・伝達 

1) 被害状況の把握 

① 警防本部は、所定の計画に基づき１１９番情報、高所や主要地域への偵察隊派遣による

市内の状況確認、参集職（団）員情報集約、県・自衛隊のヘリコプターによる情報の集

約等「災害の全体像」把握のための概要情報収集を行う。 

② 通信指令システムを活用し円滑な情報伝達、管理を行う。 

③ 市本部又は防災関係機関へ職員を派遣し相互に知り得た災害の情報交換を行うととも

に、連携のために必要な連絡体制を確保する。 
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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) 同時多発火災への対応 

火災の発生状況に応じて、次の原則にのっとりそれぞれの防御計画に基づき鎮圧にあたる。 

1) 避難地及び避難路確保優先の原則 

延焼火災が多発し拡大した場合は、人命の安全を優先とした避難地及び避難路確保の消火

活動を行う。 

2) 重要地域優先の原則 

同時に複数の延焼火災を覚知した場合は、重要かつ危険度の高い地域を優先に消火活動を

行う。 

3) 市街地火災消火活動優先の原則 

大工場、大量危険物貯蔵取扱施設等から出火し、多数の消防隊を必要とする場合は、市街

地に面する部分及び市街地の延焼火災の消火活動を優先とし、部隊を集中して消火活動に当

たる。 

4) 重要対象物優先の原則 

重要対象物周辺と他の一般市街地から同時に出火した場合は、重要対象物の防護上に必要

な消火活動を優先する。 

5) 火災現場活動の原則 

① 出場隊の指揮者は、火災の態様を把握し、人命の安全確保を最優先とし、転戦路を確保

した延焼拡大阻止及び救助・救急活動の成算等を総合的に判断し、行動を決定する。 

② 火災規模と対比して消防力が優勢と判断したときは、積極的に攻勢的現場活動により火

災を鎮圧する。 

③ 火災規模と対比して消防力が劣勢と判断したときは、住民の安全確保を最優先とし、道

路、河川、耐火建造物、空地等を活用し、守勢的現場活動により延焼を阻止する。 

 

(4) 消防団の活動 

1) 出火の防止 

地震により火災等の発生が予測された場合は、居住地付近の住民に対し出火防止及び飛び

火の警戒を呼びかける。出火した場合は、住民と協力して初期消火に全力をあげる。 

2) 情報の収集 

分団隊ごとに指定される情報収集担当者等により、発生初期における火災等の状況を団本

部もしくは消防署（出張所）に通報する。また、道路障害の状況、救助隊の出動を要する救

助事象の有無についても、同様とする。その他必要な情報の収集・報告を行うとともに本部

長もしくは災対消防部長からの指示命令の伝達を行う。 

3) 消火活動 

分団受持区域内において消火活動を行うが、特に消防署の出動不能又は困難な地域におけ

る消火活動を行う。また主要避難路の確保のための消火活動について、単独もしくは消防署

と協力して行う。 

4) 消防署隊への応援 

消防署（出張所）の消防署隊応援要員として消火活動等の応援をするとともに、道路障害
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排除等の活動を行う。 

5) 応急救護 

要救助者の救出と負傷者に対する応急救護処置を行い、安全な場所への搬送を行う。 

6) 避難誘導等 

避難勧告が出された場合は、地区内の住民に伝達するとともに、他部職員、関係機関と連

絡をとりながら住民を避難させる。また、避難場所の防護活動を行う。 

 

(5) 自主防災組織等による消火活動 

1) 出火の防止 

住民及び自主防災組織等は、発災後直ちに火気の停止、ガス・電気の使用停止等を近隣へ

よびかけ、火災が発見された場合は自発的に初期消火活動を行うとともに、消防機関に協力

するよう努める。 

2) 消火活動 

住民及び自主防災組織等は、消防機関に協力し又は単独で地域での消火活動を行うよう努

めるものとする。また、倒壊家屋、留守宅等の出火に関する警戒活動に努める。 

 

２．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。 
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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

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。 

 

３．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。 
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(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。 

 

４．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 

 

地震が発生した場合、堤防や護岸の被災により、氾濫するおそれがあるため、水防管理者（市

長）は、地震（震度４以上）が発生した場合は、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とともに、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ものとする。 

水防活動の詳細は、土浦市水防計画による。 
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第４ 応急医療 

 

【趣 旨】 

地震発生時には、広域あるいは局地的に、救助・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、震災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。 

 

【留意点】 

(1) 災害時医療体制の強化 

市は、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、医療機関、保健所等の関係機関と連携

し、災害発生直後に速やかに医療救護班の配置調整等を行い、医療体制をとる必要がある。 

(2) 情報途絶を前提とした医療救護体制の確立 

被災地内での医療機能の低下、情報機能停止によるアクセス破壊を前提とした医療救護体

制を構築する必要がある。 

(3) 後方搬送体制の確立 

災害時の傷病者搬送を円滑に行うため、消防機関と医療機関間に災害に強い通信手段を確

保する。また、消防機関以外の車両等を使った搬送手段の確保やヘリコプターによる広域搬

送体制を確立する必要がある。 

(4) 医療ボランティアの確保 

地震災害における多数の傷病者に対する医療救護活動には、あらかじめ計画された医療救

護班だけでは十分な対応が困難と予想されるため、医療ボランティアを確保し、災害時に迅

速に対応できる体制を整備する必要がある。 

(5) 被災者医療の確保 

避難所生活においては、避難者の健康管理やインフルエンザ等の感染症やエコノミークラ

ス症候群等の予防に配慮する必要がある。また、人工透析を受ける被災者や継続的に治療、

投薬が必要な被災者の状況を把握し、適切な対策を行う必要がある。 

 

１．初動医療体制の確保 

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

医療救護対策を行う。 

 

(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。 

 

医療救護所に派遣する医療救護班の編成 

医  師 看護要員 事務・連絡要員 備考 

７名 ７名 ２名 事務・連絡要員は市職員をあてる。 
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(2) 応援要請 

災害の程度により市の能力をもってしては十分でないと認められるときは、県及びその他

関係機関に協力を要請する。 

県は、市町村から医療救護に関する協力要請があったとき、又は医療救護を必要と認めた

ときは、県立病院をはじめ国立病院機構病院、日赤茨城県支部、県医師会、県歯科医師会、

県薬剤師会、県看護協会等関係団体及び災害医療拠点病院等に対し協力を要請することとな

っている。 

 

(3) 医療救護所の設置 

医療救護所の設置予定場所 

① 土浦第一中、土浦第二中、土浦第三中、土浦第四中、土浦第五中、土浦第六中、

都和中、新治中 

※その他避難所については、救護班により必要な巡回医療救護にあたる。 

② 災害現場 

③ その他本部長が必要と認めた場所 

 

(4) 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 

 

(5) 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。 

 

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ほか、クラッ

シュ・シンドロームによる急性的患者に対する提供が必要なため、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。 

 

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) 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、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。 
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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。 

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 

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ものとする。 

 



《応急》4 被害軽減対策 

-107- 

第５ 危険物等災害防止対策 

 

【趣 旨】 

地震による危険物等災害を最小限にとどめるためには、危険物等施設の被害程度を速やか

に把握し、二次災害を防止するための応急措置を講じて施設の被害を最小限にとどめ、施設

の従業員や周辺住民に対する危害防止を図るために、関係機関は相互に協力し、総合的な被

害軽減対策を確立するものとする。 

 

【留意点】 

(1) 被害状況の緊急点検 

地震による危険物等施設の損壊を早期に発見することは、その後の二次災害を防止あるい

は軽減することにつながる。したがって、危険物等取扱事業所は、地震後速やかに、施設を

点検する必要がある。 

(2) 連絡体制の確保 

危険物施設等が損傷した場合、危険物の流出等により二次災害が発生することがある。こ

のため、危険物等取扱事業所と消防等が連携して、危険物防除や避難対策等を円滑に行う必

要がある。 

 

１．危険物等流出対策 

実施担当 予防班、広報班、危険物等取扱事業所 

 

地震により危険物施設等が損傷し、河川、湖面等に大量の危険物等が流出又は漏えいした場

合は、県及び市並びに危険物等取扱事業所は、次の対策を講じ、迅速かつ適切にその被害の防

止に努める。 

 

(1) 連絡体制の確保 

危険物等取扱事業所は、地震等により危険物等流出事故が発生した場合、速やかにその状

況を把握し、県、市等に通報するとともに、防災関係機関、隣接事業所とそれぞれの業務等

について相互に密接な連携を図り、応急措置が迅速かつ的確に行えるよう協力して実施する。 

 

(2) 危険物等取扱事業所の自衛対策 

危険物等取扱事業所は、危険物等が大量に流出した場合には拡散を防止するため、あらか

じめ定めた防災マニュアルに基づき、迅速に危険物等の作業の停止、施設等の緊急停止、オ

イルフェンスの展張等の自衛措置を実施するとともに、化学処理材等により処理する。 

 

(3) 市の対応 

市（予防班）は、危険物等取扱事業所から危険物等流出の連絡を受けた場合には、速やか

に被害状況を調査し、その結果を県に報告する。 

 

(4) 周辺住民への広報 

危険物等流出事故が発生した場合、周辺住民の安全を図るため、次の広報活動を実施する。 
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1) 危険物等取扱事業所 

広報車、拡声器等を利用し、迅速かつ的確に広報するとともに市、県、防災関係機関に必

要な広報を依頼するものとする。 

2) 市 

広報班は、広報車、同報系防災行政無線（新治地域）等により災害の状況や避難の必要性

等の広報を行うとともに、県及び報道機関の協力を得て周知を図る。 

 

２．石油類等危険物施設の安全確保 

実施担当 予防班、警防救急班、各消防署隊、消防団、危険物等取扱事業所 

 

(1) 事業所における応急処置の実施 

地震による被害が発生した場合、危険物施設の管理者は各危険物施設の災害マニュアルな

どに基づく応急処置を適正かつ速やかに実施する。 

また、被害状況等については消防本部・署、警察署に速やかに報告する。 

 

(2) 被害の把握と応急措置 

市（予防班）は、管轄範囲の危険物施設の被害の有無を確認する。 

被害が生じている場合、市（警防救急班、各消防署隊、消防団）は、消火・救助等の措置

を講じる。また、被害状況を県に報告し、対応が困難な場合には応援を要請する。 

 

３．高圧ガス及び火薬類取扱施設の安全確保 

実施担当 予防班、液化石油ガス販売事業者、火薬類取扱事業所、高圧ガス取扱事業所 

 

(1) 防災活動の実施 

高圧ガス取扱事業所、液化石油ガス販売事業者及び火薬類取扱事業所は、地震発生後、緊

急に行う高圧ガス設備等の点検や応急措置について定めた防災マニュアルに基づき適切な処

置を行う。 

 

(2) 災害情報の収集 

県及び県高圧ガス保安協会は、地震発生時には被災事業所と密接な連携を図りつつ、被災

情報の収集に努めるとともに、関係機関等に対し速やかに情報を伝達する。 

市（予防班）は、災害情報収集に協力し、県に報告する。 

 

(3) 高圧ガス取扱施設及び液化石油ガス販売事業所間の相互応援体制の活用 

県及び県高圧ガス保安協会は、高圧ガス取扱事業所間及び液化石油ガス販売事業所間の相

互応援体制が円滑に機能するよう連絡調整を行う。 
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４．毒劇物取扱施設の安全確保 

実施担当 予防班、警防救急班、各消防署隊、消防団、土浦警察署毒、劇物取扱施設の管理者、 

 

(1) 施設の調査 

毒劇物取扱施設の管理者は、毒物又は劇物のタンク及び配管に異常がないかどうかの点検

を行う。 

施設外への毒物又は劇物の流出等をおこすおそれがある場合、又は流出等をおこした場合

には、直ちに応急措置を講ずるとともに、保健所、警察署及び消防本部・署に連絡する。 

 

(2) 施設付近の状況調査及び住民の避難誘導 

市（予防班）は、毒物又は劇物の流出等の届出を受けた場合には、速やかに施設付近の状

況を調査し、県に報告する。 

また、市（警防救急班、各消防署隊、消防団）は、警察署と協力のうえで住民への広報活

動及び避難誘導を行う。 

 

(3) 流出等のあった毒劇物の処理 

県は、市から毒物又は劇物の流出等の連絡を受けた場合には、市（消防部）と連携を図り、

毒物又は劇物の中和、希釈等の応急措置を講じ、被害の拡大を防止する。 
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第５節 被災者生活支援 

 

第１ 避難生活の確保 

 

