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第１編 総 則

第１章 総 則

第１節 計画の策定方針

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 条の規定に基づき大子町防

災会議が作成する計画である。計画の目的は、大子町の地域に係る災害に関し、町及び防災

関係機関がその全機能を有効に発揮し、町民の協力のもとに災害予防、災害応急対策及び災

害復旧等の災害対策を実施することにより、住民の生命、身体及び財産を災害から保護する

ことを目的とする。

［関連資料］資料編 13-1 大子町防災会議条例

資料編 13-2 大子町防災会議運営規程

資料編 13-3 大子町防災会議委員

２ 計画の性格及び範囲

この計画は、町及び防災関係機関の防災に関する責任を明確にするとともに各機関の事務

又は業務を有機的に統合する計画である。

この計画は、災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）に基づき、県知事が実施する災害救助

事務のうち、県知事が実施する救助事務を補助する場合の計画及び同法適用前の救助に関す

る計画等、防災に関する各種の計画を包含する総合的計画である。

３ 防災ビジョン

本項では、上位計画、関連計画、地域の現況等を整理して地域防災計画におけるビジョン

（基本構想）を検討する。防災ビジョンには、防災行政の基本方針、住民の防災に対する心

構え、防災施策の大網などが含まれる。

また、それらの防災ビジョンの中では、防災アセスメントによって得られた地域の災害危

険性や防災体制の問題点と有機的に関連づけて地域防災計画の整備課題や前提条件を検討す

る。

(1) 災害に強いまちづくりの推進

地域社会の防災力を高めるために、自主防災組織の育成等のソフト面から見た防災まち

づくりの長期計画を手法及び目的別に整理し、効果的な事業の推進を図る。

(2) 防災知識の啓発

洪水ハザードマップや土砂災害ハザードマップ、地震動の震度分布、危険物貯蔵施設等

の位置などのハザード情報と共に、避難場所等を図示した防災マップを作成、配布し、地

域住民に防災情報の周知を図る。

また、地震時の家具の転倒防止や飲料水、食料等の備蓄などについてまとめた防災ハン

ドブックを作成配布するとともに幼年・少年消防クラブ及び婦人防火クラブの防火防災組
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織の育成強化に努め、防災意識の高揚を図る。特に、住民自ら地域を災害から守るという

意識が重要である。

(3) 自主防災組織の育成

地域の実情に応じた機能的な自主防災組織の整備育成を進める。工場等の一部事業所に

ついては、事業所の自衛消防組織の整備育成も併せて進める。

また、関係機関と密接な連携をとりながら、高齢者や障害者、幼児などいわゆる災害時

要援護者の安全確保対策を自主防災組織の協力のもとに進める。

消防団についても出動可能な団員を確保し、組織の強化を図る。

(4) 防災情報の収集伝達体制の整備・強化

FMだいごとの連携により防災情報の伝達体制を整備し、避難情報や災害情報を迅速に地

域住民へ提供できるようにする。また、情報収集伝達については防災行政無線の整備拡充

を目指す。

(5) 防災資機材の整備

町民のための食料、医療品等を備蓄すると共に、庁舎機能維持のために災害対応担当者

への食料・飲料水を確保し、停電対策や燃料備蓄の整備拡充を図る。また、災害応急復旧

用資機材等の整備拡充を図る。

(6) 公共建築物等の耐震性の強化

重要な構造物の建設を行う際は、ボーリング調査によって耐震性や液状化検討のための

詳細な土質調査等を実施することが望まれる。特に、災害対応を行う庁舎や避難所として

用いられる公共建築物については、今後は個々の建物について耐震性診断等の詳細調査を

進めることが望まれる。

また、病院等では、非常用電源などの耐震性や容量等について調査し、問題があれば施

設の改修を行う。

(7) 道路被害対策

道路は、施設の復旧及び救援に要する人員、物資、資器材の搬入等に用いられる重要な

施設である。本町においては、土砂災害による道路寸断や液状化による路面破損、震動に

よる立体交差や橋梁の損傷等を考慮して応急復旧体制を検討していくことが必要である。

特に、緊急輸送路線についてはう回路等も考慮し、効果的な路線網の再検討を進める。

本町には、多数の観光客が訪れるため、季節により交通渋滞が発生する場合がある。そ

のようななか、危険物搭載車両に事故が生ずれば緊急輸送路線そのものが災害発生箇所と

なる危険性が高い。それによって隣接市町村との交通が遮断されるため、今後は緊急時に

おける交通の障害となる車両への対策や橋梁及び取付道路あるいは道路に接する盛土、切

土斜面の耐震性向上を検討する。

(8) 広域消防応援体制の確立

地震、風水害、火災等の大規模あるいは広域災害に対応するためには、個々の市町村の

消防力だけでは十分ではなく、多数の応援部隊を被災地に集中的に投入しなければならな

い。そのための広域応援体制の確立を図り、責任の所在を明確にする。

(9)住民や教職員と一体になった防災対応の確立

町職員の減少に伴い、限られた人員のみでは災害時に十分な行政サービスを行うことが



3

難しいことがわかった。避難所の運営は教職員や住民と共に、給水活動は住民の助けを借

りて行う体制を目指すなど、積極的な人員の活用を行う。

(10)住民の意見を反映した防災対応の確立

東日本大震災を受け、町では住民防災アンケートを実施し、防災訓練などの防災活動が

活発ではない現状や、避難所を把握していない住民が多いという事実、そして災害時は時

を追うごとに必要とする情報が変遷することなど、今後の町の対策に重要な意見を把握し

た。これら意見を反映した対策を行う。

第２節 計画の運用

１ 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、必要があると認めら

れるときはこれを修正する。このため、町及び防災関係機関は、その内容が緊急を要する場

合はそのつど、それ以外の修正については町防災会議が指定する期日までに計画修正案を町

防災会議に提出するものとする。

２ 他の計画との関係

この計画は、町の地域に係る災害対策に関する総合的かつ基本的な性格を有するもので、

指定行政機関の長又は指定公共機関が作成する防災業務計画や茨城県地域防災計画等の他の

計画との整合を図るものとする。

３ 計画の習熟

町及び防災関係機関は、この計画の遂行に当たってそれぞれの責務が十分に果たせるよう、

平素から、自ら又は他の機関と協力して調査研究を行い、実地又は図上訓練その他の方法に

よりこの計画の習熟に努めなければならない。

第３節 防災機関の業務大網

１ 町

町は、災害予防、災害応急対策及び災害復旧対策に関し、次の事項を実施するとともに、

指定地方公共機関が処理する防災に関する事務又は業務の実施を助け、かつ、その総合調整

を行う。

(1) 災害予防

ア 大子町防災会議及び大子町災害対策本部に関すること。

イ 防災に関する組織の整備に関すること。

ウ 防災に関する知識の普及、教育及び訓練の実施に関すること。

エ 防災に関する物資及び資材の備蓄、整備並びに点検に関すること。

オ 防災に関する施設及び設備の整備並びに点検に関すること。
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カ 前各号のほか、災害が発生した場合における災害応急対策の実施に支障となるべき状

態等の改善に関すること。

(2) 災害応急対策

ア 警報の伝達及び避難の勧告又は指示に関すること。

イ 消防、水防その他の応急措置に関すること。

ウ 被災者の救護、救助その他保護に関すること。

エ 災害を受けた児童・生徒の応急教育に関すること。

オ 施設及び設備の応急復旧に関すること。

カ 清掃、防疫その他の保健衛生措置に関すること。

キ 緊急輸送の確保に関すること。

ク 災害時における給水確保に関すること。

ケ 水道施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

コ 前各号のほか、災害の防御又は拡大防止のための措置に関すること。

(3) 災害復旧

ア 被災施設の復旧に併せ、再度、災害発生を防止するための施設の新設及び改良に関す

ること。

２ 指定地方行政機関及び県の機関

(1) 関東農政局

ア ダム、堤防、ひ門等防災上重要な施設の点検整備等の実施または指導に関すること。

イ 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

地浸食防止の施設整備に関すること。

ウ 災害時における種もみ、その他農資材の確保に関すること。

エ 災害時における災害救助用米穀の需要調整に関すること。

オ 災害時における生鮮食料品等の供給に関すること。

カ 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。

キ 土地改良機械器具及び技術者等の把握並びに緊急貸出及び動員に関すること。

コ 災害による被害農林漁業等に対する資金の融資に関すること。

(2) 郵便局

ア 救助物資小包郵便物の料金免除及び災害時における郵便はがき等の無償交付

イ 為替貯金及び簡易保険、郵便貯金の非常扱い

ウ 被災者の救援を目的とする寄付金を郵便為替により送金する場合における通常払込み

及び通常振替の料金免除の取扱い

エ 簡易保険、郵便年金積立金の融資

(3) 茨城森林管理署大子事務所

ア 国有林の災害予防

(4) 大子警察署

ア 装備資機材の整備、備蓄

イ 気象情報その他災害に関する情報の収集及び伝達
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ウ 避難の指示又は警告及び避難者の誘導

エ 災害を拡大させるおそれのある設備又は物件の除去

オ 交通規制及び緊急輸送車両の確認

カ 人命の救助

キ 被害状況の調査

ク 死体の検視

ケ 被災地における犯罪の予防及び取締り

コ 他機関の行う救助活動及び防御活動の協力

(5) 茨城県北県民センター

ア 災害情報の収集及び報告

イ 町村及び防災関係機関との連絡調整

ウ 災害応急対策に必要な応援措置

エ 災害救助法による救助活動

(6) 茨城県常陸大宮保健所

ア 医療品、衛生材料及び各種資材の備蓄、調達あっせん

イ 感染症発生に伴う調査指導及び防疫活動

ウ 被災者の医療その他の保健衛生

エ 保健師の派遣

(7) 茨城県常陸大宮土木事務所大子工務所

ア 降水量、水位等の観測通報

イ 洪水予報及び水防警報の受理並びに通報

ウ 水防管理団体との連絡指導

エ 河川、道路、橋梁等の災害状況の調査及び応急修理

オ 土砂災害警戒情報の提供

(8) 茨城県県北農林事務所

ア 降雨量、風速等異状気象予報に対する農地、農業用施設の被害防止連絡通報

イ 土地改良区等団体との連絡指導

ウ 農地、農業用施設の被害額概況取りまとめ及び報告

エ 農地、農業用施設の応急復旧指導

オ 民有林の災害予防

３ 指定公共機関及び指定地方公共機関等

(1) 日本電信電話株式会社茨城支店

ア 電気通信施設の整備

イ 災害非常通信の調整及び警報の伝達

ウ 被災電気通信施設の応急対策及び災害復旧

(2) 東京電力株式会社水戸支社

ア 災害時における電力供給

イ 被災施設の応急対策及び災害復旧
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(3) 東日本旅客鉄道株式会社水戸支社水郡線営業所

ア 被災地の人員輸送の確保

イ 災害時の応急輸送対策

(4) 茨城交通株式会社大子営業所

ア バス施設等の保全

イ 災害時における救助物資及び避難者の輸送の協力

(5) 茨城通運株式会社常陸大子営業所

ア 輸送施設等の保全

イ 災害時における貨物自動車による救助物資及び避難者の輸送の協力

４ 公共的団体等

(1) 茨城みどり農業協同組合

ア 農作物の災害応急対策の指導

イ 農作物等の災害予防

ウ 被災農作物等の管理指導及び病害虫の防除

エ 被災農協施設の応急対策及び災害復旧

オ 種もみ等の営農資材の供給

カ 被災農業者等に貸し付けられる資金の融資

(2) 大子町森林組合

ア 森林の災害予防

イ 被災森林の管理指導

ウ 杉苗等苗木のあっせん

(3) 医師会等

ア 医療及び助産活動の協力

イ 防疫その他保健衛生活動の協力

ウ 災害時における医療救護活動の実施

(4) 社会福祉法人等

ア 避難施設の整備と避難等の訓練

イ 被害時における収容者の保護

(5) 金融機関

ア 被災事業者等に対する資金の融資

(6) 商工業関係団体

ア 町が行う商工業関係被害調査、融資希望者の取りまとめ、あっせん等の協力

イ 災害時における物価安定についての協力

ウ 救助物資、復旧資材の確保についての協力、あっせん

(7) 建設業関係団体

ア 町が行う災害応急対策や復旧対策等の協力

イ 救助物資、復旧資材の確保についての協力、あっせん

ウ 災害時における応急仮設住宅建設についての協力
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エ 災害時における住宅応急修理についての協力

(8) 行政区、婦人会、日赤奉仕団等の団体

ア 町が実施する応急対策についての協力

第４節 防災アセスメント

１ 地域の現況

(1) 気象

本町の気候は、表日本の気候型に属し、寒暖の差が激しいが、比較的低温多雨で山岳気

候を呈している。降霜期間は 11 月初旬から 5月上旬までであり、特に茶やりんごの被害が

多い。降雪期間は 12月から 3月ころまでであるが、降雪量はわりあい少なく、被害もほと

んどないといえる。年平均気温は 12～13℃、年間の平均降水量は 1,400～1,500mm である。

降ひょうは 6月から 7月ころ発生することがあり、農作物等にも被害をもたらしている。

(2) 位置

本町は、茨城県の県北西端に位置し、北は福島県、西は栃木県に接しており、東西 19km、

南北 28km で総面積 325.78km2 を有し、県全体の約 19分の 1を占める広大な町である。

近隣都市との位置関係は、水戸市の北約 55km、栃木県宇都宮市の北東約 70km、福島県郡

山市の南約 80km の地点にあり、水戸市と郡山市は国道 118 号及び JR水郡線で結ばれ、ほ

ぼその中心に位置し、宇都宮市とは国道 461 号、主要地方道などで結ばれている。

(3) 地勢

本町の面積の約 80％は八溝山系と阿武隈山系からなる山岳地であり、県内最高峰の八溝

山をはじめ高笹山、男体山、花瓶山などの秀峰を擁している。

これらの山あいからは数多くの中小河川が流れ、福島県に源を発し、町の中央部を南北

に縦断している久慈川に流れ注いでいる。そして、これらの河川に沿って狭あいながらも

耕地が開け、人家が散在しており、町のほぼ中央部に市街地が形成されている。

(4) 人口

本町の人口は、昭和30年時点では43,124人であったが、平成22年の国勢調査では20,073

人（男性 9,780 人、女性 10,293 人）となり、60 年間で 23,051 人減少している。これは、

高度経済成長期における大都市への人口流出などの社会的要因によるところが大きいと思

われる。国勢調査における減少率をみると、昭和 40年から 45年の 10.4％をピークに、以

後は徐々にその率も縮小しており、人口減少に歯止めのかからない状況が続いている。世

帯数は、人口の大幅な減少にもかかわらず、昭和 30 年の 7,779 戸から平成 22 年の 7,140

戸と微減にとどまっており、1世帯あたりの人員数の減少が目立つ。平成 22 年国勢調査で

は、1世帯あたり 2.81 人であり、さらなる世帯人員数の減少が起こることが予想される。

［関連資料］資料編 16-1 人口と世帯数の推移

(5) 土地利用状況

本町の総面積 325.78km2 のうち地目別のおおよその割合は、山林・原野 74.5％、農地

10.3％、宅地・その他 13.8％となっており、その土地利用状況は大小河川沿いの低地部を
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水田、外周部を畑、更にその外周部を樹園地等に利用するという山岳地域の地形構造に特

徴づけられたものとなっている。このため、限られた農地のより効果的利用を図るととも

に急傾斜地の土地改良事業を引続き推進していく必要がある。

住宅地については、町の中心に小規模な市街地が形成され、540ha が都市計画地域に指

定されている。その他の地域は、集落が点在しているため、これらの人口集積と立地条件

を生かした快適な居住環境が得られるよう、生活基盤整備の施策を計画的に推進している。

また、町の約 80％を占める貴重な自然資源を有する山岳地帯については、その保全に努

めることを基本に自然環境と景観との調和を図りながら農用地、工業用地、観光レクリエ

ーション用地等としての利用についても、より有効な利用を図っていく必要がある。

(6) 避難場所

災害時の避難場所としては、各地区の集会所、学校等の施設が指定されている。

［関連資料］資料編 6-1 避難場所一覧

(7) 防災施設等

本町の消防体制は、消防本部、消防署及び消防団からなっている。消防施設の現況につ

いては資料編に示すとおりであり、消防機械については 91.3％、水利施設については

42.7％の整備率となっている。

消防団員は、年々高齢化するとともに、その約 80％以上が企業等に勤めているため、災

害時における団員の出動が難しい状況もあり、今後は、若手団員の加入促進に努めると同

時に団員が緊急時に活動できるよう、企業等の協力体制の確立が必要になっている。

［関連資料］資料編 8-3 消防団定数及び実数、消防団配置状況、年齢別消防団員数

(8) 情報伝達

災害時に円滑な応急対策を実施するために、防災関係機関や住民の間の情報伝達が重要

である。

この情報伝達方法としては、電話（一般回線、NTT 災害時優先電話）、町防災行政無線（同

報系・移動系）、衛星携帯電話、県防災行政無線、消防無線、ＦＡＸ、ラジオ（FMだいご、

NHK、IBS など）、テレビ（NHK など）、緊急速報「エリアメール」、情報メール一斉配信サー

ビス、公式ホームページ（パソコンサイト、モバイルサイト）、ソーシャルネットワークサ

ービス（ツイッター、フェイスブック）、サイレン、広報車、半鐘、全国瞬時警報システム

（J-ALERT）、区長・消防団情報収集団員による口頭伝達、広報紙、アマチュア無線などが

あげられる。

(9) 道路

国道 118 号の整備状況は、改良率 100％、舗装率 100％と高水準にあるが、観光シーズン

等の休日になると交通渋滞を引き起こしているので、今後、交通渋滞解消が最も重要な課

題である。

また、平成５年４月１日に国道に昇格した国道 461 号は、平成 24年４月１日現在、舗装

率は 100％であるものの改良率は 85.0％と整備が遅れており、今後早急な整備が必要であ

る。

県道の整備状況は、改良率 76.1％、舗装率 96.3％であり、交通不能路線もある。

これらの道路については、交通危険箇所や老朽橋の整備を含めた改良整備に努めるとと
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もに、市街地の東西交通についても都市計画道路の整備を推進し、市街地の交通緩和を図

る必要がある。

(10)法規制、危険区域

土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の危険区域が指定されている。

［関連資料］資料編 9-1 崩壊土砂流出危険地区
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第２編 風水害対策計画編

第１章 災害予防計画

第１節 組織と情報ネットワークの整備

１ 対策に携わる組織の整備

災害対策を総合的かつ円滑に実施するため、町及び防災関係機関は、防災体制の整備及び

防災関係機関相互の連携強化を図る。

(1) 町は、日ごろから、積極的に防災対策を推進するとともに、災害発生時における円滑な

応急対策活動を実施するため、予め庁内の通常とは異なる業務分担やその実施体制を本計

画第２章に災害応急対策計画として定め、職員に対し、災害応急対策活動が実施される場

合に属することとなる各々の部（以下、本計画において「各部」という。）において必要と

なる、次に掲げる事項について、研修会等を通じ周知徹底を図る。

ア 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）

イ 災害時における体制（動員体制等）

ウ 地域防災計画の内容

エ 県の風水害被害想定の結果

オ 風水害に関する基礎知識

(2) 各部においては、風水害応急対策に関する活動要領（マニュアル）等を作成し、災害時

の応急対策活動を円滑に行えるよう整備を図る。この際、業務継続計画（ＢＣＰ）を策定

するなど、災害応急対策等の実施に必要となる庁舎の代替施設の確保や、重要データの保

全等に万全を期するものとする。また、災害時に他部とも円滑に連携が図れるよう、平素

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各部間の連携体制を

整備しておく。

また、東日本大震災時の震災対応の教訓を踏まえ、職員の住民質問対応マニュアルや、

報道対応マニュアルなど、具体的な対応マニュアルの整備を図るものとする。

(3) 非常時の職員連絡方法として、職員の非常時連絡先を整理すると共に、定期的な更新を

行う。

２ 情報通信設備等の整備計画

(1) 通信方法の多様化

ア 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、電話（衛星携帯電話、災害時優先電話を含む）、防災行政無線、ラジオ（FM

だいご、NHK、IBS など）、テレビ（NHK など）、緊急速報「エリアメール」、情報メール一

斉配信サービス、公式ホームページ（パソコンサイト、モバイルサイト）、ソーシャルネ

ットワークサービス（ツイッター、フェイスブック）、サイレン、広報車、半鐘、全国瞬
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時警報システム（J-ALERT）、区長・消防団情報収集団員による口頭伝達、広報紙、アマ

チュア無線の活用など、それぞれの利点欠点を考慮して使用していくとともに、継続的

に平常時から管理・点検しておく必要がある。

イ 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。

(2) 通信施設の整備充実

ア 町は、消防応急無線の整備を図り、アナログ無線からデジタル無線への移行に適切に

対応するよう努める。

イ 町は、必要な部署等に災害時優先電話を配置するとともに、登録状況について管理し、

関係機関との情報共有を図る。

(3) 通信設備の災害時の機能確保

町は、災害時の情報通信設備の機能を確保するため保守点検の実施と的確な操作の徹底

に努めるとともに、次の事項に留意し、その耐震化対策を十分に行うものとする。災害時

の停電に備え、バッテリー、無停電電源装置、自家発電整備等の整備に努める。

ア 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。

イ 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、自家発電設設備等の整備に努め

るとともに発電機等の燃料の確保を図る。

ウ 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推進する。

エ サーバの負荷分散

災害時の機器の損傷や電力の枯渇によるサーバの停止、災害発生後のホームページ用

サーバにアクセスが集中し、情報が閲覧しにくい状況が生じる場合においても、情報発

信を継続できるよう、ミラーリング（代替）サーバの確保など、インターネットサービ

スプロバイダ等調整しサーバの負荷を分散する対策を講じる。

オ 非常・緊急通話用電話の指定

防災関係機関は、既設の電話番号を「災害時優先電話」として、ＮＴＴ東日本茨城支

店長に申請し、承認を受け登録しておくものとする。

(4) 通信機器の維持補修

町は、通信機器及び機材がいつでも活用できるよう、定期的な点検整備を行う。

(5) アマチュア無線ボランティアの確保

町は、災害による通信の途絶に備え、災害時におけるアマチュア無線ボランティアの活

動を支援するため、予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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(6) 防災関係機関の情報通信設備

各防災関係機関が整備している専用通信設備としては次のものがある。

ア 関東管区警察局警察無線設備

イ 第三管区海上保安本部海上保安庁通信設備

ウ 気象庁気象通信設備

エ 国土交通省関東地方整備局国土交通省無線設備（多重回線）

オ 東京電力株式会社茨城支店東京電力通信設備

カ ＪＲ東日本株式会社水戸支社鉄道通信設備

キ 茨城交通株式会社茨城交通通信設備

ク ＮＴＴ東日本孤立防止対策用衛星電話

［関連資料］資料編 3-4 通信系統図

(7) 通信連絡系統図の作成

町は、関係機関との連絡のため利用系統を検討し、通信連絡系統図を作成しておき、関

係先、利用できる通信施設が一目でわかるようにしておく。

(8) 住民への情報提供効率化と報道機関対応の軽減化

町は、総務省が地域の安全・安心に関する情報について各種メディアを通して迅速かつ

効率的に住民に伝達することを目的として普及を推進している情報流通基盤である「公共

情報コモンズ」の導入など、新たな情報提供方法について検討を行う。

３ 情報収集・連絡体制の整備

(1) 人材の確保

町は、発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、退職者（自衛隊等の国の機関の退

職者も含む。）の活用や、民間の人材の任期付き雇用等の人材確保方策を予め整えるように

努める。

また、民生委員や区長、消防団の情報収集団員を活用した情報収集・集約体制の整備を

図る。

(2) 防災関係機関相互の連携体制

町は、県への応援要求が迅速に行えるよう、予め県と要請の手順、連絡調整窓口、連絡

の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共有を徹底しておくなど、必要な準備を整え

ておくものとする。

また、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体及び防災関係機関

から応援を受けることができるよう、防災業務計画や地域防災計画等に応援計画や受援計

画をそれぞれ位置付けるよう努め、応援先・受援先の指定、応援・受援に関する連絡・要

請の手順、災害対策本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動拠点、応援要員の

集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制等について必要な準備を整えるものとする。



13

第２節 風水害に強いまちづくり

１ 水政計画

(1) 治山治水計画

ア 治山計画

(ｱ) 森林の概況

本町は八溝山系と阿武隈山系からなる山岳地で、八溝山をはじめ高笹山、男体山な

ど有数の秀峰を擁している。台風や豪雨による土砂災害などの危険性を防止するため、

治山施設の整備を推進する。

イ 河川改修

(ｱ) 河川の概況

本町の主な河川は、一級河川久慈川とその支川、押川である。

(ｲ) 河川改修事業

本町を流れる久慈川河川堤防は、県により、護岸及び築堤の河川改修事業が進めら

れている。

また、押川についても、県による河川改修事業が進められているが、未改修区間の

河川改修については、町は、県との連携を強化して、早期整備を促進する。

(2) 水防法に基づく洪水対策

ア 水位情報周知河川の指定

県は、洪水予報河川に指定された以外の河川のうち、洪水により相当な損害を生ずる

おそれがある河川を水位情報周知河川として指定し、避難判断水位（はん濫注意水位を

超える水位であって洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。）を定め、当該

河川の水位がこれに達したときは、県知事は水防計画で定める水防管理者等に通知する

とともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知することになってい

る。

本町においては、久慈川及び押川が指定されている。

イ 浸水想定区域の指定

県は、洪水予報河川及び水位情報周知河川に指定された河川について、それぞれの河

川の洪水防御に関する計画の基本となる降水量により河川がはん濫した場合に浸水が想

定される区域を浸水想定区域として指定している。

本町においては、久慈川及び押川が指定されている。

ウ 避難体制等の整備

(ｱ) 町は、浸水想定区域については、次に掲げる事項について定めるとともに、住民に

周知を図る。

ａ 洪水予報等の伝達方法

(a) 広報車による町内広報

(b) 消防団による町内巡回

(c) 自主防災組織を活用した戸別伝達

ｂ 避難場所、避難路その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な

事項
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ｃ 浸水区域内に主として高齢者等の災害時要援護者が利用する施設で当該施設の利

用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要が認められるものがある場合は、

これらの施設の名称、所在地及びこれらの施設への洪水予報等の伝達方法

(ｲ) 町長は、前記(ｱ)の事項について住民に周知するため、これらの事項を記載した印刷

物（洪水ハザードマップ等）の配布その他必要な措置を講ずる。

(ｳ) 町長は、避難指示、避難勧告、避難準備（災害時要援護者避難）情報（一般住民に

対して避難準備を呼びかけるとともに、災害時要援護者等、特に避難行動に時間を要

する者に対して、早めの段階で避難行動を開始することを求める情報）等について、

県等の協力を得て災害事象の特性や土砂災害警戒情報等の収集できる情報を踏まえ、

避難すべき区域、判断基準及び伝達方法を明確にしたマニュアルを作成する。

また、避難場所、避難路を予め指定し、日ごろから住民への周知徹底に努める。さ

らに、消防団等と協議し、発生時の避難誘導に係る計画を作成し訓練を行う。

(ｴ) 町は、関係機関の協力を得て、雨量、水位等の情報をより効果的に活用するための

内容の拡充を図り、関係行政機関はもとより、報道機関を通じた一般への提供体制の

整備を図る。

また、町は、高齢者、障害者等の災害時要援護者にも配慮した分かりやすい情報伝

達の体制の整備を図る。

２ 土砂災害防止計画

本町は、山間部が多く、多くの土砂災害特別区域および土砂災害警戒区域の指定がある。

これらの区域の災害を未然に防止し、また被害を最小限にとどめるためおおむね次のような

対策を実施する。

(1) 土砂災害防止法に基づく対策

町は、急傾斜地の崩壊等の発生する危険のある区域における災害予防のため、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（平成 12年法律第 57 号。以下

「土砂災害防止法」という。）に基づき、警戒避難体制を整備するほか必要な措置を講ずる。

ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定

県は、急傾斜地の崩落等が発生した場合に住民の生命又は身体に危害が生ずると認め

られ、土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域を土砂災害警戒区

域として指定し、また、県は警戒区域のうち急傾斜地の崩落等が発生した場合には建築

物等に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずると認められ、一定の開発

行為の制限及び建築物の構造の規制を加える区域を土砂災害特別警戒区域として指定を

進めており、町域においてはこれらの指定を受けているため、対策を推進しなければな

らない。

イ 警戒避難体制の整備

(ｱ) 町は、警戒区域ごとに次に掲げる事項について定める。

ａ 土砂災害に関する情報の収集及び伝達、予報又は警報の発令及び伝達、避難、救

助、その他当該警戒区域における土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に

関する事項
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ｂ 警戒区域内に主として高齢者等の災害時要援護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、予報及

び警報の伝達方法

(ｲ) 町は、上記(ｱ)の事項について住民に周知させるため、これらの事項のうち避難場所

や避難路等必要な事項を記載した印刷物（土砂災害ハザードマップ等）の配布その他

必要な措置を講ずる。

(ｳ) 町は、避難指示、避難勧告、避難準備（災害時要援護者）情報等について、県等の

協力を得て災害事象の特性や収集できる情報を踏まえ、避難すべき区域、判断基準及

び伝達方法を明確にしたマニュアルを作成する。

また、避難場所、避難路を予め指定し、日ごろから住民への周知徹底に努めるもの

とする。さらに、県等と協議し、発災時の避難誘導に係る計画を作成し訓練を行う。

(ｴ) 町は、県等関係機関の協力を得て、雨量等の情報をより効率的に活用するための内

容の拡充を図り、報道機関を通じた一般への提供体制の整備を図る。

また、町は、高齢者、障害者等の災害時要援護者にも配慮したわかりやすい情報伝

達の体制の整備を図る。

ウ 土砂災害警戒情報の活用

町は、避難勧告等の判断基準の設定に土砂災害警戒情報を活用する。

(2) がけくずれ対策

ア 危険箇所の実態調査及び防災パトロールの強化

町は、がけくずれ災害を未然に防止し、また災害が発生した場合における被害を最小

限にとどめるために、危険予想箇所の地形、立木、擁壁等の状態及びがけくずれが生じ

た場合の付近に及ぼす影響等の調査に努め、防災パトロールを実施する。

［関連資料］資料編 9-1 土砂災害に関する危険箇所

イ 急傾斜崩壊危険区域の指定の促進

町は県と協議のうえ危険予想箇所について「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関す

る法律」第３条の規定により危険区域の指定を行い、がけに対する有害な行為を規制し

民生の安定と国土の保全を図ることとなっており、町は指定の促進を図る。

ウ 所有者等に対する防災措置の指導

町は、危険箇所調査の結果、必要に応じ危険予想箇所の所有者、管理者、占有者その

他関係者に対し、擁壁、排水施設その他必要な防災工事を施すなど改善措置をとるよう

指導する。

３ 都市計画

土地の合理的利用の増進及び環境の整備改善を行い、都市を健全に発展させることにより、

都市災害を未然に防止・軽減させるため、次の施策を実施することとした総合的な都市計画

を推進する。

(1) 土地利用の現況

本町の土地利用の現況は、次のとおりである。

平成 22 年１月１日現在 単位：k㎡、％ （ ）内は構成率
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資料：県市町村「茨城県市町村概況（平成 23 年度版）」

(2) 都市計画区域の指定状況

本町は、総面積のうち山林が全体の７割を占め、総面積から林野を除いた可住地面積は

総面積の 30％程度であるが、その一区域を都市計画区域に指定し、「大子町都市計画マス

タープラン」に基づく市街地の形成や道路をはじめとした都市基盤の整備とともに、宅地

開発への適正な指導を行っている。

(3) 都市計画事業の推進

町は、災害の未然防止及び拡大防止に配慮した都市計画事業を推進するものとする。

ア 都市計画道路事業

都市計画道路は、火災の延焼、飛び火等を防止する防火帯であり、消火活動の場であ

るとともに、災害発生時における避難路であり、また応急対策活動の交通輸送路として

も重要な役割であるため、今後も積極的な整備を推進する。

イ 公園等整備事業

公園は、住民の心身にわたる健康増進とふれあいの場の拠点として重要な施設である

ばかりでなく、災害時における避難場所、火災発生時には延焼及び飛び火を防止する防

火帯であり、また救助活動の基地となりうる都市防災上の重要な役割を担うものである。

町においては、今後も公共公益施設の緑化推進、土地区画整理事業等による公園緑地の

確保に努め、指導啓発を通じ、事業所、家庭及び空間地等の民有地の緑化を促進する。

４ 農地農業計画

災害発生の地域性にかんがみ、災害から農地及び農作物を保護するための事前にとるべき

対策を定め、もって農地及び農作物の被害の防止・軽減を図る。

(1) 農地計画

ア 老朽ため池等整備工事

築造後における自然的、社会的状況の変化等に対応するため、ため池管理者は、早急

に整備を要する農業用のため池、頭首工、樋門、用排水機場、水路等の用排水施設の改

修又は当該施設に代わる農業用排水施設の新設並びにこれらの附帯施設及び洪水等から

の安全を確保するために必要な管理施設の改修を図る。

(2) 農業計画

町は、災害の発生に備え、県北県民センター、県北農林事務所、生産者団体その他関係

機関と常時緊密な連絡をとり、防災営農体制の整備に努めるとともに、一般農家に対し防

災営農知識の普及に努める。

ア 災害の未然防止対策

(ｱ) 気象予報の伝達体制の確立

災害からの農作物被害を防ぐため、気象注意等の情報の伝達体制を確立し、農家等

総面積 田 畑 宅 地 山 林 原 野 雑種地 その他

325.78

（100.0）

14.65

（4.5）

19.04

（5.8）

6.45

（2.0）

223.44

（68.6）

19.20

（5.9）

4.53

（1.4）

38.47

（11.8）
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の事前対策に供する。

(ｲ) 農業共済加入率の向上

農作物被害による損失に備えて、農業共済加入を促進する。

イ 家畜対策

(ｱ) 低湿地畜舎は、周囲の土盛り排水路の整備を行う。

(ｲ) 増浸水の場合を想定して避難移動場所の留保を図る。

(ｳ) 倒壊流失の懸念のある畜舎の補修を行う。

(3) 干害予防計画

町は、干害発生のおそれがある地域に対し、県及び農協関係の協力を得て次の干害防止

恒久対策を施し、干害の防止・軽減を図る。

ア さく井をなし、用水を確保する。

イ ため池等の改修を行う。

ウ 河川取水をするため、取水路等の整備、水路の改修等を行う。

エ 番水により節水に努める。

(4) 資材の確保

ア 防除器具の整備

町は、病害虫防除器具並びに災害防護器具を点検整備し、災害時に円滑に使用できる

ようにする。

イ 薬剤等

町は、災害の発生が予測される場合は、薬剤等が迅速に確保されるよう農薬販売店等

を通じて必要量の備蓄を行う。

ウ 飼 料

災害に備え、最低数日間の飼料を備蓄する。

第３節 被害軽減への備え

１ 交通計画

災害に備え道路及び橋梁の災害予防並びに維持補修を実施する。

(1) 道路及び橋梁の現況

ア 道 路

本町の道路の整備状況は、国道は舗装率 100.0 パーセント、改良率は 93.5 パーセント、

県道の舗装率は 96.3 パーセント、改良率は 76.1 パーセントとなっている。国・県道は

広域的な道路として、また町内の幹線道路として重要な機能を有しているので、引き続

き道路の拡幅整備を要望していく。

町道は、幹線道路として、また生活道路としての役割を持ち、住民の生活環境に直接

影響を与えるものであるとともに、農業を始めとする産業道路としても重要である。

現在、町道は舗装率・改良率ともに不十分な水準にあり、幅員も狭く交通に危険な箇

所もあるため、さらに整備を推進していく。

また、歩道の整備改良をはじめ、見通しの悪い道路や事故の起きやすい道路の改良工
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事などの道路環境整備を促進する。



19

道路の現況

（町道：平成 24年 4月 1日、国県道：平成 23 年 4 月 1 日現在）

資料：茨城県道路現況調書

イ 橋 梁

本町の橋梁の現況は、次表のとおりである。

橋梁の現況

（平成２４年４月１日現在）

(2) 予防対策

ア 道路建設上配慮すべき事項

(ｱ) 平面線形：できるだけ河川との接近や湿地、沼等を避ける。

(ｲ) 縦断線形：平たん地における切土法面はなるべくとらず、水田等を通過する場合、

洪水による水位の増に対し安全な高さをとる。

(ｳ) 横断こう配：路面水を速やかに側溝に流下させるに必要なこう配をとる。

(ｴ) 路肩：切土部において法長が大きく崩土のおそれのある箇所、盛土法面で常に水と

接する部分（堤防併用）、水田を通る部分等には必要に応じ適切な法面の保護

を図る。

(ｵ) 横断排水構造物：洪水時に十分な排出のできる通水断面とする。

(ｶ) 排水側溝：路面水を処理し、速やかに排水路へ導き、地下水が高く路面排水困難な

所は必要に応じその対策を施す。

イ 道路及び橋梁の危険箇所の調査

町は、定期的にパトロールを行い、危険箇所の調査、把握に努める。

(ｱ) 道路

道路の種類 路線数
実延長

（ｍ）

規格改良済

延長（ｍ）

改良率

（％）

舗装済延長

（ｍ）

舗装率

（％）

国道 2 45,232.9 42,284.8 93.5 45,232.9 100.0

県道 17 121,612.6 92,536.8 76.1 117,123.6 96.3

主要地方道 5 51,135.3 38,209.2 74.7 50,878.3 99.5

一般県道 12 70,477.3 54,327.6 77.1 66,245.3 94.0

町道 1,764 604,565 239,789 39.7 391,436 64.7

１級 18 57,145 49,686 86.9 51,405 90.0

２級 24 65,019 42,901 66.0 54,655 84.1

その他 1,722 482,401 147,202 30.5 285,376 59.2

橋 梁 数 総 延 長

町 道 ４５６橋 ５，４６３ｍ
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災害による被害の軽減を図るため、危険箇所については、可能な限り補修を行い、

幅員の狭い道路で自動車等の交通不能な道路並びに通行危険な箇所については、逐次

改良するよう努める。

(ｲ) 橋梁

日ごろから、橋梁の老朽度を把握し並びに上流の浮遊物、ごみ等が堆積しないよう

配意する。

ウ う回路の調査

町は、災害時において、道路が被害を受けて、早期復旧が困難で交通に支障をきたす

場合に対処するため、重要な道路に連絡するう回路を予め調査し、また関係機関に当該

事項を周知徹底して緊急事態に備える。

２ 文教計画

学校及びその他の教育機関（以下「学校等」という。）における幼児・児童・生徒等（以下

「児童・生徒等」という。）の安全を図り、教育活動の実施を確保するため、建物・防災施設

等の整備、防災訓練等の災害を予防する措置を講ずるものとする。

(1) 防災上必要な教育及び訓練の実施

ア 防災教育

(ｱ) 学校等の長（以下「校長等」という。）は、児童・生徒等の安全を図るため、防災計

画を作成し、安全教育が適切に行われるよう努める。

(ｲ) 町教育委員会は、防災対策資料の作成・配布及び研修を実施し、関係教職員の災害

及び防災に関する専門的知識のかん養及び技能の向上に努める。

(ｳ) 町教育委員会は、公民館等社会教育施設における諸活動並びに社会教育関係団体の

諸活動を通じ、防災思想の普及を図る。

イ 防災訓練

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

要な訓練を定期的に実施する。

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

達、初期消火等の防災上必要な訓練を定期的に実施する。

(ｳ) 学校等は、地域で実施する防災訓練には、積極的に参加するよう努める。

(2) 防火管理者の選任

防火対象物の管理について権原を有する者（管理権原者）は、消防法（昭和 23 年法律第

186 号）第８条第１項に基づき防火管理者を選任しなければならない。

(3) 文教施設の点検整備

町教育委員会は、学校、公民館等の施設については、次の点に留意し、定期的に点検整

備を進め、安全性の確保を図る。

ア 建物については、新築・改築時等において鉄筋、鉄骨等耐震性、不燃性の恒久建築物

にするよう努めるとともに、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）等に定められた事項

を遵守して安全性の確保を図る。

イ 定期的に安全点検を行い、危険箇所、補修箇所等の補強補修等を実施し、特に電気工
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作物、電気用品、ガス設備、石油等及びその他の危険物がある施設では適切な管理を行

う。

ウ 消防用設備等の設置充実及び点検整備を推進する。

(4) 避難所としての学校の役割

学校を避難所として使用することにより、学校の運営上支障をきたさないためにも、学

校等は、今後次の事項について検討を行う。

ア 避難所の運営における教師の役割

イ 児童・生徒等の安否確認の方法

ウ 学校機能を早急に回復するために、学校内において避難者と児童・生徒等とで共用す

る部分と、児童・生徒等又は避難者のみが使用する部分の区分け

エ 避難所になった場合に必要な備品等の整備

オ 授業中等に発災した場合の児童・生徒等の避難、帰宅及び保護者との連絡方法等の措

置

(5) 文化財の保護

本町には、1の民族文化財、6の県指定文化財、19 の町指定文化財がある。

町教育委員会は、文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）、茨城県文化財保護条例（昭

和 51年茨城県条例第 50号）及び大子町文化財保護条例（昭和 47 年条例第 11 号）により、

所有者及び管理責任者に対し、管理及び修理の補助、勧告等をなし、住民の郷土の文化遺

産に対する認識を高めるとともに、文化の向上発展に貢献することとする。

［関連資料］資料編 16-2 大子町の文化財一覧

３ 災害用資材、機材等の点検整備計画

災害時における災害応急対策に必要な資機材等が、直ちにその機能を有効、適切に発揮で

きるよう、平素から点検整備に努める。

また、資機材の調達先、調達方法等についても災害時に迅速に活用できるよう、確認して

おくものとする。

(1) 連絡体制の構築

町は、災害対策本部に意見聴取・連絡調整等のため、関係機関等の出席を求めることが

できる仕組みの構築に努める。

(2) 災害対応に必要な備蓄資機材

町は、災害時に有効適切に使用できるよう、常に水防に必要な災害用備蓄資機材の整備、

充実に努めるとともに、適時点検を行い保管に万全を期する。

消防班が水害時に避難勧告や指示を広報するための優先的な車両配備に努めると共に、

給水用の軽トラックを指定しておく。

(3) 医療・助産及び防疫に必要な備蓄資材、器具及び薬剤

町は、医療・助産・防疫等に必要な備蓄資材等は、不時の災害に備えて常に点検、整備

をし、特に薬剤については、直接人命に関係するので効用年数等に十分留意する。

［関連資料］資料編 7-2 大子町内の医薬品取扱機関
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(4) 食料・衣料及び生活必需品等