【趣 旨】 

災害によって住居等を喪失した被災者に対しては、避難所等を開設し一時的に収容保護す

る必要がある。しかしがら、不特定多数の被災者を収容する場合、感染症疾病や食中毒の発

生あるいはプライバシー保護の困難性からくる精神不安定等様々な弊害が現れる。このため、

避難所の生活環境の整備を図り、良好な避難生活の提供及び維持ができるよう避難所の開設、

運営及び健康管理等に関する業務を推進する。 

また、災害救助法適用、救援物資の供給、応急仮設住宅入居、義援金の配分、災害弔慰金

等の支給等被災者の生活支援に関わる対策については、被災者状況を十分に把握し、それに

基づいた対策を行うことに留意する。 

 

【留意点】 

(1) 被災者把握のための体制の整備 

避難関係の職員及びボランティア等からなる調査チームを地域別に編成し、各調査チーム

が調査した事項の調査結果の共用化や、避難者自身で登録できるよう避難所に登録窓口を設

置するなどの体制が必要である。 

(2) 使用可能施設・設備の把握 

災害時において、避難所として使用可能は施設及び設備をあらかじめ把握しておく。特に、

避難生活に不可欠なトイレ、手洗い場、床の状態等は詳細に把握し、また、これらについて

は、避難生活時にも常に把握しておくことが必要である。 

(3) 自主運営及び協力体制の確保 

大規模な地震が発生した場合、市職員のみでは避難所の運営を行うことが不可能であるた

め、自主防災組織等による自主運営が必要である。 

また、避難所に指定されている学校についても、学校長以下教職員の協力体制を確保して

おく必要がある。 

(4) 避難者の状態把握 

避難所を円滑に運営するため、避難者の人数、性別、年齢、疾病の有無等を把握する必要

がある。特に、高齢者等の災害時要援護者については、病状の悪化等に対応するためその状

態を詳細に把握する必要がある。 

 

１．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。 
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(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。 

 

(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。 

 

２．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。 
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３．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 

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。 
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４．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。 

 

(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。 

 

５．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

をするものとする。 

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２ ボランティア活動の支援 

 

【趣 旨】 

大規模な地震災害が発生した場合、震災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の防

止を図るものとする。 

 

【留意点】 

(1) 被災者ニーズの把握 

災害時には、効果的なボランティア活動が行えるよう、被災者のニーズを十分に把握し、

ボランティアの活動内容の検討、調整及び派遣について速やかに判断することが必要である。 

(2) 行政内部の調整 

ボランティアが被災地で収集したニーズを行政サービスに反映されるよう関係する各部間

を調整することが必要である。 

 

なお、この項目では一般ボランティアに関する活動を記載し、他の専門的ボランティアは、

各対策項目に記載する。 

 

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 
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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 

 

(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。 

 

 

 

 



《応急》5 被災者生活支援 

-116- 

第３ 被災者ニーズの把握・広報広聴活動 

 

【趣 旨】 

地震後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ものとする。 

 

【留意点】 

(1) 災害時要援護者への配慮 

高齢者、外国人、障害者等多様な災害時要援護者の抱える問題は通常より深刻である場合

が多いため、ボランティア、救護班等との協力のもと積極的にコンタクトをとるよう努める

必要がある。 

(2) 関係機関・団体との連携 

被災者の相談内容は、生活全般に関わる問題が多く、行政だけで十分に対応することは困

難であるため、日常から関係機関・団体との連携を図っておく必要がある。 

(3) 的確な窓口への振り分け 

様々な形で寄せられる問合せに対して、担当窓口へ的確に振り分けるように努め、「たらい

回し」が発生しないように十分配慮する必要がある。 

 

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。 
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＜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 

 

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、地震発生後に、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

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 建物危険度判定、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４ 生活救援物資等の供給 

 

【趣 旨】 

災害により生活を維持していくために必要な物資の確保が困難になった場合においても、

市民の基本的な生活は確保されなければならない。このため、食料、生活必需品、飲料水等

の生活救援物資について迅速な供給活動を行うものとする。 

 

【留意点】 

(1) 発災時期等への配慮 

物資の供給にあたっては、災害発生時の季節、時間及びライフラインの被害状況を地区別

に把握し、状況に即した品目を供給することが必要である。 

(2) 被災者の特性への配慮 

被災者や避難者の年齢、健康状態等を把握し、供給品目や必要数量を確保する必要がある。 

(3) 救援物資の活用 

全国からよせられる救援物資は積極的に活用するが、多種多様な物資が集まることにより

仕分け等が負担となることもあるため、必要な物資や受け入れについて注意が要する。 

 

１．食料の供給 

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
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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。 

 

２．生活必需品の供給 

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 

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） 
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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。 

 

３．救援物資の募集・受け入れ 

実施担当 商工班、避難２班 

 

(1) 救援物資の要請 

① 物資が不足する場合には、救援物資を募集し、広報班を通じて、ホームページや報道機

関等を活用して広報する。 

② 受け入れは、原則として企業、団体からとし、個人は受け付けない。 

③ 募集にあたっては、必要とする物資の内容、量、送付方法等を明らかにする。 

④ 物資が充足した時点で、募集を打ち切り、その旨を広報する。 

 

(2) 救援物資の受付 

救援物資の受け付けは登録制とし、必要がある時期に災害対策本部からの要請に基づいて

搬送する体制とする。 

 

(3) 救援物資の集積・配送 

救援物資は、物資配送拠点に受け入れて、ボランティア等の協力を得て仕分け、管理を行

い、運送業者により避難所等へ搬送する。 

被災者等への配布は、生活必需品に準ずる。 

 

４．給水 

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
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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 

地震発生当初は、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日あたりの 

目標給水量 

主な用途 

地震発生～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。 

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
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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。 

 

(8) 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５ 災害時要援護者の安全確保 

 

【趣 旨】 

地震災害時には、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、必要な救助を行うものとする。 

 

【留意点】 

(1) 状況把握の早期実施 

在宅や避難所で生活する災害時要援護者への安全確保対策を的確に行えるよう、状況把握

を早期に行う必要がある。 

(2) 行政と地域住民及びボランティア等との協力体制の確保 

災害時要援護者に対する応急救助活動の実施にあたっては、地域住民やボランティア組織

等、地域全体での協力体制を確保する必要がある。 

 

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。 
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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

きる窓口を設置する。 

 

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６ 応急教育・応急保育 

 

【趣 旨】 

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

ていくものとする。 

 

【留意点】 

(1) 発災時間と応急対策との関連 

災害の発生時間が登校時間、在校時間、あるいは夜間・休日となる場合も考えられ、そう

したすべてのケースにも対応し得るよう、発災時の対応マニュアル、連絡体制等の整備及び

訓練の充実等が必要である。 

(2) 想定される地震の種類と対策の対応 

被災地域が局所的となるような直下型地震に対しては、特に地域間の応援協力体制の整備

が重要であり、学校間での施設、教職員等に関する相互協力体制の整備が必要である。 

(3) 避難所との共存 

教育施設であると同時に避難所でもあることから、学校関係者と地域住民との融和・共存

を図る必要がある。 

 

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、課業時間中に地震が発生した場合、児童生徒の無事を確認する。 

校舎の被害、火災等が発生した場合は、安全な場所に避難させる。 

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。 
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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。 

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。 

 

(5) 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。 
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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６節 災害救助法の適用 

 

【趣 旨】 

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

を図るものとする。 

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ものとする。 

 

【留意点】 

(1) 被災情報の迅速な収集及び伝達体制の整備 

救助法の適用の判断及びその手続きを行うにあたり、被害の把握及び認定の作業を迅速か

つ的確に行う必要がある。 

このため、被害情報の収集及び伝達体制を整備しておくことが必要である。 

(2) 救助の実施に必要な関係帳票の整備 

救助の実施にあたっては、救助毎に帳票の作成義務があるので、災害時に遅滞なく救助業

務を実施するため、救助関係帳票を事前に準備するとともに、作成方法等についても習熟し

ておくことが必要である。 

 

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。 

 

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】 
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(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】 

 

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。 

 

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７節 応急復旧・事後処理 

 

第１ 建築物の応急復旧 

 

【趣 旨】 

余震等で建築物の倒壊や宅地の崩壊が発生し、二次災害とならないよう、建築物や宅地の

応急危険度判定を速やかに行うものとする。 

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ものとする。 

 

【留意点】 

(1) 想定される地震の種類と対策の対応 

被災地域が局所的となるような直下型地震に対しては、地域間及び組織間の住宅応急復旧

における応援協力体制の整備や、資材輸送のための緊急輸送路を確保する必要がある。 

(2) 災害時要援護者に配慮した応急仮設住宅の建設 

応急仮設住宅の建設にあたっては、災害時要援護者の実情に応じ、その構造、配置に十分

配慮する必要がある。 

 

１．被災建築物の応急危険度判定 

実施担当 住宅対策班 

 

(1) 判定実施体制 

住宅対策班は、応急危険度判定実施本部を市本庁舎内に、支部を必要と認める地区連絡所

におき、必要な判定資機材、ステッカー、調査区域の分担などの準備を行う。 

判定士は、市職員、県建設業協会土浦支部、茨城県建築士会その他建築関係団体等の協力

を得る。確保が困難な場合は、県に要請する。 

 

(2) 判定の実施 

1) 判定の基本的事項 

① 判定対象建築物は、市が定める判定街区の建築物とする。 

② 判定実施時期及び作業日数は、２週間程度で一人の判定士は３日間を限度に判定作業を

行う。 

③ 判定結果の責任については、市が負う。 

2) 判定方法 

① 応急危険度の判定は、「被災建築物応急危険度判定マニュアル」（（財）日本建築防災協

会発行）の判定基準により、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の３種類の構造種別ご

とに行う。 

② 判定の結果は、「危険」、「要注意」、「調査済」に区分し、表示を行う。 

③ 判定調査票を用い、項目にしたがって調査のうえ判定を行う。 

④ 判定は、原則として「目視」により行う。 
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⑤ 判定は外部から行い、外部から判定が可能な場合には、内部の調査を省略する。 

 

２．被災宅地の応急危険度判定 

実施担当 住宅対策班班 

 

(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。 

 

３．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月以内に完了するものとする。 

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

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。 
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４．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、市有地を確保するものとするが、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 

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

うものとする。 
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５．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２ 土木施設の応急復旧 

 

【趣 旨】 

地震発生時の避難、救護及びその他応急対策活動上重要な公共施設を始め、道路、鉄道等

の交通施設、港湾、河川及びその他の公共土木施設は、市民の日常生活及び社会、経済活動、

また、地震発生時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。 

このため、これらの施設については、それぞれ応急体制を整備し、相互に連携を図りつつ

迅速な対応を図るものとする。 

 

【留意点】 

(1) 被害情報の収集・伝達体制の整備 

施設の応急対策は、震災後の利用者の安全確保や市民生活及び社会・経済活動の確保の面

からも迅速に行っていく必要があるため、地震発生後各施設の被害状況を速やかに把握し、

それに対応した応急対策計画を策定し、実施することが重要である。このため、事前対策と

して各施設管理者が施設の被害状況の収集・伝達体制の整備を行っておくことが必要である。 

(2) 地域間及び事業者間の協力体制の整備 

各施設を所管する自治体及び事業者は、あらかじめ震災時の施設の応急対策に関し、地域

間又は事業者間の協力体制の整備を行っておくことが必要である。 

 

１．道路の応急復旧 

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㈱ 

 

(1) 市道 

土木班は、道路の亀裂、陥没等の道路被害、道路上の障害物の状況及び落橋の有無などに

ついて、道路パトロール、県土木事務所・警察署等への照会、住民等からの通報等により被

害情報を収集する。収集した情報を本部長及び県に報告するとともに、被害状況に応じた応

急措置を実施し交通の確保に努める。 

復旧は、原則として、緊急輸送道路を優先し原則として２車線の通行が確保できるように

応急復旧を行う。 

 

(2) 県道 

県土浦土木事務所は、被害を受けた道路、橋梁及び交通状況を速やかに把握するため、パ

トロールカーにより巡視を実施する。また、市及び地域住民等からの道路情報の収集に努め

る。 

情報収集に基づき、道路、橋梁に関する被害状況を把握し、交通規制及び広報等の対策と

必要に応じて迂回路の選定を行い交通路の確保に努める。 

被害を受けた道路は速やかに復旧し、交通の確保に努める。特に緊急輸送道路を最優先に

復旧作業を行う。 

 

(3) 国道 

常陸河川国道事務所は、被害状況を速やかに把握するため、工事事務所、出張所において
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はパトロールカーによる巡視を実施する。また、道路情報モニター等からの情報の収集に努

める。これらの情報を基に、必要に応じて迂回道路の選定、その誘導等の応急処置を行い交

通路の確保に努める。 

パトロール等による調査結果等を基に被害状況を把握し、速やかに応急復旧工事を行い、

道路の機能確保に努める。 

 

(4) 高速道路 

東日本高速道路㈱は、大震災が発生した場合には、速やかに防災業務要領の定めるところ

により、非常災害対策本部を設置して、職員等の非常出動体制を確保し直ちに災害応急活動

に入るものとする。地震発生後、速やかにおおむね下記の基準に従って警察当局と協力して

交通規制を行い、ラジオ、標識、情報板、看板及びパトロールカー等により情報を提供する

などして通行者の安全確保に努める。 

パトロール等による調査結果等を基に被害状況を把握し、速やかに応急復旧工事を行い、

道路の機能確保に努める。 

 

交通規制基準 
路線名 ＩＣ間 

特別巡回基準 

（状況把握点検） 速度規制協議 通行止め 

常磐道 三郷～水戸 4.0以上～5.5未満 4.0以上～5.0未満 5.0以上 

 

２．港湾・漁港の応急復旧 

実施担当 土木班、農林水産班 

 

港湾、漁港の管理者は、次の応急・復旧対策を行う。 

 

(1) 被害状況の把握 

水域施設、外かく施設、けい留施設等の港湾施設について被害状況を調査する。その際、

二次災害のおそれのある被災箇所については、立ち入り禁止のためのバリケードや警告版の

設置等を行う。 

 

(2) 応急措置 

被害状況の調査に基づき、被災施設の応急工事を実施する。その際、施設の需要度、必要

資機材の入手可能性、工期等を考慮し、優先順位を定めて行う。 

 

(3) 復旧 

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づき、被災施設の復旧工事を行う。 
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３．鉄道の応急復旧 

実施担当 東日本旅客鉄道㈱ 

 

(1) 応急措置の実施 

1) 初動措置 

① 列車への措置 

運転士及び車掌は、運転中に地震を感知して列車の運転が危険と認めた場合は、直ち

に列車を停止させ、必要な措置をとる。 

② 駅での措置 

駅長は、強い地震を感知して列車の運転が危険と認めた場合は、列車の出発を見合わ

せる。通過すべき列車についても臨時に停止させる。 

③ 運転規制 

強い地震を感知した場合は、観測した震度により必要な運転規制を行うため、次の各号

の取扱いをする。 

ア 震度が５以上の場合 

該当する区間の全列車の運転を中止する。その後の運転については、線路の保守担

当区所長（電化区間では電力区長を含む。以下同じ。）からの報告に基づいて、逐次運

転規制を解除する。 

イ 震度が４の場合 

該当する区間の全列車に対し、貨物列車以外の列車には35km／ｈ以下、貨物列車に

は25km／ｈ以下の速度で運転することを指示し、その後保守担当区所長からの報告に

基づいて、逐次運転規制を解除する。 

2) 旅客の救出救護 

旅客の救出救護は、「防災業務実施計画」による。 

3) 災害時の輸送 

① 旅客 

事故等により線路が不通となった場合は、その状況を的確に把握し必要と認められると

きは、う回輸送、代行輸送、その他適切な措置を講じる。 

② 災害対策用物資 

生活必需品、復旧材料、り災者用物資等の災害対策用物資については優先輸送する。 

なお、一般物資については「貨物輸送基準規程」に基づき、情勢に応じ運送の制限等の

措置を講じる。 

③ り災者救助用寄贈品等に対する運賃の減免 

 

４．その他土木施設の応急復旧 

実施担当 土木班、農林水産班、土浦土木事務所、霞ヶ浦河川事務所、土浦土地改良事務所、

土地改良区 

 

地震により河川、砂防・治山施設、農業施設等が破壊、崩壊等の被害を受けた場合には、

施設の応急復旧を推進し、被害の拡大防止措置を講ずる。 
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(1) 河川、砂防及び施設の応急復旧 

1) 河川施設 

土木班、土浦土木事務所及び霞ヶ浦河川事務所は、堤防及び護岸の破壊等については、ク

ラック等からの雨水の浸透による増破を防ぐため、ビニールシート等で覆うとともに速やか

に復旧計画を立てて復旧する。 

また、水門及び排水機等の破壊については、故障、停電等により、運転が不能になること

が予測されるので、土のう、矢板等により応急に締切を行い、移動ポンプ車等を動員して内

水の排除に努める。 

2) 砂防施設 

土木班及び土浦土木事務所は、急傾斜地崩壊防止施設等の被害状況を速やかに把握し、施

設の安全確保を図る。 

3) 治山施設 

土木班及び県南地方総合事務所は、治山施設の被害状況を速やかに把握し、施設の安全確

保を図る。 

 

(2) 農業用施設の応急復旧 

1) 点検 

農林水産班及び土地改良区は、農業用ため池、農業用用水施設、農業用排水施設、幹線管

水路施設については、受益土地改良区が点検を行う。 

2) 用水の確保 

土地改良区は、農業用ため池、用水施設、幹線管水路については、人命、人家、公共施設

等に被害を及ぼす恐れの高いと判断されるものを優先に補修を行う。 

3) 排水の確保 

土地改良区は、排水機による常時排水地帯については、可搬ポンプを確保し、優先的に排

水を行う。 

4) 農道の交通確保 

土地改良区は、路面に崩落した土砂の取り除き等を行い交通の確保を図る。 



《応急》7 応急復旧・事後処理 

-138- 

第３ ライフライン施設の応急復旧 

 

【趣 旨】 

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、地震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。 

これらの施設が震災により被害を受け、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ものとする。 

 

【留意点】 

(1) 被害状況の把握 

ライフライン施設の応急対策活動を迅速に進めるためには、地震発生後、各施設の被害状

況を速やかに把握して、それに対応した応急対策計画を策定し、実施していく必要がある。

このため、あらかじめ各事業者が被害情報の収集・伝達体制を整備しておく必要がある。 

(2) 事業者間の協力体制の整備 

地震時におけるライフライン施設の被害は、地震の規模や震源の位置、地盤等によって異

なる。このため、特に被害の集中した施設については、県内及び県外の事業者による協力が

必要となってくることから、事業者間の協力体制の整備を図っておく必要がある。 

 

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) 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。 

 

(2) 応急復旧作業の実施 

次に示す応急復旧の行動指針に基づき応急復旧作業を実施する。その際、医療施設、避難

場所、福祉施設、老人施設等の施設については、優先的に作業を行うものとする。 

1) 配管設備破損の場合 

配水管の破損が小規模な場合は、応急修理により給水を開始するほか、弁操作により他系

統の管網より給水を行う。また、配水管の破損が大規模な場合は、復旧が困難な地区に対し

て路上又は浅い土被りによる応急配管を行い、仮設共用栓を設置する。 

2) 水源施設破壊の場合 

取水施設が破壊され復旧困難な場合は、河川水路の最寄り地点に応急的ポンプ設備を設け
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て、仮設配管によって導水路へ連絡する。 

3) 水道水の衛生保持 

上水道施設が破壊されたときは、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。 

 

(3) 応急復旧資機材の確保  

削岩機、堀削機等の応急復旧用資機材が不足する場合は、県に対し調達を要請する。 

 

(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。 

 

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) 応急復旧の実施 

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。 

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。 

 

(2) 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。 
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３．電力施設の応急復旧 

実施担当 東京電力㈱ 

 

(1) 電力停止時の代替措置 

① 公共機関、広域避難場所、その他重要施設に対し、発電車・応急ケーブル等の活用により

応急送電を行う。 

② 長期浸水地区における重要施設への供給に対しては、負荷切替、応急ケーブルの新設等に

より仮送電する。 

③ 停電が長期にわたる場合は、被害地市民の治安確保の面から、道路上に投光器などの仮設

置を行う。 

 

(2) 応急復旧の実施 

1) 通報、連絡 

「通信連絡施設及び設備」に示す施設、設備及び加入電話等を利用して行う。 

2) 災害時における情報の収集、連絡 

① 情報の収集、報告 

災害が発生した場合は、支店及び第一線機関等の本（支）部長は、次に掲げる情報を迅

速、的確に把握し、速やかに上級本（支）部に報告する。 

ア 一般情報 

イ 当社被害情報 

② 情報の集約 

上級本（支）部は、下級本（支）部からの被害情報等の報告及び独自に地方公共団体か

ら収集した情報を集約し、総合的被害状況の把握に努め、関係機関に報告する。 

③ 通話制限 

ア 災害時の保安通信を確保するため、本（支）部長は、必要と認めたときは、通話制

限その他必要な措置を講じる。 

イ 非常体制の発令前であっても、保安通信を確保するうえで必要と認めたときは、支店及び

第一線機関等にあってはその長の判断により通話制限その他必要な措置を講じる。 

3) 災害時における広報 

① 広報活動 

災害の発生が予想される場合、又は発生した場合は、停電による社会不安の除去のため、

電力施設被害状況及び復旧状況についての広報を行う。 

また、災害による断線、電柱の倒壊、折損等による公衆感電事故や通電による火災を未

然に防止するため、一般公衆に対し広報活動を行う。 

② 広報の方法 

広報については、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関を通じて行うほか、広報車等によ

り直接当該地域へ周知する。 

4) 対策要員の確保 

① 対策要員の確保 

ア 夜間、休日に災害発生のおそれがある場合、あらかじめ定められた各対策要員は、

気象、地象情報その他の情報に留意し、非常体制の発令に備える。 
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イ 非常体制が発令された場合は、対策要員は速やかに所属する本（支）部に出動する。 

ウ 交通途絶等により所属する本（支）部に出動できない対策要員は、最寄りの事業所

に出動し、所属する本（支）部に連絡のうえ、当該事業所において災害対策活動に従

事する。 

② 対策要員の広域運営 

復旧要員の相互応援体制を整えておくとともに、復旧要員の応援を必要とする事態が

予想され、又は発生したときは応援の要請を行う。 

5) 災害時における復旧資材の確保 

① 調達 

本（支）部長は、予備品、貯蔵品等の在庫量を確認し、調達が必要となる資材は、次の

いずれかの方法により可及的速やかに確保する。 

ア 現地調達 

イ 本（支）部相互の流用 

② 輸送 

災害対策用の資機材の輸送は、あらかじめ調達契約をしている請負会社の車両、舟艇等

により行う。 

③ 復旧資材置場等の確保 

災害時において、復旧資材置場及び仮設用用地が緊急に必要となり、この確保が困難と

思われる場合は、当該地方公共団体の災害対策本部に依頼して、迅速な確保を図る。 

6) 災害時における危険予防措置 

電力需要の実態に鑑み、災害時において原則として供給を継続するが、警察、消防機関等

から要請があった場合等には、本（支）部長は送電停止等適切な危険予防措置を講じる。 

7) 災害時における基本方針 

① 応急工事の基本方針 

災害に伴う応急工事については、恒久的復旧工事との関連ならびに情勢の緊急度を勘案

して、迅速・適切に実施する。 

② 応急工事基準 

災害時における具体的応急工事については、次の基準により実施する。 

ア 送電設備 

ヘリコプター、車両等の機動力の活用により仮復旧の標準工法に基づき、迅速に行う。 

イ 変電設備 

機器損壊事故に対し、系統の一部変更又は移動用変圧器等の活用による応急措置で

対処する。 

ウ 配電設備 

非常災害仮復旧標準工法により迅速、適切な復旧を行う。 

エ 通信設備 

可搬型電源、車載型衛星通信地球局、移動無線機等の活用による通信を確保する。 

8) 復旧計画 

① 本（支）部は、設備ごとに被害状況を把握し、次に揚げる各号の事項を明らかにした復

旧計画をたてると同時に、上級本（支）部に速やかに報告する。 

ア 復旧応援要員の必要の有無 

イ 復旧要員の配置状況 
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ウ 復旧資材の調達 

エ 電力系統の復旧方法 

オ 復旧作業の日程 

カ 仮復旧の完了見込 

キ 宿泊施設、食料等の手配 

ク その他必要な対策 

② 上級本（支）部は、前項の報告に基づき下級本（支）部に対し、復旧対策について必要

な指示を行う。 

9) 復旧順位 

復旧計画の策定及び実施に当たっては、次表に定める各設備の復旧順位によることを原則

とするが、災害状況、各設備の被害状況、各設備の被害復旧の難易度を勘案して、供給上復

旧効果の最も大きいものから復旧を行う。 
 

設備名 復   旧   順   位 

送電設備 

① 全回線送電不能の主要線路 

② 全回線送電不能のその他の線路 

③ 一部回線送電不能の重要線路 

④ 一部回線送電不能のその他の線路 

変電設備 

① 主要幹線の復旧に関する送電用変電所 

② 都心部に送配電する送電系統の中間変電所 

③ 重要施設に配電する配電用変電所（この場合重要施設とは、配電設備に

記載されている施設をいう。） 

配電設備 

① 水道、新聞、放送、ガス、電鉄、排水設備、行政機関、ＮＴＴ、広域避

難場所、その他重要施設に対しては、優先的に送電するなど、各所ごと

に具体的に復旧順位を定めておく。 

② 長期浸水地区における重要施設への供給に対しては、負荷切替、応急ケ

ーブルの新設等により仮送電する。 

③ 停電が長期にわたる場合は、被害地市民の治安確保の面から、道路上に

投光器などの仮設置を行う。 

通信設備 

① 給電指令回線ならびに制御保護及び監視回線 

② 保守用回線 

③ 業務用回線 

 