ア 町は、災害時において被災者に対する食料の供給が必要となった場合、米穀の買い受

けを円滑に行えるよう、県北県民センター、関東農政局茨城農政事務所その他関係機関

との連絡・協力体制の整備を図っておくものとする。

イ 町は、避難所生活等において必要となる各種の生活必需品について、生産者及び販売

業者と十分協議し、その協力を得るとともに、事業者と物資調達に関する協定の締結の

検討等に努める。

また、避難所等における仮設トイレの設置や、し尿処理が円滑に行えるよう、予め各

事業者との協定を締結するなど、協力体制を整備しておくものとする。

ウ 町は、「自らの身の安全は自らが守る」という防災の基本にのっとり、各家庭に対して

も災害に備え、備蓄を図るよう啓発する。

エ 町は、小口・混載の支援物資を送ることは被災地方公共団体の負担になることなど、

町民に対して被災地支援に関する知識の普及に努める。

(5) 飲料水等の確保

ア 小・中学校等の受水槽等の利用

避難場所等での拠点給水による給水だけでは一斉給水ができない場合があるので、町

内の小・中学校等の受水槽等の保有水も利用するとともに井戸水の利用を図るため、所

在及び水質について調査を行う。

イ 給水用資機材の整備

応急給水に必要な給水タンク等の資機材を計画的に整備する。

ウ 生活用水の自己備蓄の推進

生活用水については、一般家庭や事務所においても普段から備蓄し、災害時最低限の

生活用水を自分で確保できるよう平素からＰＲに努める。

(6) 避難所の運営

ア 町は、避難所の運営に関して、その運営方法について検討を行い、避難所運営マニュ

アルを作成する。その際、町職員のみでなく地域住民が積極的に関る運営体制になるよ

う心がける。

４ 火災予防計画

町は、消防組織の整備、消防施設の充実、消防団員の教養訓練等について指導助言をして、

消防力の充実強化を図るとともに、消防思想の普及徹底により予防消防の実を挙げ、火災か

ら住民の生命、身体及び財産を保護し生活の安全を期するものとする。

(1) 消防組織の充実・強化

ア 消防機関の充実・強化

消防体制を充実・強化するため、「消防力の整備指針」（平成 12年消防庁告示第１号）

に基づき消防組織を整備するとともに、予防要員・警防要員を確保し予防業務の万全を

期する。

本町には常備消防として大子町消防本部が設置され、大子町消防署が本町を管轄して

いる。
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消防団は、町内に 9分団 48 部が設置されており、災害等に備えている。引き続き災害

時の活動が十分にできるよう、資機材の調達を図り、団員の確保、技術の向上等を推進

し、消防力の充実・強化を図る。

［関連資料］資料編 8-2 消防職員の定数及び実数，消防職員配置状況

資料編 8-5 出場指令区分表

イ 地域の初期消火力の向上

町は、住民自ら守るという町民の防火意識を高揚し、自主防災組織の育成を図る。育

成を支援する中で消火器、バケツ等を備えていくとともに、防火用水の確保、風呂水の

溜め置き等を地域ぐるみで推進する。

また、工場、事業所等の防火管理者においても、消防法第 8条の規定に基づく消防計

画を作成するとともに、本計画に基づいて防火管理業務を遂行するものとする。

(2) 消防施設等の整備、強化

町は、「消防力の整備指針」及び「消防水利の基準」に適合するよう消防機械器具、消防

水利施設、火災通報施設等の整備について年次計画をたて、その推進を図る。

［関連資料］資料編 8-6 消防本部及び消防署の消防機械一覧

資料編 8-7 消防団消防機械一覧

資料編 8-8 消防水利の現況

(3) 火災予防対策の徹底

ア 防火管理者の育成、指導

町は、学校、病院、工場等消防法第８条に規定する防火対象物の管理について権原を

有する者が、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象

物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、

消防の用に供する設備、消防用水又は消防活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使

用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容

人員の管理その他防火管理上必要な業務が徹底されるよう指導する。

イ 立入検査の強化指導

消防長又は消防署長は、消防法第 4条及び第４条の２に規定する立入検査の実施に当

たって、消防対象物の用途・地域の実情に応じ火災予防のため必要があるときは、計画

的に実施し、当該対象物の関係者に対して適正な指導を行う。

ウ 危険物施設等の保安監督の指導

町は、消防法に規定する危険物施設等の所有者、管理者又は占有者についてこれらの

者が自ら計画的に危険物の取扱作業に関し、保安監督するよう指導し、また危険物取扱

者に対し指導の強化を図るとともに、これら施設について必要の都度、消防法第 16 条の

５の規定による立入検査を実施し、災害防止上必要な助言又は指導をする。

［関連資料］資料編 16-4 危険物施設の現状

エ 林野火災対策

林野火災の多くが「たき火」「たばこ」等の不始末が原因となっていることから、町は、

出火防止の啓発宣伝を図るとともに、特に火災危険時期においては、火災の早期発見、

通報及び警戒並びに標識等の適切な配置による火気取扱いについての注意を喚起し、火
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災防止対策に万全を期する。

(ｱ) 空地の管理者等に対する枯草の刈取りの指導徹底

(ｲ) 出火防止の広報の実施

オ 防火思想、知識の普及徹底

町は、春秋火災予防運動を実施し、次の行事を行い、住民の防火思想の普及徹底を図

る。

(ｱ) ポスターの掲示、懸垂幕、消防広報紙、広報車の巡回等による火災予防の周知徹底

(ｲ) 危険物事業所、防火対象物の所有者、管理者、占有者に対し、早期通報、初期消火

の体制確立の指導と避難訓練の積極指導

(ｳ) 消防職員による消防対象物の立入検査及び消防団員による家庭防火診断

(ｴ) 消防団員の特別警防訓練

カ 火災警報の発令

消防法第 22 条の規定に基づき、火災予防上危険であると認められるときに発する火災

警報の発令基準は、次の各号のいずれかに該当する場合である。

(ｱ) 実効湿度 60パーセント以下、最低湿度 40 パーセント以下、最大風速７メートル又

はこれを超える見込みのとき。

(ｲ) 平均風速 10メートルの風が１時間以上連続して吹く見込みのとき。

(4) 消防団員の教育訓練

町は、消防団員に消防の責務を正しく認識させ、技能の修得と体力、気力の錬成に努め、

さらに規律の保持及び協同精神のかん養を図り、消防活動諸般の要求に対応できる消防人

を養成する。

(5) 資機材の点検

ア 通常点検及び走行訓練

各分団は、毎月２回以上、車両の通常点検及び走行訓練を実施し不良箇所の早期発見

とバッテリーの劣化防止に努める。

イ 特別点検

消防機関は、火災予防週間及び出初式等行事又は災害期前においては消防ポンプ性能

点検を実施する。

５ 防災組織等の活動体制整備計画

大規模な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、事業所はもとより企業を含めた住民が自主的に防災活動に参加し、地域で助け

合っていくことが重要である。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ものとする。

また、自主防災組織の育成を積極的に行っていくとともに、地域コミュニティの防災体制

の充実を図るものとする。

(1) 自主防災組織の育成・連携

ア 自主防災組織の整備
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町は、自主防災組織の結成や育成の強化を図り、自主防災組織と消防団との連携等を

通じて地域コミュニティの防災体制の充実を図るものとする。

また、研修の実施などによる防災リーダーの育成、多様な世代が参加できるような環

境の整備などにより、これらの組織の日常化、訓練の実施を促すものとする。その際、

女性の参画の促進に努める。

(ｱ) 普及啓発活動の実施

町は、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、広く住民に自主

防災組織の活動の重要性や役割を啓発していく。

(ｲ) 自主防災組織の編成の推進

ａ 自主防災組織は、地域既存の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。

ｂ 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

置づけて連携を図っていく。

ｃ 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構成する。このため、各自主防災組織の構成員の属性を予め調

査し、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

い女性、定年退職者や職場が自宅にある人々の参加を促進していくこと等で構成員

の調整を図っていく。

(ｳ) 自主防災組織の活動内容

［平常時］

ａ 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

ｂ 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

ｃ 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

ｄ 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

ｅ 災害発生時における、行政や消防団など地域内との連絡手段や伝達事項等のマニ

ュアルの策定及び再確認

［発災時］

ａ 通報の実施

ｂ 初期消火の実施

ｃ 情報の収集・伝達

ｄ 救出・救護の実施及び協力

ｅ 集団避難の実施

ｆ 避難所運営の協力

ｇ 炊き出し及び給水、救助物資の分配に対する協力

ｈ 災害時要援護者の安全確保等

イ 協力体制の整備

町は、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。

ウ リーダーの養成
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町は、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

の育成を図る。

(2) 事業所等防災体制の強化

ア 防火管理体制の強化

消防法第８条の規定により、学校・病院・店舗等多数の者が出入し、勤務し又は居住

対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有す

る者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について、消防計画の作成、当該消

防計画に基づく消火、通報及び避難訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は

消防活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は

防火上必要な構造及び維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務の実

施を徹底する。

また、複数の用途が存在し、管理権限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。

イ 危険物等施設の防災組織

危険物等施設は、大規模な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。

ウ 一般企業の防災体制

多数の従業員が勤務する事業所では、消防法に基づき消防計画の作成及び自衛の消防

組織の設置が義務付けられている。

町は、消防法の規定により自衛の消防組織の設置が義務付けられていない施設につい

ても、自衛の消防組織の設置が推進されるよう、事業所関係者の理解確保に努める。

また、これらの事業所等について自衛消防組織が設置された場合には、被害の発生と

拡大を防止するための防災計画の策定並びに定期的な防災訓練の実施により自主防災体

制の確立が図られるよう、関係者の理解確保に努める。

(3) ボランティア組織の育成・連携

ア 防災ボランティアの定義

防災ボランティアは、一般ボランティアと専門ボランティア（医療・防疫、語学、ア

マチュア無線）とに区分し、次の表に示す県、町、関係団体等がそれぞれ受入れ、紹介

等に係る調整を行う。

また、町は、災害発生時を想定した一般ボランティアと専門ボランティアとの連携の

あり方を協議する連絡会を設置し、防災ボランティアの平常時からの円滑な運営・協力

体制の構築に努める。
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なお、一般ボランティアについての取り扱いについては、次のとおりとする。

イ 一般ボランティアの担当窓口の設置

町は、大子町社会福祉協議会と連絡調整し、県社会福祉協議会とともに災害発生時に

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、被災地ニーズの集約体制等予めその機能を整備する。町及び大

子町社会福祉協議会は、ホームページに「ボランティアの受入れ窓口」を掲載するなど、

広く住民に周知する。

ウ 「受入れ窓口」の整備と応援体制の確立

県社会福祉協議会及び大子町社会福祉協議会は、ボランティアの受入れを円滑に進め

るため、市町村社会福祉協議会間における相互応援協定を締結し、災害時の協力体制強

化を図る。

区分 活 動 内 容
養成・登録

の有無
担当窓口 受入れ窓口

一般

炊き出し、食事の配布、水汲み、

清掃、救援物資の仕分け・配布、

情報の収集・提供、介助、手話

等

養成有り

登録有り

県

（保健福祉部）

大子町

（救助班）

県社会福祉協議会

大子町社会福祉協議

会

医療・

防疫

医療活動（医師、看護師、臨床

検査技師、診療放射線技師、理

学療法士、作業療法士）、調剤

業務、医薬品の仕分け・管理、

消毒等の防疫指導（薬剤師）、

健康管理・栄養指導（保健師、

助産師、栄養士）、歯科診療（歯

科医師、歯科衛生士、歯科技工

士）、メンタルケア（精神保健

福祉士、臨床心理士）、医業類

似行為業務の提供（あん摩マッ

サージ指圧師、はり師、きゅう

師）

養成無し

登録無し

県

（保健福祉部）

県医師会

県歯科医師会

県薬剤師会

県看護協会

県助産師会、

県臨床検査技師会

県診療放射線技師会

県理学療法士会

県作業療法士会

県栄養士会

県歯科技工士会

県精神保健福祉士会

県臨床心理士会

県鍼灸師会

県鍼灸マッサージ師

会

語学 外国語通訳・翻訳
養成有り

登録有り

県

（生活環境部）

県国際交流協会

アマチュ

ア無線
非常通信

養成無し

登録無し

県

（生活環境部）

県（生活環境部）
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エ 一般ボランティア団体のネットワーク

町は大子町社会福祉協議会と連携して、平常時から町内のボランティア団体、ボラン

ティア関連団体、企業、大学等とのネットワーク化を進め、災害時における協力体制を

整備する。

オ 一般ボランティアの活動環境の整備

町、県、県社会福祉協議会、大子町社会福祉協議会は、次の活動環境の整備を実施す

る。

(ｱ) ボランティア活動の普及・啓発

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、住民・

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。

(ｲ) 一般ボランティアの活動拠点等の整備

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。

(ｳ) ボランティア保険への加入促進

町及び県は、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

図るとともに、ボランティア保険への加入者に対する助成に努める。

(ｴ) 防災意識の高揚

登録された防災ボランティア団体等については、防災訓練等への積極的な参加を促

すなどして、災害時の心得等について指導を行うとともに、防災意識の高揚を図る。

(4) 企業防災の促進

企業は、災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、

地域貢献、地域との共生）を十分に認識し、各企業において災害時に重要業務を継続する

ための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定・運用するように努めるとともに、防災体制の整備、

防災訓練の実施、事業所の耐震化、予想被害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し、

燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応、取引先とのサプライチェーンの確

保等の事業継続上の取組みを継続的に実施するなど防災活動の推進に努める。

このため、町は、こうした取組みに資する情報提供等を進めるとともに、企業防災分野

の進展に伴って増大することになる事業継続計画（ＢＣＰ）策定支援等の高度なニーズに

も的確に応えられる市場の健全な発展に向けた条件整備に努める。さらに、企業のトップ

から一般職員に至る職員の防災意識の高揚を図るとともに、優良企業表彰、企業の防災に

係る取組みの積極的評価等により企業の防災力向上の促進に努める。

また、企業等においては、災害発生時に従業員等を一定期間事業所等内に留めておくこ

とができるよう、従業員に対する安否確認方法の周知や必要な物資等の備蓄など、帰宅困

難者対策に努めるものとする。

さらに、町は、企業を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等への積

極的参加を呼びかけるなど、自主防災組織や消防団などと積極的な連携を図るとともに、

防災に関するアドバイスを行う。
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(5) 防災関係組織等との連絡調整

町は、防災関係組織や行政、ボランティア団体など、災害対応上連携が不可欠な団体と

災害時に連絡調整を行うための手段や調整内容等について検討・整理する。

６ 避難行動要支援者支援計画

近年の災害では、要配慮者（自力で避難することが困難な高齢者、乳幼児、障害者及び日

本語での災害情報が理解できにくい外国人など）のうち避難行動要支援者（災害が発生する

おそれがある場合に，自ら避難することが困難な者で，その円滑かつ迅速な避難の確保を図

るために特に支援を要する者）と呼ばれる方々の犠牲が多くなっている。

このため、町及び福祉施設等の避難行動要支援者関連施設は風水害等から避難行動要支援

者を守るため、安全対策の一層の充実を図り、平常時から地域において避難行動要支援者を

支援する体制を整備するよう努めていくものとする。

また、町は、路面の平坦性や有効幅員を確保した避難路の整備、車いすにも支障のない出

入口のある避難所の整備、明るく大きめの文字を用いた防災標識の設置等、避難行動要支援

者に配慮した防災基盤整備を促進していくものとする。

(1) 避難行動要支援者関連施設の安全体制の確保

ア 防災組織体制の整備

施設管理者は、災害時に備え予め防災組織を整え、職員の職務分担、動員計画及び避

難誘導体制等の整備を図るとともに、地震防災応急計画を作成する。また、施設入居者

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。

町は、避難行動要支援者関連施設における防災組織体制の整備を促進し、また地震防

災応急計画作成についての指導・助言を行い、施設入所者等の安全を図る。

イ 緊急応援連絡体制の整備

施設管理者は、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、他の関連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

ア組織等の連携・協力体制を整備し施設入所者等の安全確保を図るものとする。

町は、施設相互間の応援協定の締結、ボランティア組織等の連携の確保について、必

要な援助を行うとともに、非常用通報装置等の通信手段等の整備を図る。

ウ 防災資機材整備及び食料等の備蓄

施設管理者は、非常用自家発電機等防災資機材を整備するとともに、食料、飲料水、

医薬品等の備蓄に努める。

町は、避難行動要支援者関連施設等に対し、防災資機材の整備や食料等の備蓄を促進

する。

エ 防災教育、防災訓練の実施

施設管理者は、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。

町は、施設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、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。
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(2) 避難行動要支援者の救護体制の確保

ア 避難行動要支援者の名簿の作成

町は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困

難な者であって、その円滑な避難の確保を図るため特に支援を要する者の把握に努める

とともに、避難行動要支援者の名簿を作成し、避難支援対策の一層の充実を図るものと

する。

イ 避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲

在宅の要配慮者のうち、自ら避難することが困難であって、その円滑かつ迅速な避難

の確保を図るために特に支援を要する次に掲げる者とする。

・６５歳以上の一人暮らしの者

・６５歳以上のみの世帯の者

・要介護認定４以上の認定を受けている者

・身体障害者１～３級以上の交付を受けている者

・療育手帳Ⓐ・Ａ・Ｂの交付を受けている者

・精神障害者保健福祉手帳１・２級の交付を受けている者

・その他町長が災害時の支援を必要と認めた者

ウ 避難行動要支援者名簿の作成に必要な情報

避難行動要支援者名簿に記載し，又は記録する個人情報は次に掲げるとおりとする。

・氏名

・生年月日

・性別

・住所又は居所

・電話番号その他の連絡先

・避難支援等を必要とする事由

・その他町長が避難支援等の実施に関し必要と認める事項

エ 避難行動要支援者名簿の作成に必要な情報の把握

町は、避難行動要支援者名簿に該当する者を把握するにあたり、市の関係部局で把握

している要介護高齢者や障害者等の要配慮者に係る情報について、災害対策基本法に基

づき、これを利用して、避難行動要支援者名簿を作成する。

難病患者に係る情報等、町で把握していない情報のうち、避難行動要支援者名簿の作

成のために必要があると認められる情報については、当該情報を把握している関係機関

等に対して情報の提供を求めることができる。

オ 避難行動要支援者名簿の更新

避難行動要支援者の状況は常に変化しうることから、関係部局及び避難支援等の実施

に携わる関係者を通じて得た情報をもとに定期的に更新を行い、名簿情報を最新の状態

に保つものとする。

カ 避難支援等関係者となる者

避難支援関係者は、次に掲げる団体及び個人とする。

・大子町消防本部
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・大子町消防団

・大子警察署

・民生委員・児童委員

・大子町区長会・自主防災会

・その他町長が認めた者

キ 避難行動要支援者名簿の提供

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又

は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、本人の同意を得るこ

となく、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援者等関係者に対し、名簿情報を提

供するものとする。

また、災害の発生に備え、避難行動要支援者の同意を得たうえで、避難支援等の実施

に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供するものとする。

ク 避難行動要支援者名簿情報の漏えい防止措置等

町は、避難支援等関係者に名簿情報を提供する際は、災害対策基本法に基づき避難支

援等関係者に守秘義務が課せられていることを説明するなど、適切な情報管理が図られ

るよう求めるものとする。

ケ 災害時の情報提供、緊急通報システムの整備

町は、災害時における迅速かつ適切な情報提供を行うため、聴覚障害者など情報入手

が困難な障害者に対して、ファクシミリなど通信装置の給付や障害者団体との連携によ

り情報伝達体制の確立に努める。

特に、避難行動要支援者が迅速に避難できるよう、福祉課、健康増進課、総務課及び

消防本部の連携の下、防災関係機関及び福祉関係者と協力して、避難に関する情報の伝

達マニュアルの策定をするとともに、情報伝達体制の整備に努める。

また、町は、災害時における的確かつ迅速な救助活動を行うため、避難行動要支援者

に対する緊急通報装置の給付の促進など、緊急通報システムの整備に努める。

コ 相互協力体制の整備

町は、民生委員を中心として、避難行動要支援者の近隣住民（自主防災組織や地域防

災協力員）、災害時要援護者を対象とする地域ケアシステムの在宅ケアチームやボランテ

ィア組織などとの連携により、避難行動要支援者の安全確保に係る相互協力体制の整備

に努める。

サ 福祉避難所の設定

高齢者や障害者、妊婦など要配慮者のために、福祉避難所の指定に努める。

シ 防災知識の普及・啓発、防災訓練の実施

町は、近隣住民（自主防災組織）、地域ケアシステムの在宅ケアチームやボランティア

組織などの協力により、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。

また、災害時要援護者の防災行動マニュアルの策定など、災害時要援護者に十分配慮

したきめ細かな防災に関する普及・啓発に努める。

(3) 外国人に対する防災対策の充実

ア 外国人の所在の把握
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町は、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。

イ 外国人を含めた防災訓練の実施

町は、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。

ウ 防災知識の普及・啓発

町は、日本語を理解できない外国人のために、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。

エ ライフラインカードの携行促進

町は、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、様々な機

会を捉え、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すすめるとともに、携行の促進に努める。

オ 外国人が安心して生活できる環境の整備

(ｱ) 外国人相談体制の充実

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、町は外国人相談窓口の充実を図る。

(ｲ) 外国人にやさしいまちづくりの促進

町は、避難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、外国人にも分かりやすいものを設置するように努

める。

(ｳ) 外国人への行政情報の提供

町は、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、広報紙やガイドブック、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について検討する。

(ｴ) 外国人と日本人とのネットワークの形成

町は、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。

(ｵ) 語学ボランティアの確保

町は、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、予めその「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。

７ 広域避難計画

町は、大規模広域災害時に円滑な広域避難計画が可能となるよう、他の地方公共団体との

広域一時滞在に係る応援協定を締結するなど、発火時の具体的な避難・受入方法を含めた手

順等を定めるよう努める。
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８ 複合災害対策

(1) 対策の検討

町は、複合災害（同時又は連続して２以上の災害が発生し、それらの影響が複雑化する

ことにより、被害が深刻化し、災害応急対応が困難になる事象）の発生可能性を認識し、

必要に応じ防災計画等を見直し、備えの充実を図る。

(2) 災害対策要員の確保

町は、災害対応に当たる要員、資機材等について、後発災害の発生が懸念される場合に

は、先発災害に多くを動員し後発災害に不足が生じるなど、望ましい配分ができない可能

性があることに留意しつつ、要員・資機材の投入判断を行うよう対応計画に予め定めると

ともに、外部からの支援を早期に要請することも定めておくものとする。

(3) 訓練の実施

町は、様々な複合災害を想定した机上訓練を行い、結果を踏まえて災害ごとの対応計画

の見直しに努める。さらに、地域特性に応じて発生可能性が高い複合災害を想定し、要員

の参集、合同の災害対策本部の立上げ等の実動訓練の実施に努める。

第４節 防災教育・訓練

１ 防災知識の普及計画

災害による被害を最小限にとどめるためには、住民の一人ひとりが日ごろから防災に対す

る認識を深め、災害から自らを守り、お互いに助け合うという意識と行動が必要である。

また、災害時には、初期消火、近隣の負傷者を救助するなどの、防災への寄与に努めるこ

とが求められるため、町及び防災関係機関は、自主防災思想の普及、徹底を図るものとする。

このため、町及び防災関係機関の防災対策要員は、住民の先頭に立って対策を推進してい

く必要があり、災害とその対策に関する知識と高い意識を身につけるよう防災教育活動を推

進するものとする。

(1) 普及啓発すべき防災知識の内容

町及び防災関係機関は、住民に対し、洪水時のシミュレーション結果などを示しながら

その危険性を周知させるとともに、以下の事項について普及・啓発を図るものとする。

ア 「自助」「共助」の推進

(ｱ) おおむね３日分に相当する量の食料及び飲料水等の備蓄、非常持出や定期的な点検、

玄関や寝室への配置などについても推進する。

(ｲ) 家具・ブロック塀等の転倒防止対策、寝室等における家具の配置などについても、

見直しを推進する。

(ｳ) 災害時の家族内の連絡体制の確保、発災当初の安否確認等による輻輳を回避するた

め、災害用伝言板や災害用伝言ダイヤル、ソーシャル・ネットワーキング・システム

等の利用及び複数の手段の確保を促進する。

(ｴ) 地域で実施する防災訓練への積極的参加、初期消火など初歩的な技術の習得や地域

内での顔の見える関係の構築を促進する。

(ｵ) 避難勧告・指示の意味や、情報を受け取った場合の行動についての知識を普及する。
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(ｶ) 自宅や職場周辺の避難所についての知識を普及する。

イ 防災関連設備等の準備

(ｱ) 非常用持出袋

(ｲ) 消火器等消火資機材

(ｳ) 住宅用火災警報器

(ｴ) その他防災関連設備等

ウ 普及啓発手段

(ｱ) 広報紙、パンフレットの配布

町及び防災関係機関は、広報紙、パンフレット等を作成し、広く住民に配布するこ

とにより、災害・防災に関する知識の普及、防災意識の高揚を図る。

(ｲ) 講習会等の開催

町及び防災関係機関は、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、知識の普及、意識の高揚を図る。

(ｳ) その他メディアの活用

ａ テレビ・ラジオ局の番組の活用

ｂ ビデオ、フィルムの製作、貸出

ｃ 文字放送の活用

ｄ インターネット（ホームページ、メール、ソーシャル・ネットワーキング・サー

ビス等）の活用

エ 防災拠点の整備

町は、避難所の機能を有し、応急対策活動の拠点となる公立学校、コミュニティセン

ター等の公共施設について、防災教育の機能を有する設備の整備に努め、平常時おける

防災教育の拠点として活用を図る。

(2) 児童生徒等に対する防災教育

ア 児童生徒等に対する防災教育

(ｱ) 保育所（園）、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校（以下「学校等」

という。）においては、各学校等で策定した学校等安全計画に従って幼児、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い、防災に関す

る知識の普及啓発、防災意識の高揚を図る。

(ｲ) 地理的要件など地域の実情に応じ、河川はん濫による洪水、内水はん濫による洪水、

がけ崩れなど、様々な災害を想定した防災教育を行う。

(ｳ) 災害時に一人ひとりがどのように行動すべきかなどを自ら考え、学ばせる「自立的

に行動するための防災教育」や、学校等を核とした地域での避難訓練や避難所運営な

どを行う「地域活動と連携した実践的な防災教育」の視点による指導を行う。実施に

あたっては、登下校時など学校外も含めたあらゆる場面を想定し、授業等による指導

や避難訓練等の体験的学習の充実に努める。

イ 指導者に対する防災教育

指導のための手引書等の作成・配布および避難・救助等に関する研修会を通して、指

導者への防災教育を行い、資質向上を図る。
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(3) 防災対策要員に対する防災教育

ア 応急対策活動の習熟

町は、被災者救護活動、情報収集活動、応急復旧活動に従事する防災対策要員に対し

ては、現場での活動を示した災害対応マニュアル等による研修等を行うことにより、対

策の周知徹底を図る。

また、災害用伝言板や災害用伝言ダイヤル等安否確認手段の使用方法など、災害予防

に関する基礎的な知識について、日頃から住民へ普及啓発を図る。

イ 研修会及び講演会の開催

町は、災害に関する学識経験者、防災機関の担当者、災害を被った自治体の担当者等

を講師として招き、研修会、講演会を開催するとともに、災害用伝言板や災害用伝言ダ

イヤルを実際に体験してもらうなどの体験型の項目を組み込んでいくよう努める。

ウ 定期点検の実施

町は、町の防災体制、職員の防災活動体制等に関する点検を行う。

２ 防災訓練計画

災害が発生し、又は発生が予想される場合に、迅速かつ的確に応急対策を実施し、住民の

生命、身体及び財産が守れるよう、防災訓練を実施するものとする。

なお、訓練には災害時要援護者の積極的な参加を図り、より実践的な訓練となるよう計画

を立てるものとする。

(1) 総合防災訓練

ア 訓練種目

(ｱ) 災害対策本部設置、運営

(ｲ) 交通規制及び交通整理

(ｳ) 避難準備及び避難誘導、避難所の運営

(ｴ) 救出・救助、救護・応急医療

(ｵ) ライフライン復旧

(ｶ) 各種火災消火

(ｷ) 道路復旧、障害物排除

(ｸ) 緊急物資輸送

(ｹ) 無線による被害情報収集伝達

(ｺ) 災害時要援護者の支援（避難所への避難等）

(ｻ) 応急給水活動

また、訓練にあたっては、展示・体験スペースを設置し、住民が災害用伝言ダイヤルや災

害用伝言板、救急手当等を体験できる機会を積極的に設けるよう努める。

イ 訓練参加機関

できるだけ多くの防災関係機関の参加を呼びかけ、町及び県等が主催して実施する。

そのほか、自主防災組織、ボランティア組織、事業所、災害時要援護者も含めた一般

住民の参加も広く呼びかける。

ウ 防災訓練時の交通規制
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警察は、防災訓練の効果的な実施を図るため、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ものとする。

エ 訓練結果の評価

町は、訓練の実施後は評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じ訓練実施方法や

体制の改善を行う。

(2) 町及び防災関係機関等が実施する訓練

ア 消防訓練

町は、火災多発期前及び訓練効果のある時期を選んで、消防機関の出動、近隣市町村

の応援、避難立退き、救出救助、消火の指揮系統の確立、広報、情報等を織り込んだ訓

練を実施する。

イ 水防訓練

町は、雨期及び台風期前及び訓練効果のある時期を選んで、消防機関及び住民の動員、

警戒、水防工法、資材の調達・輸送、通信連絡、水位雨量の観測、救出避難、広報等を

織り込んだ訓練を実施する。

ウ 避難等救助訓練

(ｱ) 町は、消防訓練、水防訓練等と併せて避難の指示、伝達方法、避難の誘導、避難所

の防疫、給水、給食等を織り込んだ訓練を実施する。さらに自力避難不可能な場合を

想定し、孤立者、負傷者、災害時要援護者の救助、救出等に重点を置いた訓練を実施

する。

(ｲ) 各学校、幼稚園、保育所（園）等は、各種の災害を予想し、災害に応じた避難訓練

等を年に１回以上実施し、児童生徒等の安全を図る。

エ 非常参集訓練

町は、災害時の迅速な職員参集のため、非常参集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併せて実施する。

オ 通信訓練

町は、大規模な災害を想定した被害状況の把握及び伝達が迅速かつ適切に行えるよう

定期的に通信訓練を実施する。

また、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、自治会組織及び住民等の訓練

ア 事業所（防火管理者）における訓練

学校、病院、工場、事業所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、町、消防本部及び地域の防災組織の行う防災訓練にも積極

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。

イ 自治会組織及び自主防災組織における訓練

各自治会組織及び自主防災組織等は、地域住民の防災行動力の強化、防災意識の向上、
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組織活動の習熟及び関連防災機関との連携を図るため、町及び大子町消防署等の指導の

もと、地域の事業所とも協調して、年１回以上の組織的な訓練を実施するよう努める。

訓練種目は、初期消火訓練、応急救護訓練、避難訓練等を主として行う。

ウ 一般住民の訓練

住民一人ひとりの災害時の行動の重要性にかんがみ、町をはじめ防災関係機関は、防

災訓練に際して、広く災害時要援護者も含めた住民の参加を求め、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。

また、住民は、防災対策の重要性を理解し、各種の防災訓練への積極的・主体的な参

加、防災教育施設での体験訓練、家庭での防災会議の実施等の防災行動を継続的に実施

するよう努める。

(4) 文教対策計画

ア 校長等は、学校等の立地条件などを考慮した上、常に災害時の応急教育計画を樹立す

るとともに、指導の方法などにつき明確な計画を立てておく。

イ 校長等は、災害の発生に備えて以下のような措置を講じなければならない。

(ｱ) 児童・生徒等の避難訓練、災害時の事前措置、事後措置及び保護者との連絡方法等

を検討してその周知を図る。

(ｲ) 町教育委員会、警察署、消防署（団）及び保護者への連絡網及び協力体制を確立す

る。

(ｳ) 勤務時間外における所属職員への連絡先や非常招集の方法を定め、職員に周知させ

ておく。
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第２章 災害応急対策計画

第１節 初動対応

１ 動員計画

災害応急対策活動に必要な要員を把握して、災害応急対策活動を確実にするため各部にお

いて状況に応じた所要人員の動員を図る。

(1) 動員の伝達方法

総務課長は、災害対策本部の設置及び活動体制について、町長の命を受けたときは、直

ちに応急対策実施のため必要な職員の動員を行う。

ア 勤務時間内については、次のとおりとする。

(ｱ) 庁内放送及び電話等により各部長に動員の伝達をする。

(ｲ) 各部長は、部内の配備体制を整える。

(ｳ) 部長不在の場合は、当該部の副部長がその職を代理する。

イ 勤務時間外については、次のとおりとする。

(ｱ) 県からの気象予警報、災害情報を受領した宿直者は、直ちに総務課長に伝達する。

(ｲ) 総務課長は、一般加入電話等により町長、副町長に報告し、町長より配備決定の指

示を受けた場合には、速やかに各部長に動員の伝達をする。

(ｳ) 各部長は、部員への伝達など必要な措置をとる。

(ｴ) 部長が不在かつ連絡不能の場合は、当該部の副部長に動員の伝達をする。

(ｵ) 連絡には職員の自宅や携帯電話が記載された非常時職員連絡網を活用する。

ウ 動員状況の報告

各部長は、職員の動員状況を速やかに把握し、所定の様式で参集状況を記録し、総務

部長に報告するとともに、総務部長は各部の動員状況を本部長に報告する。

(2) 配備体制

ア 各部の配備体制

部内の動員は、各部長が行う。ただし、医療救護以外の業務に従事する女子職員は、

原則として第３次動員とする。

イ 災害対策本部を設置するまでの配備体制

災害対策本部を設置するまでの間の配備は、別に定める災害対策連絡会議の設置によ

り行う。

ウ 各部の動員計画

各部長は、別に定める動員計画により職員の動員を行う。

エ 自主参集

職員は、勤務時間外等において、重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場

合には、テレビ、ラジオ等による情報や周囲の状況から動員基準に該当すると判断した

場合は、動員命令を待たずに自ら所属の部署に参集する。

なお、職員の参集に時間がかかる場合は、先に参集した職員が初動部として、各種情

報の収集伝達など初動活動に当たる。
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オ 非常参集

職員は、勤務時間外等において大規模な災害が発生した場合に交通途絶等のため、所

定の配備につくことができないときは、最寄りの公民館、学校等の町施設に参集し、当

該機関の長の指示を受け、災害応急対策活動に従事する。その場合、その旨を所属長に

報告し、承諾を得る。

(3) 配備体制の種別と動員手順

ア 非常時における配備体制は、災害の状況に応じて、次の 3段階とする。

第１次配備 第２次配備 第３次配備

配備体制の種別、時期、内容等については、次のとおりとする。

イ 動員の手順は、次のとおりとする。

(ｱ) 動員の系統

(ｲ) 勤務時間内の動員は、庁内放送等により行い、勤務時間外については、電話等によ

り速やかに行う。

(ｳ) 宿日直者は、関係機関等から災害が発生し、又は発生するおそれがあるとの通報が

あった場合は、直ちに総務課長に電話連絡し、その指示を仰ぎ、必要に応じ関係課長

等に連絡する。

 災害対策本部長 

副本部長 

総務部長 各部長 各副部長 各班長 班員 

種 別 配備時期 配備内容

災害対策連絡

会議

（準備体制）

震度４を記録し、又は暴風雨の通過

の予見等により、次順以上の配備の要

否の検討が必要なとき。

町長、副町長、教育長、各課局

長及び職員のうち町長が必要と

認める者とし、警戒体制に速やか

に移行できる体制。

第１次配備

（警戒体制）

震度５弱を記録したとき、町域に掛

かる暴風雨、大雨、洪水等の注意報の

１以上が発令され、非常災害のおそれ

があるとき、又はその他の状況により

本部長が必要と認めたとき。

情報連絡活動が円滑に行い得

る人員とし、状況に応じて緊急体

制に移行できる体制。

第２次配備

（緊急体制）

震度５強以上を記録したとき、町域

に掛かる暴風雨、大雨、洪水等の警報

の１以上が発令され、局地的に災害が

発生し、なお、災害の拡大するおそれ

があるとき、又はその他の状況により

本部長が必要と認めたとき。

小災害発生に対処できる体制

とする。

ただし、人員に不足が生じる場

合は、第 3次配備体制に属する職

員から任意の人員を繰上げる。

第３次配備

（非常体制）

広範な範囲にわたり大規模な災害が

発生したとき、又はその他の状況によ

り本部長が必要と認めたとき。

中規模以上の災害が発生した

場合に対処できる体制。
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［関連資料］1-3 配備区分ごとの動員数

２ 災害対策本部

町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害に対し総合的、迅速かつ的

確に対応するため災害対策連絡会議を招集し、又は災害対策本部を配置する。

(1) 災害対策連絡会議

災害対策連絡会議は、各課等の長（庁議メンバー）を以って構成し、災害対策本部設置

前及び設置する必要がないと認められる災害に対応するため、情報収集連絡等必要な業務

を行うこととし、その事務は総務課において行う。

また、町長が必要と認める場合には、警察署等の防災関係機関の長に出席を求める。

(2) 災害対策本部の設置及び組織

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害対策基本法及び本計画に定めると

ころにより災害対策本部（以下「本部」という。）を設置する。

ア 責務

災害が発生し、又は災害の発生するおそれがある場合は、大子町災害対策本部条例（昭

和 38 年大子町条例第 19号）に基づいて本部を設置し、応急対策を実施する。

イ 組織

災害対策本部の組織は、条例の定めるところにより、本部長（町長）、副本部長（副町

長、教育長）のもとに、各部により構成される。

ウ 設置及び廃止

本部は、大子町地域防災計画の定めるところにより、その必要を認めたときに町長が

設置し、災害の拡大するおそれが解消され、災害応急対策及び応急復旧がおおむね完了

したと認められたときに廃止する。

［関連資料］資料編 13-4 大子町災害対策本部条例

資料編 13-5 大子町災害対策本部規程

資料編 1-1 大子町災害対策本部事務分担表

資料編 1-2 大子町災害対策本部組織図

(3) 本部の設置、廃止等の手順

ア 設置等の手順

本部の設置及び配備体制の施行手順については、次に掲げるところによる。

(ｱ) 災害対策連絡会議の招集は、総務課長が副町長の承認を得て行う。

(ｲ) 本部の設置並びに配備区分の決定は、総務課長が災害対策連絡会議の意見を聞いた

うえ、町長の承認を得て行う。

イ 廃止等の手順

本部の廃止及び配備体制の解除の手順については、前項の規定を準用する。

ウ 設置、廃止等の通知等

本部の設置及び配備体制の決定又は本部の廃止及び配備体制の解除が行われた場合に

は、直ちにこの旨を庁内放送するとともに、県及び関連する防災関係機関に対し、電話

その他適宜な方法により通知するものとし、次いで報道機関に発表する。
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［関連資料］資料編 17-13 出動職員報告書

３ 組織計画

災害時には、防災関係機関は、所管にかかわる応急対策を円滑に実施するため、活動体制

を定めておくものとし、その責務及び活動体制は次のとおりである。

(1) 責務

災害は発生した場合、指定公共機関及び指定地方公共機関等の防災関係機関は、所管に

かかわる災害応急対策を実施するとともに、町が実施する応急対策が円滑に行われるよう

その業務について協力する。

(2) 活動体制

各防災関係機関は、それぞれの責務を遂行するための活動体制を整備する。

(3) 災害対策本部の組織と編成

ア 本部の設置に関する指示及び伝達

(ｱ) 総務課長は、本部設置及び活動体制について町長の命を受けたときは、副本部長及

び本部員に連絡し、自らは総務部長の任に当たるものとする。

(ｲ) 総務部長は、総務部員に指示し、本部開設に必要な職員の動員等を行う。

イ 本部の編成

災害対策本部には部を設け、部には部長を置く。

(ｱ) 本部を設置した場合は、本部長、副本部長は、直ちに指揮監督に当たる。

(ｲ) 部長は、本部長の命を受け、部の事務を管理し、所属部員を指揮監督する。部員は、

上司の命を受け、担当事務に従事する。

(ｳ) 本部が活動体制に入ったときは、各部長は連絡員を本部事務室に常駐させるものと

する。

ウ 本部会議

(ｱ) 本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、災害予防、災害応急対策その他の防

災に関する重要な事項について協議する。

ａ 災害救助法に関すること。

ｂ 本部の活動体制に関すること。

ｃ 災害応急対策の実施及び調整に関すること。

ｄ 応援要請に関すること。

ｅ 自衛隊の災害派遣要請に関すること。

ｆ 災害広報に関すること。

ｇ 県に対する要望に関すること。

ｈ 災害対策本部の廃止に関すること。

ｉ その他重要な事項に関すること。

(ｲ) 招集

本部長が必要に応じ召集する。

エ 本部長の職務代理者の決定

町長が発災時に登庁困難な場合もしくは登庁に時間を要する場合の職務の代理者は、

登庁した者の中から次の順位で決定し、本部設置等必要な災害対策を行う。
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第１順位 副町長

第２順位 総務課長

オ その他必要とする事項

本部長は、現場における救助等について、適確かつ迅速に対処するため必要があると

認めるときは、現場指揮所の設置を指示し、指揮者を指名して関係機関等との協力体制

を取る。

カ 災害対策本部組織図及び分掌事務

災害対策本部の組織図及び分掌事務は、次のとおりである。

また、大子町災害対策本部の指揮系統は関連資料のとおりである。

［関連資料］資料編 1-4 大子町災害対策本部の指揮系統
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災害対策本部組織図

総 務 部

（部長 総務課長）

総務班

（本部事務局）

総務課

情報班 まちづくり課

物資調整班 財政課

会計課

議会事務局

（観光商工課）

厚 生 部

（部長 福祉課長）

避難対策班 福祉課

地域包括支援センター

町民課

（健康増進課）

（税務課）

（生活環境課）

本部会議 救護班 健康増進課

調査班 税務課

本部長

（町長）

副本部長

（副町長、

教育長）

防疫班 生活環境課

環境センター

衛生センター

経 済 部

（部長 農林課長）

農林班 農林課

農業委員会事務局

観光商工班 観光商工課

建 設 部

（部長 建設課長）

土木住宅班 建設課

教 育 部

（部長 教育委員会事務局長）

学校教育班 教育委員会事務局学校教育担当

学校給食センター

生涯学習班 教育委員会事務局生涯学習担当

水 道 部

（部長 水道課長）

水道班 水道課施設担当

給水班 水道課業務担当

（教育委員会事務局生涯学習担当）

消 防 部

（部長 消防本部消防長）

消防班 消防課

警防課

予防課

消防署
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災害対策本部の事務分掌

部

（部長）

（副部長）

班 担当課 分 掌 事 務

総務部

部長

総務課長

副部長

総務課総務

担当課長補

佐

総務班

（本部事務局）

総務課 1 災害対策の総合調整に関すること

2 防災気象情報及び河川水位情報の授受及び伝達

に関すること

3 初動体制の確立に関すること

4 災害対策本部の設置に関すること

5 職員の動員及び配置に関すること

6 避難勧告等の発令に関すること

7 緊急告知ＦＭラジオの運用に関すること

8 災害時の情報伝達手段の確保に関すること

9 防災関係機関との連絡調整に関すること

10 自衛隊の派遣要請に関すること

11 災害時広域応援及びリエゾンの受入れ及び連絡

調整に関すること

12 災害協定の適用及び協定業者との連絡調整に関

すること

13 災害救助法の適用要請及び事務の取りまとめに

関すること

14 自主防災組織との連携に関すること

15 公用車の退避及び配分に関すること

16 他市町村等への応援派遣及び連絡調整に関する

こと

17 防災備蓄の調達及び管理に関すること

18 住民からの問合せ、要望等の対応に関すること

19 災害復旧・復興計画等の企画立案に関すること

20 部内の事務の取りまとめ及び連絡に関すること

21 その他各部各班に属さない事項に関すること

副部長

まちづくり課長

情報班 まちづくり課 1 災害情報の収集及び整理伝達に関すること

2 災害情報の発表に関すること

3 被災地の写真、動画等の災害記録に関すること

4 報道機関の対応に関すること

5 視察者の対応に関すること
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副部長

財政課長

会計課長

議会事務局長

物資調整班 財政課

会計課

議会事務局

（観光商工課）

1 食料及び生活必需品の調達及び輸送に関するこ

と

2 災害用資機材の調達及び輸送に関すること

3 燃料の調達及び配分に関すること

4 公用車を除く輸送・作業用車両の調達及び配分

に関すること

5 救援物資の受入れ及び配分に関すること

6 寄附金の受入れ及び配分に関すること

7 集会施設の被害調査及び応急復旧に関すること

8 災害対策に係る町有財産の供用に関すること

9 災害対策に係る予算措置に関すること

厚生部

部長

福祉課長

副部長

町民課長

避難対策班 福祉課

地域包括支援センター

町民課

（健康増進課）

（税務課）

（生活環境課）

1 避難所の設置及び運営に関すること

2 福祉避難所の設置及び運営に関すること

3 民間宿泊施設の借上げに関すること

4 被災者への炊出しに関すること

5 被災者のニーズ把握（住宅を含む。）に関するこ

と

6 避難行動要支援者の支援に関すること

7 住民の安否確認に関すること

8 災害による行方不明者の捜索に関すること

9 遺体の収容及び埋火葬に関すること

10 社会福祉施設の被害調査及び応急復旧に関する

こと

11 り災者の生活相談窓口の開設及び運営に関する

こと

12 災害ボランティアセンターの開設及び運営に関

すること

13 被災者生活再建支援法に基づく支援金及び災害

見舞金に関すること

14 災害救助法に基づく生活必需品の給与に関する

こと

15 義援金の受入れ及び配分に関すること

16 部内の事務の取りまとめ及び連絡に関すること

副部長

健康増進課長

救護班 健康増進課 1 医療救護に関すること

2 医療搬送に関すること

3 救護所の設置及び運営に関すること
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4 医薬品の確保に関すること