４．電話施設の応急復旧 

実施担当 東日本電信電話㈱、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

 

(1) 電話停止時の代替措置 

1) 臨時回線の設置 

部内打合せ線、政府機関、地方行政機関及び情報連絡、救護復旧活動を担当する公共機関

等の通信を確保するため設置する。 

2) 臨時電話・電報受付所の設置 

当該地域を受け持つＮＴＴの窓口、避難所、救護所等に臨時電報、電話受付所を設置する。 

3) 非常用公衆電話の設置 
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孤立化する地域をなくすため、避難場所及び地域の主要場所に非常公衆電話を設置する。 

4) 通信の利用制限 

震災等により、通信の疎通が著しく困難となった場合は、電気通信事業法の規定に基づき

規制措置を行い、利用制限を行う。 

5) 電話の輻そう対策 

大規模災害時における電話の輻そうに対応するため、地域住民の安否の登録、取り出しを

可能とする、災害用伝言ダイヤル“171”を提供する。 

 

(2) 応急復旧の実施 

1) 災害対策本部の設置 

地震による災害が発生した場合は、茨城支店災害対策実施要領の定めるところにより、そ

れぞれ災害対策本部を設置する。 

2) 動員 

① 部内復旧要員の確保 

ア ＮＴＴ茨城支店の社員を派遣し復旧に充てる。 

イ 前記の措置によっても復旧要員が不足する場合は、各県支店及び本社から社員の派

遣を受ける。 

② 部外復旧要員 

被害が甚大で、東日本電信電話株式会社（本社・茨城支店・被災地支店）の社員のみで

復旧が困難な場合は、通信建設会社に応援を要請する。 

3) 情報の収集・伝達 

災害に関する情報を各支店より収集し、本社に伝達する。なお、県及び関係機関等とも連

絡を密にし、復旧作業の円滑かつ効率的な実施を図る。 

4) 復旧工事の順位 

＜電気通信サービスの復旧順位＞ 

順位 復   旧   回   線 

電話サービス 

・重要通信を確保する機関（第１順位）の加入電話回線各１回線以上 

・交換局所前（無人局を含む）に公衆電話１個以上 

・ＺＣ以下の基幹回線の10％以上 

総合デジタル 

通信サービス 

・重要通信を確保する機関（第１順位）の各第１種、第２種双方につ

いて、１契約回線以上。なお、システム利用のユーザ回線について

は各事業所毎に１契約回線以上 

・ＺＣ以下の基幹回線の10％以上 

電報サービス ・電報中継回線の１回線以上 

専用サービ

ス 

・重要通信を確保する機関（第１順位）の専用回線各１回線以上 

・テレビジョン放送中継回線１回線（片方向）以上 

国際通信事業者回線 ・対地別専用線の10％以上 

国内通信事業者回線 ・対地別専用線の10％以上 

専
用
サ
ー
ビ
ス
等 

社内専用線 ・第１順位復旧対象回線の復旧に必要な社内専用線 

第
１ 

加入電信サービス回線・ 

パケット交換サービス 

・重要通信を確保する機関（第１順位）の当該回線各１回線以上 

・第１順位復旧対象回線の復旧に必要な中継回線数 
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順位 復   旧   回   線 

電話サービス 
・重要通信を確保する機関（第２順位）の加入電話回線各１回線以上 

・人口１千人当たり公衆電話１個以上 

総合ディジタル 

通信サービス 

・重要通信を確保する機関（第２順位）の各第１種、第２種双方につ

いて、１契約回線以上。なお、システム利用のユーザ回線について

は各事業所毎に１契約回線以上 

専用線サービス等 ・重要通信を確保する機関（第２順位）の専用回線各１回線以上 

第
２ 

加入電信サービス回線・ 

パケット交換サービス 

・重要通信を確保する機関（第２順位）の当該回線各１回線以上 

・第２順位復旧対象回線の復旧に必要な中継回線数 

第
３ 

第１順位、第２順位に該当しないもの 

（注）その他新規のサービスについては、別途定めるものとする。 

① この復旧順位表は、通信途絶の解消及び重要通信の確保の上で必要な最小限の回線を示す

ものであって、具体的な回線数の決定、次順位回線への復旧移行時期、その他特に定めない

事項については、被害の状況、通信そ通状況、回線構成、災害時優先電話の有無等の実情を

考慮し、社内関係機関及び関係会社と協議の上、事業部門の長が判断する。 

② お客さまが複数の回線を契約している場合、同一設置場所にある電話、ＩＳＤＮ、専用線

等の同時復旧が困難なときには、これらのうち最低１回線以上のそ通を確保する。 

③ 公共の利益のために特に必要があると認めたときは、後順位の回線であっても繰り上げて

復旧できるものとする。 

④ 対地別の復旧順位はネットワーク構成の上位局相互間の回線を優先する。 

⑤ 端末回線、中継回線、市外回線が同時に被災した場合、そ通状況を考慮し、均衡を図って

復旧する。 

＜契約約款に基づき重要通信を確保する機関＞ 

順 位 復   旧   回   線 

第１順位 

気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関、防衛機関、

輸送の確保に直接関係のある機関、通信の確保に直接関係のある機関、

電力の供給の確保に関係のある機関 

第２順位 

ガス・水道の供給の確保に直接関係のある機関、選挙管理機関、預貯金

業務を行う金融機関、新聞社、通信社、放送事業者及び第１順位以外の

国又は地方公共団体 

第３順位 第１順位、第２順位に該当しないもの 

5) 復旧工事 

前記の復旧順位に基づき、次の方法により順次仮復旧する。なお、復旧活動の進展にとも

ない、本復旧を実施する。 

① 可搬無線機及び移動無線車等の災害対策機器による通信の確保 

② 孤立防止対策用衛星電話（Ｋｕ―１ch）の運用 

③ 臨時回線の設置 

④ 回線の分断若しくは延長又は中継順路の変更 

⑤ 特設公衆電話の設置 

⑥ その他 

6) 機器・資材の確保 
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茨城支店が保有する災害対策機器等を運用するが、各種復旧用機器・資材等が不足する恐

れがある場合は、各県支店の支援で対応する。 

 

(3) 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

1) 災害が発生した場合には地方自治体の要請により避難所、現地災害対策本部機関等へ携帯

電話の貸出しに務める。 

2) 応急復旧の実施 

震災等による災害が発生した場合は、災害対策本部を設置し当該設備及び回線の復旧に関

し応急の措置を行う。 

 

５．都市ガス施設の応急復旧 

実施担当 東部ガス㈱ 

 

 都市ガス事業者は、次の対策を行う。 

 

(1) ガス停止時の代替措置 

被災者救援対策としては、都市ガスの早期復旧が最優先ではあるが、防災上重要な施設を

点検し、機能及び安全性の確認と復旧作業を行うとともに、臨時供給を含めた代替熱源を確

保する。 

① 需要家情報から、設備の復旧方法を整備し、臨時供給を含めた供給方法を想定しておく。 

② 一般需要家の代替熱源として、カセットコンロ等による対応が図れるよう、調達できる体

制を整備しておく。 

(2) 応急復旧の実施 

ガス施設の被災による二次災害の防止、並びに速やかな応急復旧により社会公共施設とし

ての機能を維持する。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。 

1) 応急対策 

非常災害対策本部は、大地震発生後は直ちに二次災害防止のため各班を通じて次の措置を

とる。 

① 官公庁、報道機関及び社内事業所等から被災状況等の情報収集 

② 整圧所の受入量及び送出量の調整・停止 

③ 整圧所・ガバナステーション及びバルブステーションの上空放散 

④ ガス施設又は需要家の被害状況によるガス供給の地域的しゃ断 

⑤ 被災状況及び緊急措置に関する関係各機関及び付近住宅への広報 

⑥ その他、状況に応じた適切な措置 

2) 復旧対策 

非常災害対策本部の指示に基づき、各班は連携を保ちつつ、次の応急復旧作業を実施する。 

① 施設の機能、安全性の点検及び必要に応じた調整・修理 

② 供給停止地域については供給可能な範囲で速やかなガス供給の展開 

③ 復旧措置に関する付近住民及び関係機関等への広報 
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④ その他、現場の状況により適切な措置 

3) 被害復旧活動資機材の備蓄 

① 導管材料 

緊急時の初期復旧対策用としての各種材料は、各事業所、メーカー及び各工事会社等の

貯蔵品で対応する。 

② 車両・工作機械・計器類 

非常時には工事会社から動員する。 
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第４ 清掃・防疫・障害物の除去・環境対策 

 

【趣 旨】 

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）や倒壊物・落下物等

による障害物の発生、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、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、防疫、解体・がれき処理等の活動を迅速に行い、地域住民の

保健衛生及び環境の保全を積極的に図っていくものとする。 

 

【留意点】 

(1) 災害時のごみ及びし尿発生量の推定 

ごみ及びし尿処理については、あらかじめ災害時のごみ及びし尿の発生量を想定し、各々

の作業計画に反映させておくことによって処理活動の円滑化を図ることが必要である。 

(2) 広域処理体制の整備 

被災が局地的である場合は、市町村間の協力が必要である。このため、近隣の市町村、ま

た、民間の関連事業者に対しても応援を要請できるようあらかじめ広域処理体制を整備して

おく必要がある。 

(3) 防疫措置体制の整備 

防疫措置を講ずるために必要な消毒薬・器具機材や要員の確保が迅速にできるシステムを

作っておく必要がある。 

(4) 被災住宅、避難所及び仮設住宅における衛生確保 

応急的な避難所などで避難生活が夏期に遭遇する場合や長期化する場合などは、避難所等

における衛生確保を図るとともに、生活者に対し必要な啓発を行う必要がある。 

(5) 食品の安全確保 

被災地において供給される炊き出しによる食事及び他の場所から調達される弁当などの食

品の安全を確保するため、炊き出し場所や弁当調製施設における衛生指導が必要である。 

 

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
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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。 

 

(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。 

 

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
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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

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 

 

３．防疫 

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、土浦保健所、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、土浦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。 
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(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 

土浦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 

土浦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

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。 
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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。 

 

４．障害物の除去 

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ものとする。 

 

(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。 

 

５．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。 
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６．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５ 行方不明者の捜索・遺体の処理 

 

【趣 旨】 

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。 

 

【留意点】 

(1) 医師会、歯科医師会等との協力体制 

遺体が多数発生した場合は、遺体の身元確認、検案は救護班のみでは困難となると考えら

れ、医師会、歯科医師会等の協力を得て、速やかに実施する必要がある。 

(2) 周辺自治体との協力 

死者が多数発生した場合や火葬場に支障が生じた場合等、市の保有する火葬能力では短期

間での火葬が困難となる状況が考えられる。周辺自治体との協力の下、速やかな火葬により

人心の安定を図る必要がある。 

(3) 衛生状態への配慮 

死者が多数発生した場合には、身元確認、死亡認定の諸手続、火葬場の手配等にかなりの

時間を要する場合も考えられる。特に夏期は衛生状態を良好に保つため、棺、ドライアイス

の準備等を周辺自治体、業者の協力を得て十分に行う必要がある。 

(4) 死者の人格の尊重 

災害という混乱状況の中でも、死者の人格を尊重し、遺族、親近者の感情に十分配慮した

対処をすることが必要である。 

 

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ものとする。 

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。 
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(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。 

 

 

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 

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。 

 

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。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 災害復旧・復興対策計画 
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第１節 被災者生活の安定化 

 

第１ 義援金品の募集及び配分 

 

【趣 旨】 

大規模な震災時には、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、震災時における被災者の

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ものとする。 

 