5 医療機関（医師会）との連絡調整に関すること

6 日赤医療救護班の派遣要請に関すること

7 保健医療に係る広域応援の受入れ及び連絡調整

に関すること

8 被災地の保健衛生に関すること

9 被災地の感染症対策に関すること

10 り災者の健康管理に関すること

11 食品衛生に関すること

12 避難対策班の応援に関すること

副部長

生活環境課長

防疫班 生活環境課

環境センター

衛生センター

1 被災地の防疫及び消毒に関すること

2 災害廃棄物及び災害がれきの処理に関すること

3 被災地の一般廃棄物の処理に関すること

4 被災地のし尿処理に関すること

5 仮設トイレの設置及び管理に関すること

6 町営浄化槽の被害調査及び復旧に関すること

7 避難対策班の応援に関すること

副部長

税務課長

調査班 税務課 1 住宅の被害調査に関すること

2 住宅に係るり災証明の発行に関すること

3 避難対策班の応援に関すること

経済部

部長

農林課長

副部長

農業委員会事務局長

農林班 農林課

農業委員会事務局

1 農作物の被害調査に関すること

2 農地及び農業用施設の災害調査及び応急復旧に

関すること

3 家畜の被害調査に関すること

4 家畜の飼料供給及び牧草地の応急復旧に関する

こと

5 家畜の伝染病予防に関すること

6 山林の災害調査及び応急復旧に関すること

7 り災農林畜産事業者の復興支援相談窓口の開設

及び運営に関すること

8 部内の事務の取りまとめ及び連絡に関すること

副部長

観光商工課長

観光商工班 観光商工課 1 観光施設の被害調査及び応急復旧に関すること

2 商工事業者の被害調査に関すること

3 商工事業者に係るり災証明の発行に関すること

4 り災者の就職のあっせんに関すること
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5 り災商工事業者の復興支援相談窓口の開設及び

運営に関すること

6 物資調整班の応援に関すること

建設部

部長

建設課長

副部長

建設課建設

担当課長補

佐

土木住宅班 建設課 1 公共土木施設の被害調査及び応急復旧に関する

こと

2 町道等の支障物の撤去及び交通規制に関するこ

と

3 久慈川水門樋門及び役場周辺の排水ポンプに関

すること

4 土木機械及び応急復旧用資機材の調達及び運搬

に関すること

5 建設業者との連絡調整に関すること

6 町営住宅の被害調査及び応急復旧に関すること

7 被災宅地危険度判定及び建物応急危険度判定に

関すること

8 災害救助法に基づく住宅の応急修理に関するこ

と

9 建設型応急仮設住宅の用地確保及び管理に関す

ること

10 借上型応急仮設住宅の借上げに関すること

11 町営住宅及び応急仮設住宅の入居受付に関する

こと

12 り災者の住宅相談窓口の開設及び運営に関する

こと

13 災害復旧・復興計画等の企画立案に関すること

教育部

部長

教育委員会事務局長

副部長

教育委員会事

務局学校教育

担当事務局次

長

学校教育班 教育委員会事務局

学校教育担当

学校給食センター

1 児童・生徒の安全対策に関すること

2 学校施設の被害調査及び応急復旧に関すること

3 代替施設の確保及び応急教育に関すること

4 災害救助法に基づく学用品の給与に関すること

5 給食施設の応急措置に関すること

6 部内の事務の取りまとめ及び連絡に関すること

副部長

教育委員会

事務局参事

生涯学習班 教育委員会事務局

生涯学習担当

1 社会教育施設の被害調査及び応急復旧に関する

こと

2 コミュニティセンターの被害調査及び応急復旧

に関すること
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第２節 災害情報の収集・伝達

１ 災害情報の収集・伝達計画

被害報告等の災害情報は、災害応急対策の基礎的要件として不可欠のものであるので、県

及び関係機関と緊密に連絡を取り合い、災害情報を迅速かつ的確に収集・伝達する。

(1) 被害状況等の収集

ア 各部長は、災害が発生した場合は、直ちに「被害状況等報告」に掲げる被害のうち所

管に係る被害状況を収集し、総務対策部に報告する。被害の判断基準は、本節１(２)オ

のとおりである。

［関連資料］資料編 4-1 防災に関係ある各関係機関窓口

3 文化財の被害調査に関すること

4 給水班の応援に関すること

水道部

部長

水道課長

副部長

水道課施設

担当課長補

佐

水道班 水道課施設担当 1 水道施設の被害調査及び応急復旧に関すること

2 水源の保全に関すること

3 水道施設の応急復旧に係る広域応援の受入れ及

び連絡調整に関すること

副部長

水道課業務

担当課長補

佐

給水班 水道課業務担当 1 応急給水に関すること

2 応急給水に係る広域応援の受入れ及び連絡調整

に関すること

消防部

部長

消防本部消防長

副部長

消防本部消防次長

消防班 消防課

警防課

予防課

消防署

1 消防に関すること

2 水防に関すること

3 人命救助に関すること

4 救急に関すること

5 避難誘導に関すること

6 消防団との連携に関すること

7 消防等活動状況の把握及び記録に関すること

8 現地での災害情報の収集及び整理伝達に関する

こと

9 消防関係機関との連絡調整に関すること

10 防災ヘリの派遣要請に関すること

11 消防に係る広域応援の受入れ及び連絡調整に関

することと
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(2) 被害情報等の報告

ア 災害対策基本法に基づく報告

(ｱ) 報告区分

町長は、災害対策基本法第 53 条に基づき、知事に次の区分により、災害発生及びそ

の経過に応じ逐次報告を行う。

ａ 即報

町は、「(ｲ) 報告の基準」に該当する事態が発生したときは、直ちに被害の状

況及び応急対策の実施状況に関する情報を収集し、「茨城県被害情報等報告要領」

に基づき県の災害対策本部、その他必要とする機関に対して防災情報システム等

を利用して報告する。ただし、緊急を要する場合は電話等により行い、事後速や

かに報告するものとする。

また、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

ものとする。併せて、「火災・災害等即報要領」に基づく直接即報基準該当事案に

ついては、消防庁に対しても、原則として覚知後 30分以内で可能な限り早く報告

するものとする。

［関連資料］資料編 1-5 大子町災害対策本部被害報告系統

資料編 8-4 消防通信系統図

資料編 2-1 災害緊急報告の報告先

資料編 17-11 被害状況報告書

ｂ 確定報告

災害に対する応急対策が完了した後 10日以内に最終の報告をする。

ｃ その他の報告

災害の報告はａ、ｂによるほか、法令等の定めに従い、それぞれ所要の報告を

行う。

(ｲ) 報告の基準

報告は、次に掲げる事項のいずれかに該当する事態が発生したとき行う。

なお、県に報告することができない場合には、国（消防庁）に対して直接報告する

ものとし、報告後速やかにその内容について連絡する。

ａ 町災害対策本部が設置されたとき。

ｂ 災害救助法適用基準に該当する程度の災害が発生したとき。

ｃ 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。

ｄ 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて報告の必要があると認めら

れるとき。

イ 情報収集活動の応援要請

災害規模が大きく、町の情報収集能力が著しく低下した場合は、町はその旨を県その

他の防災関係機関に伝達し、被害情報の収集活動に対して応援を要請する。

ウ 異状通報時の措置

地域住民等から 119 番への通報が殺到している状況下にあっては、町は、直ちに県及

び国（消防庁）へ同時に報告する。
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エ 被害種類別の情報収集・伝達系統

発生する被害の種類によって関係する機関、伝達経路が異なるため、町は、以下の要

領で情報の収集・伝達を実施する。

(ｱ) 死者、負傷者、建物被害、その他の被害等に関する手続き

(ｲ) 道路被害に関する手続き

(ｳ) ライフライン被害に関する手続き

(ｴ) 河川、海岸等に関する手続き

河
川

県本部
県土木部
（河川課）一級河川

準用河川

常 陸 大 宮

土 木 事 務 所

大 子 工 務 所

大 子 町

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

県本部

電 気

電 話

水 道

浄 化

東 京 電 力 水 戸 支 社

Ｎ Ｔ Ｔ 東 日 本 茨 城 支 店

町 水 道 事 業 者

町 浄 化 槽 事 業 者

被害現場

・

住 民

県本部

大 子 町

大子警察署 県警本部

県本部

国 道

県 道

町 道

そ の 他

道

路

被

害
大 子 町

県 土 木 部

（道路維持課）

常陸大宮土木事務所

大 子 工 務 所
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(ｵ) 農作物、農地、農業基盤等に関する手続き

(ｶ) その他公共施設に関する手続き

オ 被害の判断基準

被 害 区 分 判 断 基 準 等

人
的
被
害

死者 当該災害が原因で死亡し、死体を確認した者、又は死体は確認

できないが、死亡したことが確実な者。

行方不明者 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者。

負傷者 当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要の

ある者。

（重傷） １か月以上の治療を要する見込みの者。

（軽傷） １か月未満で治療できる見込みの者。

住
家
の
被
害

住家 現実に居住のために使用している建物をいい、社会通念上の住

家であるかを問わない。

棟 独立した一つの建築物をいう。

母屋より延べ床面積の小さい建築物（同じ宅地内にあるもので、

非住家として計上するに至らない小さな物置、便所、風呂場、

炊事場等）があるような場合は、母屋と同一棟とみなす。

また、渡り廊下等で接続された二つ以上の母屋がある場合は、

その部分を折半してそれぞれの棟とする。

世帯 生計を一にしている実際の生活単位をいう。例えば、同一家屋

内の親子夫婦であっても、生活が別であれば分けて扱うものと

する。また、学生等を宿泊させている寄宿舎、下宿、その他こ

県本部
公共施設被害

（学校、公園の町管理施設）
大子町

農

林

業

関

連

被

害

→

→

→

→

大子町

（農林課）

（土地改良区）

→

→

県北農林事務所

（企画調整部門）

（土地改良部門）

（林務部門）

→

→

→

県農林水産部

（農業経営課）

（農村計画課）

（林政課）
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れに類する施設に宿泊するもので、共同生活を営んでいるもの

については、その寄宿舎棟を一世帯として取り扱う。

全壊 住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊、もしくは流失

した部分の床面積が、その住家の床延面積の 70％に達したもの、

又は住家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の 50％以上

に達した程度のものとする。

半壊 住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに使用できるもの

で、具体的には、損壊部分がその住家の延面積の 20％以上 70％

未満のもの、又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価

の 20％以上 50％未満のものとする。

一部破損 全壊及び半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とす

る程度のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のご

く小さなものは除く。

床上浸水 住家の床より上に浸水したもの及び全壊、半壊には該当しない

が、土砂、竹木等の堆積により一時的に居住することができな

いものとする。

床下浸水 床上浸水に至らない程度に浸水したものとする。

非
住
家
の
被
害

非住家 住家以外の建物で、この報告中他の被害箇所項目に属さないも

のとする。これらの施設に人が居住しているときは、当該部分

は住家とする。なお、この被害は、全壊又は半壊の被害を受け

たもののみ記入する。

公共建物 町役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用又は公共の用に供す

る建物とする。

その他 公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。

そ
の
他
の
被
害

田の流失・埋没 田の耕土が流失し、又は砂利等の堆積のため、耕作が不能にな

ったものとする。

田の冠水 稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。

畑の流失・埋没、

畑の冠水

田の判断基準等に準じて取り扱うものとする。

崖崩れ 自然崖及び宅地造成に伴う人口崖の崩落、崩壊等により、人及

び建物に被害を及ぼし、又は道路、交通等に支障を及ぼしたも

のとする。ただし、被害を与えなくても、その崩落、崩壊等が

50ｍ3 を超えると思われるものは報告するものとする。

ブロック塀等 倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。

火災発生 地震又は火山噴火の場合のみ報告するものとする。
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［関連資料］資料編 13-6 (参照条文)災害対策基本法第６１条，第６３条，水防法第２２

条，地すべり等防止法第２５条，警察官職務執行法第４条

被害の程度及び応急対策状況（経過）要請事項等の記載の主たるものを例示すると、

次のとおりである。

・ 人、住家の被害状況及びこれに対する災害救助活動状況

・ 避難の状況

・ 主要河川、ため池、砂防施設等の被害状況及びこれに対する応急対策状況、復旧

見込

・ 主要道路、交通機関の被害状況及びこれに対する応急対策活動状況、復旧見込み

・ 学校・病院・庁舎等重要公共施設の被害状況及びこれに対する応急対策活動状況

・ 電力、ガス、水道、通信施設等公益事業施設の被害状況及びこれに対する応急対

策活動状況、復旧見込

・ 農林水産業施設、農林水産物の被害状況及びこれに対する応急対策活動状況、復

旧見込

・ 応援要請又は職員派遣状況

２ 気象情報等計画

災害関係の気象及び水防に関する警報、注意報及び情報の伝達、災害情報の収集、災害応

急対策に必要な命令の伝達等を迅速確実に実施し、被害を最小限に防止する。

り災世帯 災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け、通常の生活

を維持できなくなった生計を一にしている世帯とする。世帯数

は、世帯の判断基準等に準じて取り扱うものとする。

り災者 り災世帯の構成員とする。

商工被害 建物以外の商工被害で、例えば、工業原材料、商品、生産機械

器具等の被害額とする。

町災害対策本部 災害対策基本法第 23 条に基づき、町長が設置した災害対策本

部とする。

災害救助法 災害救助法第２条に基づき、知事が適用した災害とする。

避難の指示等 災害対策基本法第 60 条、第 61 条、水防法第 22 条、地すべり

等防止法第 25 条に基づき、市町村長等が避難の勧告もしくは

指示したものとする。

消防職員

出動延べ人数

消防組織法第 11 条に定める消防職員とし、災害時におけるそ

の出動延べ人数とする。

消防団員

出動延べ人数

消防組織法第 19 条に定める消防団員とし、災害時におけるそ

の出動延べ人数とする。

応急対策状況等 町及び関係機関がとった応急対策状況、あるいは災害の直接の

要因（例：○○川の堤防損壊、△△地区の崖崩れ）等を記入す

る。
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(1) 注意報・警報

ア 注意報・警報の種類と発表基準

水戸地方気象台が茨城県を対象にして行っている注意報及び警報の種類とその発表基

準は、次のとおりである。

なお、注意報とは大雨、強風等により被害が予想される場合に行うものであり、警報

とは重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合に行うものである。

［関連資料］資料編 2-2 注意報・警報の基準値

(ｱ) 大雨注意報

R1：１時間雨量、R3：３時間雨量、RT：総雨量

出典：茨城県地域防災計画(資料編) H22 年

(ｲ) 洪水注意報

一次

細分

区域

二次

細分

区域

市町村 雨 量 基 準 土壌雨量指数基準

北部
県北

地域

大 子 町 R3＝90 77

日 立 市
平坦地：R1=25

平坦地以外：R1=40
79

常陸太田市 R1＝30 77

高 萩 市
平坦地：R1=40

平坦地以外：R1=50
86

北 茨 城 市
平坦地：R3=50

平坦地以外：R1=50
85

ひたちなか市 R1＝25 101

常陸大宮市 R1＝30 77

那 珂 市 R1＝40 86

東 海 村
平坦地：R1=25

平坦地以外：R1=30
101

一次

細分

区域

二次

細分

区域

市町村 雨 量 基 準
流域雨量

指数基準
複 合 基 準

北部
県北

地域

大 子 町 R3＝90
久慈川流域=35

八溝川流域=12

R3=50 & 久慈川流域

=13

日 立 市 平坦地：R1=25 茂宮川流域=5 －
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R1：１時間雨量、R3：３時間雨量、RT：総雨量

出典：茨城県地域防災計画(資料編) H22 年

(ｳ) その他の注意報

平坦地以外：

R1=40

十王川流域=11

常陸太田市 R1＝30
里川流域=14

山田川流域=13
－

高 萩 市

平坦地：R1=40

平坦地以外：

R1=50

花貫川流域=14

関根川流域=11

平坦地：R3=30

& 花貫川流域=13

北 茨 城 市

平坦地：R3=50

平坦地以外：

R1=50

大北川流域=14

花園川流域=12
－

ひたちなか市 R1＝25 早戸川流域=4 －

常陸大宮市 R1＝30
玉川流域=5

緒川流域=14

R3=40 & 那珂川流域

=34

那 珂 市 R1＝40 早戸川流域=5 －

東 海 村

平坦地：R1=25

平坦地以外：

R1=30

－ －

種 類 発表基準（北部・県北地域）

注

意

報

強風（平均風速） 陸上 12ｍ/ｓ

風雪（平均風速） 陸上 12ｍ/ｓ 雪を伴う

大雪（24 時間降雪の深さ） 10 ㎝

雷 落雷等により被害が予想される場合

乾燥
最小湿度 40％×で、実効湿度 60％

(基準は気象台の観測値)

濃霧（視程） 陸上 100ｍ

霜（最低気温） 早霜・晩霜期に３℃

低温（最低気温） 夏期：15℃以下が２日以上継続

着氷・着雪 著しい着氷（雪）が予想される場合
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出典：茨城県地域防災計画(資料編) H22 年

(ｴ) 大雨警報

R1：１時間雨量、R3：３時間雨量

出典：茨城県地域防災計画(資料編) H22 年

(ｵ) 洪水警報

記録的短時間大雨情報（1時間雨量） 100 ㎜

一次

細分

区域

二次

細分

区域

市町村 雨 量 基 準 土壌雨量指数基準

北部
県北

地域

大 子 町 R3＝130 110

日 立 市
平坦地：R1=50

平坦地以外：R1=80
114

常陸太田市
平坦地：R1=50

平坦地以外：R1=60
111

高 萩 市
平坦地：R1=60

平坦地以外：R1=80
123

北 茨 城 市
平坦地：R3=90

平坦地以外：R1=80
122

ひたちなか市 R1＝50 145

常陸大宮市 R1＝50 110

那 珂 市 R1＝60 123

東 海 村
平坦地：R1=40

平坦地以外：R1=45
145

一 次

細 分

区域

二次

細分

区域

市町村 雨 量 基 準
流域雨量

指数基準
複 合 基 準

北部
県北

地域

大 子 町 R3＝90
久慈川流域=35

八溝川流域=12

R3=50 & 久慈川流域

=13

日 立 市

平坦地：R1=25

平 坦 地 以 外 ：

R1=40

茂宮川流域=5

十王川流域=11
－
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R1：１時間雨量、R3：３時間雨量、RT：総雨量

出典：茨城県地域防災計画(資料編) H22 年

(ｶ) その他の警報

出典：茨城県地域防災計画(資料編) H22 年

・土壌雨量指数：土壌雨量指数は、降雨による土砂災害発生の危険性を示す指標で、

土壌中に貯まっている雨水の量を示す指数。解析雨量、降水短時間

予報をもとに、５㎞四方の領域ごとに算出する。

・流域雨量指数：流域雨量指数は、降雨による洪水災害発生の危険性を示す指標で、

対象となる地域・時刻に存在する流域の雨水の量を示す指数。解析

雨量、降水短時間予報をもとに、５㎞四方の領域ごとに算出する。

・平坦地、平坦地以外の定義

平 坦 地：おおむね傾斜が 30 パーミル以下で、都市化率が 25 パーセント以上の

地域

平坦地以外：上記以外の地域

常陸太田市 R1＝30
里川流域=14

山田川流域=13
－

高 萩 市

平坦地：R1=40

平 坦 地 以 外 ：

R1=50

花貫川流域=14

関根川流域=11

平坦地：R3=30

& 花貫川流域=13

北 茨 城 市

平坦地：R3=50

平 坦 地 以 外 ：

R1=50

大北川流域=14

花園川流域=12
－

ひたちなか市 R1＝25 早戸川流域=4 －

常陸大宮市 R1＝30
玉川流域=5

緒川流域=14

R3=40 & 那珂川流域

=34

那 珂 市 R1＝40 早戸川流域=5 －

東海村

平坦地：R1=25

平 坦 地 以 外 ：

R1=30

－ －

種 類 発表基準（北部・県北地域）

警

報

暴風（平均風速） 陸上 20ｍ/ｓ

暴風雪（平均風速） 陸上 20ｍ/ｓ 雪を伴う

大雪（24 時間降雪の深さ） 30cm
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(ｷ) 注意報、警報の構成と発表の仕方について

ａ 構成

注意報、警報は次の順で構成されている。

(a) 発表年月日時分、発表官署名

標題に示す注意報又は警報の発表時刻と発表官署名を示す。

(b) 標題

対象となる発表区域及びその区域に対する注意報又は警報の種類を示す。

(c) 注意警戒文

注意警戒を要する細分区域、現象の発生時刻又は終了時間、予想される災害等

の要点を簡潔に記述し、二重括弧で囲う。

(d) 本文

① 本文は常に二次細分区域ごとに記述し、［発表］・［解除］・［継続］を含む注意

報・警報の発表状況や警戒すべき事項、予想される気象状況、量的予報事項を

簡潔に記述する。予想される気象状況については、現象の開始時刻、終了時刻、

ピーク時刻及び最大値等を箇条書きで明示する。

② 大雨警報が発表されている状況下で、過去数年で最も土砂災害の起こる可能

性が高くなった場合等に、二次細分区域ごとに「重要変更」を記述する。

③ 留意すべき気象現象の特徴を「付加事項」として明示する。

ｂ 発表の仕方

注意報、警報は、県内全域に発表する場合と、県内を北部、南部あるいは県北地域、

県央地域、鹿行地域、県南地域、県西地域に分けて発表する場合とがある。

また、注意報、警報は、単独で発表することもあり、あるいは同時に２つ以上発表

することもある。このような場合次のように取り扱う。

(a) ２つ以上の注意報、警報を同時に発表する場合は多い。例えば冬期、季節風が

強い時、強風注意報、乾燥注意報とを同時に発表する。又発達した台風が接近す

る時には、暴風警報、大雨警報、洪水警報、波浪警報を同時に発表する場合など

である。この場合、表題に発表区域ごとに注意報又は警報の種類を併記すると共

に、本文の二次細分区域ごとに［発表］を付し、対象となる注意報又は警報の種

類を併記する。

(b) １つ又は２つ以上の注意報や警報を発表した後において、１つ又は２つ以上の

注意報や警報を発表した場合には、前に発表した注意報や警報は、後で発表した

注意報や警報に切りかえられたことになる。この場合、本文の二次細分区域ごと

に［発表］・［解除］・［継続］を付し、対象となる注意報又は警報の種類を併記す

る。また、警報から注意報に切り替えた場合は、［警報から注意報］を付記する。

(c) 注意報、警報の解除について

一度発表した注意報、警報はその必要がなくなった時は必ず解除を発表する。

(ｸ) その他

水戸地方気象台は、注意報・警報とは別に気象現象の推移や防災上の注意を報じる

ため気象情報を発表する。
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気象情報には、数日後に災害が予想される場合に予告的な発表するものと、警報を

補完するために発表するものとがある。

ａ 台風情報（台風○○号に関する気象情報）

台風情報は、台風の中心気圧、最大風速、風速 25m/s 以上の暴風雨、風速 15m/s

以上の強風域、進路予報をその内容としている。台風が日本に接近したときには、

台風の位置情報は１時間ごと（毎正時）、進路予報は３時間ごと（３、６、９、12、

15、18、21、24 時）に発表する。

なお、48、72 時間の進路予想は６時間ごと（３、９、15、21 時）に発表する。

ｂ 大雨情報（大雨等に関する気象情報）

大雨情報は、現在観測している又は予想される大雨の分布やその強弱、盛衰、移

動などの状況を具体的に記述したり、図示する。

ｃ 記録的短時間大雨情報

記録的短時間大雨情報は、大雨警報を発表中に、数年に１回程度しか起こらない

ような猛烈な雨を観測もしくは解析した場合に、更なる警戒を喚起するため「いつ」、

「どこで」、「どの程度」だけを示す。

イ 注意報・警報の伝達

水戸地方気象台が発表した注意報・警報は次に示す伝達系統図により通知する。

凡例 ：気象業務法による通知系統 ：地域気象防災計画等による伝達系統

◎ ：専用線

△ ：公衆線

ウ 洪水予報・水防警報の伝達

(2) 洪水予報河川の洪水予報

水戸地方気象台は、常陸河川国道事務所又は、茨城県（河川課）と共同で次の河川の洪

水予報（注意報・警報又は情報）を発表する。これらの洪水予報は、常陸河川国道事務所、

茨城県（河川課）に通報し、土木事務所を通じて町に伝達される。水戸地方気象台は、県

防災・危機管理課ほか関係防災機関・報道機関に通報するものとする。

洪水予報発表 国土交通省関東地方 茨城県庁 担当官署 気象庁 担当官署

県河川課 常陸大宮土木事務所大子公務所 大子町

△

◎

◎

気象庁
予報部

◎

△

大 子 警 察 署

放送

放送

地

域

住

民

等

県 警 察 本 部 警 備 課

県 防 災 ・ 危 機 管 理 課

国土交通省常陸河川国道事務所

Ｎ Ｈ Ｋ 水 戸 放 送 局

茨 城 放 送

水

戸

地

方

気

象

台

大 子 町

県の関係機関

ＮＴＴ東日本（東京虎ノ門センタ）
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国の機関が行う洪水予報の伝達先

※１：ＮＴＴ東日本への伝達は洪水警報のみ

※２：地域における防災気象情報の利用を促進し、気象災害による被害の防止・軽減によ

り一層貢献するため、茨城県を通じた情報伝達に加えて、インターネットを活用し

たシステムにより県及び市町村の防災機関や報道機関等に提供している。

(3) 水位情報周知河川の水位情報等

常陸河川国道事務所は、管理する水位情報周知河川について、河川の水位が避難判断水

位に達したときは、当該河川の水位又は流量を示して、県（土木部河川課）に通報し、県

は各土木事務所を通じて町に伝達することになっている。

(4) 土砂災害警戒情報

土砂災害警戒情報による被害の防止・軽減のため、大雨警報発表中において、大雨によ

る土砂災害が発生するおそれが高まったときに、茨城県と水戸地方気象台が共同で土砂災

害警戒情報を発表する。

(5) 火災気象通報

水戸地方気象台は消防法に基づき、気象の状況が火災予防上危険であると認めるとき、

火災気象通報をもってその状況を知事に通報する。

火災気象通報の実施基準は、次のとおりである。

河川名 整備局 担当官署

久慈川 常陸河川国道事務所 土木部 河川課 水戸地方気象台

担 当 官 署 伝 達 先 伝 達 方 法

常陸河川国道事務所
県（土木部河川課） ＦＡＸ又は専用電話

河川情報センター 専 用 回 線 Ｆ Ａ Ｘ

水戸地方気象台

常陸河川国道事務所

専 用 回 線

県（生活環境部防災・危機管理課）

NHK 水戸放送局

ＮＴＴ番号情報株式会社

（東京虎ノ門センター ※１）

茨城県警察本部 イ ン タ ー ネ ッ ト

（※ ２）茨 城 放 送

実 施 基 準

① 実効湿度 60％以下で、最小湿度 40％以下になると予想される場合

② 平均風速が 12ｍ/ｓ以上になると予想される場合。ただし、雨、雪を伴うときは通報

を行わないこともある。
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(6) 異常現象の発見者の通報と措置

ア 災害の発生するおそれのある異常な現象を発見した者は、速やかにその旨を町長又は

警察官に通報しなければならない。

イ 住民から通報を受けた警察官は、その旨を速やかに町長に通報するものとする。

ウ 発見者等から通報を受けた町長は、その旨を遅滞なく、県、水戸地方気象台及びその

他防災関係機関に通報すると同時に、住民その他関係団体にも周知するものとする。

３ 通信計画

町は防災関係機関と相互に協力して、災害に関する予報・警報及び情報その他災害応急対

策の実施に係る通信を確保する。

(1) 専用通信設備の運用

専用の無線、有線通信設備を有する機関は、災害後直ちに自設備の機能確認を行い、支

障が生じている場合には緊急に復旧させる。

ＮＴＴ等の公衆回線を含め、すべての情報機器が使用不能となった場合には、他機関に

依頼してその旨を総務省に連絡し、代替通信手段の確保を依頼するものとする。

また、自機関で保有する設備の機能が確保された場合は、情報的に孤立している他機関

の行う情報連絡を積極的に支援するものとする。

［関連資料］資料編 2-5 災害発生時における通信系統

資料編 3-1 通信施設復旧の順位（回線）

資料編 3-2 通信施設復旧の順位（機関等）

(2) 関係機関との連絡方法

町は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、次の連絡方法により防災関係

機関に報告又は通報する。

連 絡 機 関 連 絡 方 法

町 県 県防災情報システム、電話、衛星携帯電話、電報

町

警察署

駐在所
電話、使送、衛星携帯電話

町 消防署 電話、使送、町防災行政無線、衛星携帯電話

町 消防団 電話、情報収集団員、衛星携帯電話

発見者

警察官

町 長

大 子 警 察 署

水戸 地 方 気象 台

県

そ の 他 関係 機 関

県警察本部

住民その他関係団体
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［関連資料］資料編 3-3 茨城県防災システム電話番号一覧

資料編 3-4 通信系統図

(3) 公衆電気通信設備の利用

災害時において加入電話が輻輳し、通話が不能もしくは困難な場合で応急対策等のため

必要があるときは、電気通信事業法（昭和 59年法律第 86 号）第８条の規定による非常・

緊急通話又は電報を利用する。

また、電話の輻輳を緩和するため、住民に対して災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板等

の周知を図る。

ア 非常・緊急通話用電話の指定

災害時における迅速な通信連絡を確保するため、町は、予めＮＴＴ東日本茨城支店長

に対し、電話番号を指定し届出て、既に災害時優先電話としての承認を受けている。

町内における災害時優先電話の設置状況は、次のとおりである。

イ 非常・緊急通話の利用

(ｱ) 一般の加入電話が大変かかりにくい場合でも「災害時優先電話」からの電話は比較

的かかりやすいが、それでも困難な場合は次によるものとする。

(ｲ) 原則的に「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

レーターへ次のことを告げ通話を申し込む。

ａ 非常扱い通信又は緊急扱い通話の申し込みであること。

ｂ 「災害時優先電話」に登録された電話番号と機関名称等

ｃ 相手の電話番号及び話の内容等

ｄ 非常・緊急通話の内容及び利用し得る機関の範囲は、非常・緊急通話の内容等の

とおりである。

なお、相手等の通信設備の被害状況などによってつなぐことの出来ない場合もある。

［関連資料］資料編 3-5 非常・緊急通話の内容等

ウ 非常・緊急電報の利用

非常・緊急電報を頼信する場合は、市外局番なしの「１１５番」にダイヤルし、次の

町 住 民 ラジオ（FMだいご、NHK、IBS など）、テレビ（NHK など）、緊急

速報「エリアメール」（※NTT ドコモ端末のみ）、情報メール一

斉配信サービス（登録者のみ）、公式ホームページ（パソコン

サイト、モバイルサイト）、サイレン、広報車、半鐘、区長・

消防団情報収集団員による口頭伝達、広報紙

設 置 場 所 指定電話番号

大 子 町 役 場
０２９５－７２－１１１１

災 害 対 策 本 部

大 子 町 消 防 本 部
０２９５－７２－０１１９

大 子 町 消 防 署
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事項をオペレーターに告げ申込むこととする。

（※２２時以降－翌朝８時までは、0120-000115 で受付）

・非常扱い電報または緊急扱い電報の申込みであること。

・発信電話番号と機関名称等

・電報の宛先住所と機関名称等

・通信文と発信人名

なお、電報が著しく輻輳するときは、受付けを制限する場合がある。

エ 非常・緊急電話（電報）の内容及び利用し得る機関の範囲

区分 通話及び電報の内容 機 関 等

非

常

通

話

及

び

電

報

１ 気象、水象、地象もしくは地動の観

測の報告又は警報に関する事項

気象機関相互間

２ 洪水、津波、高潮等が発生し、もし

くは発生するおそれがあることの通

報又はその警報もしくは予防のため

緊急を要する事項

(1) 水防機関相互間

(2) 消防機関相互間

(3) 水防機関と消防機関相互間

３ 災害の予防又は救援のため緊急を

要する事項

(1) 消防機関相互間

(2) 災害救助機関相互間

(3) 消防機関と災害救助機関相互間

４ 鉄道その他の交通施設（道路、港湾

等を含む。）の災害の予防又は復旧そ

の他輸送の確保に関し、緊急を要する

事項

輸送の確保に直接関係がある機関相互

間

５ 通信施設の災害の予防又は復旧そ

の他通信の確保に関し、緊急を要する

事項

通信の確保に直接関係がある機関相互

間

６ 電力設備の災害の予防又は復旧そ

の他電力の供給の確保に関し、緊急を

要する事項

電力の供給の確保に直接関係がある機

関相互間

７ 秩序の維持のため緊急を要する事

項

(1) 警察機関相互間（海上保安庁の機関

を含む。）

(2) 防衛機関相互間

(3) 警察機関と防衛機関相互間

８ 災害の予防又は救援のため必要な

事項

天災、事変その他の非常事態が発生し、

又は発生するおそれがあることを知っ

た者と前各欄に掲げる機関との間
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オ 電話の輻輳対策

大規模災害時における電話の輻輳に対応するため、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”や災害用伝言板”web171”等の周知を図る。

(4) 公衆電気通信設備が利用できない場合

ア 他機関の通信設備の使用等

町長は、災害に関する予警報の伝達等、災害対策基本法第 55 条及び第 56条に定める

緊急通信の必要があるときは同法第 57条の規定により、また、災害発生時における応急

措置の実施上必要があるときは、同法第 79条の規定により、それぞれ有線電気通信法（昭

和 28 年法律第 96号）第３条第４項第３号に掲げる者が設置する有線電気通信設備もし

くは無線設備を使用することができる。

(ｱ) 使用又は利用できる通信設備

・警察通信設備・航空通信設備・鉄道通信設備

・消防通信設備・電力通信設備

・水防通信設備・気象通信設備・自衛隊通信設備

(ｲ) 事前協議

町長は、災害対策基本法第 57 条に基づく他機関の通信設備の使用については、予め

当該機関と使用協定を締結するなどの措置を講じておく（災害が発生した場合の災害

対策基本法第 79 条に基づく優先使用を除く。）。

(ｳ) 警察通信設備の使用手続

町は、警察電話（有線電話及び無線電話）を使用する場合、警察本部との協定に基

づき、警察電話使用申込書によって使用申請を行う。ただし、緊急やむを得ない場合

は、電話又は口頭により行う。

緊
急
通
話
及
び
電
報

１ 火災、集団的疫病、交通機関の重大

な事故その他人命の安全に係る事態

が発生し、又は発生するおそれがある

場合において、その予防、救援、復旧

等に関し、緊急を要する事項

(1) 非常扱いの通話を取り扱う機関相

互間

(2) ガスの供給の確保に直接関係があ

る機関相互間

(3) 水道の供給の確保に直接関係があ

る機関相互間

(4) 緊急事態の発生の事実を知った者

と(1)から(3)までの機関との間

２ 治安の維持のため緊急を要する事

項

(1) 警察機関相互間

(2) 防衛機関相互間

(3) 警察機関と防衛機関相互間

(4) 犯罪が発生し、又は発生するおそれ

があることを知った者と警察機関

との間

３ 天災、事変その他の災害に際しての

災害状況の報道を内容とするもの

新聞社、放送事業者又は通信社の機関相

互間
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イ 非常無線通信の利用

町長及び防災関係機関は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、

有線通信が利用できないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに、災害応

急対策等のため必要と認めるときは、電波法（昭和 25 年法律第 131 号）第 52 条第４項

の規定による非常無線通信を利用する。

なお、非常無線通信は、無線局の免許人が自ら発受するほか、防災関係機関からの依

頼に応じて発受する。この場合予め茨城地区非常通信協議会に対し非常の際の協力を依

頼しておく。

また、無線局の免許人は、防災関係機関以外の者から人命の救助に関するもの及び急

迫の危険又は緊急措置に関する通報の依頼を受けた場合は、非常無線通信を実施すべき

かを判断の上行う。

(ｱ) 通信の内容

非常無線通信における通報（以下「非常通報」という。）の内容は、次に掲げるもの

又はこれに準ずる。

ａ 人命の救助に関するもの

ｂ 天災の予報（主要河川の水位を含む。）及び天災その他の災害の状況に関するもの

ｃ 緊急を要する気象、地震等の観測資料

ｄ 電波法第 74 条実施の指令及びその他の指令

ｅ 非常事態に際しての事態の収拾、復旧、交通制限その他秩序の維持又は非常事態

に伴う緊急措置に関するもの

ｆ 暴動に関する情報連絡及びその緊急措置に関するもの

ｇ 非常災害時における緊急措置を要する犯罪に関するもの

ｈ 遭難者救護に関するもの

ｉ 非常事態発生の場合における列車運転、鉄道輸送に関するもの

ｊ 鉄道、道路、電力設備、電信電話回線の破壊又は障害の状況及びその修理復旧の

ための資材の手配及び運搬、要員の確保、その他緊急措置に関するもの

ｋ 災害救援その他緊急措置に要する労務、施設、設備、物資及び資金の調達、配分、

輸送等に関するもの

(ｲ) 取扱い無線局

官公庁、会社等のすべての無線局は、非常通信を行う場合には、許可業務以外の通

信を取り扱うことができることとなっている。ただし、無線局の機能及び通信可能範

囲はさまざまなので、各防災関係機関は非常災害時に利用できる無線局の機能（通信

範囲）を十分把握しておく。

(ｳ) 頼信の手続

非常無線通信を依頼する場合は、通信文を次の順序で電報頼信紙（なければどんな

用紙でもよい。）に電文形式（片仮名）又は平文ではっきり書いて、無線局に依頼する。

ａ あて先の住所・氏名（職名）及び分かれば電話番号

ｂ 本文はできる限り簡潔に記載し字数は 200 字以内（平文の場合は片仮名換算）に

する。
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ｃ 本文中の濁点、半濁点は字数に数えない。したがって次のますをあけない。

ｄ 応援要請を内容とする場合は、その具体的な項目（例えば「自衛隊 100 名派遣、

毛布 1、000 枚を送られたい。」のように）を記入する。

ｅ 用紙の余白の冒頭に「非常」と朱書し、また末尾に発信人の住所、氏名（職名）

及び電話番号を記入する。

ウ 放送の利用

町長は、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通信ができ

ない場合又は著しく困難な場合においては、「災害時における放送要請に関する協定」に

より、知事を通じて NHK 水戸放送局及び株式会社茨城放送に災害に関する通知、要請、

予・警報、避難勧告等の情報伝達等の放送を要請する。

エ 使送による通信連絡の確保

有線通信及び無線通信が利用不能もしくは困難な場合、各防災関係機関は使送により

通信確保する。

オ 防災相互通信用無線電話の利用

災害の現地において防災関係機関が災害応急対策のため相互の連絡を行う場合は、防

災相互通信用無線電話を利用する。

カ アマチュア無線の活用

前各号により通信の確保を図るが、これらにより通信の確保が困難な場合は、町内の

アマチュア無線の協力を求め、通信の確保を図る。

(ｱ) アマチュア無線ボランティア「受入れ窓口」との連携・協力

町は、災害発生後ボランティア「担当窓口」の開設時にコーディネートを担当する

職員を配置し、町及びボランティア「受入れ窓口」との連絡調整、情報収集、提供及

び広報活動等を行う。

(ｲ) アマチュア無線ボランティアの活動内容

a 非常通信

b その他の情報収集活動

キ 自衛隊の通信支援

町は、災害応急対策のため必要がある場合は、知事に対し自衛隊の災害派遣（通信支

援）の要請を依頼することができる。なお、自衛隊の派遣要請の手続き等については、

本編第２章第３節１「自衛隊災害派遣要請計画」に規定するとおりである。

４ 広報計画

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

民等の適切な判断と行動を助けるため、防災関係機関と協力して、正確な情報の速やかな公

表と伝達、広報活動を実施する。

(1) 実施責任者

災害時の広報活動は、情報班が行う。ただし、勤務時間外に突発的大災害が発生し緊急

を要する災害情報は、関係部において積極的に関係機関への通報に努め、事後、広報担当

に報告する。



67

(2) 広報手段

ア 町の広報

町は、保有する人員および資機材を活用して効果的な広報活動を行う。

イ 報道機関への広報要請

町は、報道機関（NHK 水戸放送局）を通じた広報が必要な際には、県に対して要請を

行う。

ウ 自衛隊等への広報要請

町は、必要な広報を自機関で行うことが困難な場合は、県を通じて自衛隊、他都道府

県等に要請し、へリコプター等による広報活動の展開を依頼する（要請方法の詳細は、

第２編第２章第２節５「県防災へリコプター要請計画」を参照）。

(3) 広報内容

総務対策部は、消防機関、報道機関等の協力を得て、利用できるすべてを活用して次の

事項等について広報を実施する。

ア 災害発生状況

イ 気象・地震・津波に関する情報

ウ 災害応急対策の状況

エ 道路及び交通情報

オ 地域住民のとるべき措置

カ 避難の指示、勧告、準備情報等

キ ライフラインの被害状況、復旧状況

ク 救援物資、食糧、水の配布等の状況

ケ その他必要事項

(4) 広報活動

町は、一般住民に対する災害情報及び応急措置の状況を具体的に分かりやすくとりまと

めて広報を行う。

また、広報車を利用する際は、地区ごとに分担を定め、効果的な広報を行うとともに、

災害発生時には地区ごとの被害状況や電気、水道等の復旧状況についても適切な広報を行

対 象 機 関 方 法

一般住民、被災者

ラジオ（FMだいご、NHK、IBS など）、テレビ（NHK など）、緊急速

報「エリアメール」（※NTT ドコモ端末のみ）、情報メール一斉配

信サービス（登録者のみ）、公式ホームページ（パソコンサイト、

モバイルサイト）、サイレン、広報車、半鐘、区長・消防団情報収

集団員による口頭伝達、広報紙

各関係機関 電話、防災行政無線、衛星携帯電話、連絡員の派遣

庁内各課 庁内放送、庁内電話、口頭

その他必要とするもの
立看板、掲示板、チラシ（新聞折込み）、ハンドマイク、アマチュ

ア無線



68

い、民心の安定を図る。

ア 災害発生前の広報

町は、災害に対するあらゆる情報を収集して災害の規模、動向、今後の予想を検討し、

これに対処するため被害の防止等に必要な注意事項をとりまとめ広報活動を実施する。

イ 災害発生後の広報

(ア) 災害状況を迅速かつ的確に把握し、被害の推移、避難準備及び避難の指示、応急

措置の状況と民心の安定と激励を含め、沈着な行動を要請する。

(イ) あらゆる広報機材を利用し、また防災関係機関と連携して迅速に行う。

ウ 指定公共機関及び指定地方公共機関が震災に関する情報を報道機関に発表する場合は、

原則として災害対策本部広報班長と協議の上実施するものとする。ただし、緊急を要す

る場合は、発表後速やかにその内容について報告するものとする。

エ 災害対策本部情報班長は、報道機関に発表した情報を、災害対策本部各班のうち必要

と認められる班及び関係機関に送付するものとする。

(5) 報道機関に対する協力及び発表

ア 報道活動への協力

町は、報道機関から災害関係資料等の提供依頼があった場合には可能な範囲で提供す

る。

イ 報道機関への発表

(ｱ) 災害に関する情報の報道機関への発表は、応急活動状況、災害情報及び被害状況等

の報告に基づいて収集されたもののうち、災害対策本部長が必要と認める情報につい

て、速やかに実施する。

(ｲ) 発表は、原則として総務部長が実施する。

なお、必要に応じ各部において発表する場合は、予め総務部長に発表事項及び発表

場所等について了解を得るものとし、発表後速やかにその内容について報告する。

(6) 広報資料の作成

被害状況の確認、記録の保存のため、総務部は、災害及び応急対策の状況等に関する資

料を収集するほか、各関係機関と緊密な連絡をとり、また情報の提供を求めて資料の作成

に当たる。

ア 広報担当者、他部及び関係機関の撮影した災害写真、ビデオテープ

イ 災害応急対策活動を取材した写真、ビデオテープ

ウ 各関係機関及び住民等が撮影した災害及び応急対策の写真、ビデオテープ

(7) 庁内連絡

総務部は、災害情報及び被害状況の推移について庁内放送を利用し職員に周知する。

また、各部に対し実施すべき事項及び伝達事項を併せて放送する。

(8) コミュニティ FM放送局の整備

町は、災害に強いメディアとされている、コミュニティ FM 放送について、町内全域をサ

ービスエリアとして早期に整備し災害時の広報・情報伝達手段として活用する。
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５ 県防災ヘリコプター要請計画

町長は、災害の状況に応じ県に対して防災ヘリコプターの出動を要請し、被害の情報収集、

救出・救助活動を行う。

(1) 要請基準

町長は、当該災害について、次の各号のいずれかに該当することにより防災ヘリコプタ

ーの応援を必要と判断した場合は、知事に対してその要請をすることができる。

ア 災害が、複数の市町村等に拡大するおそれがある場合

イ 町の消防力によっては、災害防止が著しく困難と認められる場合

ウ 被害者の救急搬送その他防災ヘリコプターの応援が必要と認められる場合

(2) 要請の方法

応援の要請は、県生活環境部防災・危機管理局消防安全課防災航空室あてに、電話等に

より次の事項を明らかにして行う。

ア 災害の種別

イ 災害発生の日時、場所及び被害の状況

ウ 災害発生現場の気象状況

エ 災害発生現場の最高指揮者の職氏名及び連絡方法

オ 飛行場以外の離着陸場の所在地及び地上支援体制

カ 応援に要する資機材の品目及び数量

キ その他必要な事項

(3) 出動要請系統

(4) 防災ヘリコプター運航基準

防災ヘリコプターの運航基準は、次のとおりである。

ア 救急活動

(ｱ) 山村等からの救急患者の搬送

(ｲ) 傷病者発生地への医師搬送及び医療機材等の輸送

(ｳ) 高度医療機関のない地域からの傷病者の転院搬送

(ｴ) 高速道路等の大規模事故における傷病者の搬送

イ 救助活動

(ｱ) 河川、海岸での水難事故等における捜索・救助

(ｲ) 山岳遭難事故等における捜索・救助

(ｳ) 高層建築物火災による救助

(ｴ) 山崩れ等の災害により、陸上から接近できない被災者等の救出

ウ 災害応急対策活動

(ｱ) 地震、台風、豪雨等の災害の状況把握

ＴＥＬ、ＦＡＸ

出 動 要 請
出 動

県生活環境部消防安全課
ＴＥＬ：029-301-2879
ＦＡＸ：029-301-2898

県防災航空隊
ＴＥＬ：029-867-0117
ＦＡＸ：029-857-8501

現 地

（大子町）

消防本部

ＴＥＬ、ＦＡＸ

夜間

昼間
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(ｲ) 津波情報等の広報及び海面の監視

(ｳ) 被災地等の孤立場所等への緊急物資、医薬品等の輸送及び応援要員、医師等の搬送

(ｴ) ガス爆発事故、高速道路等での大規模事故等の状況把握

(ｵ) 各種災害等における住民への避難誘導及び警報等の伝達

エ 火災防御活動

(ｱ) 林野火災等における空中からの消火活動

(ｲ) 火災における情報収集、伝達、住民等への避難誘導等の広報

(ｳ) 交通遠隔地への消火資機材、消火要員等の輸送

オ 広域航空消防防災応援活動

近都県市等との航空消防防災応援協定による相互応援

カ 災害予防対策活動

(ｱ) 災害危険箇所等の調査

(ｲ) 各種防災訓練等への参加（他の公共団体の長から要請を含む。）

(ｳ) 住民への災害予防の広報

キ 一般行政活動

「茨城県防災ヘリコプターの一般行政利用に関する取扱要領」に基づく一般行政利用

活動

ク その他総括管理者が必要と認める活動

(5) 緊急運航の要請基準

ア 緊急運航の要件

防災へリコプターの緊急運航は、原則として、前記(４)「防災ヘリコプター運航基準」

のアからオまでに掲げる活動で、次の要件を満たす場合に運航することができるものと

する。

イ 緊急運航の要請

緊急運航の要請は、町長が「防災ヘリコプター緊急運航要請書」により県防災・危機

管理局消防安全課長に行うものとする。

第３節 応援・派遣

１ 自衛隊災害派遣要請計画

災害に際し、人命又は財産の保護のために必要がある場合には、自衛隊法（昭和 29年法律

公共性
地域並びに地域住民の生命、身体、財産を災害から保護することを目的

とすること。

緊急性
差し迫った必要性があること。（緊急に活動を行わなければ、住民の生命、

財産に重大な支障が生ずるおそれがある場合）

非代替性
防災ヘリコプター以外に適切な手段がないこと。（既存の資機材、人員で

は十分な活動が期待できない、又は活動できない場合）
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第 165 号）第 83 条の規定に基づき自衛隊の派遣を要請し、迅速・的確な応急対策の実施を図

る。

(1) 実施責任者

災害派遣の要請は、町長が知事に対し行う。

(2) 災害派遣要請基準

町長は、自衛隊の派遣要請の必要性を地震の規模や収集した被害情報から判断し、以下

の災害派遣要件の範囲に照らして必要があれば直ちに要請するものとする。

○ 災害派遣要件の範囲

ア 公共性 公共の秩序を維持するため、人命又は財産を社会的に保護しなければなら

ない必要性があること

イ 緊急性 差し迫った必要性があること

ウ 非代替性 自衛隊の部隊が派遣される以外に他の適当な手段がないこと

(3) 災害派遣要請の活動範囲

自衛隊の災害派遣の要請範囲は、おおむね次による。

項 目 内 容

被害状況の把握
車両、航空機等状況に適した手段によって情報収集活動を行って

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。

避難者の捜索・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当

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
道路も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

開又は除去に当たる。

応急医療・救護及び

防疫

被災者に対し、応急医療、救護及び防疫を行うが、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

緊急患者、医師その他救護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。
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(4) 災害派遣要請の手続き

町長が自衛隊の災害派遣を必要とする場合には、「自衛隊の災害派遣要請について（依

頼）」により、知事にその旨を申し出る。ただし、緊急を要する場合は電報、電話により行

い、事後速やかに文書を提出する。

なお、緊急避難、人命救助のように事態が急迫し、知事に要請を依頼するいとまがない

場合は、直接最寄部隊に周囲の状況を通報するものとし、事後速やかに所定の手続きを行

う。

［関連資料］資料編 17-2 自衛隊の災害派遣要請(依頼)

(5) 災害派遣要請先

(6) 自衛隊との連絡

町長は、自衛隊の派遣要請が予測される災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

には、迅速かつ的確にその状況を把握し、陸上自衛隊施設学校（警備課）と必要な情報の

交換をする。

救援物資の無償貸与

又は譲与

「防衛省所管に属する物品の無償貸付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等を無償貸付し、又は救援物

資を譲与する。

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。

通信支援 通信機器を用いて情報の収集および伝達を行う。

広報活動 航空機、車両等を用いて、住民に対する広報を行う。

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。

区 分 担 当 課 名 電 話 番 号

茨 城 県 防災・危機管理局 防災・危機管理課 029-301-2879

部隊等の長

（ 所 在 地 ）

連絡責任者

電話番号
課業

時間内

課業

時間外

陸
上

自
衛
隊

施設学校長

（勝田駐屯地司令）

（ひたちなか市勝倉

3433）

企画室長

(防衛幹部)

駐屯地

当直司令

029－274－3211

内線 時間内 417

時間外 302

航
空

自
衛
隊

第７航空団司令

（百里基地司令）

（小美玉市百里 170）

防衛部長

(防衛班長)

基地当直

幹部

0299－52－1331

内線 時間内 2230、2231

時間外 2215、2225
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(7) 自衛隊の判断による災害派遣

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

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

等を派遣する。ただし、災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、要請を待ついと

まがないと認められるときは、要請を待たないで部隊等を派遣する。

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

次に掲げるとおりである。

ア 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。

イ 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。

ウ 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。

エ その他災害に際し、前各号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。

(8) 自衛隊受入れ体制の確立

町は、派遣部隊の受入れに際しては、次の事項に留意して、派遣部隊の救援目的が充分

に達成できるように努める。

ア 災害派遣部隊到着前

(ｱ) 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。

(ｲ) 連絡職員を指名する。

(ｳ) 派遣部隊の展開、宿営の拠点等を準備する。

イ 災害派遣部隊到着後

(ｱ) 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。

(ｲ) 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。

ウ ヘリコプターの受入れ

町長は、ヘリコプターの派遣要請を依頼した場合は、次の事項に留意し受入体制を整

える。

(ｱ) 次の基準を満たす地積（ヘリポート）を確保する。非常の際に民有地を使用する場

合には、土地の所有者又は管理者との調整を確実に実施する。



74

ａ 離着地点及び無障害地帯の基準

ｂ 離着地点の地盤は堅固で平坦地であること。

(ｲ) 離着地点には、次の基準の○H 記号を風と平行方向に向けて標示するとともに、ヘリポ

ートの近くに上空から風向、風速の判定ができる吹き流しを掲揚する。なお、夜間使用

時においては、着陸に必要な灯火施設を設置する。

(ａ) 小型機(OH-6)の場合
(ｂ) 中型機(UH-1(1J)、UH-60JA)の場

合

(ｃ) 大型機(CH-47)の場合

ａ Ⓗ記号の基準 ｂ 吹き流しの基準
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(ｳ) 危害予防の措置

ａ 離着陸地帯への立入禁止

離着陸地帯及びその近傍において運行上の障害となるおそれのある範囲には、立

ち入らせない。

ｂ 防塵措置

表土が砂塵の発生しやすいところでは、航空機の進入方向に留意して散水等の措

置を講ずる。

(ｴ) 災害用応急ヘリコプター発着場は、連絡用ヘリコプター発着場のとおりである。

なお、ヘリポート予定地内への車両の乗り入れ等を規制し、ヘリコプターの発着に

支障をきたさないよう措置を講ずる。

［関連資料］資料編 10-1 連絡用ヘリコプター発着場

(9) 災害派遣部隊の撤収要請

自衛隊の災害派遣の目的を達成したときは、町長は、「自衛隊の災害派遣部隊の撤収につ

いて（依頼）」により、速やかに県知事に対して撤収要請を依頼する。

［関連資料］資料編 17-3 自衛隊の災害派遣部隊の撤収(依頼)

(10)経費の負担

自衛隊の災害派遣活動に要した経費のうち、派遣を受けた町が負担する経費は、おおむ

ね次のとおりである。

ア 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

イ 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

ウ 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱水費、電話料等

なお、疑義が生じた場合は、自衛隊と町が協議するものとする。

２ 応援要請並びに応援計画

町は、町内において災害が発生し、自力による応急対策等が困難な場合、予め締結した相

互応援協定に基づき、迅速・的確な応援要請の手続き及び受入れ体制の確保に努める。

(1) 実施責任者

県、他市町村等への応援要請は、町長が行う。

(2) 応援要請

ア 他市町村への要請

町長は、町内における適切な応急対策を実施するため必要があると認めるときは、「災

害時等の相互応援に関する協定」に基づき、他の市町村長等に対し応援を求める。

［関連資料］資料編 11-5 応援協定に関する資料一式

イ 県への応援要請又は職員派遣のあっせん

町長は、知事又は指定地方行政機関等に応援又は職員派遣のあっせんを求める場合は、

県に対し、次の事項を記載した文書をもって要請する。ただし、緊急を要し、文書をも

ってすることができないときは、口頭又は電話等により要請し、事後速やかに文書を送

付する。
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(ｱ) 応援要請時に記載する事項

ａ 災害の状況

ｂ 応援（応急措置の実施）を要請する理由

ｃ 応援を希望する物資、資材、機械、器具等の品名及び数量

ｄ 応援（応急措置の実施）を必要とする場所

ｅ 応援を必要とする活動内容（必要とする応急措置内容）

ｆ その他必要な事項

(ｲ) 職員派遣あっせん時に記載する事項

ａ 派遣のあっせんを求める理由

ｂ 派遣のあっせんを求める職員の職種別人員

ｃ 派遣を必要とする期間

ｄ その他職員の派遣のあっせんについて必要な事項

ウ 国の機関に対する職員派遣の要請

町長は、町内における災害応急対策又は災害復旧のため、必要があると認めるときは、

指定地方行政機関の長に対し、次の事項を記載した文書をもって当該機関の職員の派遣

を要請する。

(ｱ) 派遣を要請する理由

(ｲ) 派遣を要請する職員の職種別人員

(ｳ) 派遣を必要とする期間

(ｴ) その他職員の派遣について必要な事項

エ 民間団体等に対する要請

町長は、町内における災害応急対策又は災害復旧のため、必要があると認めるときは、

民間団体に協力を要請する。

(3) 応援受入体制の確保

ア 連絡体制の確保

町長は、応援要請が予測される災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、

迅速・的確にその状況を把握し、県及び他市町村等に通報するほか、必要な情報交換を

行う。

イ 受入体制の確保

(ｱ) 連絡窓口の明確化

県及び他市町村等との連絡を速やかに行うため連絡窓口を総務課とする。

(ｲ) 受入施設の整備

町長は、県及び他市町村等からの物資等の応援を速やかに受け入れるための施設を、

災害時に迅速に対応できるよう、整備しておく。

また、防災ボランティア等の人的応援についても予め受入施設を定めておく。

ウ 経費の負担

応援に要した費用は、次に掲げるものとし、原則として応援を受けた町の負担とする。

(ｱ) 職員等の応援に要した交通費、諸手当、食料費

(ｲ) 応援のために提供した資機材等物品の費用及び輸送費等
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(4) 消防機関の応援要請・受入体制の確保

ア 応援要請

町は、自地域の消防機関の消防力では十分な活動が困難である場合には、県下の他の

消防機関に対し、茨城県広域消防相互応援協定に基づく応援を要請する。

なお、応援派遣要請を必要とする災害規模としては、次のとおりである。

(ｱ) 大規模災害又は災害の多発等により、災害の防御が困難又は困難が予想される災害

(ｲ) 災害が拡大し他市町村又は茨城県外に被害が及ぶおそれのある災害

(ｳ) 多数の要救助者があり、早期に多数の人員、資機材等が必要な災害

(ｴ) 特殊資機材を使用することが災害防御に有効である災害

(ｵ) その他応援派遣要請の必要があると判断される災害

イ 応援受入体制の確保

(ｱ) 受入窓口の明確化

応援受入窓口は、総務課とする。ただし、災害対策本部が設置された場合は、町災

害対策本部とする。

(ｲ) 受入施設の整備

町長は、人、物資等の応援を速やかに受け入れるための施設を予め整備しておく。

(ｳ) 応援隊との連携

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。

ａ 災害状況の情報提供、連絡・調整（応援部隊指揮本部等の設置）

ｂ 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）

ｃ 補給・休憩宿泊施設の整備・提供（公園等）

ｄ 消防活動資機材の調達・提供

(ｴ) 経費負担

応援隊が応援活動に要した費用は、原則として応援を受けた本町の負担とする。

(5) 他市町村被災時の応援・派遣

町は、他市町村において大規模な災害が発生、又は発生するおそれがある場合で自力に

よる応急対策が困難なため、県又は被災市町村から応援要請があった場合、災害対策基本

法第 67 条に基づき応援を実施する。ただし、緊急を要する場合には、自主的に応援するこ

とができる。

３ 労務計画

災害応急対策要員の動員及び他の防災関係機関からの応援をもってしても災害応急対策を

実施できない場合には、労務者等の雇上げ及び民間団体の協力により必要な要員を確保する。

(1) 実施責任者

町が実施する災害応急対策に必要な労務の確保は、町長が実施する。ただし、災害の程

度、規模等により、町において労務の確保ができないときは、必要な労務の応援、又は調

達・斡旋を県に要請する。
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(2) 雇上げの方法

災害応急対策、災害応急復旧等の作業を実施するために必要な労務者等の雇上げは、公

共職業安定所を通じて行う。

(3) 民間団体への協力要請

町は、円滑に災害応急対策を実施するため、民間団体等へ協力要請を行う。

(4) 災害救助法による労務者の雇上げ

ア 労務者雇上げの範囲

(ｱ) 被災者の避難

(ｲ) 医療及び助産

(ｳ) 災害にかかった者の救出

(ｴ) 飲料水の供給

(ｵ) 遺体の捜索

(ｶ) 遺体の処理

(ｷ) 救助用物資の整理配分

イ 期 間

雇上げの期間は、それぞれの救助の実施期間とする。

ウ 経 費

賃金の限度は、雇上げた地域における通常の実費とする。

４ 町内各種団体の活用

町は、民生委員や区長、消防団 OB、消防団の情報収集団員などを情報収集や集約要員とし

て活用する。

第４節 被害軽減対策

１ 避難情報伝達

町域内において、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、危険区域内にある住

民に対して避難のための立ち退きを勧告又は指示をし、安全な場所に避難させる等人命の保

護及び災害の拡大防止を図る。

また、町は、災害時要援護者に配慮するとともに、必要に応じ、県の「災害時支援協力に

関する協定」に基づき、ゴルフ場の活用を図るほか、被災地以外の地域にある施設を含め、

旅館やホテル等多様な施設の確保に努める。

(1) 実施責任者

ア 避難の勧告、指示、準備（災害時要援護者避難）情報

避難命令を発すべき権限のある者は次のとおりであるが、災害応急対策の第一次的な

実施責任者である本部長（町長）を中心として、相互に緊密な連携を保ち実施するもの

とする。

また、町長は、避難に時間を要する災害時要援護者等に対し、避難準備（災害時要援
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護者避難）情報を適切に出すよう努める。

(2) 避難勧告、指示、準備（災害時要援護者避難）情報の区分及び基準

ア 避難勧告、指示、準備（災害時要援護者避難）情報の区分

避難勧告、指示、準備（災害時要援護者避難）情報の区分は、次のとおりとする。

実施責任者 災害の種類 要 件 根拠法令

町 長

（勧告・指示）

災 害 全 般 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。

災害対策基本法

第 60条

知 事

（勧告・指示）

災 害 全 般 町長がその全部又は大部分

の事務を行うことができな

くなったと認めるとき。

災害対策基本法

第 60条

警察官又は海上保安官

（指示・措置）

災 害 全 般 １ 町長が避難のための立

退きを指示することができ

ないと認めるとき、又は町長

から要求があったとき。

災害対策基本法

第 61条

２ 人命もしくは身体に危

険を及ぼし、又は財産に重大

な損害を及ぼすおそれのあ

る天災等危険な事態がある

場合

警察官職務執行

法（昭和 23年法

律第 136 号）第

４条

知事、その命を受けた

職員又は水防管理者

（指 示）

洪 水 洪水の氾濫により著しい危

険が切迫していると認めら

れるとき。

水防法第 29 条

知事、その命を受けた

職員

（指 示）

地 す べ り 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（昭和 33年法

律第 30 号）第

25 条

自 衛 官

（指 示）

災 害 全 般 災害派遣を命じられた部隊

の自衛官は、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場

合

自衛隊法（昭和

29 年法律第 165

号）第 94条

区分 発令時の状況 町民に求める行動

避難準備

（災害時要援護

者避難）情報

○災害時要援護者等、特に避難行動

に時間を要する者が避難行動を

開始しなければならない段階で

あり、災害の発生する可能性が高

●災害時要援護者等、特に避難行

動に時間を要する者は、計画さ

れた避難所への避難行動開始

（避難支援者は支援行動を開
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イ 避難勧告、指示、準備（災害時要援護者避難）情報の基準

避難の勧告、指示、準備（災害時要援護者避難）情報は、原則として次のような事態

になったときにこれを行う。

(ｱ) 河川が警戒水位を突破する等洪水のおそれがあるとき。

(ｲ) 避難の必要を予想される各種気象警報が発表されたとき。

(ｳ) 火災が拡大するおそれがあるとき。

(ｴ) 大量の有害又は有毒ガスあるいは可燃性ガス又は液体の流出等があったとき、又は

そのおそれがあるとき。

(ｵ) がけ崩れ等によって危険が切迫したとき、又はそのおそれがあるとき。

(ｶ) 土砂災害警戒情報が発令されたとき。

(ｷ) その他住民の生命、身体又は財産を災害から保護するため必要と認められるとき。

(3) 勧告、指示の区分の基準

災害発生の危険が予想され、又は危険が切迫し関係住民を避難させる場合、災害の推移

あるいは周囲の状況から次の３段階に区分して行う。

ア 第１次避難（事前避難）

災害の状況から、事前に避難させておく必要があると認めるときは、指定避難場所へ

避難させる。

まった状況

○町民が余裕をもって適切な避難

行動ができるよう、現時点では

「避難勧告」の発令には至らない

が、今後この気象状況が継続する

と、避難を要する状況になる可能

性があると判断される場合

始）

●上記以外の者は、避難準備開始

避 難 勧 告 ○通常の避難行動ができる者が避

難行動を開始しなければならな

い段階であり、災害の発生する可

能性が明らかに高まった状況

●通常の避難行動ができる者は、

計画された避難所への避難行

動開始

避 難 指 示 ○前兆現象の発生や、現在の切迫し

た状況から、災害が発生する危険

性が非常に高いと判断された状

況

○災害が発生した状況

○一部に災害による被害が発生し

たときに居残っている者がいる

場合

●避難勧告等の発令後で避難中

の町民は、直ちに避難行動を完

了

●未だ避難していない対象町民

は、直ちに避難行動に移るとと

もに、そのいとまがない場合は

生命を守る最低限の行動



81

イ 第２次避難（緊急避難）

火災、洪水等被害の危険が切迫し、事前避難のいとまがないと判断されるとき、至近

の安全場所へ緊急に避難させる。

ウ 第３次避難

事前避難及び緊急避難した避難場所に危険が生じた場合は、他の安全な場所に避難さ

せる。この場合は、輸送車両等を用意するほかあらゆる手段を講じ避難させる。

(4) 避難勧告、指示、準備（災害時要援護者避難）情報の伝達方法

避難の勧告又は避難の指示を発令した者及び避難準備（災害時要援護者避難）情報を出

した者は、速やかに関係各機関に連絡するとともに、周知徹底を図るため、直ちに次の方

法により当該地域の住民に伝達広報を実施する。

ア FM だいごの利用

関係地域に対して避難の勧告、指示、準備情報の周知徹底を図るため、FMだいごによ

り伝達する。

イ 広報車による伝達

町、消防機関、大子警察署等の広報車により、関係地域を巡回して伝達する。

ウ 警鐘、サイレン等

警鐘、サイレン等を鳴らして伝達、周知する。

エ 区長又は自主防災組織等による伝達

当該区域の区長又は自主防災組織等を通じて住民に伝達する。

オ 伝達員による戸別訪問

その他前記アからエまでによる伝達が不可能な場合あるいは夜間停電時及び豪雨、暴

風雨の場合には、消防団等に協力を依頼し、戸別訪問により伝達、周知させる。

カ 放送による伝達（ラジオ、テレビ等による放送）

NHK その他民間放送局に対して勧告、指示を行った旨を通知し、関係住民に伝達すべ

き事項についての放送の協力依頼を行う。

キ メールやインターネットによる伝達

緊急速報「エリアメール」や情報メール一斉配信サービス、公式ホームページを通じ

て住民に伝達する。

(5) 避難の勧告、指示、準備（災害時要援護者避難）情報の内容

町長等は、避難の勧告、指示をする場合及び避難準備（災害時要援護者避難）情報を出

す場合は、次の内容を明示して実施する。

ア 避難（避難準備）対象地域

イ 避難先及びその場所名

ウ 避難経路

エ 避難勧告又は指示及び避難準備の理由

オ 避難時における火気の確認

カ 避難の身仕度

キ その他必要な事項
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(6) 知事への報告

町長は、避難の勧告、指示又は避難準備・高齢者等避難開始の発令を行ったときは、速

やかに知事に報告する。

(7) 関係機関への連絡

ア 施設の管理者への連絡

町は、町内の避難場所として利用する学校、公民館等の施設の所有者又は管理者に対

し、事前に連絡し協力を求める。

イ 警察、消防等の機関への連絡

町は、避難住民の誘導、整理のため警察、消防等の関係機関に勧告，指示，避難準備・

高齢者等避難開始の内容を伝えるとともに協力を求める。

ウ 近隣市町村への連絡

地域住民が避難のため、近隣市町村内の施設を利用することもあり、また避難の誘導、

経路によって協力を求めなければならない場合もあるので、町は、近隣市町村に対して

も連絡しておく。

(8) 避難措置の周知

避難勧告又は避難指示を実施した者及び避難準備（災害時要援護者避難）情報を出した

者は、当該地域の住民に対してその内容を周知させるとともに、速やかに関係各機関に対

して連絡する。

ア 住民への周知徹底

避難の措置を行うに当たっては、当該実施者はその内容を直接の広報、又は報道関係

機関等を通じて住民に周知徹底を図る。この場合、文書（点字版を含む。）や掲示板によ

る周知を行うこととし、視聴覚障害者への周知徹底を期するとともに情報の混乱を防止

する。

(ｱ) 直接的な周知として広報車等を活用する。

また、これによる避難呼びかけの際には、住民の避難行動を促すため、緊迫感を持

たせるような工夫をほどこした呼びかけを行うものとする。

(ｲ) 報道機関等の協力を得て、間接的に住民に広報する。

また、町は、自主防災組織等の地域コミュニティとの協力・連携を図り、災害時要

援護者をはじめ住民への周知漏れを防ぐよう努める。

イ 関係機関への連絡

町は、避難の勧告または指示、及び解除の措置を行ったときは、その内容を県、県警

察本部、自衛隊及び海上保安部に連絡する。

(9) 警戒区域の設定

町は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、住民等の生命及

び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は、警戒区域を設定する。

警戒区域を設定したときは、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への

立入りを制限し、もしくは禁止し、又は当該区域からの退去の措置を講ずる。

なお、警戒区域を設定したときは、その旨を住民に周知徹底するとともに、関係機関に

連絡する。
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警戒区域の設定基準

［関連資料］資料編 13-6(参照条文)災害対策基本法第６１条，第６３条，水防法第２２条，

地すべり等防止法第２５条，警察官職務執行法第４条

(10)避難の誘導

ア 避難誘導の方法

町、警察、その他が行う避難誘導は、住民の安全のため、次の事項に留意して速やか

に行う。特に、災害時要援護者が迅速に避難できるよう、予め定めるマニュアル・計画

に沿った避難支援を行うことが重要である。

(ｱ) 避難経路は、できる限り危険な道路、橋、堤防、その他新たな災害発生場所を避け、

緊急輸送道路等を含む安全な経路を選定すること。

(ｲ) 危険な地点には標示、縄張りを行うほか、状況により誘導員を配置して安全を期す

ること。

(ｳ) 自主防災組織、その他適切な者に依頼して避難者の誘導措置を講ずること。

(ｴ) 住民に対し、災害時要援護者の安全確保の援助及び優先避難を呼びかけ、近隣者相

互の助け合いによる全員安全避難を図ること。

(ｵ) 避難誘導は、収容先での救援物資の配給等を考慮して、できれば行政区等の単位で

行うこと。

イ 住民の避難対応

(ｱ) 避難の優先

避難に当たっては、病弱者、高齢者、障害者等の避難を優先する。

(ｲ) 避難者の携行品

緊急を要する場合は、貴重品（現金、貯金通帳、印鑑、有価証券等）、タオル、ティ

ッシュペーパー等とし、比較的時間に余裕のある場合は、若干の食料、日用身の回り

品等とする。

(11)避難の勧告、指示等の解除

町長は、避難準備（災害時要援護者避難）情報、避難の勧告、指示のあった後、当該災

害によるその地域の危険状態が完全に終了したと判断したときは、避難準備（災害時要援

護者避難）情報の解除、避難の勧告、指示の解除を行う。解除の伝達方法については避難

準備（災害時要援護者避難）情報、避難の勧告、指示に準じて行う。

設定権者 災 害 の 種 類 根 拠 法

町 長 災害全般 災害対策基本法第 63条

警 察 官 災害全般 災害対策基本法第 63条

消防職員又は

消防団員
水災を除く災害全般

消防法第 23条の２、第 28 条

消防法第 28条

水防管理者 水 災 水防法第 21条

自 衛 官 災害全般 災害対策基本法第 63条
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(12)学校等における避難計画

保育所（園）、幼稚園及び学校における園児、児童、生徒の集団避難については、次の避

難計画のとおりとし、慎重にして安全な避難の実施を期する。

ア 実施責任者

実施責任者は、小・中学校は校長、幼稚園及び保育所（園）は所（園）長とする。

イ 避難の順位

避難順序は、秩序正しく非常出入口に近いところから低学年あるいは年少者を最初に

避難させる。

ウ 避難誘導責任者及び補助者

避難誘導責任者は、小・中学校にあっては教頭、幼稚園・保育所（園）等にあっては

上席職員とし、補助員はその他の教職員とする。

エ 避難誘導の要領、措置

(ｱ) 避難誘導に当たっては、教職員を必ず付けて誘導する。

(ｲ) 避難はまず屋外運動場等広場を目標とし、状況判断の上第２目標へ誘導する。

(ｳ) 避難に当たっては、充分な状況判断の上、履物、学用品等の携行を考慮する。

(ｴ) 実施責任者は、避難誘導の状況を逐次教育長又は町長に報告し、教育長は町長又は

保護者に通報する。

(ｵ) 災害時には、人命尊重を第一に考えて行動する。

オ 児童・生徒等の帰宅、引き渡し、保護

(ｱ) 児童・生徒等を帰宅させる場合、道路の状況、交通機関の運行状況、火災や崩落な

どの状況を十分把握した上で、児童・生徒等の安全に配慮し、下校の方法を決定する。

(ｲ) 災害の状況によっては、教職員の引率あるいは通学区域ごとの集団下校又は保護者

に直接引き渡す等の措置をとる。

(ｳ) 災害の状況及び児童・生徒等の状況により帰宅させることが困難な場合は、学校又

は避難所において保護する。

カ 避難等の具体的計画

実施責任者は、災害時の職務の担当、避難の指示の方法、具体的な避難の場所、経路、

誘導の方法等について計画をたて、明らかにしておく。

キ 実施責任者は、避難訓練を毎年実施するとともに、必要があるときは避難計画を修正

する。

２ 消防活動計画

災害時における消防活動を円滑、適切に実施するため、活動体制の整備、危険区域の調査、

応援協力体制の確立その他消防活動の実施に必要な事項を定める。

(1) 消防活動体制の整備

ア 町は、予め消防活動の円滑な実施体制について十分な計画を樹立しておき、災害時に

はその施設及び人員を活用して、住民の生命、身体及び財産を火災から保護するととも

に、台風、水火災等の災害を防除し、これらの災害による被害の軽減に努める。

イ 風水害のおそれが予測される場合は、消防団長に対し、警戒態勢をとるよう要請する。
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(2) 危険区域の調査及び被害想定図の作成

町は、町内における危険地域のうち、おおむね次に掲げる危険区域について予め調査し、

必要に応じ具体的な被害想定図を作成し消防活動の円滑な実施を図る。

ア 住宅密集地帯の火災危険区域

イ がけ崩れ等の危険区域

ウ 浸水危険区域

エ 特殊火災危険区域（危険物及び放射線関係施設等）

(3) 消防の組織体制

ア 情報等連絡体系

イ 非常事態の場合における指示権

ウ 消防団の組織

大子町区域における消防団の組織は、消防の組織に定めるとおりとする。

［関連資料］資料編 8-1 消防の組織

エ 消防団の各分団各部ごとの出場体制による出場計画

(4) 火災気象通報

町は、消防法第 22条第３項の規定に基づき、茨城県知事から火災気象通報を受けたとき、

又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めたときに火災警報を発令する。

ア 火災気象通報実施基準

水戸地方気象台から茨城県知事に通報される火災気象の実施基準は次のとおりである。

イ 火災警報発令中の火の使用制限

火災警報発令中の火の使用制限は、次の各号による。

(ｱ) 山林、原野等において火入れをしないこと。

実施官署 実 施 基 準

水戸地方気象台

実効湿度 60％以下で、最小湿度 40％以下になると予想される場

合。

平均風速が 12m/s 以上になると予想される場合。ただし、雨、

雪を伴うときは通報を行わないこともある。

茨 城 県 災 害 対 策 本 部

大 子 町
災 害 対 策 本 部

大 子 町 消 防 団

（管理） （指揮監督）

知 事
（消防防災課）

町 長 消 防 団 長
（消防団）

消防団員
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(ｲ) 煙火を消費しないこと。

(ｳ) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(ｴ) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこ

と。

(ｵ) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて町長が指定した

区域内において喫煙をしないこと。

(ｶ) 残火（たばこの吸殻を含む。）、取灰又は火粉を始末すること。

(ｷ) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。

ウ 警戒広報

警戒広報は、火災警報が発令されたとき、及びその他に警戒を必要とするときに FM

だいご及び広報車等により、管内全域を広報する。

エ 火災警報発令系統図

オ 火災警報の解除

気象状況が平常気象に復したとき又は降雨、降雪等により、火災の危険が少なくなっ

たときは、火災警報を解除する。

(5) 応援協力体制の確立

ア 応援派遣要請

町は自らの消防力では十分な活動が困難である場合には、茨城県広域消防相互応援協

定に基づき消防本部を通じて他の消防本部に対して、応援を要請する。また、消防相互

応援協定に基づく応援をもってしても対応できない時は、知事に対し、緊急消防援助隊

の応援要請を依頼する。

イ 応援隊の派遣

町は、本町以外の市町村が被災した場合は、消防相互応援協定及び知事の指示により、

また緊急消防援助隊の一部として、消防隊を被災地に派遣し、被災自治体の消防活動を

応援する。

特に、近隣都県での被害に対しては予め定めた消防計画等により直ちに出動できる体

制を確保する。

(6) 自主防災組織等による消火活動

ア 出火防止

通 報

通 知

水戸地方気象台

大 子 町
大 子 町 消 防 本 部
大 子 町 消 防 署

大子町消防団
関 係 官 公 署
及び事業所等

住 民

知 事
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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

隣へ呼びかけ、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ものとする。

イ 消火活動

住民及び自主防災組織等は、消防機関に協力しまた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も

のとする。

３ 水防計画

この計画は、水防法（昭和 24 年法律第 193 号）及び災害対策基本法の趣旨に基づき、町内

における河川・ため池の洪水や河川堤防等の損壊による水災を警戒、防御し、又はこれによ

る被害の軽減を図り、もって公共の安全を保持するものとする。

(1) 水防の責任

水防管理団体たる町は、水防法第３条に基づき、町域内の水防活動が十分に行われるよ

う次の事項を整備確立し、その責任を果たさなければならない。

ア 水防組織の確立

イ 消防団の整備

ウ 水防倉庫、資機材の整備

エ 通信連絡系統の確立

オ 平常時における河川、海岸、堤防、ため池等の巡視

カ 水防時における適切な水防活動の実施

(ｱ) 水防に要する費用の自己負担の確保

(ｲ) 消防団の出動体制の確保

(ｳ) 通信網の再点検

(ｴ) 水防資機材の整備、点検及び調達並びに輸送の確保

(ｵ) 雨量、水位観測を的確に行うこと

(ｶ) 農業用取水堰及び水閘門、ため池等の操作

(ｷ) 堤防、ため池等決壊及び決壊後の措置を講ずること

(ｸ) 水防上緊急に必要あるときの公用負担権限の行使

(ｹ) 住民の水防活動従事の指示

(ｺ) 警察官の出動を要請すること

(ｻ) 避難のための立退きの指示

(ｼ) 水防管理団体相互の協力応援

(ｽ) 水防解除の指示

(ｾ) 水防てん末報告書の提出

(2) 水防組織

町は、洪水予報及び水防警報が発令されたとき、又は気象台発表の気象注意報により町

長が水防上必要があると認めたときに、水防本部を設置し、洪水又は浸水による危険が解

消するまでの間警戒及び水防に当たる。
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なお、町災害対策本部が設置されたときは同組織に吸収される。

ア 水防本部の組織

イ 水防本部の分掌事務

(3) 監視・警戒及び重要水防区域

ア 平常監視

水防管理者（町長）は、随時区域内の河川、堤防等を巡視し、水防上危険であると認

められる箇所があるときは、直ちに常陸河川国道事務所長又は関係機関に連絡して必要

な措置を講じなければならない。

イ 非常警戒

水防管理者（水防本部設置後は水防本部長に言い換える。）は水防本部を設置したとき

部 名 担 当 分 掌 事 務

総務部

総務班

【情報収集・

動員】

○情報の収集・連絡に関すること。

○各班及び関係機関との連絡調整に関すること。

○本部会議・職員の動員に関すること。

建設部
土木住宅班

【応急対策】

○久慈川水門樋門及び役場周辺の排水ポンプに関するこ

と

○災害の応急対策に関すること。

○応急復旧用資機材の調達・運搬に関すること。

消防部
消防班

【警戒・水防】

○警戒監視に関すること。

○水位状況の連絡に関すること。

○避難誘導に関すること。

○災害の応急対策に関すること。

○消防団の動員及び連絡調整に関すること。

総務部

（総務班）

（
消
防
部
長
）

（
建
設
部
長
）

（
総
務
部
長
）

本
部
員

建設部

（土木住宅班）

（
副
町
長
、
教
育
長
）

副
本
部
長

（
町
長
）

本
部
長

消防部

（消防班）

※各部の組織構成は、災害対策本部組織表（Ｐ40）に準ずる。
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から、水防区域の監視及び警戒を厳にし、異常を発見した場合は直ちに常陸河川国道事

務所長に報告するとともに、水防作業を開始する。

なお、次の事項は特に留意すること。

(ｱ) 堤防裏のりの漏水等による亀裂及び欠け崩れ

(ｲ) 堤防表のりで流水の当りの強い場所の亀裂及び欠け崩れ

(ｳ) 堤防天端の亀裂、沈下及び越水状況

(ｴ) 橋梁等の構造物と堤防との取合せ部分の異常

ウ 重要水防箇所

町の重要水防箇所は、資料編のとおりである。

［関連資料］資料編 9-2 重要水防箇所

(4) 水防用資器材の調達

町は、水防倉庫に備蓄している水防用資器材を使用するほか、調達については、常陸河

川国道事務所の協力を求めることとし、必要に応じ町内関係業者より調達するものとする。

水 防 資 器 材 一 覧

(5) 気象状況・水位・決壊の通報連絡

水防本部長は、洪水予報又は水防警報を受令したとき及び大雨により出水のおそれを察

知したときは、関係機関に連絡するとともに状況変化に即応して水防活動がとれる体制を

整える。

ア 水位の通報

(ｱ) 通報水位に達したとき及び事後毎時間水位が下がるまで。

(ｲ) 警戒水位、最高水位に達したとき及び下がったとき。

イ 決壊の通報

堤防決壊、又はこれに準ずる事態が発生した場合は、直ちにその旨を関係機関に通報

しなければならない。

所在地

資 器 材

掛
矢
・
た
こ
づ
ち

ス
コ
ッ
プ
・
円
ぴ

照
明
灯

の
こ
ぎ
り

杭

木

合
成
繊
維
土
の
う

合
成
繊
維
シ
ー
ト

（丁） （丁） （基） （丁） （本） （袋） （枚）

町役場 4 11 7 17 44

水防倉庫 2 42 1 3 194 3,550 27

大子浄水場 1 9 3 2 50
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［関連資料］資料編 2-4 大子町災害応急復旧協定 地震・異常気象時災害緊急連絡体制

(6) 消防機関等の出動と水防開始

ア 出動準備

(ｱ) 水防のため消防団の出動準備は水防管理者が水防上必要あると認めたとき。

(ｲ) 出動が必要と認められるとき。

イ 水防管理者は、次の場合直ちに常陸河川国道事務所に連絡し、常陸大宮土木事務所大

子工務所は県庁に報告するものとする。

(ｱ) 警戒水位に達したとき、又はそれ以外の場合に消防機関が出動したとき。

(ｲ) 水防作業を開始したとき。

(ｳ) 堤防等に異状を発見したとき及びこれに関する処置を行ったとき。

(ｴ) 一般被害の生じたとき。

(7) 公用負担

ア 公用負担権限委任証明書

水防法第 28 条の規定により公用負担を命ずる権限を行使する水防管理者、消防機関の

長及び委任を受けた者は、次のような証明書を携行し必要ある場合はこれを標示するも

のとする。

イ 公用負担命令票

公用負担を命ずる権限を行使する際は原則として、水防管理者発行の次のような命令

票を目的物の所有者、管理者又はこれに準ずべき者に直接交付してこれをなすものとす

る。

通 報 連 絡 先 電話番号

関東地方整備局常陸河川国道事務所 ０２９－２４０－４０６１

常陸大宮土木事務所大子工務所 ０２９５－７２－１７１３

県北農林事務所 ０２９４－８０－３３００

大子町消防本部、大子町消防署 ０２９５－７２－０１１９

大子警察署 ０２９５－７２－０１１０
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(8) 避難のための立退き

水防管理者は、必要があると認めるときは、電話及びその他の広報網を利用し水防法第

29 条の規定による立退き又はその準備を指示する。

なお、同指示をする場合は大子警察署長にその旨通知しなければならない。

(9) 水防解除

水位が警戒水位以下に減じ水防警戒の必要がなくなったときは、水防管理者は、水防解

除を命ずるとともに広報等によって一般に周知させ、又関係機関にも連絡する。

(10) 水防てんまつの報告

水防が終結したときは、水防管理者は遅延なく必要事項を取りまとめ常陸河川国道事務

所を経由し県に報告する。

［関連資料］資料編 17-4 水防実施状況報告書

４ 交通計画

災害により道路、橋梁等の施設に被害が発生し、交通の安全と施設の保全上必要があると

認められるときは、適切な交通規制を行うなど交通の混乱を防止し、緊急物資の輸送、消防

活動等に支障がないよう道路交通の確保を図る。

公用負担権限委任証明書

第 号

大子町消防団 分団

（ 氏 名 ）

右のものに 区域における水防法第 28 条第１項の権限行使を委任したことを

証明する。

年 月 日

大子町水防管理者

大子町長 （ 氏 名 ） ㊞

公 用 負 担 命 令 票

第 号

住 所

氏 名

目 的 物 種類 員数

負担内容 使用、 収用、 処分

年 月 日

大子町水防管理者

大子町長 （ 氏 名 ）

事務取扱者 （ 氏 名 ） ㊞
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(1) 交通規制の実施責任者