【留意点】 

(1) 義援金の範囲 

本計画で記載する義援金には、特定の個人、施設、団体等へ配分を指定する見舞金、寄附

金等は含まないものとする。 

(2) 義援金の公平かつ適正な配分 

被災者あてに寄託された義援金を、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」（以下、「委員会」という。）を設置する。 

(3) 手続きの迅速化 

市、県、日赤茨城県支部及び茨城県共同募金会は、被災者に対する義援金品の募集及び配

分等の手続きについて、関係機関、団体等と協力し、迅速化を図ることが必要である。 

 

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３章・第５節・第４の「３．救援物資の活用」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。 

 

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
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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。 

 

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、その方法に従うものとする。 

 

(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。 



《復旧・復興》1 被災者生活の安定化 

-157- 

第２ 災害弔慰金等の支給・資金の貸付 

 

【趣 旨】 

震災時には、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

を講ずるものとする。 

 

【留意点】 

(1) 被災者への広報及び相談窓口の設置 

被災者の自立的生活再建に対する支援措置について、被災地以外へ避難等を行っている

個々の被災者も含め広報するとともに、相談窓口を設置することが必要である。 

(2) 事務処理の迅速化 

被災者の自立的生活再建を的確に支援するため、手続きの簡素化、事務処理の迅速化を図

ることが必要である。 

 

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。 
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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

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ものとする。 

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。 

 

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。 

 

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。 
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(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。 

 

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。 

 

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３ 租税及び公共料金の特例措置 

 

【趣 旨】 

地震により被害を受け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ものとする。 

 

【留意点】 

(1) 広報の徹底 

災害時、市民に対して、対策に関わる情報の提供を十分に行っていくことが必要である。 

(2) 手続きの簡素化及び迅速化 

震災により被害を受けた事業者が本対策を迅速かつ有効に活用し、自立復興を進めていく

ため、手続きの簡素化、迅速化に努める必要がある。 

 

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

切な措置を講ずるものとする。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 

 

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。 
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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。 

 

(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 

 

 

 



《復旧・復興》1 被災者生活の安定化 

-162- 

第４ 雇用対策 

 

【趣 旨】 

地震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。 

 

【留意点】 

(1) 広報の徹底 

雇用対策を効率的に行っていくため、災害時、市民に対して、国の行う対策に関わる情報

の提供を十分に行っていくことが必要である。 

(2) 手続きの簡素化及び迅速化 

震災により被害を受けた事業者が本対策を迅速かつ有効に活用し、自立復興を進めていく

ため、手続きの簡素化、迅速化に努めることが必要である。 

 

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、地震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ものとする。 

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。 

 

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、失業給付を行うものとする。 
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(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。 

 

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ものとする。 
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第５ 住宅建設の促進 

 

【趣 旨】 

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。 

 

【留意点】 

(1) 迅速な災害公営住宅の建設、復旧を図るため市の災害住宅建設計画、復旧計画を作成し、

予算の確保、用地の確保等を含めて県と連携して方法を検討することが必要である。 

(2) 住宅金融支援機構による住宅資金の貸付に関する情報の提供と、迅速な事務処理体制の検

討を行うことが必要である。 

 

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。 

 

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。 

 



《復旧・復興》1 被災者生活の安定化 

-165- 

第６ 被災者生活再建支援法の適用 

 

【趣 旨】 

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。 

 

【留意点】 

(1) 住家全壊世帯数情報の迅速な収集及び伝達体制の整備 

支援法の適用の判断及びその手続きを行うにあたり、全壊世帯等の被害の把握及び認定の

作業を迅速かつ的確に行う必要がある。 

このため、災害救助法担当との連携を図り、被害情報の収集及び伝達体制を整備しておく

必要がある。 

(2) 支援金支給手続き等の説明 

支給決定時に申請者の誤解等による不服等の発生を避けるとともに、支援金支給手続きが

迅速かつ円滑に進むようにするため、支援法が適用された場合、住家全壊世帯に対して、支

援金の趣旨、支給対象となる世帯、支給対象となる経費、申請書の記載方法、申請期限、実

績報告の時期などその手続きについて懇切・丁寧に説明する必要がある。 

 

 

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 
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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 

 

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） 

(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） 

 

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ものとする。 

 

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 
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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

に送付する。 

 

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２節 被災施設の復旧 

 

【趣 旨】 

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ものとする。 

 

【留意点】 

(1) 地域間・組織間の応援協力体制の整備 

震災後の施設の復旧に関しては、迅速かつ的確な対応が求められるが、震災時の混乱の中、

復旧事業計画の作成及び実施等に当たる十分な人員が確保できない場合も想定されるため、

地域間、組織間の人員の応援協力体制の整備が必要である。 

(2) 迅速な復興のための意思決定等の必要性 

地震発生後、被災状況を的確に把握し、原状復旧とするか、復興とするかを迅速に意思決

定し、早急に震災復興対策本部の設置、震災復興方針・計画の策定、関連事務手続き等を実

施することが必要である。 

(3) 国、県、市間の密接な連携 

都市計画決定や事業認可等行政上の手続きを迅速に進めるためには、国、県、市の密接な

連携を行っていくことが必要である。 

 

 

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 
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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 

 

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

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
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ものとする。 

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。 

 

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 

 

４．解体・がれき処理 

実施担当 市民生活部、建設部 

 

 市民生活部と建設部は連携して、被災家屋の解体等により発生するがれきや道路、河川等に

滞留したがれきを収集、処理する。 

 

(1) 体制の確保 

災害発生直後から、次の点に留意して処理計画を立て、必要な体制等を確保する。 

① 損壊建物数等の情報を収集し、発生するがれきの全体量を把握する。 

② がれきの選別・保管等のために、長時間の仮置きが可能な場所を確保するとともに、大量

のがれきの最終処分までの処理体制の確保を図る。 
 

家屋解体によるがれきの仮置場必要面積（茨城県南部直下地震想定） 

 土浦地域 新治地域 

可燃性がれき 7.5ha 0.5ha 

不燃性がれき 8.4ha 0.5ha 

※必要面積＝仮置量／見かけ比重／積み上げ高さ×（１＋作業スペース割合） 

見かけ比重：可燃物0.4(t/m3)、不燃物1.1(t/m3) 

積み上げ高さ：5(m) 

作業スペース割合：100(%) 
 

(2) 処理対策 

① 損壊建築物は、被災者生活再建支援法による解体・撤去が適用されたる件のみ市が行うこ

ととする。 

② がれきは、危険なもの及び通行上支障のあるもの等を優先して収集する。 

③ がれきは、適正な分別・処理・処分を行うともに、可能な限り木材やコンクリート等のリ

サイクルに努める。 

④ アスベスト等有害な廃棄物による環境汚染の未然防止、住民及び作業者の健康管理及び安

全管理に十分配慮する。 

⑤ 必要に応じて、県及び近隣市町村並びに関係団体に応援を要請する。 

⑥ 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。 
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第３節 激甚災害の指定 

 

【趣 旨】 

「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ものとする。 

 

【留意点】 

激甚災害の指定を受けるためには、公共施設の被害情報を激甚法に定める事項に従って、

迅速に調査、収集を行う必要がある。 

このため、震災後迅速かつ正確に公共施設の被害情報を把握するための体制整備を行って

おくことが必要である。 

 

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ものとする。 
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第４節 災害復興計画 

 

【趣 旨】 

地震により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

興事業を推進するものとする。 

 

【留意点】 

(1) 迅速な意思決定等の必要性 

地震発生後、被災状況を的確に把握し、原状復旧とするか、復興とするかを迅速に意思決

定し、早急に震災復興対策本部の設置、震災復興方針・計画の策定、関連事務手続き等を実

施することが必要である。 

(2) 事前復興対策の実施 

震災復興では、地震発生後の限られた時間内に、復興に関する意思決定、都市計画決定や

事業認可等の行政上の手続き、土地区画整理や市街地再開発等の事業を行う上での人材の確

保や情報の収集等、膨大な作業を処理する必要があるため、手続きの流れや人材の確保等事

前に確認しておけることや対応できることについては、復興事前対策として実施しておくこ

とが必要である。 

(3) 市、県、国間の密接な連携 

震災復興は、市、県、国の密接な連携の中で実施しなければ、円滑な事業遂行は望めない。

特に、都市計画決定や事業認可等行政上の手続きを迅速に進めるためには、市、県間の十分

な調整作業等が重要であり、また、復興にあたっての財源確保等では、国との調整が重要で

あるため、市、県、国が密接に連携する必要がある。 

(4) 民意の反映 

震災復興を進めていく際には、復興計画のあり方から復興事業・施策の展開に至るまで、

住民の意見を十分反映させていく必要がある。 

 

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ものとする。 

 

(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
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をあらかじめ整備し、データベース化を図るよう努めるものとする。 

 

２．震災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、震災復興の必要性を確認した場合に、市長を本部長とす

る震災復興対策本部を設置する。 

 

３．震災復興方針・計画の策定 

実施担当 市長公室 

 

(1) 震災復興方針の策定 

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震災復興検討

委員会を設置し、震災復興方針を策定する。 

震災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) 震災復興計画の策定 

震災復興方針に基づき、具体的な震災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。 

 

４．震災復興事業の実施 

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) 震災復興事業の実施 

1) 専管部署の設置 

震災復興に関する専管部署を設置する。 

2) 震災復興事業の実施 

震災復興に関する専管部署を中心に震災復興計画に基づき、震災復興事業を推進する。 
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第１節 総則 

 

１．計画策定の趣旨 

 

昭和53年６月15日、大規模地震対策特別措置法が制定され、同年12月14日に施行された。

この法律に基づき、昭和54年８月７日、「東海地震（震源地：駿河湾、マグニチュード：８程

度）」が発生した場合、木造建築物等に著しい被害が生ずる恐れのある震度６弱以上の地震動を

受けると推定される市町村等の区域（静岡、神奈川、山梨、長野、岐阜、愛知の６県170市町

村）が「地震防災対策強化地域」として指定された。 

さらに、平成14年４月に「地震防災対策強化地域」が見直され、従来の６県167市町村から

８都県、263市町村（東京都、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県）

に大幅に拡大された。 

一方、茨城県は、東海地震が発生した場合、概ね県南部で震度５の弱い方、その他の地域は

震度４以下と予想されていることから「地震防災対策強化地域」に指定されていない。 

しかし、近年における都市部や開発地域への人口、産業の集中、建築物の高層化、交通のふ

くそう、石油類等危険物の集積などの状況からみて、震度５の弱い方の程度であっても地盤や

建物等の性状によっては、ある程度の被害の発生が予想されるとともに、警戒宣言が発令され

た際の社会的混乱も懸念される。 

このため、東海地震の発生時に備え、社会的混乱防止及び被害の未然防止と軽減を図ること

を目的とし、「東海地震関連情報発表時の対応計画」を定める。 

 

 

２．計画作成の基本方針 

 

(1) 警戒宣言の発令時においても、社会生活機能は、極力平常どおり維持することとし、警戒

宣言発令から東海地震が発生するまで、又は警戒解除宣言が発令されるまでの間に講ずべき

次の対応措置を定めるものとする。 

① 警戒宣言の発令又は東海地震予知情報の発表に伴う社会的混乱防止のための措置を講じ

るものとする。 

② 地震による被害の未然防止又は軽減を図るための事前措置を講じるものとする。 

なお、東海地震注意情報が発表されてから警戒宣言が発令されるまでの間においても、社

会的混乱防止のための必要な措置を講じるものとする。 

(2) 警戒宣言発令当日と翌日以降の対応については、特に区別しないが、学校、鉄道、バス等

区別を要するものについては、別途の措置を講じる。 

(3) 警戒宣言が発令された時点から地震発生の可能性があるとされていることから、対策の優

先度を配慮する。 

(4) 地震発生後の災害応急対策は、「第３章 災害震災対策計画」により対処する。 

 

 

 



《東海地震》1 総則 

-176- 

東海地震関連情報発表時における対応表 

種類 内   容   等 
強化地域における 

防 災 対 応 
土浦市における対応 

東海 

地震 

観測 

情報 

□東海地域の観測デ－タに異

常が現れているが、東海地震

の前兆現象の可能性につい

て直ちに評価できない場合

等に発表。 

□本情報が発表された後、東海

地震発生のおそれがなくな

ったと認められた場合や地

震現象について東海地震の

前兆現象とは直接関係ない

と判断した場合は、この情報

の中で、安心情報である旨明

記して発表。 

・情報収集連絡体制 ・情報収集、連絡体制の確立 

※必要に応じて警戒配備で対応

する。 

 

 

 

 

 

東海 

地震 

注意 

情報 

□東海地震の前兆現象の可能

性が高まったと認められた

場合に発表。 

□「判定会」の開催については、

この情報の中で伝達。 

□東海地震発生のおそれがな

くなったと認められた場合

には、本情報解除発表。 

・地震災害警戒本部

準備室設置 

・準備行動実施 

・市民への広報 

・広報等の準備 

※必要に応じて第１非常配備及

び災害警戒本部で対応する。 

 

 

 

東海 

地震 

予知 

情報 

□東海地震が発生するおそれ

があると認められた場合に

発表。 

□東海地震発生のおそれがな

くなったと認められた場合

には、本情報解除発表。 

・警戒宣言 

・地震災害警戒本部

設置 

・地震防災応急対策

の実施 

・災害の警戒設置 

※必要に応じて第２非常配備及

び災害対策本部で対応する。 

※警戒宣言解除後も県から指示

があった場合や状況により必

要と認められる場合は、警戒体

制を継続する。 
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第２節 東海地震注意情報発表から警戒宣言発令までの措置 

 

１．東海地震注意情報等の伝達 

実施担当 各部 

 

東海地震注意情報等の伝達系統は、次のとおりである。 

 

(1) 伝達系統 

 

(2) 伝達事項 

① 東海地震注意情報の内容 

② その他必要な事項 

 

 

２．警戒体制への準備 

実施担当 各部 

 

市は、東海地震注意情報を受けたとき、又は了知したときは警戒宣言の発令に備えて速やか

に対応できるよう措置するものとする。 

主な事項は次のとおりである。 

(1) 警戒宣言、東海地震注意情報、東海地震予知情報伝達の準備 

(2) 災害警戒本部の設置（災害対策本部の設置準備） 

(3) 社会的混乱防止のための広報 

(4) その他必要な措置の準備 

 

 

水戸地方 

気 象 台 

 住民・ 

その他 

土浦市消防本部 

 

 

茨城県 

消防防災課 

県庁各課・出先機関等 

消防署等 

市役所各部 

土浦市総務部 

市 長 
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第３節 警戒宣言発令時の措置 

 

第１ 情報の伝達 

 

１．情報の伝達 

実施担当 各部 

 

(1) 伝達系統 

 
(2) 伝達事項 

1) 警戒宣言 

① 警戒宣言 

② 警戒解除宣言 

③ その他必要と認める事項 

2) 東海地震予知情報 

① 東海地震予知情報 

② その他必要と認める事項 

 

２．住民に対する警戒宣言の周知 

実施担当 総務部、市長公室 

 

警戒宣言の発令を了知した場合は、地震防災信号、同報系防災行政無線（新治地域）、広報車、

市ホームページ等によるほか、自主防災組織等を通じて住民等へ周知する。 

地震防災信号（大規模地震対策特別措置法施行規則第４条）は、次のとおりである。 

 

警   鐘 サイレン 

（５点） 

 

（約 45秒） 

 
備考 １ 警鐘又はサイレンは、適宜の時間継続すること 

   ２ 必要があれば警鐘及びサイレンを併用すること 

消防庁 

(警戒宣言) 

 
水戸地方気象台 

(東海地震予知情報) 

 

(消防庁ﾌｧｯｸｽ) 

市長 

住民・ 

その他 

土浦市消防本部 

 

茨城県 

消防防災課 

県庁各課・出先機関等 

消防署等 

市役所各部 

土浦市総務部 

（約 15秒） 
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第２ 警戒体制の確立 

 

実施担当 各部 

 

警戒宣言が発令された場合は、必要に応じて災害対策本部を設置し、第２非常配備体制

をとる。 

 

 

 

第３ 地震防災応急対策の実施 

 

１．広報対策 

実施担当 総務部、市長公室、県 

 

(1) 市 

市は、県及び防災関係機関と緊密な連携のもとに住民等に対し、地域の実情に即した適切

な広報を繰返し行い、その周知徹底を図るものとする。 

1) 広報の内容 

次の内容とし、特に重要な事項については、基本的文案をあらかじめ作成しておき、迅速

に対応ができるよう配慮するものとする。 

① 警戒宣言、東海地震予知情報等の内容 

② 市長から市民への呼びかけ 

③ 事業所及び居住者等が緊急にとるべき措置 

④ 交通規制の状況等、地震防災応急対策の内容と実施状況 

⑤ 混乱防止のための措置 

⑥ その他状況に応じて事業所又は居住者等に周知すべき事項 

2) 広報の実施方法 

広報の方法は、同報系防災行政無線（新治地域）、広報車、市ホームページ等によるほか、

自主防災組織等を通じて行い、情報混乱が起こらないよう十分配慮するものとする。 

 

(2) 県 

市及び防災関係機関と緊密に連携し、住民に対して迅速に適切な広報を行うものとする。 

1) 広報の内容 

市の広報内容と同様である。 

2) 広報の実施方法 

広報は、主として報道機関（テレビ、ラジオ、新聞等）の協力を得て情報の提供や呼びか

けを実施するとともに、県防災ヘリコプター、広報車等を活用し広報活動を行う。 

また、必要に応じ他の広報媒体の活用を図るものとする。 
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２．消防・水防対策 

実施担当 消防本部、消防団、建設部、土浦土木事務所、霞ヶ浦河川事務所 

 

(1) 消防対策 

1) 住民に対する措置 

県は、報道機関の協力を得て住民に対し、火気使用の自粛等による出火防止、初期消火及

び危険防止（家具類、ブロック（石）塀、看板、屋根瓦等の倒壊、落下防止）対策の実施に

ついて広報し、その推進を図る。 

2) 石油類、高圧ガス、火薬等を扱う事業所に対する措置 

県は、工業団地の事業所に対して、市と緊密に連携し、安全の確保及び混乱防止のための

地震防災応急対策（警戒宣言等情報の収集・伝達、火気使用の自粛等の出火防止措置、危険

物等施設・消防設備等の緊急保守点検・巡視・修理、自衛防災組織の配備等）の実施の推進

を図る。 

3) 市の対応 

消防本部は、消防活動体制を確立するとともに防災関係機関と協力し、地域住民等が実施

する地震防災応急対策の徹底が期せられるよう、広報又は巡回点検など必要な措置を講ずる

ものとする。 

 

(2) 水防対策 

1) 国・県の措置 

① 河川管理施設（ダムを除く）、海岸保全施設、急傾斜地崩壊防止施設について、地震発

生後の緊急点検に備え直ちに出動できる体制をとるものとする。 

なお、河川法に基づく許可工作物である橋梁、排水機場等についても同様の措置をとる

よう工作物の管理者に対し指導する。 

② ダムについては、堤体、ゲート予備電源、警報設備、周辺地山等の臨時点検を行う。 

2) 市（水防管理団体） 

防災関係機関等と緊密な連携をとり、浸水による災害の未然防止と被害の軽減を図るもの

とする。 

主な措置は次のとおりである。 

① 水防体制の確立 

② 重要水防箇所の点検・監視 

③ 水防資機材の点検・整備 

④ 避難の勧告・指示及び誘導 

⑤ その他必要な措置 

 

３．警備・交通対策 

実施担当 県警察本部、東日本高速道路㈱ 

 

県警察本部及び東日本高速道路株式会社は、警戒宣言が発令された場合、陸上における交通

混雑、犯罪並びに災害の発生を未然に防止するため、早期に必要な警備体制を確立し、関係機

関との緊密な連絡のもとに情報の収集に努め、犯罪の予防、混乱の防止、交通の確保等の警備
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活動を実施するものとする。 

 

（1) 県警察本部の措置 

1) 警備対策  

① 警備本部の設置 

警察本部に総合警備本部、警察署に現地警備本部をそれぞれ設置する。 

② 部隊の編成 

県警察本部部隊、警察署部隊を編成する。 

③ 警備部隊の配置 

混乱の予想される場所の実態把握に努めるとともに、必要に応じ部隊を配置する。 

2) 交通対策 

① 交通規制の目的 

警戒宣言発令時における交通の混乱及び交通事故の発生を防止し、防災関係機関が実施

する避難及び緊急輸送の円滑化を図るとともに、地震が発生した場合における交通対策の

迅速かつ的確な実施を図ることを目的とする。 

② 交通規制の基本方針 

ア 緊急交通路を確保するため、関東管区警察局及び近隣都県と連携して、国道４号、

国道６号、国道51号及び常磐自動車道において、地震防災対策強化地域方面に向かう

一般車両流入抑制のための交通規制等を行う。 

イ 地震防災対策強化地域及びその隣接都県から本県に流入する車両の通行は、交通の

混乱が生じない限り制限しない。 

③ 交通規制等の内容 

警戒宣言が発令された場合、国道４号、国道６号及び国道51号の主要交差点、交通検

問所等に警察官を配置し、交通整理、誘導、交通情報収集及び運転者に対する交通情報の

提供等を行う。 

④ 運転者の取るべき措置 

警戒宣言が発令された場合における自動車運転者の取るべき措置を周知する。 

ア 走行中の車両は次の要領により行動する。 

・警戒宣言が発令されたことを知ったときは、地震の発生に備えて低速走行に移行す

るとともに、カーラジオ等により継続して地震情報及び交通情報を聴取し、その情

報に応じて行動すること 

・車両を置いて避難するときは、できる限り路外に停車させること。やむを得ず道路

上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて停車させ、エンジンを切り、エン

ジンキーをつけたままとし、窓を閉め、ドアはロックしないこと 

イ 避難のために車両を使用しないこと 

(2) 東日本高速道路株式会社 

1) 警戒宣言時においては、道路利用者に対し、必要な緊急広報の実施に努める。 

2) 警戒宣言が発令された場合は、道路巡回等により交通状況の把握に努め、次の交通対策

を実施する。 

① 管理する高速自動車国道及び一般有料道路 

県公安委員会が行う車両の強化地域方面への流出の制限等に係る措置に協力する。 

② 他の道路管理者が管理する道路 
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関係機関が行う車両の走行抑制に係る措置に協力する。 

3) 警戒宣言時において、道路管理上、次の対策を実施する。 

① 道路 

道路巡回等により、道路状況の把握に努める。 

② 電気通信施設 

地震発生に備え、自家発電装置、予備電源及び道路管理用通信施設の点検等に努める。 

③ 工事中箇所 

工事中の箇所については、原則として工事中断の措置をとるものとし、必要に応じて補

強落下防止等の保全措置を講ずる。 

 

４．危険物等施設対策 

実施担当 危険物等取扱事業所、高圧ガス取扱事業所、火薬類取扱事業所、毒劇物取扱事業所

の管理者 

 

警戒宣言が発令された場合、危険物等施設の管理者、所有者、占有者（以下「管理者等」と

いう。）は、地震に起因する施設の破壊に伴う危険物等の流出、爆発、火災など二次災害発生防

止のために必要な措置を講じ、安全確保に万全を期するものとする。 

 

(1) 危険物等施設 

危険物等取扱事業所の管理者等は、次の措置を講ずるものとする。 

① 施設の応急点検・監視及び修理 

② 危険物の流出及び出火防止措置 

③ 必要に応じ運転（操業）制限又は一時停止の措置 

④ 自衛消防体制の確立 

⑤ 消防、警察署等に対する通報体制の確立 

⑥ 消防設備・資機材の点検・整備 

⑦ 周辺住民の安全確保措置 

⑧ その他必要な措置 

 

(2) 高圧ガス施設 

高圧ガス取扱事業所の管理者等は、次の措置を講ずるものとする。 

① 警戒宣言等の周知徹底（事業所及び消費家庭） 

② 自衛保安要員の確保と警戒体制の確立 

③ 消防、警察署等に対する通報体制の確立 

④ 高圧ガス取扱施設の点検・整備 

⑤ 必要に応じ操業の制限又は停止 

⑥ 防毒マスク、消火設備等の防災資機材の点検・整備 

(3) 火薬類施設 

火薬類取扱事業所の管理者等は、次の措置を講ずるものとする。 

① 警戒宣言時の周知（事業所内） 

② 自衛保安要員の確保と警戒体制の確立 
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③ 消防、警察署等に対する通報体制の確立 

④ 火薬庫等施設の再点検 

 ⑤ 防消火設備の点検・整備 

⑥ 必要に応じ取扱作業の制限又は停止 

 

(4) 毒劇物施設 

毒劇物取扱事業所の管理者等は、次の措置を講ずるものとする。 

① 貯蔵施設等の緊急点検 

② 巡視の実施 

③ 充填作業、移し替え作業等の停止 

④ 落下、転倒等による施設の損壊防止のため特に必要がある応急的保安措置 

⑤ 東海地震予知情報の収集 

⑥ 消防、警察署等に対する通報体制の確立 

 