災害により交通施設、道路等の危険な状況が予想され、又は発見したとき、もしくは通

報により認知したときは、次の区分により、区間を定めて道路の通行を禁止し、又は制限

を行うが、道路管理者及び警察署は、密接な連携の下に適切な処置をとるものとする。

なお、豪雨等の災害時に、道路の通行が危険であると認められる場合における道路通行

規制に関する基準及び具体的対策については、「異常気象時における道路通行規制要綱」及

び「異常気象時における道路通行規制の強化対策に関する実施要領」に基づき実施する。

実施責任者 範 囲 根 拠 法

道
路
管
理
者

国土交通大臣

知 事

町 長

(1) 道路の破損、欠壊その他の事由により交通

が危険であると認められる場合

(2) 道路に関する工事のためやむを得ないと認

められる場合

道路法第 46 条

第１項

警

察

公安委員会

(1) 周辺地域を含め、災害が発生した場合又は

まさに発生しようとしている場合において、

災害応急対策が的確かつ円滑に行われるよう

にするため緊急の災害応急対策に従事する者

又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送そ

の他応急措置を実施するための緊急輸送を確

保する必要があると認めるときは、道路の区

間を指定して、緊急通行車両以外の車両の道

路における通行を禁止し、又は制限すること

ができる。

災害対策基本

法第 76条

(2) 道路における危険を防止し、その他交通の

安全と円滑を図るため必要があると認める場

合、通行禁止その他の交通規制をすることが

できる。

道路交通法第

４条第１項

警察署長

道路交通法第４条第１項により、公安委員会

の行う規制のうち、適用期間が短いものについ

て交通規制を行う。

道路交通法第

５条第１項

警察官

道路の損壊、火災の発生その他の事情により

道路において交通の危険が生ずるおそれがある

場合において、当該道路における危険を防止す

るため必要があると認めるときは、必要な限度

において当該道路につき、一時歩行者又は車両

等の通行を禁止し、又は制限することができる。

道路交通法第

６条第４項



93

(2) 被害状況の把握と連絡体制の強化

町は、被害状況を迅速かつ的確に把握するため、道路パトロール等を強化するとともに、

大子警察署等防災関係機関と連絡体制を強化して、道路・橋梁の危険箇所、災害箇所の早

期発見に努める。

(3) 発見者の通知

災害時に道路施設の被害その他により通行が危険であり、又は極めて混乱している状態

を発見した者は、速やかに町長あるいは警察官に通報する。連絡を受けた町長又は警察官

は、相互に連絡するとともに、その道路管理者等に速やかに通知する。

(4) 緊急輸送道路の確保

ア 復旧順位

道路管理者は、災害対策活動を迅速かつ効果的に推進するため、災害対策用緊急輸送

道路として次の順位により復旧する。

(ｱ) 第１次緊急輸送道路……被災地域へ通ずる国道、県道、町道

(ｲ) 第２次緊急輸送道路……その他応急対策活動上緊急度の高い道路

イ 復旧資機材等の確保

町は、町内各地域の復旧資材、機械及び作業要員の実態を把握し、応急復旧に対処す

る供給体制を確立するとともに、復旧に当たっては相互に協力し、交通の確保に努める。

(5) 交通規制の実施

ア 町の管理する道路施設の被害により危険な状態が予想され、もしくは発見したとき又

は通報等により承知したときは、速やかに必要な範囲の規制をする。この場合には警察、

関係機関と緊密な連絡をとり行う。

イ 町道以外の道路施設でその管理者に通知し、規制するいとまがないときは、大子警察

署に通報して、道路交通法に基づく規制を実施し、又は町が災害対策基本法第 63条によ

り警戒区域を設定し、立入制限し、もしくは禁止し、又は退去を命ずるなどの方法によ

って応急的な規制を行う。

(6) 迂回路の選定

道路交通の規制を各実施責任者が行った場合は、関係機関と連絡協議の上、迂回路の設

定を行い、交通の混乱を未然に防止する。

(7) 緊急交通路の交通規制

公安委員会は、災害対策基本法第 76条の規定に基づき、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

車両以外の車両の通行を禁止又は制限することができる。同法の規定に基づく標識の様式

は、様式第１号のとおりである。

(8) 広 報

町は、道路交通の規制等の措置を講じた場合は、表示板の掲示又は報道機関を通じ、交

通関係業者、一般通行者に対し広報することにより、一般交通にできる限り支障のないよ

うに努めるとともに、交通緩和や安全に協力を求める。また、併せて近隣市町村に対して

も速やかに規制の内容を通知する。



94

(9) 緊急通行車両の確認

公安委員会が災害対策基本法第 76条による通行の禁止又は制限を行った場合、町長は、

知事又は公安委員会（県警察本部又は大子警察署）に対して、緊急通行車両の確認を申請

し、認定を得て緊急通行を実施する。

ア 確認手続

町長は、災害対策基本法施行令（昭和 37年政令第 288 号）第 33条に基づき、緊急通

行車両確認申請書により当該車両が緊急通行車両であることの確認を県及び公安委員会

に求める。

イ 緊急車両の標章及び証明書の交付

緊急通行車両の認定を受けた場合は、知事又は公安委員会から交付される標章（様式

第２号）及び証明書（様式第３号）を、車両の前面の見やすい部位に表示及び携行して

輸送を実施する。

(10)緊急啓開道路の確保

災害対策本部、避難所、ヘリポート、救援物資集積場所等、防災重要拠点を結ぶ主要道

路において、町道については町長が啓開し、国道・県道については各道路管理者に啓開を

要請し、応急対策の実施体制の確保を図る。また、道路を啓開した場合には速やかに関係

機関への周知徹底を図る。

(11) 通行禁止等における義務及び措置命令

ア 車両の運転者の義務

車両の運転者は、道路の区間にかかる通行禁止等が行われたとき、又は区域にかかる

通行禁止等が行われたときは、車両を速やかに他の場所に移動する。

イ 措置命令等

(ｱ) 警察官の措置命令等

ａ 警察官は、通行禁止区域等において車両などが緊急通行車両の通行を妨げるおそ

れのある場合、車両などの占有者、所有者又は管理者に対し、車などの移動を命ず

る。

ｂ 命ぜられた者が措置をとらないとき、又は現場にいないときは、警察官は自らそ

の措置をとることができる。この場合、やむを得ない限度において車両などを撤去

することができる。

(ｲ) 自衛官の措置命令等

自衛官は、警察官がその場にいない場合は、車両の移動等必要な措置をとることを

命じ、又は自らその措置をとる。

(ｳ) 消防吏員の措置命令等

消防吏員は、警察官がその場にいない場合は、車両の移動等必要な措置をとること

を命じ、又は自らその措置をとる。
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様式第１号

通行の禁止又は制限するときの標示

備考 １ 色彩は、文字、縁線及び区分線を青色、斜めの帯及び枠を赤色、地を白色とする。

２ 縁線及び区分線の太さは、１センチメートルとする。

３ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。

４ 道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の２

倍まで拡大し、又は図示の寸法の２分の１まで縮小することができる。
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様式第２号

緊急通行車両の標章

備考 １ 色彩は、記号を黄色、縁及び「緊急」の文字を赤色、「登録（車両）番号」、「有効期限」、

「年」、「月」及び「日」の文字を黒色、登録（車両）番号並びに年、月及び日を表示す

る部分を白色、地を銀色とする。

２ 記号の部分に、表面の画像が光の反射角度に応じて変化する措置を施すものとする。

３ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。
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様式第３号

証 明 書

備考 用紙は、日本工業規格Ａ５とする。

第 号 年 月 日

緊急通行車両確認証明書

知 事 ㊞

公安委員会 ㊞

番号標に

表示されて

いる番号

車両の用途

（緊急輸送を

行う車両にあ

っては、輸送人

員又は品名）

使用者

住所 （ ） 局 番

氏名

通行日時

通行経路

出 発 地 目 的 地

備考



98

５ 医療・助産計画

災害のため医療機関が混乱し、被災地の住民が医療及び助産の途を失ったときに応急的に

医療及び助産を施し、被災者を保護する。

(1) 実施機関

ア 医療及び助産は、町長が実施する。ただし、災害救助法が適用された場合には知事が

自ら行うことを妨げない。

イ 本町のみで実施が困難な場合は、近隣市町村、県その他関係機関の応援を得て実施す

る。

(2) 応急医療体制の確保

ア 初動体制の確保

災害時に迅速かつ的確に救援・救助を行うためには、町及び県の災害対策本部設置に

併せ、各医療機関、医療関係団体においても災害対策部門を設置し、初動体制を整える。

また、全ての医療関係者は、可能な手段を用いて迅速かつ正確な情報の把握に努め、

被災により医療機能の一部を失った場合においても可能な限り医療の継続を図るととも

に、自らの施設において医療の継続が困難と認めた場合には、自発的に医療救護所等の

医療提供施設に参集するなど応急医療の確保に協力するよう努める。

なお、本町における医療機関は、大子町内の医療機関のとおりである。

［関連資料］資料編 7-1 大子町内の医療機関

イ 医療救護班の編成・出動

町長は、必要に応じて医療救護班を編成し出動するとともに、災害の種類及び程度に

より水郡医師会に出動を要請し、災害の程度に即応した医療救護活動を行う。

また、災害の程度により町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。

医療救護班の派遣要請連絡系統図

ウ 医療救護班の業務

医療救護班の業務は、以下に示すとおりである。

(ｱ) 被災者のトリアージ（症状判別）

(ｲ) 傷病者に対する応急処置の実施及び必要な医療の提供

(ｳ) 医療機関への転送の要否の判断及びその順位の決定

(ｴ) 死亡の確認

(ｵ) 死体の検案

(ｶ) その他状況に応じた処置

エ 医療救護所の設置

避 難 場 所 等

（連絡事項）

救護を受けようと

する場所・負傷者

数・種類及び程度

厚 生 部 長
（福祉課長）

町 長 水郡医師会
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町は、学校、公民館等の避難所、病院、診療所等に医療救護所を設置する。

オ 医薬品等の確保

医薬品等は、災害の規模、種類に応じ町内の薬局、薬店から調達する。町内の薬局、

薬店の現況は、大子町内の医薬品取扱機関のとおりである。医薬品等の確保が町内のみ

では困難な場合は、県に要請する。

［関連資料］資料編 5-3 医療・助産・防疫用資機材備蓄一覧

資料編 7-2 大子町内の医薬品取扱機関

(3) 応急医療活動

ア 医療施設による医療活動

被災地域内の国立病院機構病院、国立大学法人病院、公立病院、日赤病院及び災害拠

点病院等は、設備・人員等において患者の急増に即応できる体制を確保するとともに、

トリアージを効果的に実施する。

イ 医療救護チーム・ＤＭＡＴによる医療活動

(ｱ) 医療救護チーム・ＤＭＡＴの輸送

医療救護チーム及びＤＭＡＴは、自らの移動手段の確保等に努めるものとする。

町は、医療救護活動が円滑に実施できるよう、医療救護チーム及びＤＭＡＴの輸

送にあたっては、輸送手段の優先的確保など特段の配慮を行う。

(ｲ) 医療救護チームの業務

医療救護チームの業務は以下に示すとおりである。

ａ 被災者のスクリーニング（症状判別）

ｂ 傷病者に対する応急処置の実施及び必要な医療の提供

ｃ 医療機関への転送の要否の判断及びその順位の決定

ｄ 死亡の確認

ｅ 死体の検案

ｆ その他状況に応じた処置

(ｳ) ＤＭＡＴの業務

ＤＭＡＴは、被災地における活動（域内搬送病院内支援、現場活動を含む）及び広

域医療搬送を行う。

(ｴ) 巡回相談チーム・ボランティアとの連携

医療救護チームは、被災者の健康相談を行うために医師及び保健師等で構成された

巡回相談チームやボランティアとの連携を図り、医療を必要とする被災者の情報収集

に努め、医療活動を行う。

(4) 後方支援活動

ア 患者受入れ先病院の確保

(ｱ) 後方医療施設の確保

医療救護所では対応できない重傷者については、後方医療施設（被災を免れた全医

療施設）に搬送し、入院・治療等の医療救護を行う。

(ｲ) 被災病院等の入院患者の受入れ

町は、病院等が被災し、当該施設の入院患者に継続して医療を提供できない場合、
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あるいは治療困難等により被災地域外の後方医療施設へ重傷者を転院搬送する必要性

が生じた場合は、この情報に基づき、病院等間で転院調整を図るよう努めるものとし、

病院等間での調整が困難なときは、県に調整を要請する。

イ 搬送体制の確保

(ｱ) 後方医療施設への搬送

災害現場に到着した救急隊員は、傷病者の程度に応じて、迅速かつ的確に後方医療

施設を選定の上、傷病者を搬送する。

なお、病院等が独自に後方医療施設へ転院搬送を行う場合、自己所有の患者搬送車

等により重傷者を搬送するほか、必要に応じて消防機関または県に対し救急自動車、

ヘリコプター等の出動を要請する。

(ｲ) 搬送手段の確保

病院等から患者搬送の要請を受けた消防機関は、自己所有の救急自動車又は応援側

消防機関の救急自動車により後方搬送を実施する。ただし、救急自動車が確保できな

い場合、あるいは救急自動車のみでの搬送が困難な場合は、町は関係機関と連携し、

安全に搬送するための輸送車両の確保に努めるとともに、状況により県に対して患者

搬送のためへリコプターの出動要請をする。

さらに、ヘリコプターによる患者搬送にあたっては、関係消防機関と協議のうえ、

次の受入れ体制を確保する。

ａ 離発着場の確保、病院から離発着場までの搬送手配及び安全対策

ｂ 患者の搬送先の離発着場及び受入れ病院への搬送手配

ウ 人工透析の供給

(ｱ) 人口透析の供給

透析医療については、慢性透析患者に対し、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して提供することが

必要である。

町は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。

病院等は、断水時にも人工透析医療を継続するため、備蓄や災害用井戸等透析用水

の確保に努めるものとする。なお、人工透析の提供ができなくなった場合は、他の病

院等への斡旋に努めるものとし、病院等間での調整が困難なときは、県に調整を要請

する。

(ｲ) 人工呼吸療法、酸素療法、経静脈栄養療法、経管栄養療法等

町は、保健所、医療機関、訪問看護ステーション等と協力して被災地内の在宅患者

等の被災状況を確認すると共に、県に報告を行う。

さらに、経静脈栄養剤、経管栄養剤、人工呼吸用酸素等の医療品に不足があった場

合は県に供給を依頼する。

病院等は、人工呼吸器のバッテリー、非常用発電機等を準備している場合は、在宅

患者への貸し出しを行うほか、人工呼吸用酸素等の必要な医療材料についての提供に

努める。
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(ｳ) 周産期医療

町の保健師は、被災地において、妊婦の巡回相談や訪問指導を実施し、小児慢性疾

患児に対する巡回相談や訪問指導ついては常陸大宮保健所と協力し実施するものとす

る。

また、必要に応じ、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。

エ 医療ボランティア活動

(ｱ) 受入れ体制の確保

災害発生後、直ちに各医療関係団体は医療ボランティア調整本部を設置し、医療ボ

ランティア活動を希望する者の登録を行い、医療ボランティアを確保する。

(ｲ) 受入れ窓口の運営

各医療関係団体が運営する医療ボランティア調整本部における主な活動内容は、次

に示すとおりである。

ａ ボランティアの募集、登録、協力依頼、派遣

ｂ 県保健福祉部との連絡調整

ｃ その他

(ｳ) 医療ボランティアの配置

各医療関係団体は、現地従事に関して県と必要な調整を行う。

(ｴ) 活動内容

ａ 医師

(a) 医療救護チームに加わり、医療救護所で診療を行う。

(b) 被災地の医療機関において診療を行う。

(c) 後方医療施設において診療を行う。

(d) 避難所等を巡回し診察等を行う。

(e) 遺体の検案を行う。

※ 精神科の医師については(ｂ)、(ｄ)の精神科領域を担当

ｂ 看護師

(a) 医療救護チームに加わり、医療救護所で診療補助を行う。

(b) 被災地の医療機関において診療補助を行う。

(c) 後方医療施設において診療補助を行う。

(d) 避難所等を巡回し診察の補助等を行う。

ｃ 臨床検査技師

(a) 医療救護チームに加わり、医療救護所で診療補助を行う。

(b) 被災地の医療機関において診療補助を行う。

(c) 後方医療施設において診療補助を行う。

(d) 避難所等を巡回し診察の補助等を行う。

ｄ 診療放射線技師

(a) 被災地の医療機関において放射線を用いた検査・治療を行う。

(b) 後方医療施設において放射線を用いた検査・治療を行う。

ｅ 理学療法士
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(a) 被災地の医療機関等において理学療法を行う。

(b) 後方医療施設等において理学療法を行う。

(c) 避難所等において被災者の健康管理のための運動指導等を行う。

ｆ 作業療法士

(a) 被災地の医療機関等において作業療法を行う。

(b) 後方医療施設等において作業療法を行う。

(c)避難所等において被災者の健康管理のための生活指導等を行う。

ｇ 薬剤師

(a) 医療救護チームに加わり、医療救護所で調剤業務及び服薬指導を行う。

(b) 被災患者の持参薬識別と必要に応じた医師への代替薬の提案を行う。なお、薬

を滅失した被災患者からは、聞き取り情報等により、服用薬の特定を行う。

(c) 医薬品集積センターにおいて、医薬品の仕分け・在庫管理等の業務を行う。

(d) 避難者等の健康相談（一般用医薬品の服用に係る相談等）を行う。

(e) 避難所等において、環境検査、飲料水の検査等の衛生管理を行う。

(f) 被災地等において、消毒方法等の防疫指導を行う。

ｈ 保健師

避難所等を巡回し、被災者の健康管理や栄養指導を行うとともに、医療ニーズを

把握し、医療救護チームに連絡する。

ｉ 助産師

避難所等において母子の健康指導・育児相談等を行う。

ｊ 栄養士

避難所等を巡回し、給食の管理や被災者の栄養指導を行う。

ｋ 歯科医師

避難所等を巡回し、被災者の歯科診療を行う。

ｌ 歯科衛生士

避難所等を巡回し、被災者の歯科診療の補助、口腔ケア指導等を行う。

ｍ 歯科技工士

避難所等において歯科医師の指示を受け歯科技工物の簡易な修理等を行う。

ｎ 精神保健福祉士

被災地の精神科病院、精神障害者福祉施設等において精神障害者の相談・援助を

行う。

ｏ 臨床心理士

(a) 避難所等を巡回し、被災者の心の相談を行う。

(b) 県、市町村が設置する心の相談窓口において相談を行う。

(c) 災害対策要員のメンタルケアを行う。

ｐ あん摩マッサージ指圧師

避難所等において、あん摩マッサージ指圧の施術を行う。

ｑ はり師

避難所等において、はりの施術を行う。
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ｒ きゅう師

避難所等において、きゅうの施術を行う。

災 害 救 護 活 動 体 系 図

(5) 災害救助法による医療及び助産

災害救助法を適用した場合の医療及び助産は、同法及び同法施行細則等によるが、その

概要は次のとおりである。

ア 医 療

(ｱ) 対象者

災害のため医療の途を失った者で応急的に医療を施す必要がある者

(ｲ) 実施方法

病院又は適当な地点に救護所を設置して医療救護班が行う。医師、看護師及び医薬

品等不足する場合は、管内で協力可能な医師、県、日赤等の応援を要請する。重症患

者等で医療救護班では医療不可能な者については、病院等に移送して行う。

(ｳ) 医療の範囲及び費用の限度額

ａ 医療の範囲

(a) 診察

(b) 薬剤又は治療材料の支給

(c) 処置、手術、その他の治療及び施術

(d) 病院又は診療所への収容

(e) 看護

ｂ 費用の限度額及び実施期間等

「茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法及び期間早見表」による。

救出者

救出者の傷病等の程度が直

ちに識別できるようそれぞ

れ異なるタッグを用いる。

死亡者 重症者 中等症者 軽症者

（警察）
必要に応じて

遺体収容所 医療救護所

にて手当て

医療救護所

にて手当て

搬 送（医師・消防・警察・自衛隊）

（救急車・一般車・バス・徒歩・ヘリコプター等）

医 療 機 関

（ 後 方 病 院 等 ）

事 故

医療救護班による

トリアージの実施
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［関連資料］資料編 12-2 茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法

及び期間早見表

イ 助 産

(ｱ) 対象者

災害のために助産の途を失った者で現に助産を要する状態の者

(ｲ) 実施方法

医療救護班の医師又は助産師により行う。また、必要に応じ病院等に移送して行う。

(ｳ) 助産の範囲及び費用の限度額

ａ 助産の範囲

(a) 分べんの介助

(b) 分べん前、分べん後の処置

(c) 脱脂綿、ガーゼ、その他衛生材料の支給

ｂ 費用の限度額及び実施期間等

「茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法及び期間早見表」による。

［関連資料］資料編 12-2 茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法

及び期間早見表

６ 救出計画

災害のため生命、身体が危険な状態にある者あるいは行方不明の状態にある者を関係機関

との協力により救出又は捜索して要救助者を保護する。

(1) 実施機関

ア 救出・救助は、町長が実施する。ただし、災害救助法が適用された場合には知事が自

ら行うことを妨げない。

イ 本町のみでは実施が困難な場合は、近隣市町村、県その他関係機関の応援を得て実施

する。

(2) 救出・救護要請への対応

災害後、多発すると予想される救助・救急要請に対して予め定めた救助・救急計画に基

づき次の組織的な対策をとる。

ア 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。

イ 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) 救出用資機材の調達

要救助者の状況に応じて救出作業に必要な人員、設備、機械器具を利用して救出を行う

ものとするが、救出用資機材が不足のときは、建設業者、運送業者、関係機関及び地域住

民等の協力を得て行う。

(4) 応急救護所の設置

災害現場では必要に応じ応急救護所を設置し、医療機関、自主防災組織、医療ボランテ

ィア等と協力し、傷病者の応急手当、トリアージを行う。
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(5) 後方医療機関への搬送

ア 応急救護所ではトリアージの結果によって、傷病者の傷病程度に応じ必要な応急手当

を行い医療機関に搬送する。

イ 消防機関は、搬送先の医療機関が施設・設備の被害、ライフラインの途絶等により、

治療困難な場合も考えられるため、茨城県救急医療情報コントロールセンターから、各

医療機関の応需状況を早期に情報収集し、救護班、救急隊に対して情報伝達する。

ウ 県防災ヘリコプターによる重篤傷病者等の搬送について、搬送体制の整備を行い、積

極的に活用を図る。

(6) 応援派遣要請

町は自らの消防力で十分な活動が困難である場合は、消防相互応援協定に基づき他の消

防本部に対して応援を要請する。また、消防相互応援協定に基づく応援をもってしても対

応できない時は、知事に対して電話等により他都道府県への応援要請を依頼する。

(7) 応援隊の派遣

本町が被災市町村以外である場合、消防相互応援協定及び知事の指示により、また緊急

消防援助隊の一部として、救助隊、救急隊を被災地に派遣し、現地の消防機関と協力して

救助救急活動を行う。特に、近隣都県での被害に対しては予め定めた救助・救急計画等に

より直ちに出動できる体制を確保する。

(8) 住民による初期救出の実施

大規模な災害が発生した場合は、各防災関係機関の初動に遅れが生じることが予想され

ることから、建物の倒壊からの救出には近隣住民の手による救出が不可欠なものとなって

くる。

したがって、自主防災組織を育成する中でバール、ジャッキ等の救出用資機材の備蓄を

図り、訓練を通じ使用方法の習得に努めるものとする。

なお、災害時には被害状況の把握及び負傷者の早期発見及び救出に努めるとともに、警

察、消防機関へ速やかに連絡するものとする。

(9) 災害救助法による救出

災害救助法を適用した場合の救出は、同法及びその運用方針によるが、その概要は、次

のとおりである。

ア 対象者

(ｱ) 災害のため現に生命身体が危険な状態にある者

ａ 火災の際に火中にとり残されたような場合

ｂ 災害の際に倒壊家屋の下敷になったような場合

ｃ 水害の際に流出家屋と共に流されたり、孤立した地点にとり残されたような場合

ｄ 地すべり・がけ崩れ等により生き埋めになったような場合

(ｲ) 災害のため生死不明の状態にある者

ａ 行方不明の者で諸般の情勢から生存していると推定される者

ｂ 行方不明は判っているが、生命があるかどうか明らかでない者

イ 救出の費用及び期間

「茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法及び期間早見表」による。
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［関連資料］資料編 12-2 茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法

及び期間早見表

７ 輸送計画

災害時における応急対策の実施に当たり必要な人員、物資、資機材等を迅速かつ的確に輸

送するため、保有車両等を動員するとともに、運送関係業者等の保有する車両等を調達して

緊急輸送体制を確保する。

(1) 実施機関

ア 応急対策に必要な人員及び物資等の輸送は、町長が実施する。

イ 本町のみで実施が困難な場合は、近隣市町村、県その他関係機関の応援を得て実施す

る。

(2) 緊急輸送の実施

緊急輸送は、次の優先順位に従って行う。

ア 総括的な輸送順位

(ｱ) 住民の生命の安全を確保するために必要な輸送

(ｲ) 災害の拡大防止のために必要な輸送

(ｳ) その他災害応急対策のために必要な輸送

イ 災害発生後の各段階において優先されるもの

(ｱ) 第１段階（災害発生直後の初動期）

ａ 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及び物資

ｂ 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員及び物資

ｃ 被災地外の医療機関へ搬送する負傷者、重傷患者

ｄ 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

ｅ 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及び

物資

(ｲ) 第２段階（応急対策活動期）

ａ 前記(ｱ)「第１段階」の続行

ｂ 食料、水等生命の維持に必要な物資

ｃ 傷病者及び被災地外へ退去する被災者

ｄ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資

(ｳ) 第３段階（復旧活動期）

ａ 前記(ｲ)「第２段階」の続行

ｂ 災害復旧に必要な人員及び物資

ｃ 生活用品

ｄ 郵便物

ｅ 廃棄物の搬出

(3) 輸送手段の確保

ア 自動車による輸送
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(ｱ) 庁用車両

災害時における庁用自動車の集中管理及び自動車の確保・配備は、総務部が行う。

庁用車両の現況は、庁用車両一覧のとおりである。

［関連資料］資料編 5-5 庁用車両一覧

(ｲ) 車両の借上げ

町保有車両で不足する場合は、町内の輸送業者等に協力を依頼し調達を図る。

(ｳ) 借上げ車両等をもってしてもなお必要な輸送が確保できないときは、近隣市町村又

は県に協力を要請する。

イ 鉄道による輸送

町は、災害時において自動車による輸送が不可能なとき、あるいは遠隔地のため鉄道

によって輸送することが適当な場合には、東日本旅客鉄道株式会社に緊急配車を依頼す

る。

ウ ヘリコプター等による輸送

地上交通が途絶した場合又は輸送の急を要する場合には、町長は、県に防災へリコプ

ター等による輸送を要請する。

また、必要により、県に自衛隊の派遣を要請する。

(4) 緊急輸送道路の確保

町は、行政区域内の緊急輸送道路の被害状況、緊急道路上の障害物の状況を把握し、速

やかに常陸河川国道事務所に報告するとともに、所管する緊急輸送道路については、啓開

作業を実施する。

(5) 災害救助法による実施基準

ア 輸送の範囲

(ｱ) 被災者の避難

(ｲ) 医療及び助産

(ｳ) 被災者の救出

(ｴ) 飲料水の供給

(ｵ) 遺体の捜索

(ｶ) 遺体の処理

(ｷ) 救助用物資の輸送

イ 費 用

応急救助のための支出できる輸送費は、当該地域における通常の実費とする。

ウ 期 間

応急救助のための輸送を認められる期間は、当該救助の実施が認められる期間とする。

８ 公用負担

町長は、町の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、

応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、公用負担等を命ずることができ

る。
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(1) 公用負担の種類

町長（水防管理者）が災害時に命ずることができる公用負担の種類は、次のとおりであ

る。

(2) 公用負担に対する権限

公用負担に対する権限は、町長もしくはその委任を受けて町長の職権を行う町職員が行

使するが、町長もしくは当該職員がいないとき又はこれらの者から要求があったときは、

警察官が町長の職権を行使することができる。

(3) 公用令書

災害対策基本法第 64条及び水防法第 21条の規定により公用負担の権限を行使するとき

は、県防災計画に基づき公用令書を作成し、目的物所有者又は管理者等に手渡す。ただし、

緊急でやむを得ない場合は、事後において直ちに処理する。

第５節 被災者生活支援

１ 避難所運営

(1) 実施責任者

ア 避難所の設置運営

(ｱ) 避難所の設置は、町長が実施する。ただし、災害救助法適用時に知事が自ら行うこ

とを妨げない。

(ｲ) 町のみで避難所の設置が困難な場合は、近隣市町村、県、その他関係機関の応援を

得て実施する。

根拠法
命令の

種類
従事事務内容又は物件等の内容

従事命令等

対象者
備考

災
害
対
策
基
本
法

一時使用

使用・収用

除去

１土地、建物及び工作物の一時使用

２土石、竹木の使用及び収用

３災害を受けた工作物及び物権で応

急措置に支障となるものの除去

占有者、所有者 64条

従事命令 応急措置全般
１区域内住民

２現場にある者
65条

水
防
法

一時使用

使用・収用

除去

１土地の一時使用

２土石、竹木その他資材の使用及び

収用

３車両その運搬具もしくは器具の使

用

４工作物その他障害物の処分

占有者、所有者 21条
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(2) 避難所の設置

ア 実施責任者

避難所の開設及び収容並びに収容者の保護は、本部長（町長）が行う。

イ 避難所の開設

(ｱ) 町長は、避難の勧告又は指示を行った場合は、直ちに避難所を開設する。

［関連資料］資料編 17-1 避難勧告書、避難命令書

資料編17-5 避難所開設状況

資料編17-6 避難所状況一覧

(ｲ) 開設施設の所管班は、避難所の設置を行う。

(ｳ) 避難所は、指定避難場所の学校、公民館等既存建物の利用を原則とするが、既存の

建物だけでは収容できないときは、野外に仮小屋を設置し、又はテントの設営等によ

り実施、あるいは知事及び隣接市町長と協議し、避難者の収容を委託するか、又は建

物、土地を借り上げるなどの方法を講ずる。

高齢者等災害時要援護者に配慮して、必要に応じ、県の「災害時支援協力に関する

協定」に基づき、ゴルフ場の活用をはかるほか、被災地以外の地域にある施設を含め、

旅館やホテル等多様な施設の確保に努める。

なお、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。

ａ 避難所開設の目的

ｂ 箇所数及び収容人員

ｃ 開設期間の見込み

(ｴ) 厚生部長は、町長から指示を受けた場合は、直ちに避難所開設に必要な準備を行う。

ａ 給水、給食の措置

ｂ 毛布、寝具、衣類、生活必需品の支給

ｃ 負傷者に対する応急救護

(ｵ) 避難所には、町の避難所であることを明記した標識を掲げる。

ウ 対象者

(ｱ) 住家が被害を受け、居住の場所を失った者

(ｲ) 現に災害に遭遇（旅館の宿泊者、通行人等）した者

(ｳ) 災害によって、現に被害を受けるおそれのある者

エ 避難所の開設期間

災害発生日から７日以内とする。ただし、状況により期間を延長する必要がある場合

には、知事の事前承認を受ける。

また、開設期間が長期化する場合、避難所の統合を図り、避難所数を減少させるよう

働きかける。

オ 費 用

「茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法及び期間早見表」の定めると

ころによる。

［関連資料］資料編 12-2 茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法及び

期間早見表
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(ｱ) 費用の範囲

ａ 賃金職員等雇上費

ｂ 消耗器材費

ｃ 建物、器物等使用謝金

ｄ 燃料費

ｅ 仮設便所及び炊事場の設置費等

ｆ 衛生管理費

(ｲ) 限度額

ａ 基本額

避難所設置費１人１日当たり 300 円以内

ｂ 加算額

冬季（10 月～３月）についてはその都度定める額

なお、詳細については「茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法及

び期間早見表」の定めるところによる。

［関連資料］資料編 12-2 茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法

及び期間早見表

カ 県への避難所開設の要請

町は、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。

キ 避難所開設の報告

町は、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。

(ｱ) 避難所開設の目的

(ｲ) 箇所数及び収容人員

(ｳ) 避難場所で生活せず食事のみ受取に来ている被災者数

(ｴ) 開設期間の見込み

ク 避難所の運営

町は、避難所の開設に伴い、職員及び自主防災組織・ボランティアを各避難所に配置

し、予め策定したマニュアルに基づいて避難所の運営を行う。その際、女性の参画を推

進し、避難の長期化等必要に応じて男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮す

るよう努めるとともに、公営住宅や空屋等利用可能な既存住宅のあっせん等により避難

場所の早期解消に努める。さらに必要があれば、県、近隣市町村に対しても協力を要請

する。

また、運営に当たって、避難場所における生活環境が常に良好なものであるよう、次

に掲げる事項に留意する。

(ｱ) 避難所の安全確保及び秩序の維持のため警察官の配置

(ｲ) 食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握と必要な対策

(ｳ) 避難の長期化等必要に応じた状況把握と必要な対策

・ プライバシーの確保状況

・ 寝具等の活用状況
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・ 入浴施設設置の有無及び利用頻度

・ 洗濯等の頻度

・ 医師、保健師、看護師、管理栄養士等の巡回による健康状態

・ 暑さ・寒さ対策の必要性

・ 食料の確保、配食等の状況

・ ごみ処理の状況

・ 家庭動物のためのスペース

ケ 連絡員の駐在

町は、避難所を開設し、避難住民を収容したときは、直ちに避難所ごとに連絡員とし

て所属職員を派遣し、避難所を運営する自主防災組織・ボランティア等の統括に当たる。

コ 避難所における住民の心得

避難所に避難した住民は、避難所の混乱回避、秩序維持及び生活環境悪化防止に努め、

次のような点に心掛ける。また、町は平常時から避難所における生活上の心得について、

住民に周知を図る。

(ｱ) 自治組織の結成とリーダーへの協力

(ｲ) ごみ処理、洗濯、入浴等生活上のルールの遵守

(ｳ) 災害時要援護者への配慮

(ｴ) プライバシーの保護

(ｵ) その他避難所の秩序維持に必要と思われる事項

サ 福祉避難所における支援

(ｱ) 福祉避難所の指定

要援護者は、心身の状態や障害の種別によっては、避難所の生活に順応することが

難しく、症状を悪化させたり、体調を崩しやすいので、町は、要援護者に配慮した福

祉避難所を事前に指定し、必要な介護や情報提供等の支援を行う体制を整備する必要

がある。

(ｲ) 福祉避難所の整備

避難生活が長期にわたることも想定し、要援護者が過ごしやすいような設備を整備

し、必要な物資・機材を確保する。

(ｳ) 福祉避難所の周知

町は、様々な媒体を活用し、福祉避難所に関する情報を広く住民に対して周知する。

特に、要援護者やその家族、避難支援者に対しては、直接配布するなどして、周知を

徹底する。

(ｴ) 食料品・生活用品等の備蓄

町は、食料品の備蓄に当たっては、メニューの多様化、栄養バランスの確保に留意

し、食事療法を必要とする内部障害者や食物アレルギーがある者などへ配慮する。

(ｵ) 福祉避難所の開設

町は、一般の避難所において福祉避難所の対象となる者がおり、福祉避難所の開設

が必要と判断する場合は、対応可能な福祉避難所を開設するものとする。

(ｶ) 福祉避難所開設の報告
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町は、福祉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。

ａ 避難者名簿（名簿は随時更新する）

ｂ 福祉避難所開設の目的

ｃ 箇所名、各対象収容人員（高齢者、障害者等）

ｄ 開設期間の見込み

シ 福祉避難室の開設

状況によっては、福祉避難所以外の指定避難所についても、施設の一部の部屋等を要

援護者用の「福祉避難室」として開設する。

ス 被災児童等への対策

町は、被災により生じた要保護児童や要援護高齢者等の発見と把握に努め、親族への

引渡しや福祉施設への受入れ等の保護を行う。

また、被災によりダメージを受けた児童、高齢者等について、各種相談所、避難所等

においてメンタルへルスケアを実施する。

(3) 避難所生活環境の整備

ア 衛生環境の維持

町は、被災者が健康状態を損なわずに生活維持するために必要な各種生活物資及び清

潔保持に必要な石鹸・うがい薬の提供、仮設トイレの管理、必要な消毒及びし尿処理を

行うとともに、入浴の提供を行う。

イ 対象者に合わせた場所の確保

町及び県は、避難所に部屋が複数ある場合には、乳幼児用や高齢者用、障害者用、体

調不良者用等対象別に割り当てる。体育館等の場合には安全のための通路の確保や着替

えの場所等の確保を行う。

なお、一般の避難所で対応が困難である場合は、必要に応じて町は福祉避難所を設置

する。

ウ 感染症や食中毒の予防に必要な知識の普及

町及び県は、インフルエンザ等の感染予防のため、手洗い、うがい、部屋の換気及び

トイレ消毒等の保健指導や健康教育を行う。

エ 避難所への発電機の設置

町は、建設業組合と締結した電源供給協定に基づき、全ての避難所に発電機の設置を

行う。

(4) 健康管理

ア 被災者の健康（身体・精神）状態の把握

(ｱ) 町及び県は、医師及び保健師等で構成する巡回相談チームを編成し、避難所におい

て被災者の健康（身体・精神）状態の把握及び健康相談を行う。

(ｲ) 巡回相談で把握した問題等については、個別健康相談票を作成し、チームカンファ

レンスにおいて、効果的な処遇検討が出来るよう努める。

(ｳ) 高血圧や糖尿病等慢性疾患患者の医療の確保や治療の継続を支援し、必要に応じて

栄養指導を実施する。

(ｴ) エコノミークラス症候群（深部静脈血栓塞栓症）や生活不活発病等二次的健康障害
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防止のため水分補給や健康体操等の保健指導を実施する。

(ｵ) 継続的内服が必要な者で内服薬を被災により紛失した者等に対し、適切に対応する。

(ｶ) 町は、避難所生活の長期化に伴い、身体的・精神的ストレスが蓄積している被災者

を対象に、レクリエーション等を行い、ストレスの軽減に努める。

(ｷ) 町は、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等の協力

を得ながら行う。

イ 要援護者の把握

町及び県は、避難者の中から要援護者を早期に把握し、処遇に十分配慮する。必要に

応じて福祉避難所への移動、社会福祉施設への緊急入所、避難所内の個室利用等を行う。

ウ 関係機関との連携の強化

町及び県は、支援を必要とする高齢者、障害者等に必要なケアの実施やニーズに応じ

て介護・福祉サービス、ボランティア等の支援につなぐための連携や調整を行う。

(5) 精神保健、心のケア対策

ア 心のケア活動の実施

(ｱ) 町及び保健所は、連携して次のことを実施する。

ａ 第１段階

・心の健康相談、巡回相談チームによる避難所への巡回診療及び訪問活動

※必要に応じ心のケアチームによる巡回診療

ｂ 第２段階（近隣の精神科医療機関による診療再開）

・継続的な対応が必要なケースの把握、対応

ｃ 第３段階

・仮設住宅入居者及び帰宅者等への巡回診療、訪問活動

・ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）への対応

(ｲ) 町及び保健所は、特に、心理サポートが必要となる遺族、安否不明者の家族、高齢

者、子供、障害者、外国人に対しては十分に配慮するとともに、適切なケアを行う。

(ｳ) 町は、心のケアに対する正しい知識の普及を図るため、県の精神保健福祉センター

が作成する災害時の心のケアやＰＴＳＤに関するパンフレット等を被災者に配付する。

［関連資料］資料編 7-3 ＰＴＳＤ(Post-traumaticStressDisorder 心的外傷後ストレス

障害)

２ 食料、生活必需品の供給計画

災害時に、住家の被害等により自宅で炊飯ができず、また食品の販売機構がまひし、食品の

購入が困難な被災者に対し応急的に炊き出しを行い、又は住家に被害を受け一時縁故先等へ

避難する者に対し必要な食料品を支給し、一時的に被災者の食生活を保護する。

［関連資料］資料編 5-1 食料備蓄一覧

5-2 物資備蓄一覧

17-7 物品輸送引渡書・物品受領書

17-9 輸送状況

17-10 災害救援物資受領書
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(1) 実施機関

ア 災害時の応急給食は、町長の責任で実施する。ただし、災害救助法が適用された場合

には知事が自ら実施することを妨げない。

イ 本町のみで実施が困難な場合は、近隣市町村、県その他関係機関の応援を得て実施す

る。

(2) 炊き出し及び食品の給与の対象者

ア 避難所に収容された者

イ 住家の被害が全焼、全壊、流失、半焼、半壊又は床上浸水等であって炊事ができない

者

ウ 住家に被害を受けたため、一時縁故先へ避難する者

エ 災害地において救助作業措置その他応急復旧作業する者

(3) 食料、生活必需品の調達

ア 食料

町長は、食料の供給の必要があると認める場合は、協定締結をしている事業者や町内

の販売業者及び農協等から所要の物資を購入し、被災者に供給する。

［関連資料］資料編 11-5 応援協定に関する資料一式

(ｱ) 町長は、協定締結を行っている大子町飲食店組合から食料を購入し、り災者等に供

給する。

(ｲ) 町長は、販売業者から所要の米穀を購入し、り災者等に供給する。

この場合の各関係機関の措置は次のとおりである。

ａ 町長は応急食料の供給を必要とする人員を県北県民センター長を通じ知事に報告

する。

ｂ 知事は、ａの報告に基づき、必要とする応急用米穀の数量等を卸売業者に通知し、

手持精米の販売を要請する。

① 確認 ② 報告 ③ 報告

⑥ 供給

⑤ 販売

⑤ 販売

⑤ 販売 ④ 販売要請

災害発生 町 長 県北農林事務所長 知 事

り災者

作業従事員 小売販売業者 卸売販売業者

① 確認 ② 要請

④ 供給

災害発生 町 長

り災者

作業従事員

③ 販売

大子町飲食店組合
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(ｳ) 県は、町の要請を踏まえ、救助法が適用され応急食糧が必要と認める場合は 農林水

産省生産局長に対し、「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領（平成 21 年 5 月 29

日付け 21総食第 113 号総合食料局長通知）」に基づき災害救助用米穀の緊急引渡しを

要請し、必要量を確保する。町が直接、生産局に連絡した場合は、必ず、県に連絡す

るととし、県は生産局に連絡する。

また、県、町及び関東農政局水戸地域センターは、円滑に買い受け・引き渡しが行

えるよう連絡、協力体制の整備を図っておくものとする。

［関連資料］資料編 17-8 食糧調達状況

イ 生活必需品

町長は、衣料・生活必需品等の供給の必要があると認める場合は、町内の小売業者及

び生活協同組合等から所要の物資を購入し、被災者に供給する。

(4) 食料、生活必需品の給与

ア 炊き出しの実施及び食品、生活必需品等の配分

町は、予め定めた供給計画に基づき、被災者等に対する食料等の供給を行う。

イ 県、近隣市町村への協力要請

町は、当該町が多大な被害を受けたことにより、町において炊き出し等による食料、

生活必需品等の給与の実施が困難と認めたときは、県及び災害時相互応援に関する協定

に基づき近隣市町村に炊き出し等について協力を要請する。

ウ 品目

(ｱ) 食料

米穀（米飯を含む）、パン及びおかゆ等の主食のほか、必要に応じて漬物及び野菜等

の副食、味噌、醤油及び食塩等の調味料についても給与するよう配慮する。なお、乳

児に対する給与は、原則として粉ミルクとする。

(ｲ) 生活必需品等

ａ 寝具（毛布等）

ｂ 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）

ｃ 衣料品（作業着、下着、靴下、運動靴等）

ｄ 炊事用具（鍋、釜、やかん、包丁、缶切等）

ｅ 食器（箸、スプーン、皿、茶碗、紙コップ、ほ乳ビン等）

ｆ 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）

ｇ その他（ビニールシート等）

(5) 食料の集積地

ア 集積地の指定

町は、県等から輸送される食料の集積場所として、中央公民館グラウンドを救援物資
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集積場所とする。

なお、その所在地について予め知事に報告しておく。

また、町は、集積場所に管理責任者及び警備員等を配置し、食品管理に万全を期する。

救 援 物 資 集 積 場 所

イ 集積地の管理

町は、物資の集積を行う場合は、集積地ごとに管理責任者及び警備員等を配置し、食

品管理の万全を期するものとする。

また、効率的な管理を行うため、トラック協会等との災害時応援協定に基づき、フォ

ークリフト、パレット等の資機材や物流専門家等必要な人材を確保するとともに、積込

みに際しては、ボランティア等の活用を図る。

(6) 食料、生活必需品の供給

ア 食料の供給

(ｱ) 炊き出しは、避難所内又はその近くの適当な場所等を選定し実施する。

(ｲ) 配分漏れ又は重複支給の者がないようにするため、組又は班等を組織し、各組に責

任者を定める。

(ｳ) 高齢者、乳幼児に対する炊き出しその他による食品の給与は、温かなもの、軟らか

なもの、ミルク等配慮したものを供与する。

(ｴ) 住民等の協力

炊き出し等食料の配給に当たっては、大子町食生活改善推進員、自主防災組織、ボ

ランティア等の協力を得て実施できるよう協力体制を整備する。

(ｵ) 炊き出し等における留意事項

ａ 現場責任者

厚生部は、現場責任者を指名し、現場で混乱の起こらないようにするとともに、

責任者は次の帳簿を整理し、正確に記入し保管する。

(a) 炊き出し受給者名簿

(b) 食料品、現品給与簿

(c) 炊き出しその他による食品給与物品受払簿

(d) 炊き出し用品備品簿

(e) 炊き出しその他による食品給与のための食料購入代金等支払証拠書類

ｂ 業者からの購入

町において直接炊き出しが困難な場合で、炊飯業者に注文することが実情に即す

ると認められる場合は、炊き出しの基準を明示し業者より購入し、配給する。

イ 生活必需品の供給

(ｱ) 供給及び配分の要領

名 称 所 在 地 電 話 番 号

中央公民館グラウンド 久慈郡大子町大字池田 2669 0295-72-2627
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物資の給与又は貸与については、次のとおり行うが、必要により大子町社会福祉協

議会、ボランティア等の協力を求めて迅速かつ的確に実施する。

なお、配分に際しては、被災世帯数、人員、家族構成等を確実に把握した上、配給

品目、数量等を明らかにして、被災者間に不公平が生じないよう適切に実施する。

(7) 給与（配給）費用の限度額等

「茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法及び期間早見表」による。

［関連資料］資料編 12-2 茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法及び期

間早見表

(8) 住民による食料備蓄の推進

町は、食料の備蓄に努めるとともに、住民に対し「自らの身の安全は自らが守る」とい

う防災の基本にのっとり、食料の備蓄を図るよう、広報紙等で啓発する。

３ 給水計画

災害のため飲料水が枯渇し又は汚染し、現に飲料に適する水を得ることができない住民に

対し、飲料水を供給し保護するとともに、被災した水道施設の応急復旧等を行い、被災地の

生活用水を確保する。

(1) 実施機関

ア 被災者への飲料水の供給は、町長が実施する。ただし、災害救助法が適用された場合

には知事が自ら実施することを妨げない。

イ 本町のみでは実施が困難な場合は、近隣市町村、県その他関係機関の応援を得て実施

する。また、地域住民の協力を得て実施する。

ウ 水道施設の応急復旧は、町が行う。

(2) 飲料水の供給

ア 対象者

災害のため現に飲料水を得ることができない住民

イ 飲料水供給の方法

水道事業管理者は、給水拠点において応急給水を実施する。給水拠点からの輸送は、

県及び近隣市町村等から給水車等の応援を得て行うものとする。

また、配水池の施設整備を図り、水を有効利用し給水車又はポリタンクに水道水を入

れトラック輸送等により応急給水を実施する。

ウ 給水量

飲料水の供給を行うときは、１日１人最小限度３リットルとする。

エ 給水の優先順位

給水は、医療施設、避難場所、社会福祉施設等緊急性の高いところから行う。

(3) 応急復旧

水道施設の応急復旧は、本復旧に先立ち次により行う。

ア 応急復旧方針

水道事業管理者は、水源（取水）施設・導水施設・浄水施設等基幹施設の復旧を最優

先し、次いで主要給水所に至る送配水施設、給水装置の順に復旧する。
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なお、応急給水活動を行う拠点に至る各管路についても可能な限り優先して復旧する。

イ 応援・協力

水道事業管理者は、大子町指定水道事業者等と連絡を密にし、災害時における応急給

水及び応急復旧体制を整備しておくとともに、必要があるときは、被災地域外の水道事

業管理者、水道工事業者等の応援又は協力を求め、必要となる応急給水資機材等の調達

を実施する。

ウ 広 報

町は、断水した場合、住民に対し応急給水の実施場所と時間、復旧の見通し等につい

てホームページや広報車等により適切な広報を実施する。

［関連資料］資料編 4-2 浄水場・機場窓口

４ 災害時要援護者安全確保対策計画

災害時に自力で避難が困難になる災害時要援護者に対し、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

要援護者の実状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。

(1) 実施機関

ア 災害時要援護者関連施設入所者等に対する安全確保対策は、施設管理者が実施する。

イ 在宅災害時要援護者に対する安全確保対策は、町長が実施する。

ウ 当該施設及び町限りで困難な場合は、近隣市町村、県、国、その他関係機関の応援を

得て実施する。

(2) 災害時要援護者関連施設入所者等に対する安全確保対策

ア 救助及び避難誘導

施設管理者は、避難誘導計画に基づき、入所者等を安全かつ速やかに救助及び避難誘

導を実施する。

町は、施設管理者の要請に基づき、必要な援助の内容を把握し、速やかに援助のため

に必要な連絡調整を行う。

また、援助可能な社会福祉施設及びボランティア組織等にも協力を要請する。

イ 搬送及び受入先の確保

施設管理者は、災害により負傷した入所者等を搬送するための手段や受入先の確保を

図る。

町は、施設管理者の要請に基づき、関係機関と連携し、安全に搬送するための救急自

動車等を確保するとともに、他の災害時要援護者関連施設に受入先を確保する。

ウ 食料、飲料水及び生活必需品等の調達

施設管理者は、食料、飲料水、生活必需品等についての必要数量を把握し供給すると

ともに、不足が生じた時は、町等に対し応援を要請する。

町は、施設管理者の要請に基づき、食料、飲料水、生活必需品等の調達及び配布を行

う。

エ 介護職員等の確保

施設管理者は、介護職員等を確保するため、施設間の応援協定に基づき、他の災害時
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要援護者関連施設及び町等に対し応援を要請する。

町は、施設管理者の要請に基づき、介護職員等の確保を図るため、他の災害時要援護

者関連施設やボランティア等へ協力を要請する。

オ 巡回相談の実施

町は、被災した施設入所者等や他の施設に避難した入所者等に対して、近隣住民（自

主防災組織）、ボランティア等の協力により巡回相談を行い、災害時要援護者の状況やニ

ーズを把握するとともに、各種サービスを提供する。

カ ライフライン優先復旧

電気、ガス、水道等の各ライフライン事業者は、災害時要援護者関連施設機能の早期

回復を図るため、優先復旧に努める。

(3) 在宅災害時要援護者に対する安全確保対策

ア 安否確認、救助活動

町は、事前に作成した災害時要援護者名簿や災害時要援護者避難支援個別支援計画、

在宅サービス利用者名簿等を活用し、民生委員、近隣住民（自主防災組織）、福祉団体（社

協、老人クラブ等）、ボランティア組織等の協力を得て、居宅に取り残された災害時要援

護者の安否確認、救助活動を実施する。

特に、町は、予め定める避難の情報に関する伝達マニュアルや避難支援計画に基づく

適切な避難支援を実施する。

イ 搬送体制の確保

町は、災害時要援護者の搬送手段として、近隣住民（自主防災組織）等の協力を得る

とともに、救急自動車や災害時要援護者関連施設所有の自動車により行う。

また、これらが確保できない場合、県等が確保した輸送車両により、災害時要援護者

の搬送活動を行う。

ウ 状況調査及び情報の提供

町は、民生委員、ホームへルパー、点訳・朗読・手話・要約筆記の奉仕員等及びボラ

ンティア等の協力を得てチームを編成し、住宅や避難所等で生活する災害時要援護者に

対するニーズの把握など、状況調査を実施するとともに、保健・福祉サービス等の情報

を随時提供する。

エ 食料、飲料水及び生活必需品等の確保並びに配布を行う際の配慮

町は、災害時要援護者に配慮した食料、飲料水、生活必需品等を確保する。

なお、町は、福祉避難所の食料品の備蓄に当たっては、メニューの多様化、栄養バラ

ンスの確保に留意し、食事療法を必要とする内部障害者や食物アレルギーがある者など

へ配慮する。

また、配布場所や配布時間を別に設けるなど災害時要援護者に配慮した配布を行う。

オ 保健・医療・福祉巡回サービス

町は、医師、民生委員、ホームへルパー、保健師など地域ケアシステムの在宅ケアチ

ーム員等によりチームを編成し、在宅、避難所等で生活する災害時要援護者に対し、巡

回により介護サービス、メンタルケアなど各種保健・医療・福祉サービスを実施する。

カ 保健・医療・福祉相談窓口の開設
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町は、災害発生後、直ちに保健・医療・福祉相談窓口を開設し、総合的な相談に応じ

る。

(4) 外国人に対する安全確保対策

ア 避難誘導

町は、語学ボランティアの協力を得て、広報車や防災無線などを活用して、外国語に

よる広報を実施し、外国人の安全かつ速やかな避難誘導を行う。

イ 安否確認、救助活動

町は、警察、近隣住宅（自主防災組織）、語学ボランティア等の協力を得て、住民登録

等に基づき外国人の安否の確認や救助活動を行う。

ウ 情報の提供

(ｱ) 避難所及び在宅の外国人への情報提供

町は、避難所や在宅の外国人の安全な生活を支援、確保するため、語学ボランティ

アの協力を得て外国人に配慮した継続的な生活情報の提供や、チラシ、情報誌などの

発行、配布を行う。

(ｲ) テレビ、ラジオ、インターネット通信等による情報の提供

町は、外国人に適正な情報を伝達するため、テレビ、ラジオ、インターネット通信

等を活用して外国語による情報提供に努める。

エ 相談窓口の開設

町は、速やかに外国人の「相談窓口」を設置し、生活相談に応じる。

また、町は「相談窓口」のネットワーク化を図り、外国人の生活相談に係る情報の共

有化に努める。

［関連資料］資料編 7-4 保健福祉施設の状況

５ ボランティア活動支援計画

大規模な災害が発生した場合に、応急対策を迅速かつ的確に実施するためには、町及び防

災関係機関だけでは、十分に対応できないことが予想される。

このため、町は、被災者の生活救援のため、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。

(1) ボランティア受入れ窓口の設置・運営

ア 受入れ体制の確保

大規模な災害発生後直ちに、町は大子町社会福祉協議会と連絡調整し、同社協にボラ

ンティア現地本部を設置して、ボランティアの受入れ体制を確保する。

イ 「受入窓口」の運営

大子町社会福祉協議会が運営するボランティア現地本部における主な活動内容は、次

に示すとおりである。

(ｱ) 町及び関係機関からの情報収集

(ｲ) 被災者からのボランティアニーズの把握

(ｳ) ボランティア活動用資機材、物資等の確保

(ｴ) ボランティアの受付
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(ｵ) ボランティアの調整及び割り振り

(ｶ) 関係機関へのボランティア活動の情報提供

(ｷ) 必要に応じて、ボランティアコーディネーターの応援要請

(ｸ) ボランティア保険加入事務

(ｹ) 関係機関とのボランティア連絡会議の開催

(ｺ) その他被災者の生活支援に必要な活動

(2) ボランティア受入れ窓口との連携・協力

ア ボランティア現地本部との連携

町は、ボランティア担当窓口を開設した時に、コーディネートを担当する職員を配置

し、町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。

イ 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、主として次のとおりとする。

(ｱ) 災害・安否・生活情報の収集・伝達

(ｲ) 避難生活者の支援（給水補助、炊き出し、救援物資の仕分け・配布、高齢者等の介

護等）

(ｳ) 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）

(ｴ) 配送拠点での活動（物資の搬出入、仕分け、配布、配達等）

(ｵ) その他被災者の生活支援に必要な活動

ウ 活動拠点の提供

町は、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

アの活動拠点を提供するなど、その支援に努める。

エ ボランティア保険の加入促進

町は、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とともに、ボランティア保険の助成に努め

る。

６ 文教対策計画

災害により教育施設等が被災し、通常の学校教育の実施が困難となった場合は、関係機関

と緊密に連携し児童・生徒等の安全及び教育の確保をする。

(1) 実施責任者

ア 幼稚園、小・中学校の応急教育及び町立教育施設の応急復旧対策並びに教職員の確保

は、町教育委員会が行い、保育所（園）の応急教育及び応急復旧等については、町長が

行う。

イ 災害に対する各学校及び保育所（園）等の措置については、校長、所（園）長（以下

「校長等」という。）が具体的な応急対策をたてる。

(2) 児童・生徒等の安全確保

ア 情報等の収集、伝達

(ｱ) 町は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、校長等に対し災害に関

する情報を迅速かつ的確に伝達するとともに、必要な措置を指示する。
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(ｲ) 校長等は、関係機関から災害に関する情報を受けた場合は、予め定めるところによ

り速やかに教職員に伝達するとともに、自らラジオ、テレビ等により町内の被害状況

等災害情報の収集に努める。

なお、児童・生徒等への伝達に当たっては、混乱を防止するよう配慮する。

(ｳ) 校長等は、児童・生徒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、

直ちにその状況を町その他関係機関に報告する。

(ｴ) 町及び各学校は、停電等により校内放送設備等が使用できない場合を想定し、電池

式可搬型拡声器等の整備に努めるとともに、情報の連絡方法や伝達方法を定めておく

ものとする。

イ 児童・生徒等の避難

児童・生徒等の避難については本章第 11節「避難計画」に定めるところであるが、児

童・生徒等の安全を確保するために、次の事項に留意する。

(ｱ) 避難の指示

校長等は、的確に災害の状況を判断し、屋外への避難の要否、避難場所等を迅速に

指示する。

(ｲ) 避難の誘導

校長等及び教職員は、避難を指示した場合は、児童・生徒等の安全を確保するため

予め定める計画に基づき誘導を行う。

なお、状況により校外への避難が必要な場合は、町その他関係機関の指示及び協力

を得て行う。

(ｳ) 下校時の危険防止

校長等は、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ごとの集団下校又は教職員による引率等の措置を

講ずる。

なお、通学路の安全について、日頃から点検に努めるものとする。

(ｴ) 校内保護

校長等は、災害の状況により、児童・生徒等を下校させることが危険であると認め

る場合は、校内に保護し、速やかに保護者への連絡に努めるものとする。この場合、

速やかに町や県に対し、児童・生徒数等や保護の状況等必要な事項を報告する。

また、保護者との連絡がとれない場合は、保護者への引き渡しができるまで校内で

の保護を継続するものとする。

なお、通信網の遮断等を想定し、児童・生徒等の引き渡し方法等について、日頃か

ら保護者と連携を図り、共通理解に努めるものとする。

(ｵ) 保健衛生

町及び各学校は、帰宅できず校内で保護する児童・生徒等のため、日頃から飲料水、

食料、毛布等の備蓄に努める。

また、校長等は、災害時において、建物内外の清掃等、児童・生徒等の保健衛生に

ついて必要な措置を講ずるものとする。
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(3) 応急教育

ア 教育施設の確保

町の教育委員会並びに私立学校設置者は、相互に協力し教育施設等を確保して、教育

活動を早期に展開するため次の措置を講ずる。

(ｱ) 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。

(ｲ) 校舎の被害が相当に大きいが、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。

(ｳ) 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。

(ｴ) 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。

(ｵ) 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。

(ｶ) 校舎の被害状況を速やかにかつ安全に確認する体制を日頃から整備するよう努める。

イ 教職員の確保

町の教育委員会並びに私立学校設置者は、災害発生時における教職員の確保のために

次の措置を講じるものとする。

(ｱ) 災害の規模、程度に応じた教職員の参集体制を整備する。

(ｲ) 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。

ウ 教科書、学用品等の給与

(ｱ) 町は、災害により教科書、学用品等（以下「学用品等」という。）を、喪失又はき損

し、就学上支障をきたしている小、中学校の児童・生徒等に対して学用品等を給与す

る。

なお、災害救助法が適用された場合における学用品等の給与の対象者、期間及び費

用の限度額については、「茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法及び期

間早見表」のとおりである。

［関連資料］資料編 12-2 茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法及び

期間早見表

(ｲ) 町は、自ら学用品等の給与の実施が困難な場合は、県へ学用品等の給与の実施、調

達について応援を要請する。

エ 町立学校の授業料等の徴収猶予及び免除

町は、町立学校の授業料等の納入義務者が被災により授業料等の徴収猶予もしくは免

除が必要であると認められるときには、関係条例及び規則の規定により授業料等の徴収

猶予もしくは免除の措置を講ずる。

オ 避難所の共存

学校が教育の場としての機能と、避難所としての機能を有するために、災害応急対策

を行う担当部局、教育委員会、学校は事前に次の措置を講ずるものとする。

(ｱ) 町は、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、
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優先順位を教育委員会と協議する。

(ｲ) 町は、避難所に指定する学校の担当職員を決め、教育委員会、学校、自主防災組織

等と災害時の対応を協議し、それぞれの役割分担を明確にする。

(ｳ) 避難所に指定された学校は、予め教職員の役割を明確にし、教職員間で共通理解し

ておくとともに、マニュアル等を整備する。

(ｴ) 学校は、帰宅できず校内で保護している自校の児童・生徒等への対応と、避難して

きた地域住民等への対応の双方に留意する。

(ｵ) 避難所に指定されていない学校においても、災害時には地域住民等が避難してくる

ことを想定し、避難所と同様の対応ができるよう努める。

(4) 学校以外の教育機関の対策

学校以外の教育機関の長は、災害が発生し又は発生のおそれがある場合は、前記３に準

じて、施設の利用者の安全を図る措置を講ずる。

第６節 災害救助法の適用

１ 災害救助法適用計画

この計画は、一定規模以上の災害に際して災害救助法を適用し、応急的、一時的に必要な

救助を行うことにより、被災者の保護と社会秩序の保全を図ることを目的とする。

(1) 救助の実施機関

救助は、国の責任において行われるものであるが、その実施に関する事務は、県の法定

受託事務となっている。ただし、救助活動を迅速に実施するため必要なときは、救助の実

施に関する事務の一部を町長が行う。この場合、事務の内容及び期間が町長に通知される。

なお、町長は、救助を実施したときは、速やかにその内容を知事に報告する。

(2) 適用基準

災害救助法の適用基準は、災害救助法施行令（昭和 22 年政令第 225 号）第１条に定める

ところによるが、本町における適用基準は、次のいずれかに該当する場合である。

ア 基準１号（災害救助法施行令第１条第１項第１号）

町の住家滅失世帯数が、次の基準に達したとき。

イ 基準２号（災害救助法施行令第１条第１項第２号）

被害が相当広範な地域にわたり、県の区域内の滅失世帯数が 2,000 世帯以上であって、

町の住家滅失世帯数が次の基準に達したとき。

ウ 基準３号（災害救助法施行令第１条第１項第３号）

町 の 人 口 住 家 滅 失 世 帯 数

20,073 人（平成 22年国勢調査） 50 世帯

町 の 人 口 住 家 滅 失 世 帯 数

20,073 人（平成 22年国勢調査） 25 世帯



125

県の区域内の住家滅失世帯数が 9,000 世帯以上である場合であって、本町の区域内の

被害世帯数が多数あるとき。

エ 基準４号（災害救助法施行令第１条第１項第４号）

町の被害が(1)、(2)及び(3)に該当しないが、災害にかかった者の救護を著しく困難と

する特別の事情がある場合で、かつ多数の住家が滅失した場合、又は多数の者が生命、

身体に危害を受け、あるいは受けるおそれが生じた場合（厚生労働大臣に事前協議を要

する。）

［関連資料］資料編 12-1 災害救助法の適用の具体的基準

(3) 被害状況の把握及び認定

ア 被災世帯の算定

イ 住家の減失等の算定

(ｱ) 住家の全壊、全焼、流出

ａ 住家の損壊、焼失もしくは流出した部分の床面積が、その延床面積の 70％以上に

達した程度のもの

ｂ 住家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の 50％以上に達した程度のもの

(ｲ) 住家の半壊又は半焼

ａ 住家の損壊、焼失した部分の床面積が、その延床面積の 20％以上 70％未満のもの

ｂ 住家の主要構造物の被害額がその住家の時価の 20％以上 50％未満のもの

(ｳ) 住家の床上浸水

ａ 前記ア、イに該当しない場合で、浸水がその住家の床上に達した程度のもの

ｂ 土砂、竹木等の堆積等により一時的に居住することができない状態となったもの

ウ 住家及び世帯の単位

(ｱ) 住家

現実に住居のため使用している建物をいう。ただし、耐火構造のアパート等で居住

の用に供している部屋が遮断、独立しており、日常生活に必要な設備を有しているも

の等については、それぞれ一住家として取り扱う。

(ｲ) 世帯

生計を一にしている実際の生活単位をいう。

(4) 適用手続

町長は、町内の被災状況、救助の措置に関する情報を収集し、「被害状況報告表」を用い

て、県北県民センター県民福祉課を経由して知事に報告する。

知事は、町長の報告により、災害救助法を適用する必要があると認めるときは、同法に

基づく救助の実施について、町及び県各部局に指示するとともに、厚生労働大臣に報告す

る。

(5) 災害救助法による救助の種類

災害救助法による救助の種類は次のとおりである。

ア 収容施設（応急仮設住宅を含む。）の供与

イ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
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エ 医療及び助産

オ 災害にかかった者の救出

カ 災害にかかった住宅の応急修理

キ 学用品の給与

ク 埋 葬

ケ 遺体の捜索及び処理

コ 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

(6) 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準

「茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法及び期間早見表」に定めるとお

りである。救助の期間については、やむを得ない特別の事情のあるときは、応急救助に必

要な範囲内において、厚生労働大臣の承認を得て延長することがある。

［関連資料］資料編 12-2 茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法及び期間

早見表

(7) 災害救助法が適用されない場合の災害救助費用の補助申請

災害救助法が適用されない場合において、町長が、被服、寝具等の生活必需品の給付（生

活必需品購入のための金銭給付を含む。）又は災害による死亡者の埋葬を実施した場合は、

茨城県り災救助基金管理規則（昭和 46 年茨城県規則第 39 号）の定めるところにより、知

事に要した額の補助申請をする。

ア 補助を受けられる場合

滅失世帯が 10世帯以上に達したとき。

なお、滅失世帯の算定は次による。

(ｱ) 住家が半壊し、又は半焼する等、著しく損傷した世帯は、２世帯をもって住家が滅

失した世帯とみなす。

(ｲ) 住家が床上浸水、土砂の堆積等により、一時的に居住することができない状態とな

った世帯は、５世帯をもって住家が滅失した世帯とみなす。

イ 救助補助額

それぞれ次に定める額の範囲で現に救助に要した額とする。

(ｱ) 被服、寝具等の生活必需品の給付（生活必需品購入のための金銭給付を含む。）

「茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法及び期間早見表」を参照

［関連資料］資料編 12-2 茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法及

び期間早見表

(ｲ) 災害による死亡者の埋葬

「茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法及び期間早見表」を参照

［関連資料］資料編 12-2 茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法及

び期間早見表

ウ 申請の手続

町長は、補助金の交付を受けようとするときは、救助が完了した日から１か月以内に

「小災害救助補助金交付申請書」を知事に提出する。
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(8) 郵便事業に係る特別取扱い

ア 郵便関係

(ｱ) 被災者に対する郵便葉書等の無償交付

災害救助法が発動された場合、被災１世帯あたり、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。

(ｲ) 被災者が差し出す郵便物の料金免除

被災者が差し出す郵便物（速達郵便及び電子郵便を含む）の料金免除を実施する。

なお、取り扱いは日本郵便株式会社が指定した支店及び郵便局とする。

(ｳ) 被災地あて救助用郵便物等の料金免除

日本郵便株式会社が、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会連合会にあてた救助用物品を内容とするゆうパック及び救

助用又は見舞用の現金書留郵便物の料金免除を実施する。

なお、引受場所は全ての支店及び郵便局（簡易郵便局を含む）とする。

(ｴ) 利用の制限及び業務の停止

重要な郵便物の伝達の確保又は交通の途絶のため、やむを得ないと認められる場合

は、郵便の利用を制限し、又は郵便の業務の一部を停止することがある。

(ｵ) 郵便局窓口業務関係

災害時において、被災地における郵便局の窓口業務の維持を図るため、被災により

業務継続が不能となった郵便局について、仮局舎急設による窓口業務の迅速な再開、

臨時窓口の開設、窓口取扱時間又は取扱日の変更等の措置を講ずる。

第７節 応急復旧・事後処理

１ 応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理計画

災害のため住家が全焼、全壊又は流失し、自らの資力では住家を確保することができない

者及び住家が半焼又は半壊し、自らの資力では応急修理ができない者に対し、応急仮設住宅

の建設又は居室、トイレ、炊事場等日常生活に欠くことのできない部分の応急修理を行い、

被災者の居住の安定を図る。

(1) 応急仮設住宅の建設計画

ア 実施機関

(ｱ) 応急仮設住宅の供与は町長が実施する。ただし、災害救助法を適用したときは、知

事が行う。

(ｲ) 町のみの対応では実施が困難な場合は、国、その他関係機関の応援を得て実施する。

イ 応急仮設住宅の建設

(ｱ) 基本事項

災害発生の日から 20日以内に着工するものとし、その供与期間は完成の日から２年

以内とする。

また、建物の形式は軽量鉄骨組立方式とする。

(ｲ) 設置基準
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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。

(ｳ) 設置場所

設置場所については、災害規模及び災害種別に応じ、保健衛生、交通、教育等を考

慮し、公有地を優先して選定する。やむを得ない場合は、私有地を利用するものとし、

所有者等と賃貸契約を締結する。

(ｴ) 設置戸数、実施期間、供与期間及び費用等基準

「茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法及び期間早見表」による。

［関連資料］資料編 12-2 茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法及

び期間早見表

(ｵ) 建設資材の調達

応急仮設住宅の建設は、社団法人プレハブ建築協会等の協力を得て建設する。

(ｶ) 入居者の選定等

入居者の選定は、被災者の状況を調査の上、次の基準に基づき決定する。

ａ 住家が全焼、全壊又は流出した者であること。

ｂ 居住する住家がない者であること。

ｃ 自らの資力をもってしては、住家を確保することのできない者であること。

(a) 生活保護法の被保護者並びに要保護者

(b) 特定の資産のない失業者

(c) 特定の資産のない未亡人、母子世帯、高齢者世帯、身体障害者世帯、病弱者等

(d) 特定の資産のない勤労者、中小企業者

(e) (a)から(d)までに準ずる経済的弱者

また、玄関や浴槽での段差解消や手すりの設置など、災害時要援護者に配慮した

仮設住宅を建設するとともに、災害時要援護者の優先入居に努め、必要に応じて民

生委員等の意見を徴するなど公平な選考を行う。

(ｷ) 応急仮設住宅の管理

応急仮設住宅の管理は、町の協力を求めて県が行う。ただし、状況に応じ県の委任

により町が行うことができる。

(2) 住宅の応急修理計画

ア 実施機関

(ｱ) 住宅の応急修理は、町長が実施する。ただし、災害救助法適用時に知事が自ら行う

ことを妨げない。

(ｲ) 町のみの対応では困難な場合は、近隣市町村、県、国、その他関係機関の応援を得

て実施するものとする。

イ 住宅の応急修理

(ｱ) 基本事項

ａ 修理対象世帯

応急修理は、町が、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。
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ｂ 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、炊事場及びトイレ等日常生活

に必要最小限の部分に対して行う。

ｃ 修理時期

応急修理は、災害発生の日から１月以内に完了するものとする。

ｄ 応急修理の方法

応急修理の対象とする住家の実態調査及び選定は、民生委員、行政委員その他関

係者の意見を参考にして特に慎重に行い、応急修理は実情により町の直営又は建設

業者との請負契約により町職員の監督指導のもとに実施する。

ｅ 修理戸数、修理時期及び費用等基準

「茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法及び期間早見表」による。

［関連資料］資料編 12-2 茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法

及び期間早見表

(ｲ) 資材調達

町において資材が不足した場合は、県（土木部）に要請し、調達の協力を求めるも

のとする。

２ 広域一時滞在

(1) 広域一時滞在のための協議

町は、災害の規模、被災者の避難・収容状況、避難の長期化等に鑑み、町域外への広域

的な避難及び応急仮設住宅等への収容が必要であると判断した場合において、他市町村へ

の受入れについては当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市町村への受入れについて

は都道府県に対し当該他の都道府県との協議を求めるものとする。

(2) 広域一時滞在施設の指定

町は、避難場所を指定する際に併せて広域一時滞在の用に供することについても定める

など、他の市町村からの被災者を受け入れることができる施設等を予め決定しておくよう

努める。

３ 行方不明者の捜索及び遺体の収容計画

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

される者の遺体を捜索し、又は災害の際に死亡した者について遺体識別等のための処理を行

い、かつ遺体の応急的な埋葬を実施する。

(1) 実施機関

ア 遺体の捜索、埋葬は、町長が実施する、ただし、災害救助法が適用された場合には知

事が自ら行うことを妨げない。

イ 遺体の処理は、町長が実施する。ただし、災害救助法が適用された場合には知事及び

町長が行う。

ウ 本町のみでは困難な場合は、県その他関係機関の応援を得て実施する。
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(2) 災害救助法による遺体の捜索、処理及び埋葬

災害救助法を適用した場合の遺体の捜索、処理及び埋葬は、同法及び同法施行細則等に

よるが、その概要は次のとおりである。

ア 遺体の捜索

(ｱ) 捜索を受ける者

災害の発生により現に行方不明の状態にある者で、行方不明となってから相当の時

間が経過している等、周囲の事情からすでに死亡していると推定される者。

(ｲ) 捜索の方法

捜索は、消防機関、消防団員、自主防災組織をはじめとする地元のボランティア等

と協力して行う。町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。

また、町は、捜索に当たり、家屋・その他の施設に立ち入る必要がある場合には、

原則として、その所有者又は管理者等から承諾を得て実施するものとする。

(ｳ) 捜索の期間及び費用

「茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法及び期間早見表」による。

［関連資料］資料編 12-2 茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法及

び期間早見表

イ 遺体の処理

遺体の処理は町が実施するものとする。ただし、災害救助法を適用したときには県及

びその委任を受けた町が行う。遺体が多数にのぼる等、町のみで対応が困難な場合には、

県に応援を要請するものとする。

(ｱ) 遺体の洗浄・縫合・消毒

災害後の混乱により遺族が遺体の処理を行うことができない場合には、人心の安定

上、腐敗防止または遺体の識別作業上必要な措置である遺体の洗浄・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。

(ｲ) 検案

検案とは、医師法上、医師の診療中の患者でない者が死亡した場合、または、医師

の診療中の患者が、最後の診療後 24 時間以上を経過した後に死亡した場合に、その遺

体について死因その他につき、医学的検査をなすことである。

検案は、町で実施する。ただし、遺体が多数の場合等で町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する。

また、県（保健福祉部）、日赤県支部、関東信越地方医務局等は町の検案活動に協力

するものとする。

(ｳ) 遺体の収容（安置）、一時保存

検視、検案を終えた遺体は、町の設置する遺体収容所に収容する。

ａ 遺体収容所（安置所）の設置及び運営

町は、大子町立リフレッシュセンターまたは被害地域の周辺の適切な場所（寺院、

神社、公共建物、公園等）に遺体の収容所及び検視場所を設置し、厚生部救助班が

運営に当たる。
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被害が甚大な場合には遺体の収容、収容所の設営が困難な場合も考えられるため、

必要に応じて近隣市町村に設置、運営の協力を要請する。

ｂ 棺の確保

町は、死者数、行方不明者数を早期に把握し、棺、ドライアイス等を確保する。

ｃ 身元不明遺体の集中安置

町は、延焼火災等の発生により身元不明遺体が多数発生した場合又は、遺骨、遺

品共に少なく、身元確認に長期間を有すると考えられる場合には、寺院等に集中安

置場所を設定し、身元不明遺体を集中安置する。

ｄ 身元確認

町は、警察の協力を得て、遺体の身元を確認し、遺体処理票及び遺留品処理票を

作成の上納棺する。

また、埋火葬許可証を発行する。

ｅ 関係記録及び調査表の作成

町は、死者の氏名並びに関係記録及び遺留品の調査表を作成する。

ｆ 死体処理台帳への記載

町は、遺体の氏名、住所、性別、発見場所、身長、特徴等を死体処理台帳に記載

し、一体ごとに棺に表示する。

ｇ 身元不明者

身元不明者については、町は、前記(e)の調査表により地元住民の協力を得て身元

確認のための手配を行う。

ｈ 遺体の引渡し

町は、縁故者による死体引き取りの申し出があった場合は、十分調査の上これを

引き渡す。

ｉ 一時保存期間

身元確認のため収容安置所に一時保存しておく期間は、おおむね夏２日、冬３日

程度とする。

(ｴ) 遺体の処理のため支出できる費用

「茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法及び期間早見表」による。

［関連資料］資料編 12-2 茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法及

び期間早見表

ウ 遺体の火葬

遺体を葬る方法は、原則として火葬とし、市町村が実施する。ただし、災害救助法適

用時に県が自ら行うことを妨げない。身元の判明しない遺骨は、公営墓地または寺院等

に一時保管を依頼し、身元が判明し次第遺族に引き渡す。

(ｱ) 火葬対象者

ａ 災害の混乱の際に死亡した者（災害発生前に死亡した者で葬祭が終わっていない

ものを含む。）

ｂ 災害のため次のような理由で埋葬を行うことが困難な場合

(a) 緊急に避難を要するため、時間的、労力的に埋葬を行うことが困難であるとき。
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(b) 墓地又は火葬場が浸水又は流失し、個人の力では埋葬を行うことが困難である

とき。

(c) 経済的機構の一時的混乱のため、棺、骨つぼ等が入手できないとき。

(d) 埋葬すべき遺族がいないか、又はいても高齢者、幼年者等で埋葬を行うことが

困難であるとき。

ｃ 身元不明の遺体は、警察、その他関係機関に連絡し、調査に当たる。この場合の

取り扱いは、行旅病人及行旅死亡人取扱法（明治 32年法律第 93号）に準じて行う。

(ｲ) 火葬方法

埋葬の程度は応急的な仮葬とし、次の範囲内において実施する。

ａ 棺又は骨つぼ埋葬に必要な物資の支給

ｂ 埋葬、火葬又は納骨等の役務の提供

(ｳ) 処理

ａ 埋葬は、火葬場に火葬場使用許可証を送付し、火葬する。

ｂ 火葬場が死者多数等のため火葬処理が困難なとき、あるいは火葬を適当としない

ときは、予め選定した町有地等に土葬するものとする。

ｃ 埋葬のときは、埋葬許可申請書を使用する。

(ｴ) 埋葬のため支出できる費用及び期間

「茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法及び期間早見表」による。

［関連資料］資料編 12-2 茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法及

び期間早見表

４ 障害物除去計画

災害により、住居又はその周辺に運び込まれた土石、竹木等で日常生活に著しい障害を及

ぼしているもの（以下「障害物」という。）を除去し、被災者の日常生活を保護する。

(1) 実施機関

ア 障害物の除去は、町長が実施する。ただし、災害救助法が適用された場合には知事が

自ら行うことを妨げない。

イ 本町のみでは実施が困難な場合は、近隣市町村、県その他関係機関の応援を得て実施

する。

(2) 実施方法

ア 住居又はその周辺に運ばれた障害物の除去は、町長の命を受けた土木対策部が地元土

木建設業者等の協力を得て行う。

イ 道路に及んでいる障害物の除去は、道路管理者が行う。その際、予め指定された緊急

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。

ウ その他人的・物的輸送の確保に障害を及ぼしている物は、関係機関が協力して除去す

る。

(3) 障害物の集積場所

除去した障害物は、住民の日常生活に支障のない場所を選定し集積する。
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(4) 災害救助法による障害物の除去

災害救助法を適用した場合の障害物の除去は、同法及び同法施行細則等によるがその概

要は次のとおりである。

ア 対象者

(ｱ) 当面の日常生活が営み得ない状態にある者

(ｲ) 住家が半壊又は床上浸水したもので、自らの資力では障害物の除去ができない者

イ 対象数

除去の対象数は半壊又は床上浸水世帯数の 1.5 割以内とする。ただし、やむを得ない

事情がある場合には、市町村相互間において対象数の融通ができるものとする。

ウ 障害物の除去のため支出できる費用及び実施期間

「茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法及び期間早見表」による。

［関連資料］資料編 12-2 茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度、方法及び

期間早見表

５ 防疫計画

被災地の防疫措置を迅速かつ強力に実施し、感染症まん延の未然防止を図ることを目的と

する。

なお、防疫措置は、常陸大宮保健所と緊密な連携をとり、実施する。

(1) 実施責任者

防疫活動は町長が実施するものとするが、本町のみでは実施が困難な場合には、県に応

援の要請を行う。

(2) 実施事項

防疫に当たっては、被災地域及び被害状況を正確・迅速に把握し、関係機関と連携を保

ち適切な防疫対策を実施する。

ア 防疫計画の策定

町は、地理的環境的諸条件や過去の被害の状況などを考慮して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。災害発生後においては、防疫計画に

基づき当該災害の被害状況に応じた防疫対応策を講じる。

イ 防疫班の編成

災害時における感染症の予防と早期発見、早期治療のため、予防教育と広報活動、検

病調査と健康診断及びその他の防疫作業を実施するため、町長は、常陸大宮保健所及び

水郡医師会と連携して、防疫班を編成する。

また、町は防疫班に対して必要な教育訓練を行う。

ウ 清潔方法及び消毒方法の施行

(ｱ) 清潔方法

清潔方法のうち主なものは、次のとおりである。

ａ ごみ処理

収集したごみ、汚泥、その他の汚物は、焼却、埋設等衛生的に適切な処分をする

（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）の定める基準によ
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る。）。

ｂ し尿の処理

し尿の収集・処理については、衛生センターがあたり、必要に応じ業者に収集を

要請する。

ｃ 実施場所

(a) 町内における道路、溝渠、公園等の公共の場所を中心に清掃を実施する。

(b) 災害に伴う家屋及びその周辺の清掃は、各個人が行うことを原則とし、被災地

の状況に応じ、的確なる指導あるいは指示を行う。

(ｲ) 消毒方法

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（平成 10 年法律第 114

号。以下「感染症予防法」という。）第 27条第２項及び第 29 条第２項の規定により、

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施行規則（平成 10 年厚生省

令第 99 号。以下「感染症予防法施行規則」という。）第 14条及び第 16 条に定めると

ころにより、浸水地域等感染症が発生するおそれのある地域を重点に、おおむね次の

要領により消毒を実施し、感染症の未然防止に努める。

ａ 被災家屋の汚水排除、消毒、特に床下その他汚水の滞留する箇所は速やかに清掃

し、生石灰による消毒、油剤乳剤の散布、その他必要なる措置を講ずる。

ｂ 汚染した井戸は、クロール石灰等により消毒を行う。

なお、町の給水源の消毒及び水質検査も併せて行う。

ｃ 実施回数は、原則として床上浸水地域にあっては３回、床下浸水地域にあっては

２回とする。

エ ねずみ族、昆虫等の駆除

町は、感染症予防法第 28 条第２項の規定により、同法施行規則第 15条に定めるとこ

ろにより、ねずみ族、昆虫等の駆除を行い、感染症の未然防止に努める。

オ 生活用水の供給

(ｱ) 町は、感染症予防法第 31 条第２項の規定により、県の指示に従い、生活の用に供さ

れる水の供給を開始し、停止期間中継続する。

(ｲ) 生活用水の使用停止処分に至らない程度であっても、井戸、水道等における水の衛

生的処理について指導を徹底する。

カ 避難所の衛生管理及び防疫指導

町は、避難所内の防疫指導を行い、感染症の早期発見及び給食施設等の衛生管理並び

に施設管理者を通じ衛生に関する自治組織を編成して、その協力を得て指導の徹底を図

る。

キ 臨時予防接種の実施

感染症の未然防止・拡大防止上、緊急の必要があるときは、町は、予防接種法（昭和

23 年法律第 68 号）に基づき、県と緊密な連絡の上、常陸大宮保健所、水郡医師会等の

協力を得て、迅速に予防接種を実施する。

ク 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
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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。

(3) 防疫措置情報の把握

町は、災害の発生後において、気象庁、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、発見した場合または疑いのある場合など、保健所への通報連絡を迅速に行う。

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

ともに、避難所感染症サーベイランスシステム（国立感染症研究所感染症情報センターが

web を介して提供する臨時施設（避難所）内で、発熱、呼吸器症状、下痢、嘔吐等の発症

者の人数を計測することによって集団感染の可能性を早期に探知するシステム）を活用し、

定期的な状況の把握に努める。

(4) 防疫資器材等の調達

町は、町の保有する防疫用資材により消毒を行うものとするが、不足する場合は、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、薬業団体及び近隣市町村あ

るいは県に協力を求める。

(5) 記録の整備及び状況等の把握

町は、警察、消防等の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管轄保健所長に報告する。

(6) 予防教育及び広報活動

町は、パンフレット等の配布、広報車、報道機関等の活用により、速やかに地域の住民

に対する予防教育及び広報活動を行い、災害時における感染病及び食中毒予防等に関する

注意事項を周知させる。

(7) 知事に対する応援要請

町長は、知事に対し応援を要請する場合は、次の事項を明らかにして行うものとする。

ア 防疫期間

イ 防疫を要する世帯数

ウ 必要な防疫班

エ 派遣場所

オ その他必要事項

(8) 医療ボランティア

町は、必要に応じて、薬剤師会等関係団体に医療ボランティアの確保を要請し、消毒の

指導等について協力を仰ぐ。

６ 清掃計画

災害時における廃棄物（粗大ごみ、不燃性ごみ、生ごみ、し尿等）の処理は、混乱の最中
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に同時大量の収集、運搬及び処理を必要とするほか、処理施設の被害、通信、交通の輻輳等

多くの困難が予想されるので、地域住民の保健衛生の確保及び環境の保全を図るよう迅速か

つ適切に行う。

(1) 実施責任者

被災地における清掃計画の樹立とその運営は、町長が行う。

(2) 状況の把握及び清掃計画

町は、災害が発生した場合、職員による巡視、住民の電話等による要請等から迅速に被

災地域の状況把握に努め、予め定める清掃計画に基づき仮設トイレの設置、廃棄物の収集、

運搬及び処理、住民に対する広報等緊急清掃作業を実施する。

(3) 応急清掃

ア ごみ処理

(ｱ) ごみ排出量の推定

町は、災害時に処理するごみを、災害により排出されるもの（建物倒壊、火災によ

る建物の焼失）と一般生活により発生するものとに区分し、各々について排出量を推

定し清掃計画を策定する。

(ｲ) 住民への広報

町は、すみやかに仮集積場及び収集日時を定めて住民に広報する。

(ｳ) 処理の実施

町は、住民によって集められた仮集積場のごみを管理し、予め選定した処分場にで

きるだけ速やかに運び処理する。その際、処理能力を超え、かつ他に手段がない場合

は、県の指導を受け、環境への影響が最も少ない場所及び方法により緊急措置を講じ

る。

また、必要があれば、県、近隣市町村、民間の廃棄物処理事業者等に応援を要請す

る。

(ｴ) 収集運搬体制の構築、適切な仮置き場の確保

町は、ごみの収集運搬体制の構築および適切な仮置き場の確保を行う。その際、必

要があれば県より情報の提供等の協力を受ける。

イ し尿処理

(ｱ) し尿処理排出量の推定

町は、倒壊家屋、焼失家屋等の汲取り式便槽のし尿については、被災地における防

疫上、収集可能になった日からできるかぎり早急に収集処理を行うことが必要である。

このため、町は各地域別の被災状況を速やかに把握し、被災家屋の汲取り式便槽のし

尿排出量を推計するとともに、作業計画を策定する。

(ｲ) 処理対策

ａ 状況把握

町は、職員による巡視、住民の電話等による要請等から迅速に被災地域の状況把

握に努める。

ｂ 作業体制の確保

町は、し尿処理の実施に必要な人員、機材等の確保に努め、また、し尿処理施設
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の処理能力以上の排出量が見込まれ、早急に処理する必要がある場合は、近隣市町