５．公共施設対策 

実施担当 東日本電信電話㈱、東京電力㈱、建設部、東部ガス㈱、東日本旅客鉄道㈱、関東鉄

道㈱ 

 

警戒宣言発令時においても、原則として社会生活機能は平常どおり維持するものとする。こ

のため、公共施設の管理者は、通常業務の継続に努めるとともに、不測の事態にも迅速・的確

に対処できるよう必要な措置を講ずるものとする。 

 

(1) 電話（東日本電信電話株式会社） 

茨城支店管内は、大規模地震対策特別措置法で定めている地震防災対策強化地域に該当せ

ず、また、東日本電信電話株式会社（本社）が定めている「東海地震対策実施要領」の周辺

地域にも該当しないが、防災上の観点から周辺地域と同等の対策を実施することとしており、

その実施内容は、次のとおりである。 

警戒宣言発令下の周辺地域内におけるＮＴＴの業務 

業務内容等 記     事 

ダイヤル通話 
強化地域内及び周辺地域内の一般通話は、トラフィックの状況に応

じて利用制限を行う。 

100番通話 可能な限り取扱う。 手動 

通話 番号案内 同 上 

一般電報 
強化地域へむけ発信される電報は、遅延承知のものに限り受付ける。 

着信する電報は、配達の困難な場合、可能な限り電話により配達する。 

営業窓口 可能な限り業務を取扱う。 

サービス 

オーダー工事 

所外：災害時優先電話等を優先して行う。 

所内：一般加入者についても可能な限り行う。 

故障修理 

所外：災害時優先電話及び重要専用線等を優先して行う。 

街頭公衆電話は可能な限り行う。 

所内：一般故障についても可能な限り行う。 

113番等試験台業務 可能な限り業務を取扱う。 
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(2) 電力（東京電力株式会社） 

1) 業務営業の方針 

電力の供給は継続する。 

2) 施設の保全 

警戒宣言が発令されたときは、東海地震予知情報に基づき、電力施設の予防措置を講ずる。 

① 特別巡視、特別点検等 

東海地震予知情報に基づき、電力施設等に対しては特別巡視、点検を行う。 

② 応急安全措置 

仕掛り工事及び作業中の各電力施設については、状況に応じた人身安全及び設備保全上

の応急措置を実施する。 

3) 利用者対策等 

① 公衆感電事故防止ＰＲ 

災害による断線、電柱の倒壊・折損等による公衆感電事故を未然に防止するため、一般

公衆に対し次の事項を中心に広報活動を行う。 

ア 無断昇柱、無断工事をしないこと。 

イ 電柱の倒壊・折損、電線の断線垂下等、設備の異常を発見した場合は速やかに当社

事業所に通報すること。 

ウ 断線垂下している電線には絶対にさわらないこと。 

エ 浸水、雨漏りなどにより冠水した屋内配線、電気器具等は危険なため使用しないこと。 

オ 屋外に避難するときは安全器又はブレーカーを必ず切ること。 

カ その他事故防止のため留意すべき事項。 

② ＰＲの方法 

ラジオ、テレビ、新聞等の報道機関を通じて事故防止の広報を行う。 

③ 社外者の避難誘導 

発電所等への見学者、訪問者等に対しては東海地震予知情報に基づき、内容に応じた連

絡並びに避難方法の徹底を図る等、的確な安全措置を講ずる。 

 

(3) 上下水道 

1) 上水道対策（建設部） 

① 緊急貯水の実施 

水道事業者等は、災害時における応急給水に備え緊急貯水を実施するとともに、住民に

おいても緊急貯水を実施するものとする。（このため、一時的に多量の水道水の確保が必

要となるので、緊急貯水に係る措置に関する要領等を定めるなど、その確保方策の内容を

明示するものとする。） 

また、住民の緊急貯水に関する広報についても、必要に応じて明示するものとする。 

② 施設点検及び工事の中止 

水道事業者等は、二次災害の防止等を図るため、警戒宣言発令後、ただちに塩素注入設

備、緊急遮断弁等水道施設の点検及び水道に係る工事の中止の措置をとるものとする。（こ

のため、その措置に関する要領を定めるなど、具体的な実施内容について明示すること。） 

2) 下水道対策（建設部） 

① 業務の方針 

警戒宣言が発令された場合においても、利用者への影響が軽減されるよう適切に対処す
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るとともに、地震による災害発生の未然防止に努めるものとする。 

② 人員・資機材の点検確保 

ア 人員の確保と配備 

勤務時間内、時間外及び休日におけるあらかじめ定められた動員計画にもとづき保

安要員を確保し、警戒体制を確保する。 

イ 資機材の点検確保 

応急措置用資機材の点検整備を行う。 

 

③ 施設の保安措置 

東海地震予知情報発表時には、次に掲げる保安措置を講じる。 

ア 特別巡視及び特別点検等 

下水道施設に対する特別巡視、特別点検及び機器調整等を実施する。 

イ 工事中の施設についての対策 

工事の一時中断と工事現場の安全措置を講じる。 

④ 危険物等に対する保安措置 

ア 石油類等危険物の取扱い装置については、貯蔵タンク、サービスタンク等の元バル

ブを閉めるとともに、火気厳禁の指令及び付近住民を近づけないようにする。 

イ 塩素ガス等 

・緊急遮断装置、中和装置の点検、苛性ソーダの残量を確認する。 

・塩素室の各扉を閉鎖し、外部への漏えい防止策を講じる。 

・状況に応じ塩素ガスボンベの元バルブ閉鎖を行う。 

ウ 消火ガス 

・消火槽各槽及びガスタンクの安全装置を点検する。 

・状況に応じ消火槽各槽及びガスタンクの元バルブ閉鎖を行う。 

エ 化学薬品等取扱い施設 

・転倒、落下、流出拡散防止等の措置を講じる。 

・引火又は混合混しょく等による出火防止措置を講じる。 

 

(4) 都市ガス（東部ガス株式会社） 

警戒宣言が発令された場合、地震発生時の二次災害未然防止、又は軽減を図るための措置

を的確に講じ得るよう、次の警戒体制を確保するものとする。 

1) ガスの供給 

警戒宣言が発令された場合においても、ガスの供給は継続する。 

2) 人員、資機材等の確認整備 

① 人員の確保と配備 

勤務時間内、時間外及び休日におけるあらかじめ定められた動員計画に基づき保安要員

を確保し、警戒体制に入る。 

② 資機材等の確認整備 

復旧工事用資機材及びその輸送のための車輌の確認整備を行う。 

3) 施設等の保安措置 

① 緊急遮断装置、放散設備、用水設備、保安用電力に必要な予備電源等の点検整備及び機

能の確認を行う。 
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② 保安通信設備の通信状態確認及び必要な統制を行う。 

③ 工事の一時中断と工事現場の安全措置を講じる。 

④ その他防災上重要な施設について、巡視、点検検査を行う。 

4) 警戒宣言時の需要家に対する広報 

① 広報の内容 

ア 警戒宣言、地震予知情報の伝達。 

イ 引続きガスを供給していること。 

ウ ガス器具の使用方法及びガス栓の取扱い方法。 

エ 例外的に避難する際のガス栓及びガスメーターコックの処置方法。 

オ 地震が発生し、ガスの供給が停止した場合のガスについての注意等。 

② 広報の方法 

ア 広報車等により、広報内容を直接需要家に呼びかける。 

イ テレビ、ラジオ及び防災機関に対し広報に係わる協力を要請する。 

 

(5) 鉄道（東日本旅客鉄道株式会社） 

1) 警戒宣言及び東海地震予知情報等の伝達 

① 部内及び運転中の列車等には「水戸支社地震防災業務計画」（以下「防災業務計画」と

いう。）に定める伝達ルートに基づき伝達する。 

② 旅客等への伝達 

ア 駅においては、駅内放送及び掲示により伝達する。 

イ 車内の旅客に対しては、乗組員が列車の運転状況を放送又は案内をする。 

2) 列車の運行措置 

① 東海地震注意情報を受けたときの運転規制 

域外影響圏のＡ地域内（防災業務計画に定める地域で、本県では常磐線取手から牛久ま

での13.2kmの範囲）を運転する貨物列車は原則として抑止等を行う。 

② 警戒宣言が発令されたときの運転規制 

地域内を運転する列車の運転速度は、時速65km以下とする。Ｂ地域は運転規制は行わ

ない。 

3) 混乱防止措置 

① 広報 

運転計画の概要の周知、旅行の自粛、時差退勤等の呼びかけを行うため、報道機関に報

道を依頼するとともに、必要に応じ防災関係機関に運転状況等を連絡する。 

② 運転規制区域の駅及び主要駅の措置 

各駅は、駅内放送及び掲示により、旅客等に次の事項について周知徹底を図る。 

ア 列車の運転状況 

イ 旅行中止のしょうよう 

ウ 乗車券類の発売制限 

エ 旅客の避難、誘導状況 

オ その他必要な措置 

 

(6) バス（関東鉄道株式会社） 

異常気象時処理要項に基づき次の措置を講ずるものとする。 
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1) 対策本部の措置 

情報の収集・伝達、道路状況及び運行状況の把握、また、状況の変化に応じ逐次指示、

注意を与える。 

2) 対策支部の措置 

運転中における乗務員との連絡（貸切乗務員はハンドブック携行）、運転上必要な注意、

運転中止の時期及び復旧の時期 

 

 

６．教育施設 

実施担当 教育委員会、学校の長 

 

(1) 学校 

学校は、警戒宣言が発令されたときは、次の措置を講じて、児童生徒等の生命の安全確保

並びに施設の安全管理に万全を期するものとする。 

1) 警戒宣言の内容の周知徹底 

① 市長は、教育委員会を通じて、市内に所在する学校の長（以下「校長等」という。）に

対して、警戒宣言、東海地震予知情報及び警戒解除宣言等を伝達し、必要な指示をする。 

② 校長等は、警戒宣言が発令されたときは、直ちに、市（災害対策本部等）及び地域の関

係機関と連携を図り、情報を収集し、警戒宣言及び東海地震予知情報等の内容を教職員

に周知させるものとする。 

③ 教職員は、児童生徒等に警戒宣言及び東海地震予知情報等の内容を知らせ、適切な指示

をする。 

なお、この際、児童生徒等に不安・動揺を与えないよう配慮する。  

2) 児童生徒等の安全確保 

① 授業の中止等 

ア 警戒宣言が発令されたときは、授業又は学校行事を直ちに打ち切る。 

イ 学校は、警戒宣言が解除されるまで休業する。 

ウ 校外指導時において警戒宣言が発令されたときは、速やかに学校と連絡をとり、原

則として、直ちに帰校、帰宅又は待機の措置をとる。 

② 児童生徒等の保護及び安全な下校 

校長等は、教職員に、児童生徒等の安全な場所への避難並びに名簿による氏名及び人数

の確認を行わせた上、児童生徒等の下校の安全性を確認し、次の方法により児童生徒等を

速やかに帰宅させるものとする。 

ア 幼稚園  

緊急連絡網等により連絡し、直接保護者に引き渡す。 

イ 小中学校 

あらかじめ学校が実情に応じて定めた方法（通学班等）により帰宅させる。 

なお、心身に障害のある児童生徒等については、緊急連絡網等により連絡し、直接

保護者に引き渡す。 

ウ 高等学校 

実情に応じて、適切な方法で帰宅させる。 
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なお、交通機関利用者については、交通機関運行状況等を把握の上、適切な方法で

帰宅させる。 

エ 特殊教育諸学校 

・スクールバスで通学している児童生徒等 

緊急連絡網等により、引き渡しの時刻及び場所を連絡し、直接保護者に引き渡す。 

・スクールバス以外で通学している児童生徒等 

緊急連絡網等により連絡し、直接保護者に引き渡す。 

・寄宿舎に入舎している児童生徒等 

寄宿舎に帰し、寄宿舎内で保護し、緊急連絡網等により連絡し、状況に応じて直接

保護者に引き渡す。 

オ その他 

小学校、特殊教育諸学校及び幼稚園の児童生徒等で保護者が留守等の者は、学校で

一時保護し、直接保護者に引き渡す。 

③ 登下校中又は在宅中に警戒宣言が発令された場合の措置 

ア 登下校中の場合は、直ちに帰宅し、家族と行動を共にする。 

イ 在宅中の場合は、家族と行動を共にする。 

3) 学校施設の安全管理 

① 出火防止 

二次災害を防止するため、電気及びガスの設備並びに火気使用場所や器具等の点検及び

巡視を行う。 

② 消火器具及び設備の点検 

防火用水、消火器及び消火栓等を点検する。 

③ 倒壊及び落下防止 

ロッカー、下駄箱、掲示物及び体育器具等を点検し、倒壊及び落下を防止する。 

④ 非常時搬出物品の確認と準備 

重要な書類及び物品を確認し、搬出できるよう準備する。 

⑤ 薬品の管理 

火災及び有毒ガスの発生等のおそれのある薬品は、所定の保管庫に収納する。ただし、

保管庫に収納できない物については、地中に埋蔵するなど適切な措置を講じる。 

4) 教職員の確保 

校長等は、当該学校の防災計画に基づき、地震防災応急対策活動に必要な教職員を確保す

るものとする。 

5) 学校のとるべき事前措置 

学校は、上記対策を適切に実施するために、あらかじめ次の措置を講じる。 

① 校長等は、この対策の実施方法等について、実情に応じて具体的に定める。 

② 校長等は、教職員に対して、警戒宣言の性格及び学校の安全対策並びに教職員の役割等

について具体的に周知する。 

③ 教職員は、児童生徒等に対して、警戒宣言の性格及び学校の安全対策並びに児童生徒等

の行動等について、具体的に指導し、安全教育の徹底を図る。 

④ 校長等は、保護者に対して、警戒宣言発令時の学校の安全対策について周知し、特に次

のことについて協力を得る。 

ア 警戒宣言の性格と学校の授業中止等の措置 
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イ 児童生徒等の登下校の具体的方法 

ウ 緊急連絡網の整備 

 

(2) 学校以外の教育機関 

学校以外の教育機関については、(1)の学校に準じた措置を講じて、利用者の生命の安全及

び施設の安全管理に万全を期するものとする。 

 

７．医療機関、社会福祉施設 

実施担当 医療機関、社会福祉施設 

 

(1) 医療機関 

警戒宣言が発令された場合、各医療機関は次の措置を講じるものとする。 

① 外来診療は、可能な限り平常どおり行うこととするが、手術、検査等は、医師が状況に応

じて適切に対処する。 

② 警戒宣言の発令を外来及び入院患者に伝達するとともに、過剰な不安を与えないよう必要

な措置をとる。 

③ 外来及び入院患者の安全確保に万全を期する。 

④ 建物及び設備等の点検を行い、薬品、危険物等の安全対策を図る。 

⑤ 消防計画に基づく職員の分担業務を確認する。 

また、日本赤十字社（茨城県支部）が行う必要な措置は次のとおりである。 

① 被害者の収容及び診療ができるよう赤十字病院長に連絡し、体制の整備に努める。 

② 病院等に対して血液の供給が迅速かつ円滑に行われるよう血液センター長に連絡し、体制

の整備に努める。 

⑥ 赤十字病院長に連絡し、医療救護班が迅速に出動できるよう体制の整備に努める。 

 

(2) 社会福祉施設 

1) 防災体制の確立 

防災組織の編成、任務分担を確認し、体制を確立する。 

2) 情報の収集・伝達 

施設長等施設職員は、入所者の保護者等や消防署、警察署、市（災害対策本部等）に連

絡をとり、正確な情報の収集及び伝達を行う。 

特に通園施設（中でも保育所）においては、警戒宣言が保育時間中に発令された場合、

保護者からの引取り等の問い合わせが集中すると考えられるので、事前に連絡方法や対策

を講じておく必要がある。 

3) 消火活動の準備 

危険箇所、危険物の安全確認、消防用設備の配備、火気使用の制限等出火防止のための措

置を行う。 

4) 救護活動の準備 

救急医薬品の確保、緊急救護所の設置を行う。 

5) 応急物資の確保 

食料・飲料水等の確保を行う。 
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6) 安全指導 

① 設備・備品等の落下・転倒等の防止措置、非常口の開放、避難の障害となる備品の除去

等を行うとともに、入所者に現在の状況を連絡し、動揺を与えないようにする。 

② 施設の立地条件、耐震性等から判断して、必要に応じて入所者等を避難場所に避難させ

る。 

③ 入所者の保護者への引き継ぎは、原則として保護者が直接施設又は避難場所へ引き取り

に来た場合にのみ行う。 

 

８．劇場、百貨店、高層ビル等対策 

実施担当 不特定多数の者が出入りする劇場、百貨店、高層ビル等の管理者 

 

不特定多数の者が出入りする劇場、百貨店、高層ビル等の管理者等は、警戒宣言の発令を市

町村の広報、テレビ、ラジオの放送等で了知した場合は、顧客、観客、来訪者、従業員等（以

下「顧客等」という。）の混乱防止と安全確保を図るものとする。 

主な措置は次のとおりである。 

① 自主防災体制の確立 

② 情報の収集・伝達 

顧客等への情報の伝達については、避難誘導の必要がある場合は、従業員のそのための

配備を完了した時点で行うものとする。 

③ 避難誘導の準備又は実施 

④ 出火防止の措置 

ア 火気使用の制限又は中止 

イ 火気使用器具、ＬＰＧボンベ、燃料タンク等の安全確認 

⑤ 消防用設備、器具の点検及び使用準備 

⑥ 転倒及び落下防止の措置 

ア 窓硝子、看板等の建物の付属物 

イ ロッカー、陳列棚、商品等 

ウ 薬品等の危険物 

⑦ 応急救護の準備 

⑧ 顧客等の安全確保上必要と認めるときは、営業の自粛又は業務の制限 

⑨ その他必要な措置 

 

９．市施設の対策 

実施担当 各部 

 

市施設では、次の対応をとる。 

 

(1) 市民会館、亀城プラザ、国民宿舎水郷 

① 警戒宣言が発令されると同時に、団体利用の形態をとる施設は主催責任者と協議のうえ閉

館し、個人使用形態をとる施設はただちに閉館する。 

② 施設利用に対する警戒宣言の情報は、混乱をきたさないよう十分に注意し、直接口頭で伝
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達し、職員の誘導により退館させ臨時休館とする 

③ 職員の役割分担を行い、施設整備の点検、ガラス等落下物の防災措置を実施し、保安要員

を確保する。 

 

(2) 消費生活センター 

集団を対象とした事業及び所外で行う事業は原則として、中止する。 

 

(3) 市営斎場 

① 原則として、火葬業務は停止する。ただし、火葬執行中のものにあっては、厳重な警戒の

もとに執行を完了する。 

② すでに斎場に到着している場合は、遺体保管室で保管する。なお、出棺前の場合は親族に

おいて保管する。 

③ 火葬業務を停止（解除）する場合は、停止（解除）する旨、市民生活部、葬祭業団体等に

連絡する。 

(4) 保健センター 

集団を対象とした事業及び所外で行う事業は原則として、中止する。 

 

(5) 勤労青少年ホーム 

① 市が主催又は共催する行事は中止し、警戒宣言が発令されている間は、休館とする。 

② 他の行事等は、主催者等と協議の上、中止する。 

 

(6) 公設地方卸売市場 

① 原則として開場する。 

② 警戒宣言の情報を適切な方法で周知し、あらかじめ定められた計画に基づき、関係業者に

対する災害予防措置の要請その他業務運営の円滑化に努める。 

 

(7) 図書館、地区公民館、青少年の家、博物館、体育施設 

① 警戒宣言が発令されると同時に、団体利用の形態をとる施設は主催責任者と協議のうえ閉

館し、個人使用形態をとる施設はただちに閉館する。 

② 施設利用に対する警戒宣言の情報は、混乱をきたさないよう十分に注意し、直接口頭で伝

達し、職員の誘導により退館させ臨時休館とする。 

③ 職員の役割分担を行い、施設整備の点検、ガラス等落下物の防災措置を実施し、保安要員

を確保する。 

 

１０．崖崩れ等危険区域対策 

実施担当 建設部、土浦土木事務所、県南地方総合事務所 

 

警戒宣言が発令された場合、県及び市は関係機関の協力を得て次の措置を講じ、災害の未然

防止に万全を期するものとする。 

 

① 土砂災害警戒区域・危険箇所、山地災害危険地区等の点検を行う。 
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② 必要に応じて、事前の避難勧告等を行う。 

③ 上記区域内で工事中のものがある場合は、工事又は作業関係者に対し、工事又は作業を中

止して安全対策を講じるよう指示するとともに、工事箇所への立入禁止等の措置をとる。 

 

１１．生活物資対策 

実施担当 県、関東農政局、関東経済産業局 

 

警戒宣言が発令された場合、県、関係機関・事業者・団体及び住民の協力を得て、日常生活

物資の著しい不足、価格の異常高騰等による経済生活混乱の未然防止に努めるものとする。 

市は県と国が行う次の措置について、可能な限り協力する。 

 

(1) 県 

日常生活物資の需給動向、価格、買占め、売り惜しみ等の調査及び対策を講じる。 

1) 日常生活物資の需給動向及び価格の把握 

2) 関係機関等への協力要請 

国、事業者団体等に対し、必要に応じて次の協力要請を行う。 

① 情報提供 

② 調査 

③ 平常業務の維持 

ア 卸売市場 

地方卸売市場及び規模未満卸売市場については、生鮮食料品の安定供給を確保する

ため、平常通り市場を開場し、生鮮食料品の取引業務を行うよう要請する。 

イ 出荷団体等 

生産地、出荷団体及び出荷者に対し、市場への出荷要請を行う。 

ウ 関東農政局茨城農政事務所 

主食用米穀の売却要領の制定について（平成７年11月１日付７食糧業第817号（業

流））の第８に基づき、応急用米穀の数量等を関東農政局茨城農政事務所長に通知する。 

エ 大型店等 

商工会議所連合会等の商工団体を通じ、又は直接、百貨店、スーパーマーケット等

の大型店に対して、顧客等の混乱防止及び安全確保を図りつつ、極力通常通りの営業

を継続するよう要請する。 

④ 買占め、売り惜しみ、便乗値上げ防止の呼びかけ 

⑤ その他の協力 

 

(2) 国の措置 

1) 関東農政局 

生鮮食料品及び加工食料品の流通に関すること。 

2) 関東経済産業局 

所掌の生活物資につき、県から緊急要請等があった場合、関係業界団体等を通じ必要量の

供給確保、あっせんを図る。 
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第４ 住民等のとるべき措置 

 

実施担当 住民 

 

警戒宣言が発令された場合、住民等は、東海地震に係る災害発生の未然防止又は被害の軽減

を図るため、自ら又は協力して必要な措置をとるとともに、市長等が実施する地震防災応急対

策に協力するものとする。 

 

(1) 家庭 

① 警戒宣言発令中は、テレビやラジオのスイッチは常に入れておき、正確な情報をつかむこ

と。また、市や消防署、警察署などからの情報に注意すること。 

② 警戒宣言が発令されたとき家にいる人で、家庭の防災会議を開き、仕事の分担と段取りを

決めて、すぐに取りかかること。 

③ いざというときの身を置く場所を確認し、家具等重量物の転倒防止措置をとること。 

④ 火気の使用は自粛すること。 

⑤ 灯油等危険物やプロパンガスの安全措置をとること。 

⑥ 消火器や水バケツ等の消火用具の準備、確認を行うこと。 

⑦ 身軽で安全な服装になること。 

⑧ 水、食料、携帯ラジオ、懐中電燈、医薬品等の非常持出品及び救助用具の用意を確認する

こと。 

⑨ 万一のときの脱出口を確保すること。また、災害が大きかった場合に備えて避難場所や避

難路等を確認すること。 

⑩ 自主防災組織は配置につくこと。 

⑪ 不用不急の自家用自動車や消防署等への照会の電話の使用は自粛すること。 

 

(2) 職場 

① 防火管理者、保安責任者などを中心に、職場の防災会議を開き、分担に従いできる限りの

措置をとること。 

② いざというときの身を置く場所を確認し、ロッカー等重量物の転倒防止措置をとること。 

③ 火気の使用は自粛すること。 

④ 消防計画、予防規程などに基づき、危険物等の保安に注意し、危険箇所を点検すること。 

⑤ 職場の自衛消防組織の出動体制を確認すること。 

⑥ 重要書類等の非常持出品を確認すること。 

⑦ 職場の条件と状況に応じ、安全な場所で待機すること。 

⑧ 不特定かつ多数の者が出入する職場では、入場者の安全確保を第一に考えること。 

⑨ 正確な情報の把握に努めること。 

⑩ 近くの職場同士で協力し合うこと。 

⑪ 自家用自動車による出勤、帰宅等は自粛すること。また、危険物車両等の運行は自粛する

こと。 
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