村へ収集、処理の応援要請を行うものとする。

(ｴ) し尿処理の広域応援態勢

一般廃棄物処理事業を行う市町村及び一部事務組合で構成される「茨城県清掃協議

会」の協議等を通して、災害時のし尿処理に関する相互応援協力について推進し、災

害時のし尿処理に関する広域連携体制の構築を図る。

ウ 死亡獣畜処理

死亡獣畜の処理は所有者が行うが、所有者が判明しないとき又は所有者において処理

することが困難なときは、町が関係機関と協議のうえ、定めた方法により焼却又は埋却

する。

(4) 協力要請

状況により、町は、住民自らによる処理、又は集積場所への運搬等住民に対し協力を求

めるとともに町内清掃事業者、土木、運送事業者の協力又は近隣市町村の応援を要請する。

なお、近隣市町村等の応援又は協力が得られない場合は、県に対し他の市町村の応援、

廃棄物処理業者の団体等の協力についてあっせんを要請する。

(5) 臨時の措置

町は、廃棄物の処理について処理能力を超え、かつ他に適当な手段がない場合は、県の

指導を受け、環境への影響が最も少ない場所及び方法により緊急措置を講ずる。

(6) 清掃施設

本町における廃棄物の処理施設の整備状況は、廃棄物処理施設の現状のとおりである。

［関連資料］資料編 16-3 廃棄物処理施設の現状

７ 農地農業計画

災害時、特に水害における農作物及び農耕地に対する応急対策を実施し、被害の防御又は

拡大の防止を図るものとする。

(1) 農地の応急対策

ア 町は、農地が被災し、当該農地が湛水し農作物の生産に重大な支障を生ずるおそれが

ある場合は、関係団体と協力し、ポンプ排水及び堤防切開工事等を行い、被害を最小限

にとどめる。

イ 農業用施設

(ｱ) ため池

ため池ののり崩れの場合における腹付工及び土止杭柵工事を行う。

(ｲ) 水路

仮水路（素掘り）木造置樋、木造掛樋、土管敷設工事及び揚水機工（応急）を行う

とともに、ゴミ等の清掃を十分行い、排水をよくする。

ウ 頭首工

一部被害の場合は土俵積等を行い、全体被災の場合は石積工、杭柵工、枠堰、そだ堰

工及び揚水機工（応急）を行う。
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エ 農 道

特に重要な農道の必要最小限の仮道、軌道及び仮橋の建設を行う。

(2) 農作物等の応急対策

ア 農作物の応急措置

町は、災害時においては、所要の応急措置を行い、被害の発生又は拡大の防止を図る。

イ 家畜の応急措置

(ｱ) 風害

ａ 被害畜舎の早期修理、復旧に努めること。

ｂ 外傷家畜の治療と看護に努めること。

ｃ 事故圧死病傷畜の早期処理により余病の併発を防止すること。

(ｲ) 水害

ａ 畜舎内浸水汚物の排除清掃を行うこと。

ｂ 清掃後畜舎内外の消毒を励行すること。

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

る応急手当を受けること。

ｄ 栄養回復のための飼料調達並びに給与に努めること。

ｅ 必要に応じ発病が予想される家畜伝染病の緊急予防注射を実施すること。

８ ライフライン施設応急対策計画

生活の基幹をなす水道、電気、電話、交通、道路等のライフライン施設が災害により被災

した場合、都市機能がまひし、住民に与える影響は極めて大きい。このため、各防災関連機

関は、活動体制を確立して相互に連携し、応急対策、広報活動等を迅速に実施する。

(1) 電 気

災害の発生に際し、被災地に対する電力供給を確保するため事業者の実施体制及び連絡

方法等について定めるものとする。

【東京電力株式会社（茨城支店水戸支社）】

ア 応急復旧の実施

(ｱ) 通報、連絡

(ｲ) 災害時における情報の収集、連絡

ａ 情報の収集、報告

(a) 一般情報

(b) 当社被害情報

ｂ 情報の集約

ｃ 通話制限

(ｳ) 災害時における広報

ａ 広報活動

ｂ 広報の方法

(ｴ) 対策要員の確保

ａ 対策要員の確保
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ｂ 対策要員の広域運営

(ｵ) 災害時における復旧資材の確保

ａ 調達

ｂ 輸送

ｃ 復旧資材置場等の確保

(ｶ) 災害時における危険予防措置

(ｷ) 災害時における基本方針

ａ 応急工事の基本方針

ｂ 応急工事基準

(ｸ) 復旧計画

(ｹ) 復旧順位

(2) ガ ス

町は、被災地に対する燃料供給を確保するため、燃料の供給に関しては、プロパンガス

供給事業者と十分連絡を取るとともに、必要に応じて協議して措置する。

(3) 水 道

災害の発生に際し、被災地に対する飲料水及び生活用水の供給を確保するため、町（厚

生部）の実施体制について定めるものとする。

ア 応急措置の実施

(ｱ) 作業体制の確保

町は、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、町のみでは作業が困難な場合は、県に対し協

力を要請する。

(ｲ) 応急復旧作業行動指針

町は、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。

ａ 施設復旧の完了の目標を明らかにする。

ｂ 施設復旧の手順及び方法を明らかにする。特に、応急復旧を急ぐ必要がある基幹

施設や避難所等への配管経路を明らかにする。

ｃ 施設復旧に当たる班編成（人員・資機材）の方針を明らかにする。その際、被災

して集合できない職員が出ることを想定して作成する。

ｄ 被災状況の調査、把握方法を明らかにする。

ｅ 応急復旧の資機材の調達方法を明らかにする。

ｆ 応急復旧の公平感を確保するため、復旧の順序や地区ごとの復旧完了予定時期の

広報等、応急復旧実施時に行うべき広報の内容及び方法を明らかにする。

(ｳ) 応急復旧作業の実施

ａ 給水拠点破損の場合

給水拠点が破損したときは、水道工事業者等の応援又は協力を求め、施設の復旧

を図る。
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ｂ 配水管設備破損の場合

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、仮設給水栓を配置する。

ｃ 水道水の衛生保持

水道事業管理者は、水道施設が破損したときは、破損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おそれがある場合は、

水道の使用を一時停止するよう住民に周知する。

(ｴ) 関連機関、業者との連携

町は、削岩機、掘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。

(ｵ) 関連機関、業者との連携

町は、応急復旧作業の実施に当たっては、水道課、建設業協会、給水装置工事指定

業者等関係機関との連携を密にするとともに各機関の調整を図る。

(ｶ) 住民への広報

町は、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。

［関連資料］資料編 11-1 水道施設の災害時における応急復旧活動に関する協定書

11-4 水道施設の災害時における応急復旧活動協力業者

(4) 電 話

災害の発生に際し、情報通信を確保するため、通信事業者の実施体制及び連絡方法等に

ついて定めるものとする。

【東日本電信電話株式会社茨城支店】

ア 電話停止時の代替措置

(ｱ) 臨時回線の設置

(ｲ) 臨時電話・電報受付所の設置

(ｳ) 非常用公衆電話の設置

(ｴ) 通信の利用制限

(ｵ) 電話の輻そう対策

イ 応急復旧の実施

(ｱ) 災害対策本部の設置

(ｲ) 動員

ａ 部内復旧要員の確保

ｂ 部外復旧要員

(ｳ) 情報の伝達・収集

(ｴ) 復旧工事の順位

ウ 町との連絡協議

通信事業者は、情報通信を確保するため、通信施設復旧の処理に当たっては、町と十

分連絡を取るとともに必要に応じて町と協議して措置する。
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【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（茨城支店）】

ア 災害対応

イ 応急復旧の実施

(ｱ) 災害対策本部の設置

ウ 町との連絡協議

通信事業者は、情報通信を確保するため、通信施設復旧の処理に当たっては、町と十

分連絡を取るとともに必要に応じて町と協議して措置する。

(5) 浄化槽

災害の発生に際し、被災地に対する排水処理機能を確保するため、町の実施体制につい

て定めるものとする。

ア 応急措置、復旧の実施

(ｱ) 町は関係団体の協力を得て避難場所、避難所等に仮設トイレを設置する。

(ｲ) 町は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、本町のみでは作業が困難な場合は、県に対し

協力を要請する。

イ 町設置型浄化槽

(ｱ) 町は被害状況を迅速に把握し、関係業者の協力を得て浄化槽の点検を実施する。

(ｲ) 点検により浄化機能の障害が確認された場合には、関係業者の協力を得て早急に復

旧等を行う。

ウ 個人設置型浄化槽

個人が設置した浄化槽の被害の報告を受けた場合には、応急措置の指導をするととも

に、広報等を活用し関係業者の情報を提供する。

(6) 鉄道施設

災害発生時において、多数の乗客を輸送している鉄道は、直接人命にかかわる被害が発

生するおそれがあるため、東日本旅客鉄道株式会社水戸支社は、その被害を最小限にとど

め、迅速かつ適切な応急措置を講ずることにより輸送の確保を図る。

ア 災害時の活動体制

(ｱ) 災害対策本部等の設置

災害が発生した場合は、乗客及び鉄道施設の安全確保と緊急輸送を行うため、被害

の程度に応じ災害現場に災害対策本部を設置し、支社に災害対策本部が設置されたと

きは、本部の指示により活動する。

(ｲ) 通信連絡

災害時の情報収集、伝達、応急措置の指示等の通信連絡は、指令電話と鉄道電話等

を利用するとともに必要に応じて列車無線等を利用する。

９ 公共土木施設等の応急対策計画

道路、橋梁、河川等の公共土木施設が、災害により被災した場合には、救援救護活動等に

重大な支障を及ぼすおそれがある。このことから、これらの公共土木施設等が被災し、また、

被災するおそれがあるときは、速やかに応急措置を講じ、円滑な応急対策活動が実施できる
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よう努めなければならない。

また、文化財施設の応急対策に努める。

(1) 道路及び橋梁

災害が発生した場合、常陸大宮土木事務所大子工務所及び町は、所轄の道路及び橋梁に

ついて、被害状況を速やかに把握し、道路交通の確保を図るため活動体制を確立し、安全

対策及び応急復旧措置を行う。

ア 災害時の応急措置

(ｱ) 常陸大宮土木事務所大子工務所

県地域防災計画の定めるところにより、町の実施する応急対策を援助し、県災害対

策本部の活動体制に従い応急措置を実施し、町からの道路及び橋梁に関する被害報告

をまとめ、総合対策の樹立、指導及び調整を行う。

(ｲ) 町

道路の亀裂、陥没、損壊及び倒壊物又は落橋等の通行不能箇所について調査し、速

やかに応急措置を実施する。

イ 応急復旧対策

(ｱ) 常陸大宮土木事務所大子工務所

被害を受けた国道又は県道を速やかに復旧し、交通の確保に努める。特に、緊急輸

送路線を最優先に復旧作業を行う。

(ｲ) 町

被害を受けた町道を速やかに復旧し、道路機能をできるだけ早期に回復し、救助活

動、物資輸送などのための交通の確保に努める。特に、町において選定した緊急啓開

道路については最優先に啓開し、その後逐次一般町道の復旧作業を行う。

なお、落下又は危険と認められた橋梁は、直ちに通行止め等の措置を行い、う回路

等の案内を標示する。

道路啓開の実施要領は、次のとおりとする。

ａ 道路啓開は、国道及び県道の管理者と綿密な連絡をとり、町内建設業者の協力を

得て、瓦れき等の排除を行う。

ｂ 道路面に生じた亀裂、陥没等は、町所有の材料をもって埋戻し、応急復旧を行う。

また、雨水の浸透、洗掘等により二次的被害のおそれのある場合は、適切な方法

により封かん又は水回しなどを施行する。

ｃ 水道、電話、電気等の道路占用施設に危険が発見されたときは、直ちにバリケー

ド等による応急措置をとり、所管の占用者に連絡する。

［関連資料］資料編 10-2 緊急輸送道路

11-2 災害応急復旧工事に関する協定書

11-3 大子町災害応急復旧協定協力業者一覧

(2) 河川

地震、浸水により河川及び内排水路の護岸施設が破損したときは、常陸大宮土木事務所

大子工務所及び町は、応急復旧に努めるとともに排水に全力を尽くす。

ア 常陸大宮土木事務所大子工務所
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町の実施する応急措置に関し、技術的援助を実施する。

イ 町

河川のいっ水等により低地帯等に浸水被害が発生したときは、消防ポンプ自動車等に

よる応急排水を実施する。

［関連資料］資料編 11-2 災害応急復旧工事に関する協定書

11-3 大子町災害応急復旧協定協力業者一覧

10 文化財の応急対策計画

文化財は、貴重な国民的財産であることから、所有者及び管理者は、文化財が被災し、又

はそのおそれがある場合、直ちに消防本部及び町教育委員会に通報するとともに被災の防止

又は被害の縮小に努める。

また、消防本部及び関係機関は、文化財の被害の拡大を防ぐため、協力して措置を講ずる。

［関連資料］資料編 16-2 大子町指定文化財

11 り災証明

(1) 発行手続

町及び消防本部は、り災証明調査票等に基づき、り災証明書を発行する。

(2) 証明の範囲

り災世帯調査票等に基づく調査内容とする。

(3) 証明手数料

無料とする。
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第３章 災害復旧・復興計画

第１節 被災施設の災害復旧事業計画

災害復旧計画は、災害発生後被災した施設の原形復旧に併せて、災害の再発を防止するため、

必要な施設の新設又は改良を行う等、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。

なお、この計画は、災害応急対策を講じた後に被害の程度を十分検討して作成しなければな

らない。

１ 災害復旧事業計画の作成

町は、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。

(1) 災害復旧事業の種類

ア 公共土木施設災害復旧計画

イ 農林水産施設事業復旧計画

ウ 都市災害復旧事業計画

エ 上、下水道災害復旧事業計画

オ 住宅災害復旧事業計画

カ 社会福祉施設災害復旧事業計画

キ 公立医療施設、病院等災害復旧事業計画

ク 学校教育施設災害復旧事業計画

ケ 社会教育施設災害復旧事業計画

コ 復旧上必要な金融その他資金計画

サ その他の計画

２ 復旧事業の方針

(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) 復旧事業実施体制

災害により被害を受けた施設の復旧を迅速に行うため、指定地方行政機関、町、県、指

定公共機関、指定地方公共機関等は、実施に必要な職員の配備、職員の応援、派遣等活動

体制について、必要な措置をとる。

(3) 災害復旧事業計画

被災施設の復旧事業計画を速やかに作成し、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、町又は県、その他の機関は、復旧事業費の決定及び決定を受ける

ための査定計画を立て、査定実施が速やかに行えるよう努める。
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(4) 緊急査定の促進

町は、被災施設の災害の程度により、緊急の場合に応じて公共土木施設災害復旧事業費

国庫負担法等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て、復旧工事が迅速

に行われるよう努める。

(5) 災害復旧事業期間の短縮

町は、復旧事業計画の樹立に当たっては、災害地の状況、被害の発生原因を考慮し、災

害の再発防止及び速やかな復旧が図られるよう、関係機関と充分な連絡調整を図り、事業

期間の短縮に努める。

(6) 復旧事業の促進

町は、復旧事業の決定したものについては、速やかに実施できるよう措置し、復旧事業

の実施効果をあげるよう努める。

(7) 公共土木施設災害復旧（河川、急傾斜地崩壊防止施設、橋梁、道路、公園）の取扱手続

は次のとおりである。

ア 公共事業について

なお、現在は、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、同査定方針により運営される。

イ 小災害の措置について

前記以外の小災害（前記の国庫災害からはずしたものを含む。）で、将来再び出水等の

際に被害の因をなすと認められるものは、町単独事業として災害復旧を速やかに実施す

る。

また、これらの実施に必要な資金需要額については、財源を確保するために起債その

他の措置を講ずる等災害復旧事業の早期実施に努める。

※災害発生後、直ちに概況を報告する。

現 地 調 査 及 び 設 計図 書 作 成

応 急 工 事 事 前 協 議

国 庫 負 担 申 請

現地調査（緊急査定を含む）

事 業 費 決 定

事 業 費 決 定 通 知

町 60 万円以上及び県 120 万円以上

設計変更又は他の費用との合併施行工 事 の 実 施

（災害発生の年を含めて３か年）

災 害 報 告
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３ 公共公益施設の復旧

災害時には、水道、電気、電話、ガス、交通施設などの公共公益施設に被害が生ずること

が考えられるが、これらの諸施設は住民の生活と密着しているものであり、その影響は極め

て大きい。このため、一刻も早くこれら諸施設の機能を回復し、供給、運行等を再開するこ

とが必要である。

(1) 水道施設

水道施設については、配水調査等により順次給水可能区域の拡大を図るとともに、次に

より速やかな復旧に努める。

ア 施設復旧の優先順位

(ｱ) 取水施設、導水施設、浄水施設、送配水幹線及び特に重要と認められる管路

(ｲ) 一般管路

(ｳ) 給水装置

イ 管路における復旧順位

(ｱ) 送配水本管復旧

・ 第１段階：送水管及び主要配水幹線として指定した給水上重要な管路

・ 第２段階：主要配水幹線に準ずる管路及び必要と認められる管路

・ 第３段階：その他の管路

(ｲ) 小口径の配水管の復旧

重要と認められる管路を優先し、順次復旧に努める。

(2) 電気施設

電気施設については、人命にかかわる施設、対策の中枢である官公署、民心安定のため

に重要な報道機関、避難所等の施設について優先的に復旧計画を立てるが、災害状況及び

施設復旧の難易度を考慮し、復旧効果の大きなものから復旧を行う。

ア 送電設備

(ｱ) 全回線送電不能の主要線路

(ｲ) 全回線送電不能のその他の線路

(ｳ) 一部回線送電不能の重要線路

(ｴ) 一部回線送電不能その他の線路

イ 変電設備

(ｱ) 主要幹線の復旧に関する送電用変電所

(ｲ) 主要市街地に送配電する系統の中間変電所

(ｳ) 重要施設に配備する配電用変電所（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。）

ウ 通信設備

(ｱ) 給電指令回線（制御・監視及び保護回線）

(ｲ) 災害復旧に使用する保安回線

(ｳ) その他保安回線

エ 配電設備

(ｱ) 病院、交通、通信、報道機関、水道、ガス、官公庁等の公共機関、避難場所、その
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他重要設備への供給回線

(ｲ) その他の回線

(3) 電話通信施設

通信の途絶解消及び重要通信確保のうえで必要最小限度の応急復旧順位は、応急復旧計

画に定めるとおりであるが、復旧順位の決定に当たっては「被害状況」「通信疎通状況」「回

線構成」「公共の利益」等の実状を考慮し、疎通回線の均衡を図って復旧する。

(4) 鉄道施設

鉄道施設は、被災後の都市機能の確保や各種の復旧対策の遂行上、重要な役割を果たす

ことから、早急な復旧が望まれる。このため、東日本旅客鉄道株式会社水戸支社は、応急

対策の終了後、速やかに被害原因等の調査分析を行い復旧する。

第２節 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成計画

町は、被災施設の復旧事業計画を速やかに作成するとともに、国または県が費用の全部また

は一部を負担また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、知事の報告または町が提出する資料及び実施調査に基づき決定されるが、法律または予

算の範囲内において国が全部または一部を負担また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、次のとおりで

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１／２を国庫補助する。

(9) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律

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
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場合には、町及び県は災害の状況を速やかに調査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。

なお、激甚災害に係る財政援助措置の対象は次のとおりである。

(1) 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助（激甚法第３条、同法施行令第２

条～第３条）

ア 公共土木施設災害復旧事業

公共土木負担法の規定の適用を受ける公共施設の災害復旧事業

イ 公共土木施設災害関連事業

公共土木施設災害復旧事業のみでは災害の再発防止に十分な効果が期待できないと認

められるため、これと合併施行する公共土木負担法施行令第１条各号の施設の新設又は

改良に関する事業で、国の負担割合が２／３未満のもの（道路、砂防を除く。）

ウ 公立学校施設災害復旧事業

公立学校負担法の規定の適用を受ける公立学校の施設の災害復旧事業

エ 公営住宅災害復旧事業

公営住宅法第８条第２項の規定の適用を受ける公営住宅又は共同施設の建設又は補修

に関する事業

オ 老人福祉施設災害復旧事業

老人福祉法第 15 条の規定により設置された養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

の災害復旧事業

カ 感染症予防事業

激甚災害のための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第 58 条

の規定による県の支弁に係る感染症予防事業

キ 堆積土砂排除事業

(ｱ) 公共施設の区域内の排除事業

激甚災害に伴い公共施設の区域内で堆積した激甚法に定めた程度に達する異常に多

量の泥土、砂礫、岩石、樹木等の排除事業で地方公共団体又はその機関が施行するも

の

(ｲ) 公共的施設区域外の排除事業

激甚災害に伴い発生した堆積土砂で、町長が指定した場所に集積されたもの又は町

長が、これを放置することが公益上重大な支障があると認めたものについて、町が行

うもの

ク 湛水排除事業

激甚災害の発生に伴う破堤又は溢流により浸水した一団の地域について、浸水面積が

30ヘクタール以上に達するものの排除事業で地方公共団体が施行するもの

(2) 農林水産業に関する特別の助成

ア 農林水産業の災害復旧事業に係る補助の特別措置

この特別措置は、その年に発生した激甚災害に係る災害復旧事業及び災害関連事業に

要する経費の額から、災害復旧事業については、暫定措置法第３条第１項の規定により

補助する額、関連事業については、通常補助する額を、それぞれ控除した額に対して一
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定の区分に従い超過累進率により嵩上げを行い措置する。

イ 農林水産業共同利用施設災害復旧事業の補助の特例

激甚災害を受けた共同利用施設の災害復旧について暫定措置法の特例を定め、１か所

工事費用が政令で指定される地域内の施設について１か所の工事費用を３万円に引き下

げて補助対象の範囲を拡大した。

ウ 開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助

エ 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融資に関する暫定措置法（以下「天災融

資法」という。）第２条第１項の規定による天災が激甚災害として指定された場合、次の

２点の特別措置を行う。

(ｱ) 天災融資法の対象となる経営資金の貸付限度額を 250 万円（果樹等政令で定める資

金として貸し付けられる場合の貸付限度額については 600 万円）に引き上げ、償還期

限を１年延長し、７年以内とする。

(ｲ) 政令で定める地域において被害を受けた農業協同組合等又は農業協同組合連合会に

対する天災融資法の対象となる事業運営資金の貸付限度額を引き上げる。

オ 土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助

激甚災害に伴う破提又は溢流により浸水した一団の地域について浸水面積が引き続き、

１週間以上にわたり 30 ヘクタール以上である区域で農林水産大臣が告示した場所の湛

水排除事業費の補助

(3) 中小企業に関する特別の助成

ア 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例措置

(ｱ) 激甚災害法による指定がなされた場合、被災地域内に事業所を有し、かつ、激甚災

害を受けた中小企業者、事業協同組合等の再建資金の借入に関する保証の特例が定め

られている。

(ｲ) 災害等の突発的事由により、特定の地域及び業種が中小企業信用保険法に基づき指

定を受けた場合、当該地域及び業種に属する中小企業者等の再建資金の借入について、

保証の特例が定められている。

イ 小規模企業等設備導入資金助成法による貸付金の償還期間の特例

激甚災害を受けた中小企業者に対する、激甚災害を受ける以前において小規模企業者

等設備導入資金助成法によって貸し付けた貸付金について、県は償還期間を２年以内に

おいて延長することができる。

ウ 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助

エ 中小企業者に対する資金の融通に関する特例

商工組合中央金庫の激甚災害を受けた者に対する再建資金の貸付の特例が定められて

いる。

(4) その他の財政援助及び助成

ア 公共社会教育施設災害復旧事業に対する補助の対象となるものは激甚法第３条第１項

の特定地方公共団体が設置する公民館、図書館、体育館、運動場、水泳プールその他文

部科学大臣が財務大臣と協議して定める施設でその災害の復旧に要する経費の額が一の

公立社会教育施設ごとに 20 万円以上のものである。
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イ 私立学校施設災害復旧事業に対する補助

激甚災害を受けた私立の学校の建物等の復旧に要する１つの学校の工事費の額をその

学校の児童あるいは生徒の数で除して得た額が 250 円以上で、１つの学校について、幼

稚園は 20 万円以上、盲学校、聾学校及び養護学校は 30 万円以上、小、中学校は 50 万円

以上、高等学校は 70 万円以上、短大は 80万円以上、大学は 100 万円以上の場合である。

ウ 日本私学振興財団による被災私立学校施設の災害復旧に必要な資金の貸付

エ 町が施行する伝染病予防事業に関する特例

オ 母子福祉資金に関する国の貸付の特例

国は、特定地方公共団体である県が被災者に対する母子福祉資金の貸付金の財源とし

て特別会計に繰り入れた額の３倍に相当する金額を県に対して貸し付ける。

カ 水防資材費の補助の特例

次のいずれかの地域で国土交通大臣が告示する地域に補助される。

(ｱ) 県に対して補助する場合は、激甚災害に対し県が水防のため使用した資材の取得に

要した費用が 150 万円を超える県

(ｲ) 水防管理団体に対しては、激甚災害に関し、当該水防管理団体が水防のため使用し

た資材の取得に要した費用が 25万円を超える水防管理団体

なお、補助率は１／３である。

キ り災者公営住宅建設事業に対する補助の特例

ク 産業労働者住宅建設資金融通の特例

ケ 公共土木施設、公立学校施設、農地農業用施設及び林道の小災害復旧事業に対する特

別の財政援助

第３節 災害復旧事業の実施

災害により被害を受けた施設の復旧を迅速に行うため町、県、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。

第４節 解体、がれき処理

１ 作業体制の確保

町は、迅速に解体及びがれき処理を行うため、平常作業及び臨時雇い上げによる応援体制

を確立する。

また、予め近隣市町村、民間の廃棄物処理業者、土木・運送業者等に対して、災害時にお

ける人員、資機材等の確保について応援が得られるよう協力体制を整備する。
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２ 処理対策

(1) 状況把握

町は、職員による巡視等から迅速に被災地域の状況を把握する。

(2) 処理の実施

町は、(1)に基づき、住宅、所管の道路及び河川・港湾施設について、解体、がれき処理

を実施する。必要があれば、県、近隣市町村、民間の廃棄物処理業者等に応援を要請する。

(3) 集積地の確保

町及び県は、解体収集後のがれき等を集積するため集積地を確保する。集積地が不足す

る場合は、交通に支障のない路上や公園等に一時集積するとともに、近隣市町村に対して

集積地の確保を要請する。

第５節 災害復旧資金計画

災害復旧計画の実施に必要な資金需要額を、速やかに把握し、それぞれ負担を要する財源を

確保するために、起債その他所要の措置を講ずる等、災害復旧事業の早期実施に努める。

１ 県の措置

(1) 災害復旧経費の資金需要額の把握

(2) 歳入欠陥債、災害対策債、災害復旧事業債について調査し、事業執行に万全を期する。

(3) 普通交付税の繰上交付及び特別交付税の交付を国に要請する。

(4) 一時借入金及び起債の前借等により災害関係経費を確保する。

２ 関東財務局の措置

(1) 必要資金の調査及び指導

災害発生の際は関係機関と緊密に連絡の上、県、市町村等の必要資金量を把握し、その

確保の措置をとる。

(2) 応急資金の融資

町、県に対し、災害応急資金枠の特別配分を受けて融資を行う。

第６節 災害復旧事業に必要な金融及びその他の資金計画

１ 災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金

災害により家族を失い、精神又は身体に障害を受け、または住家や家財を失った被災者を

救済するため、町は、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく「大子町災害弔慰金の支給

等に関する条例」（昭和 49 年条例第 41 号）の定めるところにより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けを行う。

また、町等は各種支援措置の実施に資するため、発災後早期にり災証明書の交付体制を確
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立し、被災者にり災証明を交付する。

［関連資料］14-3 災害弔慰金・災害障害見舞金の支給

(1) 災害弔慰金の支給

(2) 災害障害見舞金の支給

対象災害

・町において住居が５世帯以上滅失した自然災害

・県内において、住居が５世帯以上滅失した市町村が３以上ある場合の

自然災害

・県内において、災害救助法が適用された市町村が１以上ある場合の自

然災害

・災害救助法が適用された市町村をその区域に含む都道府県が２以上あ

る場合の自然災害

支給限度額
① 生計維持者が死亡した場合 500 万円

② その他の者が死亡した場合 250 万円

遺族の範囲 配偶者、子、父母、孫、祖父母

費用負担割合 国（１／２）、県（１／４）、町（１／４）

対象災害

・町において住居が５世帯以上滅失した自然災害

・県内において、住居が５世帯以上滅失した市町村が３以上ある場合の

自然災害

・県内において、災害救助法が適用された市町村が１以上ある場合の自

然災害

・災害救助法が適用された市町村をその区域に含む都道府県が２以上あ

る場合の自然災害

障害の程度

上記の災害により精神又は身体に次に掲げる程度の障害を受けた者

① 両眼が失明した者

② 咀嚼及び言語の機能を廃した者

③ 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する者

④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する者

⑤ 両上肢をひじ関節以上で失った者

⑥ 両上肢の用を全廃した者

⑦ 両下肢をひざ関節以上で失った者

⑧ 両下肢の用を全廃した者

⑨ 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程

度が前各号と同程度以上と認められる者

支給限度額 ① 生計維持者が障害を受けた場合 250 万円
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(3) 災害援護資金の貸付

２ 住宅復興資金

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、独立行政法人住宅金融支援機構

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。

町及び県は、災害地の滅失家屋の状況を遅滞なく調査し、独立行政法人住宅金融支援機構

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

② その他の者が障害を受けた場合 125 万円

費用負担割合 国（１／２）、県（１／４）、町（１／４）

対象災害
・県内において災害救助法が適用された市町村が１以上ある場合の自然

災害

貸付限度額

① 世帯主の１か月以上の負傷 150 万円

② 家財の１／３以上の損害 150 万円

③ 住居の半壊 170（250）万円

④ 住居の全壊 250（350）万円

⑤ 住居の全体が滅失 350 万円

⑥ ①と②が重複 250 万円

⑦ ①と③が重複 270（350）万円

⑧ ①と④が重複 350 万円

（ ）は特別の事情がある場合

貸

付

条

件

所得制限

世帯人員 前年の総所得金額

１人 220 万円

２人 430 万円

３人 620 万円

４人 730 万円

５人以上 １人増すごとに 730 万円に 30 万円を加えた額

ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270 万円とする。

貸付利率 年３％（措置期間中は無利子）

措置期間 ３年（特別な事情のある場合は５年）

償還期間 10 年（措置期間を含む）

償還方法 年賦又は半年賦

貸付原資負担 国（２／３）、県（１／３）
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施し、災害復興資金の借入れの促進を図るよう努める。

(1) 災害復興住宅建設資金

ア 貸付対象者 50％以上の被害を受けたもので、13 ㎡以上 175 ㎡以内の住宅部分を

有する住宅を建設する者

(ｱ) 木造等 1,100 万円以内

(ｲ) 耐火、準耐火 1,160 万円以内

ウ 土地取得費 770 万円以内

エ 整地費 380 万円以内

(ｱ) 木造等 25 年以内

オ 償還期間 (ｲ) 準耐火 30 年以内

(ｳ) 耐火 35 年以内

(2) 補修資金

ア 貸付対象者 補修に要する費用が 10万円以上で、住宅部分が１／２以上ある住宅

を補修する者

(ｱ) 木造等 10 万円以上 590 万円以下

(ｲ) 準耐火、耐火 10 万円以上 640 万円以下

ウ 移転費 380 万円以内

エ 整地費 380 万円以内

オ 償還期間 20 年以内

(3) 町の措置

ア 災害復興住宅資金

町は、災害地の滅失家屋の状況を遅滞なく調査し、独立行政法人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。

イ 災害特別貸付金

災害により滅失家屋がおおむね 10 戸以上となった場合町長は、り災者の希望により災

害の実態を調査した上で、り災者に対する貸付金の融資を独立行政法人住宅金融支援機

構南関東支所に申し出るとともに、り災者に融資制度の周知徹底を図り、借入れ申し込

みの希望者に対して借入れの指導を行う。

３ 災害見舞金

県内において発生した災害により被害を受けた者等に対して、県（保健福祉部）は「茨城

県見舞金支給要項（平成 21 年 11 月 24 日制定。平成 21 年 10 月 8日から適用）」に基づき、

見舞金を支給する。

４ 生活福祉資金

「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等に対し、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

イ 貸 付 限 度

イ 貸 付 限 度
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ものについて、民生委員及び市町村社会福祉協議会の協力を得て生活福祉資金の貸付を行う。

また、東日本大震災により被災した低所得世帯に対して当面の生活に必要となる経費等の

貸付をする生活復興支援資金が、生活福祉資金の特例措置として講じられた。

生活福祉資金貸付内容一覧

（平成 20 年１月１日現在）

資 金 種 類

貸付対象

（○＝対象）

貸付限度額

据置期間

(据置期間

中無利子)

償還

期限
利子

低
所
得
世
帯

障
害
者
世
帯

高
齢
者
世
帯

生
活
保
護
世
帯

更
生
資
金

生業費

○ － － ○ 2,800,000 円
12 月以内

※３
７年

年３％

－ ○ － － 4,600,000 円
12 月以内

※３
９年

技能習得費

○ － － ○
1,100,000 円

※１ ６月以内

※３
８年

－ ○ － －
1,300,000 円

※１

福
祉
資
金

福祉費 ○ ○ ○ ○

500,000 円

※ 住 宅 の 改

築・補修

2,500,000 円

６月以内

※３

３年

住 宅 の

改築・

補 修 等

７年

年３％障害者等福祉

用具購入費
－ ○ ○ － 1,200,000 円

６年
障害者自動車

購入費
－ ○ － － 2,000,000 円

中国残留邦人

等国民年金追

納費

○ ○ ○ ○ 4,704,000 円 10 年

修
学
資
金

修学費 ○ － － ○

高校

月 35,000 円

高専

月 60,000 円

短大

６月以内 10 年 無利子
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※１ 法令等において知識・技能を習得する期間が６月以上と定められている場合は、

３年の範囲内において６月を超える期間について月額 150,000 円以内。

※２ 療養期間が１年を超え１年６月以内の場合又は介護サービス又は、障害福祉サー

ビス等を受けるのに必要な経費を負担することが困難であると認められる期間が１

年を超え１年６月以内の場合であって、世帯自立のために必要と認められるときは、

2,300,000 円以内。

※３ 災害を受けたことにより、生業費、福祉資金及び災害援護資金の貸し付けを受け

る場合は、当該災害の状況に応じ、据置期間を２年以内とすることができる。

（注）連帯保証人が必要です（緊急小口資金を除く。）。連帯保証人の要件については、

別途ご確認ください。

５ 母子寡婦福祉資金

「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、母子寡婦資金の

貸付を行う。

（住宅資金）

(1) 対 象 者 母子家庭の母又は寡婦

(2) 貸付限度 150 万円以内（特に必要と認められる場合 200 万円以内）

(3) 償還期間 ６月以内の据置期間経過後６年以内（特に必要と認められる場合７年以内）

(4) 貸付利率 年３％。ただし据置期間中は無利子

月 60,000 円

大学

月 65,000 円

就学支度費 － － 500,000 円

療
養
・
介
護
等

資
金

療養費 ○ － ○ －
1,700,000 円

※２
６月以内 ５年 無利子

介護等費 ○ －
1,700,000 円

※２

緊急小口資金 ○ － － － 100,000 円 ２月以内

４月

※ ５ 万

円 超 の

貸 付 は

８月

年３％

災害援護資金 ○ － － ○ 1,500,000 円
12 月以内

※３
７年 年３％
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６ 農林漁業復旧資金

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漁業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。

〈貸付の内容〉

ア 貸付の相手方

被害農林漁業者

イ 貸付対象事業

種苗、肥料、飼料、薬剤、農機具（政令で定めるものに限る。）、家畜、家きん、しい

たけほだ木、漁具（政令で定めるものに限る。）、稚魚、稚貝、餌料、漁業用燃油等の購

入資金、漁船（政令で定めるものに限る。）の建造又は取得資金、その他農林漁業経営に

必要な資金

ウ 貸付利率 年 6.5％以内（利率はその都度定める。）

エ 償還期限 ６年以内（ただし、激甚災害のときは７年以内）

オ 貸付の限度額 被害農林漁業者当り 200 万円以内（激甚災害のときは 250 万円）

カ 貸付機関 農業協同組合、森林組合、漁業協同組合又は金融機関

キ その他 町長の被害認定が必要である。

(2) 茨城県農林漁業災害対策特別措置条例に基づく融資

ア 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。

(ｱ) 貸付の相手方 被害農林漁業者

(ｲ) 貸付対象事業 種苗、肥料、飼料、薬剤、農機具、家畜、しいたけほだ木、漁具、

稚魚、稚貝、餌料、漁業用燃油等の購入資金、漁船の建造又は取

得に必要な資金その他農林漁業経営に必要な資金

(ｳ) 貸付利率 ５％以内（特別被害地域内の特別被害農林漁業者は３％以内）

(ｴ) 償還期限 ６年以内

(ｵ) 貸付限度額 被害農林漁業者当たり 200 万円以内

(ｶ) 貸付機関 農業協同組合、森林組合、漁業協同組合又は金融機関

(ｷ) その他 町長の被害認定が必要

イ 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。

(ｱ) 貸付の相手方 被害組合

(ｲ) 貸付対象事業 被害を受けたために必要となった事業運営に要する資金

(ｳ) 貸付利率 6.5％以内

(ｴ) 償還期限 ３年以内

(ｵ) 貸付の限度額 2,500 万円以内（連合会は 5,000 万円以内）



158

(ｶ) 貸付機関 農業協同組合、森林組合、漁業協同組合又は金融機関

ウ 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。

(ｱ) 貸付の相手方 被害農業者又は特別被害農業者

(ｲ) 貸付対象事業 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

(ｳ) 貸付利率 ５％以内（特別被害地域内の特別被害農林漁業者は３％以内）

(ｴ) 償還期限 12 年以内

(ｵ) 貸付限度額 被害農林漁業者当たり 200 万円以内（共同利用施設は 2、000 万円

以内）

(ｶ) 貸付機関 農業協同組合、森林組合、漁業協同組合又は金融機関

(ｷ) その他 町長の被害認定が必要

(3) 株式会社日本政策金融公庫（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の概要は次のとおりである。

ア 償還期限 〈共同利用施設〉20 年（据置３年を含む。）以内

〈主務大臣指定施設〉15 年（据置３年を含む。）以内

イ 貸付利率 年 0.55％～1.30％（融資期間により設定される）

※Ｈ22．11．18 現在の利率

ウ 貸付限度額 〈共同利用施設〉貸付対象事業費の 80％

〈主務大臣指定施設〉貸付対象事業費の 80％又は１施設当たり 300 万

円、漁船 1,000 万円のいずれか低い額

エ 担 保 保証もしくは担保

オ そ の 他 農業協同組合、漁業協同組合、同連合会、農林中央金庫等に申し込む。

(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。

［関連資料］資料編 14-5 農林漁業者への融資

７ 中小企業復興資金

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（株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中

央金庫）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は次の措置を実施

し、国に対しても要望する。

(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速やかに把握

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
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件の緩和等について特別の取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、町、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

県（商工労働部）は、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。また、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。

８ 義援金品の募集及び配分

(1) 義援金品の募集及び受付

町、県（生活環境部、保健福祉部）、日赤茨城県支部、茨城県共同募金会は、一般住民及

び他都道府県民等への義援金品の募集が必要と認められる災害が発生した場合、直ちに義

援金品の受付窓口を設置し、義援金品の募集及び受付を実施する。

また、募集に当たっては、新聞、テレビ、ラジオ等の報道機関と協力し、義援金品の受

付方法等について広報・周知を図る。

なお、義援品は、被災地のニーズに応じた物資を周知し、梱包に際して品名を明示する

など被災地における円滑かつ迅速な仕分け・配送に十分配慮した方法とするよう協力を求

める。

(2) 義援金品の保管

一般住民及び他都道府県民等から寄託された被災者に対する義援金品については、各受

付機関において適正に保管する。

なお、県により、委員会が設置された場合は、委員会が各受付機関より義援金の引継ぎ

を受け、町を通じて被災者に配分するまでの間、適正に保管する。

(3) 義援金品の配分

ア 配分方法の決定

委員会において、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、協議の上決定される。

イ 配分の実施

町は、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。

ウ 配分の公表

委員会は、被災者に対する義援金の配分結果について、茨城県防災会議に報告すると

ともに報道機関等を通じて公表する。

第７節 その他の保護計画

被害を受けた地域の民生を安定させるため、前各節に掲げるほか、被災地に対する次の対策

を講ずるものとする。
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１ 被災者に対する職業の斡旋

(1) 公共職業安定所及び県は、被災により他に転職を希望する者に対して、本人の希望適性

等を考慮し、就職の斡旋を行う。

(2) 被災者の就職を開拓するため、職業訓練校において職業訓練を実施するよう努める。

２ 租税及び公共料金等の特例措置

(1) 国税等の徴収猶予及び減免の措置

町、県および国は、災害により被災者の納付すべき国税及び地方税について、法令及び

条例の規定に基づき、申告、申請、請求、その他書類の提出又は納付もしくは納入に関す

る期日の延長、国税地方税（延滞金等を含む）の徴収猶予及び減免の措置を災害の状況に

応じて実施する。

(2) その他公共料金の特例措置

ア 郵政事業

(ｱ) 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、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、交付場所は日本郵便株式会社が指定した支店及び郵便局とする。

(ｲ) 被災者の差し出す郵便物

被災者が差し出す郵便物（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、取扱場所は日本郵便株式会社が指定した支店及び郵便局とする。

(ｳ) 被災地あて救助用郵便物等の料金免除

日本郵便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ゆうパック及び救助

用又は見舞用の現金書留郵便物の料金免除を実施する。なお、引受場所は全ての支店

及び郵便局（簡易郵便局を含む）とする。

イ 通信事業

【東日本電信電話株式会社（茨城支店）】

「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。

【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（茨城支店）】

「ＦＯＭＡサービス契約約款料金表通則 31」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。

ウ 電気事業

【東京電力株式会社（水戸支社）】

災害救助法適用地域の被災者に対し、経済産業大臣の許可を得て電気料金免除等の特

別措置を行うことがある。
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３ 住宅建設の促進

(1) 建設計画の作成

町は、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

成するものとし、県はこれを助言・指導するものとする。

(2) 事業の実施

町および県は、建設計画に基づき、災害公営住宅の建設、既設公営住宅の復旧を実施す

る。

(3) 入居者の選定

町は、特定入居を行うときの選定基準の作成及び選定を行う。

４ 被災者生活再建支援法の適用

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、支援金を支給

することにより、生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に

資する。

(1) 被害状況の把握及び被災世帯の認定

支援法の適用にあたっては、当該町が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。

ア 被災世帯の認定

支援法の対象となる被災世帯は、次に掲げるものをいう。（支援法第２条第２号）

(ｱ) 当該自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯。

(ｲ) 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被

害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居

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

ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯。

(ｳ) 当該自然災害により火砕流等による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、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期

にわたり継続することが見込まれる世帯。

(ｴ) 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であっ

て構造耐力上主要な部分として政令で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わな

ければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯。（(ｲ)及び(ｳ)に掲げる

世帯を除く。）

イ 住家の滅失等の算定及び住家及び世帯の単位

災害救助法における基準を参照（第３章第６節１）

(2) 支援法の適用基準

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。

(ｱ) 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
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村の区域に係る自然災害

(ｲ) 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）

(ｳ) 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）

(ｴ) (ｱ)又は(ｲ)に規定する被害が発生した都道府県の区域内の他の市町村（人口 10 万人

未満のものに限る。）の区域で、５世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した自然災害

（支援法施行令第１条第４号）

(ｵ) (ｳ)又は(ｴ)に規定する都道府県の区域に隣接する都道府県の区域内の市町村（人口

10 万人未満のものに限る。）の区域で(ｱ)～(ｳ)に規定する区域のいずれかに隣接し、

５世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した自然災害（支援法施行令第１条第５号）

(ｶ) (ｳ)又は(ｴ)に規定する都道府県が２以上ある場合における市町村（人口 10 万人未満

のものに限る。）の区域で、その自然災害により５世帯（人口 5万人未満の市町村にあ

っては２世帯）以上の住宅が全壊する被害が発生した自然災害（支援法施行令第１条

第６号）

(3) 支援法の適用手続き

町長は、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。

［関連資料］資料編 17-12 被災者生活再建支援法の適用に係る被害状況報告書

資料編 17-11 被害状況報告表

(4) 支援金の支給額

ア 複数世帯の場合

（単位：万円）

イ 単数世帯の場合

（単位：万円）

区分 住宅の再建方法 基本支援金 加算支援金 合計

全壊

解体

長期避難

(4-(1)-ｱ-(ｱ))

(4-(1)-ｱ-(ｲ))

(4-(1)-ｱ-(ｳ))

建設・購入 100 200 300

補修 100 100 200

貸借 100 50 150

大規模半壊

(4-(1)-ｱ-(ｴ))

建設・購入 50 200 250

補修 50 100 150

貸借 50 50 100

区分 住宅の再建方法 基本支援金 加算支援金 合計

全壊

解体

(4-(1)-ｱ-(ｱ))

(4-(1)-ｱ-(ｲ))

建設・購入 75 150 225

補修 75 75 150
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(5) 支援金支給申請手続き

ア 支給申請手続き等の説明

制度の対象となる被災世帯に対して、支給申請手続き等について説明する。

イ 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。

(ｱ) 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

(ｲ) り災証明書類

ウ 支給申請書等の被災者生活再建支援法人への送付

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上すみやかに県

に送付する。

(6) 支援金の支給

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。

ア 支援金の現金支給

町は、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。

５ 生活保護

被災者の恒久的生活確保のため町は、低所得者に対しおおむね次の措置を講ずる。

生活保護に基づく保護の要件に適合している被災者に対しては、その実情を調査の上困窮

の程度に応じ最低生活を保障する措置をする。

第３編 震災対策計画編

第１章 災害予防計画

長期避難 (4-(1)-ｱ-(ｳ)) 貸借 75 37.5 112.5

大規模半壊

(4-(1)-ｱ-(ｴ))

建設・購入 37.5 150 187.5

補修 37.5 75 112.5

貸借 37.5 37.5 75
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第１節 震災対策に携わる組織と情報ネットワークの整備

１ 対策に携わる組織の整備

災害対策の総合的かつ円滑な実施を図るため、町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。

(1) 町は、日ごろから、積極的に地震防災対策を推進するとともに、災害時において円滑に

応急対策を実施するため、職員に対し各部において日常業務とは異なる震災時の担当業務

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、研修会等を通じ

周知徹底を図る。

ア 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）

イ 災害時における体制（動員体制等）

ウ 地域防災計画の内容

エ 県の地震被害想定調査の結果

オ 地震に関する基礎知識

(2) 各部においては、震災応急対策に関する活動要領（マニュアル）等を作成し、災害時の

応急対策活動を円滑に行えるよう整備を図る。この際、業務継続計画（BCP）を策定するな

ど、災害応急対策等の実施に必要となる庁舎の代替施設の確保や、重要データの保全等に

万全を期するものとする。

また、災害時に他部とも円滑に連携が図れるよう、平素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各部間の連携体制を整備しておく。

更に、東日本大震災時の震災対応の教訓を踏まえ、職員の住民質問対応マニュアルや、

報道対応マニュアルなど、具体的な対応マニュアルの整備を図る。

(3) 非常時の職員連絡方法として、職員の非常時連絡先を整理すると共に、定期的な更新を

行う。

２ 相互応援体制の整備

災害対策の総合的かつ円滑な実施を図るため、町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。

(1) 市町村間の相互応援

ア 協定の締結

町は、町の地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。

また、消防組織法第 39 条の規定に基づき、県下の消防本部間における「茨城県広域消

防相互応援協定」、災害対策基本法第 67条の規定に基づき、市町村相互間における「災

害時等の相互応援に関する協定」を締結している。

イ 応援要請体制の整備

町は、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。
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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。

ウ 応援受入体制の整備

町は、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、

受入窓口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、訓練、情報交換等の実施に努める。

(2) 国等の機関に対する職員派遣の要請及びあっせん

町は、災害時の国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

の周知徹底を図る。

(3) 公共的団体等との協力体制の確立

町は、町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。

３ 情報通信施設等の整備

災害発生時には、町、国、県、他市町村、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。そのため町は、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とともに、通信設備の耐震化、免震化に努める。

具体的な施策については、第２編第１章第１節２「情報通信設備等の整備計画」に準ずる

ものとする。

４ 情報の収集・連絡体制の整備

災害発生時には、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。そのため町は、平常時より、情報収集・連絡体制の構築に努める。具体的な施策につい

ては、第２編第１章第１節３「情報収集・連絡体制の整備」に準ずるものとする。

５ 庁舎機能の維持

災害対策本部の機能を確保するために、震災後においても庁舎機能の維持を図る。庁舎の

耐震化や発電機による電力の確保、庁内の災害対策要員用の食料・水・簡易トイレの備蓄を

行うなど、執務に滞りがない体制の構築を目指す。

第２節 地震に強いまちづくり

１ 防災まちづくりの推進

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

えて、震災による被害を最小限にするために、地震に強いまちづくりを進めることが重要で
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ある。地震に強いまちづくりを進めるに当たっては、延焼遮断空間等の防災空間の確保、防

災拠点の整備、面的整備による木造密集市街地等の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防災対策を、計画的かつ総合的に推進する。

(1) 防災まちづくり方針の策定

ア 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、これを大子町都市計画

マスタープランヘ位置づける。

(ｱ) 都市の災害危険度を把握し、防災に配慮した土地利用計画

(ｲ) 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

(ｳ) 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

(ｴ) 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理事業、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。

イ 町は、前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

災害に強いまちづくりを進めるためには、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

の確保が不可欠である。そのため、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。

ア 緑地保全地域・特別緑地保全地区の決定

都市緑地法に基づき、緑地保全地域等を指定し、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ものとする。

イ 延焼遮断空間を形成する公園や道路などの整備の推進

延焼遮断空間を確保するため、幹線道路、都市公園、防災遮断緑地、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) 防災通路や避難路となる道路の整備の推進

震災時においては、避難や緊急物資の輸送ルートとしての機能のみならず、火災の延焼

防止効果の機能をも有している。

また、道路の新設拡幅は、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。その際、市街地の構造、交通及び防災等総合的に検討し、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。
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(4) 防災拠点や避難地となる公園、緑地の整備の推進

防災拠点や避難地となる公園、緑地等の整備を推進するとともに、これらの公園等にお

いて耐震性貯水槽、ヘリポートなどの災害応急対応施設の整備を行い、公園の防災機能の

一層の充実を図る。

(5) 消防活動空間確保のための街路整備

基盤未整備な市街地においては消防車両が進入できない道路が多く、火災発生の危険性

が高いだけではなく、消防活動の困難性が特徴としてあげられ、消防活動が効果的に実施

できる最低限の空間としての消防用道路を確保する必要がある。このため、消防活動困難

区域においての街路事業等により、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。

(6) 防災拠点の整備

町は、災害応急活動の中枢拠点として、地域の防災活動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拠点の整備に努める。

(7) 市街地開発の推進

市街地の同時多発的な火災への対処等のため、木造密集市街地の延焼拡大等により、他

に大きな被害を及ぼす危険性の高い地域について、土地区画整理事業、市街地再開発事業

等の面的な整備を推進する。木造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、住宅市街地総合整備促進事業等の面的整備事業を推

進する。

(8) 避難施設の整備

ア 避難施設整備計画の作成

町は、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。

イ 避難場所の整備

町は、延焼火災、がけ崩れ、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。

(ｱ) 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、

集会施設等とする。

(ｲ) 避難場所は、行政区ごとに検討し、到達距離は 1km を目安として指定する。

ウ 広域避難場所の指定

密集市街地等については、震災時の延焼火災の発生が想定されるため、前記イで指定

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。このため、次の設置

基準に従って、広域避難場所の整備を行う。

(ｱ) 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２㎡以上を確保することを原則とする。

(ｲ) 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。

(ｳ) 広域避難場所の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
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ければならない。

(ｴ) 広域避難場所は、大規模ながけ崩れ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。

(ｵ) 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。

(ｶ) 地区分けをする場合においては、地区、自治体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。広

域避難場所までの到達距離を考慮した上で指定する。

エ 避難路の確保

町は、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。さらに、町職員、警察官、消防職員その他避難の措置の実施者

は、迅速かつ安全な避難ができるよう通行の支障となる行為を排除し、避難道路の通行

に努める。

(ｱ) 避難道路はおおむね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。

(ｲ) 地盤が耐震的で、地下に危険な埋設物がないこと。

(ｳ) 避難道路は、相互に交差しないものとすること。

(4) 緑地の整備

緑地は、火災の延焼防止や避難地として重要な役割を担っている。このため町は、公共・

公益施設や民間事業所での緑化推進を図るとともに、住宅地域においては、植樹等の措置

を推進し、延焼の防止を図る。

(5) 消防水利の整備

消防水利は、人員及び機械と共に消防の３要素の一つであるとともに、消防力の基幹で

ある。迅速な初期消火活動を図るためにも、町は、町内に点在するため池や河川の自然水

利の効果的活用及び防火水槽、消火栓の不足地域への適切な設置を図る。

２ 建築物の不燃化・耐震化等の推進

町は、地震による建設物の損壊、焼失を軽減するため、耐震化、不燃化を推進していく。

特に旧耐震基準の建築物については、茨城県耐震改修促進計画に基づき耐震化を推進してい

く。

(1) 既存建築物の耐震診断・耐震改修の促進

ア 耐震改修促進計画に基づく耐震化の推進

茨城県耐震改修促進計画に基づき、住宅、多数の者が利用する建築物、公共施設の耐

震化を推進する。

イ 耐震診断基準の周知

建築士による耐震診断の促進を図るため、(財)日本建築防災協会発行の耐震診断基準

及びその講習会等の案内・周知を行う。

ウ 住宅の耐震化の促進
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地震による家屋の倒壊等を未然に防止するため、木造住宅耐震診断士による耐震診断

を推進し、木造住宅の耐震化を促進する。

エ 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

した講習会を開催し、併せて、一般町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。

オ 所有者等への指導等

特に定期報告対象建築物（主に不特定多数の者が利用する建築物）の所有者等を対象

とし、耐震診断・耐震改修の実施を積極的に促進する。

(2) 応急危険度判定士の要請

町は、余震等による二次災害を防止するため、県の応急危険度判定士派遣制度を活用し

て判定士の派遣を県に要請し、町が定める判定街区の建築物の判定作業を行う。

(3) 被災宅地危険度判定士の要請

町は、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、二次災害を軽減・防止し、住民の安

全を確保するため、県の被災宅地危険度判定士派遣制度を活用して判定士の派遣を県に要

請し、町が定める判定街区の被災宅地の判定作業を行う。

(4) 建築物の落下物対策の推進

ア 一般建築物の落下物防止対策

町は、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、建築物

の所有者又は管理者に対し、次の対策を講ずる。

(ｱ) 実態調査の結果、落下のおそれのある建築物について、その所有者または管理者に

対し改修を指導する。

(ｲ) 建築物の所有者または管理者に対し、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。

(ｳ) 体育館等の大空間の建築物の所有者または管理者に対し、天井の落下防止の改修の

啓発を行う。

イ ブロック塀の倒壊防止対策

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

する。

(ｱ) 町は、住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。

(ｲ) 町は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。

(ｳ) 町は、ブロック塀を設置している住民に対して日ごろ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造り替えや生垣化等を奨励する。

(ｴ) 町は、ブロック塀を新設又は改修しようとする住民に対し、建築基準法に定める基

準の遵守を指導する。
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(5) 建築物の耐火及び不燃化の推進

町及び消防本部は、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

築基準法及び消防法に基づき、防火上・避難上の各種改善指導を行う。

ア 防火、準防火地域の指定

町は、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、耐火建築物また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、町内の該当地域の選定を

行った上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。

イ 屋根不燃化区域の指定

町は、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。

ウ 建築物の防火の推進

町は、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、

建築基準法及び消防法に基づき、防火上・避難上の各種改善指導を行う。

(6) 建築物の液状化被害予防対策の推進

「南関東地域直下の地震対策に関する大綱」においては、以下の対策の推進が必要とさ

れている。

ア 地盤改良、基礎杭の打設等の施設対策の推進

イ 液状化危険度を表示した地図等を利用した指導体制の整備

ウ 大規模開発での液状化対策にむけた連携、調整

エ 液状化による被害軽減のための調査研究

(ｱ) 液状化予防対策

ａ 木造建築物については、必要に応じて、地盤が軟弱な区域を指定する。

（根拠指定：建築基準法施行令第４２条）

ｂ 小規模建築物（階数が３以下）を対象に、液状化発生予測手法等を指導する。

(ｲ) 液状化予防対策液状化対策工法

地盤に液状化の可能性がある場合、次の対策を指導するものとする。

・基礎を一体の鉄筋コンクリート造の布基礎とする。

・締固め、置換、固結等有効な地盤改良を行う。

・基礎杭を用いる。
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(7) 防災対策拠点施設の耐震性の確保

ア 防災上重要な施設の管理者による施設の耐震化

町及び病院、学校、幼稚園等不特定多数者利用施設等の防災上重要な施設管理者は、

耐震診断及び耐震補強工事を推進するとともに、地震時の停電に備え、バッテリー、自

家発電設備等の整備を推進する。

イ 不特定多数の者が利用する特定建築物の所有者による施設の耐震化

町は、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、耐震診断又は必要に

応じ耐震改修を行うよう要請する。

(8) 文化財保護

町及び文化財の管理者は、防災施設・設備（収蔵庫、火災報知器、消火栓、貯水槽等）

の設備の促進を図る。

併せて、文化財の所在の明確化及び見学者に対しての防災のための標識等の設置を図る。

３ 土木施設の耐震化の推進

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。したがって、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。このため町は、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。

(1) 道路施設の耐震性の向上

緊急輸送道路については、非常時の緊急車両の停車、走行が可能となるよう、また円滑

な消防活動の実施及びライフラインの安全性の向上のため、停車帯、路肩の整備、歩道等

の拡幅の整備等を推進し、円滑な道路交通の確保に努める。橋梁部については、落橋防止

構造の設置、橋脚補強等を推進する。

(2) 河川、砂防の耐震化の推進

河川、砂防管理関連施設の確保すべき耐震性の点検やその耐震性向上の検討と、適切な

対応策を実施するよう県、国に要請していくとともに、当該施設の耐震化の状況を把握す

る。

４ ライフライン施設の耐震化の推進

電力、電話、ガス、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。したがって、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より重要かつ有効である。このため

町は、施設ごとに耐震性を考慮した設計指針に基づき、耐震性の強化及び代替性の確保、系

統多重化等被害軽減のための諸施策を実施して、被害を最小限に止めるよう万全の予防措置

を講じていくものとする。

(1) 電力施設の耐震化

【東京電力株式会社（茨城支店水戸支社）】

ア 電力施設の現況
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(ｱ) 変電設備

機器の耐震は、変電設備の重要性、その地域で予想される地震動などを勘案するほ

か、電気技術指針「変電所等における電気設備の耐震対策指針」に基づいて設計を行

っている。建物については、建築基準法による耐震設計を行っている。

(ｲ) 送電設備

ａ 架空電線路

電気設備の技術基準に規定されている風圧荷重が地震動による荷重を上回るため、

同基準に基づき設計を行う。

ｂ 地中電線路

終端接続箱、給油装置については、電気技術基準である「変電所等における電気

設備の耐震設計指針」に基づき設計を行う。洞道は「トンネル標準示方書（土木学

会）」等に基づき設計を行う。

また、地盤条件に応じて可とう性のある継手や管路を採用するなど耐震性を配慮

した設計とする。

(ｳ) 配電設備

ａ 架空電線路

電気設備の技術基準に規定されている風圧荷重が地震動による荷重を上回るため、

同基準に基づき設計を行う。

ｂ 地中電線路

地盤条件に応じて可とう性のある継手や管路を設計するなど耐震性を配慮した設

計とする。

(ｴ) 通信設備

電力事業者は、屋内設置装置については、構造物の設置階を考慮した設計とする。

イ 耐震化の方針

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施工を行う。

ウ 事業計画

全体計画及び実施計画は、「電気施設の現況」に順じ実施するよう努める。

(2) 電話施設の耐震化

町は、東日本電信電話株式会社茨城支店及び株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ茨城支

店及び KDDI 株式会社小山テクニカルセンターに対し、電力・電話施設の予防措置に必要な

資料、防災アセスメントにおける被害想定の結果等の提供を積極的に行う。

また、東日本電信電話株式会社茨城支店及び株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ茨城支

店及び KDDI 株式会社小山テクニカルセンターは、電話施設の耐震化を積極的に行う。

ア 電気通信設備等の高信頼化

電気事業者は、災害の発生を未然に防止するため、次のとおり電気通信設備及びその

付帯設備（建物を含む。以下「電気通信設備等」という。）の防災設計を実施している。

(ｱ) 地震等に備えて、主要な電気通信設備等について耐震対策及び耐火構造化を行う。

ａ 豪雨、洪水、高潮又は津波等のおそれがある地域にある電気通信設備等について、
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耐水構造化を行うこと。

ｂ 暴風又は豪雪のおそれのある地域にある電気通信設備等について、耐風又は耐雪

構造化を行うこと。

ｃ 地震又は火災に備えて、主要な電気通信設備等について耐震及び耐火構造化を行

うこと。

ｄ 町および県の被害想定を考慮した基幹的設備の地理的分散、応急復旧機材の配備、

通信輻輳対策の推進など、電気通信設備の安全・信頼性強化に向けた取組を推進す

ることに努める。

イ 電気通信システムの高信頼化

電気事業者は、災害が発生した場合において、通信を確保するため、次により通信網

の整備を行っている。

(ｱ) 主要な伝送路を多ルート構成あるいはループ構成とする。

(ｲ) 主要な中継交換機を分散設置とする。

(ｳ) 大都市等において、とう道（共同溝を含む。）網を構築する。

(ｴ) 通信ケーブルの地中化を推進する。

(ｵ) 主要な電気通信設備について、必要な予備電源を設置する。

(ｶ) 重要加入者については、当該加入者との協議により加入者系伝送路の信頼性を確保

するため、２ルート化を推進する。

ウ 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

電気事業者は、電気通信設備の設備記録等重要書類並びに通信処理システム及び通信

システム等のファイル類について災害時における滅失或いは損壊を防止するため、保管

場所の分散、耐火構造容器への保管等の措置を行う。

エ 災害時措置計画

電気事業者は、災害時等において、重要通信の確保を図るため、伝送措置、交換措置

及び網措置に関する措置計画表を作成し現行化を行う。

(3) 危険物施設の安全指導

消防本部により、危険物施設等の防火体制、安全性確保の指導を行う。

ア 消防法の規制を受ける危険物施設の所有者、管理者又は占有者に対し、自主保安体制

の確立・保安要員の適正な配置・危険物取扱作業従事者等に対する保安教育などを計画

的に実施し、当該危険物施設等の安全確保に努めるよう指導する。

イ 危険物施設に対して年間計画に基づき立入検査を実施し、災害防止の上で必要と思わ

れる事項については助言又は指導の徹底を図る。

ウ 火災予防条例に規定される少量危険物・特殊可燃物等の管理及び取扱についても所有

者、管理者又は占有者に対し、同様の措置を講ずるよう指導する。

(4) 水道施設の耐震化

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。

ア 配水池・貯水池の補強

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
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害を回避するため補強を図る。

イ 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。

ウ 緊急時給水能力の強化

緊急時の給水量を確保するため、浄水場間を結ぶ緊急連絡管や非常用発電設備を設置

するなど緊急時に備えた施設整備を図る。

５ 地盤災害防止対策の推進

地震による被害を未然に防止するには、その土地の地盤、地形を十分に理解し、その土地

の災害に対する強さに適した土地利用を行う必要がある。

また、災害危険度の高い場所については、災害防除のための対策を実施して、住民の生命、

財産の保全に努める。

(1) 地盤災害危険度の把握

ア 地盤情報のデータベース化

町は、町内の地形、地質、土質、地下水位等に関する各種調査から得られる情報を収

集し、データベース化することにより、地盤災害の危険度の把握に役立てる。

イ 地盤情報の公開

町は、地盤情報のデータベースを広く公開し、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に活用していく。

また、データベースを利用して、地域の災害危険度に関する調査を行い、その結果を

防災カルテや液状化マップ等の防災地図により公開していく。

(2) 土地利用の適正化の誘導

町は、安全を重視した総合的な土地利用の確保を図る。

ア 防災まちづくり方針の策定に基づく安全を重視した土地利用の確保、町の災害危険度

の把握を的確に行うとともに、これらの災害を周知する。

また、災害に弱い地区における土地利用については、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。

イ 土砂災害危険箇所の周知の徹底と砂防法等の適切な運用

危険箇所マップの作成と継続的な更新により土砂災害危険箇所の周知を図るとともに、

砂防法等の適切な運用を図る。

(3) 斜面崩壊防止対策の推進

地震による土砂災害から、住民の生命財産を守り、安全で快適な生活環境を確保するた

め、危険区域指定を行い、急傾斜地崩壊対策事業を推進する。

ソフト対策については、危険箇所を地域防災計画に掲載し、危険区域に標識を設置し、

危険箇所の周知及び土砂災害に対する意識の高揚に努める。

(4) 造成地災害防止対策の推進

ア 災害防止に関する指導、監督

造成地に発生する災害の防止は、都市計画法及び建築基準法においてそれぞれ規定さ
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れている開発許可、建築確認等の審査並びに当該工事の施工に対する指導、監督を通し

て行う。

また、造成後は巡視等により違法な開発行為の取り締まり、梅雨期や台風期の巡視強

化及び注意の呼びかけを実施する。

イ 災害防止に関する指導基準

(ｱ) 災害危険度の高い区域

河川区域（久慈川）、地すべり防止区域、急傾斜崩壊危険区域及び土砂災害特別警戒

区域の各区域内の土地については都市計画法に基づき、原則として開発行為を認めな

いよう県と協議する。

(ｲ) 人工崖面の安全措置

宅地造成により生ずる人工崖面は、その高さ、勾配及び土質に応じ、擁壁の設置等

の安全措置を講ずる。

(ｳ) 軟弱地盤の改良

宅地造成をしようとする土地の地盤が軟弱である場合は、地盤改良を行うよう指導

する。

(5) 地盤沈下防止対策の推進

広域的な低地化をもたらす地盤沈下は地震水害の被害を増大させる可能性がある。

また、地盤沈下による建築物、土木建造物等の耐震性の劣化の可能性が指摘されている。

このため町は、地盤沈下の進行を停止させるよう、広域的な地盤沈下の原因である地下水

の過剰揚水を規制する。

(6) 液状化防止対策の推進

液状化による被害を軽減するため、町は、埋め立て地や旧河道敷等の液状化のおそれの

ある箇所等の地盤データの収集とデータベース化の充実に努めるとともに、締固め、置換、

固結等の有効な地盤改良等により液状化防止対策に努める。

６ 危険物施設の安全確保

地震による火災及び死傷者を最小限にとどめるためには、東日本大震災や阪神・淡路大震

災の教訓を踏まえ、危険物施設の現況を把握し、消防法等関係法令に基づく安全確保対策を

推進し、かつ、今後とも法令遵守の徹底を図る必要がある。そのためには、各危険物取扱事

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、各消防本部等関係機関の施設立入検査の徹底を図り、法令遵守に基づく

危険物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の確立を図る。

(1) 危険物施設の予防対策

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いる。町は、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。

ア 施設の保全及び耐震化
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危険物施設の所有者、管理者又は占有者は、消防法第 12 条（製造所等の維持、管理）

の規定を遵守し、危険物施設の保全に努めること。

イ 保安確保の指導

消防本部は、危険物施設の位置・構造・設備の状況及び危険物の貯蔵・取扱いの方法

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、事業所の所有者、管理者もしくは占有者に対し、災害防止上必要な助言又は指導を

行う。

ウ 自主防災体制の確立

危険物施設の管理者は、消防法第 14条の２の規定に基づく予防規程の内容を常に見直

し、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。

エ 防災知識の普及

(ｱ) 危険物取扱者に対して、関係法令と取扱いの技術上の指導について、講習会等を開

催し指導の徹底を図る。

(ｲ) 危険物安全週間を催し、関係者に対し防災知識の普及を図る。

オ 防災訓練の実施

災害時における応急対策活動の実効を期するため、定期的に防災訓練を実施する。

(2) 危険物施設等の現況

町内における危険物施設等は、危険物施設の現状のとおりである。

［関連資料］資料編 16-4 危険物施設の現状

７ 各種災害対策用地の確保

各種災害対策用地として下記を候補とする。

(1) 備蓄倉庫 ：旧下野宮小学校校舎

(2) 遺体安置所 ：大子町立リフレッシュセンター

(3) 救護所 ：大子町保健センター

(4) 物流拠点・活動拠点 ：中央公民館グラウンド

(5) ボランティアセンター ：大子町文化福祉会館

(6) 瓦礫仮置き場 ：奥久慈創造の森（大字池田・北田気に所在する町有地）

(7) 仮設住宅建設 ：宮川自然休養村、旧下野宮小学校グラウンド

第３節 地震被害軽減への備え

１ 緊急輸送への備え

地震による被害を最小限にとどめるためには、地震発生後の消防や人命救助、応急復旧や

救援のための物資輸送等の効果的な実施が必要である。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等の調達体制の整備を図る。
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(1) 緊急輸送道路の指定・整備

町は、震災時における効率的な緊急輸送を行うため、県に準じて町指定「緊急輸送道路」

整備を推進するとともに、沿線地域の不燃化・堅牢化を促進し倒壊建築物その他による障

害物の発生を最小化するよう努める。

(2) ヘリポートの指定・整備

緊急輸送の中継基地となる臨時ヘリポートは、連絡用ヘリコプター発着場のとおりであ

る。

町は、これらの場所が災害時に有効に利用し得るよう、関係機関及び住民に対し周知徹

底を図るなど所要の措置を講ずる。

［関連資料］資料編 10-1 連絡用ヘリコプター発着場

(3) 緊急輸送資機材、車両等の調達体制の整備

ア 啓開用資機材、車両の調達体制の整備

啓開作業に必要な資機材及び車両等の調達については、町は、関係団体、企業等との

協定などを結び、協力を要請する。

なお、資機材、車両の種類及び数量について常時確保できる協力体制を整備する。

イ 緊急通行車両等の調達体制の整備

町は、町の保有車両等を把握するとともに、必要に応じて関係団体、企業等と協定を

結び、協力を要請し、緊急通行車両等の調達体制の整備に努める。

［関連資料］資料編 5-5 庁用車両一覧

２ 重要施設・災害応急対策車両等の指定

(1) 災害応急対策車両の指定

町及び防災関係機関等は、災害応急対策や医療の提供を行うための車両を、予め指定し

ておく。また、指定車両は別に定める基準に基づき、ステッカーを作成し備えておく。

具体的な施策については、第２編第２章第４節４「交通計画」に準ずるものとする。

(2) 重要施設・災害応急対策車両管理者等の責務

重要施設の管理者は、災害に伴う停電が発生した場合において、最低限３日間継続して

電力を賄うことができるよう、自家発電設備を備えるとともに、必要な燃料の備蓄を行う。

災害応急対策車両に指定された車両の所有者または使用者は、日頃から燃料を満量近く給

油しておくことを心がける。これらの対策を含め、重要施設及び災害応急対策車両の管理

者は、災害発生時にも必要最低限の業務が継続できるよう、業務継続計画を策定するよう

努めるとともに、指定された施設及び車両に変更等が生じた場合には速やかに町に報告す

る。

３ 消火活動、救助・救急活動への備え

地震による火災及び死傷者を最小限にとどめるため、町は、消防力の充実強化、救助、救

急体制の整備など、消防対応力・救急対応力の強化を図る。

また、特に初期段階で重要となる地域住民、自主防災組織による初期消火、救出、応急手

当能力の向上を図る。
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(1) 出火予防

ア 一般火気器具からの出火の予防

(ｱ) コンロ、ストーブ等からの出火の予防

町は、住民に対し、地震を感じたら身体の安全を図り出口を確保して火を消すこと、

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。

(ｲ) 電気器具からの出火の予防

町は住民に対し、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。

(ｳ) ガス遮断装置の普及

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装

置の普及を行う。

イ 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、町はその旨を周知、指導する。

(2) 消防力の強化

消防本部は、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、消防対応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。

ア 消防本部の機能強化

大規模災害時の対応を迅速かつ効率よく実施するため、消防体制の見直しを行い、あ

らゆる災害に対応しえる能力のある消防本部の形成に努める。

イ 消防団の適正配置

消防団の分団の配置について、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。

ウ 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、施設に付帯する貯水槽の活用、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とともに、消火栓使用不能時等の緊

急時に備え管内の水利状況の把握に努める。

エ 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等の整備を推進

する。

また、停電による通信機能不能に備え、発電機や消防団無線の充実を図るとともに、

消防本部においては燃料の確保対策や自家発電設備の整備を推進する。

オ 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

的に推進し、消防団の充実強化を図るとともに、震災時活動マニュアル等を整備し、参

集基準の明確化に努める。

カ 広域応援体制の整備



179

(ｱ) 広域消防応援協定

大規模震災時に相互に応援活動を行うため、消防本部は、他の市町村と相互広域消

防応援協定を推進する。協定の締結に当たっては、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的に立案し、情報の共有化、通信手段、指揮系統、

資機材の共同利用等の明確化に努める。

また、複数の消防本部合同での消火、救助訓練を実施し、いざという場合の対応力

の強化を図る。

(ｲ) 防災ヘリコプター等の効果的な運用

地震後の消防活動需要に適切に対応するため、全国航空消防防災協議会により、防

災ヘリコプター等の効果的な運用を目的とした調査研究を推進する。

(3) 救助力の強化

ア 救急活動体制の強化

消防本部は、大規模な震災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をする体制を確立するため、次

の事業を推進する。

(ｱ) 救急救命士の計画的な養成

(ｲ) 高規格救急自動車・高度救命処置用資機材の整備促進

(ｳ) 救急隊員の専任化の促進

(ｴ) 救急教育の早急かつ計画的な実施

(ｵ) 消防本部管内の医療機関との連携強化（緊急時の通信機能の確保）

(ｶ) 住民に対する応急手当の普及啓発

イ 防災ヘリコプター等による傷病者の搬送体制の確立

町及び消防本部は、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、関係機関と連携強化を図り、ヘリコプターによる救急搬送体制を確立す

る。

ウ 集団救急事故対策

消防本部は、集団災害発生時を想定した救急事故対策訓練を救急業務計画に基づき、

関係機関との連携により実施する。

(4) 地域の初期消火・救出・応急手当能力の向上

ア 初期消火力の向上

自主防災組織を中心とし、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。

イ 救出・応急手当能力の向上

(ｱ) 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役立つ、ジャッキ、バール、

のこぎり、角材、鉄パイブなどの救出資機材の備蓄や、地域内の建築業者等からの調

達を推進する。
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また、町はこうした地域の取組みを支援する。

(ｲ) 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。

町はその指導助言に当たるとともに訓練上の安全の確保について十分な配慮をする。

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、町は住

民に対する応急手当方法の普及啓発を図る。

４ 医療救護活動への備え

地震災害においては、広域あるいは局地的に、多数の傷病者が発生することが予想され、

情報の混乱と医療機関自体の被災などがあいまって、被災地域内では十分な医療が提供され

ないおそれがある。

これら医療救護需要に対し迅速かつ的確に対応するため、平常時より、町及び医療機関等

は医療救護活動への備えを図る。

(1) 医療救護施設の確保

ア 医療救護施設の耐震性の確保

町は、医療救護の活動上重要な拠点となる医療救護施設において、災害時に建築物の

倒壊等を未然に防止するため、法令等に従い、必要に応じて耐震診断や耐震・免震改修

に努める。

［関連資料］資料編 7-1 大子町内の医療機関

イ ライフライン施設の代替設備の確保

(ｱ) 自家発電装置の整備

病院は、ライフラインが寸断された場合でも、診療能力を維持するため、３日分程

度の電気供給が可能な自家発電装置の整備を図ること。

(ｲ) 災害用井戸等の整備

病院は、ライフラインが寸断された場合、診療能力を維持するための水を確保する

ため、病院においては、自家用の井戸を確保する必要がある。

また、受水槽（貯水槽）の耐震性の強化等により、貯水されている水の漏洩防止対

策を図るとともに、容量拡充を図ること。

(2) 広域的な後方支援医療機関ネットワークの確保

ア 後方支援医療機関ネットワークの確保

常陸太田・ひたちなか保険医療圏における後方支援ネットワークを強化するとともに、

その他隣接市町との後方支援医療機関のネットワークの確立を促進する。

その際、地域の実情に応じて、広域後方医療施設への傷病者の搬送に当たり広域搬送

拠点として使用することが適当な、大規模空き地等を予め抽出しておくなど、災害発生

時における救急医療体制の整備に努めるものとする。

なお、これらの広域搬送拠点には、広域後方医療関係機関〔厚生労働省、文部科学省、

日本赤十字社、独立行政法人国立病院機構〕と協力しつつ、広域後方医療施設への傷病

者の搬送に必要なトリアージ（緊急度判定に基づく治療順位の決定）や救急措置等を行

うための場所・設備を、予め整備しておくよう努める。
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イ 広域災害医療情報ネットワークの充実

病院は、電力・通信が寸断された場合でも、広域災害・救急医療システム（ＥＭＩＳ）

が入力出来るよう、データ通信が可能な通信機器（衛星電話等）の整備促進に努める。

ウ 医療機関間連絡網の整備

病院は、衛星携帯電話の設置等非常時の通信手段の整備に努める。

(3) 医療関係者に対する訓練等の実施

ア 病院防災マニュアルの作成

病院防災に当たっては、災害により病院が陥る様々な場合について、適切に対応が行

われる必要がある。そのため、町は病院に対し、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、医薬品、食料・水・

物資・燃料等の備蓄及び確保等について留意した病院防災マニュアル作成を促進すると

ともに、災害時に重要業務を継続するため、事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を促進する。

なお、この内容について定期的に検証し、必要に応じて見直しを図る。

イ 防災訓練の実施

防災は、日常からの心構えが重要であり、訓練を通じて、病院防災マニュアルの職員

への徹底が必要である。病院は、町及び消防本部の助言・指導を受けて、年２回の防火

訓練に加え、年１回以上の防災訓練の実施に努める。

防災訓練の実施にあたっては、夜間時の発災を想定した訓練も交えて実施するととも

に、地域の防災関係機関や地域住民との共同による訓練実施にも努める。

また、医療関係団体は、病院、県及び市町村が実施する防災訓練に積極的に参加する。

ウ トリアージ技術等の教育研修

町は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研究や教育研修等に協

力する。

(4) 「こころ」の救急医療体制の確保

町は、県（保健所、精神保健福祉センター）、町内関係医療機関と連携・協力して、精神

科救急医療体制の確立を図る。また、保健師、カウンセラー等からなる「メンタルヘルス

ケア」体制の確立を図る。

５ 被災者支援のための備え

発災後、避難場所に避難した被災者のうち、住居等を喪失するなど引き続き救助を必要と

する者に対しては、収容保護を目的とした施設の提供が必要である。このため町は、避難所

としての施設の指定及び整備を積極的に行っていくものとする。

また、住宅の被災等による各家庭での食料、飲料水、生活必需品の喪失、流通機能の一時

的な停止や低下等が起こった場合には、被災者への生活救援物資の迅速な供給が必要である。

このため、災害発生直後から被災者に対し円滑に食料、生活必需品及び飲料水の供給が行え

るよう物資の備蓄並びに調達体制の整備に努める。

その際、東日本大震災時の震災対応の教訓を踏まえ、ライフライン復旧見込みや食料・飲

料水等の配給場所と時間について広報活動を行っていくとともに、給水活動において住民の
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協力を得られる体制作りに努める。

(1) 避難所の整備

ア 避難所の指定

町は、本町に関連する地震被害想定の結果に基づき、避難場所に避難した被災者のう

ち居住場所を確保できなくなった者に対しての収容保護を目的として避難所を指定する。

避難所の設置場所は、物資の運搬、集積、炊事、宿泊等の利便性を考慮し、学校、体

育館、公民館等の公共建築物とする。

なお、必要に応じ、県の「災害時支援協力に関する協定」に基づき、ゴルフ場の活用

や民間施設の活用を図るほか、被災者用の住宅として利用可能な公営住宅や空屋等の把

握に努め、災害時に迅速に斡旋できるよう、予め体制を整備するものとする。

［関連資料］資料編 11-5 応援協定に関する資料一式

イ 避難所の耐震性の確保・代替施設の確保

町は、平常時より建物の耐震診断を積極的に推進し、特に、避難所に指定されている

学校施設等で、昭和 56 年度以前に建築された建物については、耐震診断を実施した結果

に基づき、必要に応じて補強や改築に努める。

なお、大規模な地震が発生した場合には、指定されている避難所が被災することも想

定されることから、代替施設の事前選定を進める。

ウ 避難所の表示

町は、施設前や避難路上などに指定避難所の看板表示を行い、住民や観光客などが位

置を把握できるように努める。

エ 避難所の備蓄物資及び設備の整備

町は、避難所又はその近傍において地域完結型の備蓄施設を確保し、必要な食料等を

確保するとともに、通信途絶や停電等を想定し、通信機材や非常用発電設備等設備の整

備に努めるものとする。備蓄の主なものは次に示すとおりである。

(ｱ) 食料、飲料水（断水を想定した井戸水の活用を含む）

(ｲ) 生活必需品

(ｳ) ラジオ、テレビ

(ｴ) 通信機材（衛星携帯電話、特設公衆電話、市町村防災行政無線を含む）

(ｵ) 放送設備

(ｶ) 照明設備（非常用発電機、太陽光発電等再生可能エネルギーを活用したものを含む。）

(ｷ) 炊き出しに必要な機材及び燃料

(ｸ) 給水用機材

(ｹ) 救護所及び医療資機材（常備薬含む。）

(ｺ) 物資の集積所（備蓄倉庫等）

(ｻ) 仮設の小屋又はテント、仮設のトイレ

(ｼ) 工具類

また、避難所の設備の整備に当っては、出入口の段差の解消や表示の外国語併記のほ

か、空調、洋式トイレなど高齢者や障害者等の災害時要援護者への配慮や専用の物干し

場、更衣室、授乳室の設置など乳児や女性への配慮を積極的に行う。
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さらに、土砂災害の発生による孤立化などを考慮し、複数の拠点に複数品目を備蓄す

るなど、効果的な備蓄計画を推進する。

(2) 食料、生活必需品等の供給体制の整備

食料及び生活必需品等の備蓄並びに調達体制の整備

町は、想定されるり災人口のおおむね３日分の食料等の備蓄を目標とすること、避難

所に指定されている施設やその近傍の備蓄倉庫の整備等により、地域完結型の備蓄施設

を確保することに努める。

備蓄の確保に当たっては、地域における生産者、生活協同組合、農業協同組合、スー

パーその他販売業者等との物資調達に関する契約及び協定の締結・更新等に努める必要

があるが、大規模な地震が発生した場合には、企業等が被災して流通在庫備蓄が機能し

ないことも想定し、十分な量の公的備蓄の確保に努めるものとする。

また、町において、十分な量を確保できない場合は、県や他市町村に要請を行い、必

要量を確保する必要があることから、関係機関との連絡・協力体制の整備を図る。

なお、備蓄・調達品目の設定においては、高齢者や障害者等の災害時要援護者への配

慮、アレルギー対策等を考慮するものとする。

加えて、避難所等における仮設トイレの設置や、し尿処理が円滑に行えるよう、予め

各事業者との協定を締結するなど、協力体制を整備しておく。

事業所及び住民に対しては、災害時におけるライフライン施設や食料等の流通が途絶

えることを考慮し、おおむね３日分に相当する量を目標とし、食料品や日常生活に必要

となる生活必需品を備えるよう広報紙やパンフレット等により周知を図る。

(3) 応急給水・応急復旧体制の整備

ア 行動指針の作成

水道事業者等が応急給水・応急復旧の行動指針として定めておくべき事項は次のとお

りとする。

なお、行動指針は職員に周知徹底しておくとともに、水道施設の耐震化の進展等、状

況の変化に応じ見直しを行う。

●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を

定めること。

●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を定めること。

●外部の支援者に期待する役割とその受け入れ体制を定めること。

集結場所、駐車場所、居留場所

職員と支援者の役割分担と連絡手段

●住民に理解と協力を呼びかけるために広報する内容等を定めること。

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

地震規模に応じた断水時期の目処

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



184

イ 応急給水資機材の備蓄及び調達体制の整備

水道事業者等は、地震により水道施設が破損し、供給が不能となった場合、施設の早

期復旧を図るとともに、速やかに応急給水活動が行えるよう、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。

〈品 目〉

(ｱ) 給水タンク車

(ｲ) 給水タンク

(ｳ) 浄水器

(ｴ) ポリ容器

(ｵ) ポリ袋等

ウ 検水体制の整備

町は、井戸等を引用しなければならない場合に、飲用の適否を調べるため、水質検査

が行える体制を整備しておく。

６ 災害時要援護者安全確保のための備え

近年の災害では、災害時要援護者と呼ばれる方々の犠牲が多くなっているため、町及び災

害時要援護者を入所させる社会福祉施設等の管理者（以下「施設等管理者」という。）等は、

地震災害から災害時要援護者を守るため、安全対策の一層の充実を図り、平常時から地域に

おいて災害時要援護者を支援する体制を整備するよう努め、具体的な施策については、第２

編第１章第３節６「災害時要援護者支援計画」に準ずるものとする。

(1) 災害時要援護者関連施設の安全性の確保

施設管理者は、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ものとし、町はこれを促進する。町は、災害時要援護者の避難所

の拠点となる公立の災害時要援護者関連施設について、施設入所者等の安全確保を図るた

め、計画的に耐震診断を行い必要に応じ補強工事等の整備を推進する。

７ 避難所運営のための備え

(1) 避難所運営マニュアルの作成

避難所を開設するにあたる対応をマニュアル化する。

また、その存在を周知すると共に、状況に応じて改訂を行う。

８ 各種活動への備え

(1) 燃料の確保

隣接、県外自治体との応援協定に、茨城県石油商業協同組合大子支部と締結した燃料に

関する協定と同等内容となるよう燃料支援の項目を追加するよう努める。その際、燃料と

●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。

指揮命令系統の整った支援班の編成

自らの食事、宿泊用具、工事用資材の携行
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は下記を指す。

・車両用燃料 ：ガソリン、軽油など

・暖房用燃料 ：灯油など

・発電機用燃料：ガソリン、軽油など

(2) 燃料の供給

災害支援協力を行う車両に対し、優先的に給油を行う体制を構築することで、スムーズ

な災害支援を目指す。

第４節 防災教育

１ 一般住民向けの防災教育

災害による被害を最小限にとどめるためには、住民の一人ひとりが日ごろから防災に対す

る認識を深め、災害から自らを守り、お互いに助け合うという意識と行動が必要である。

また、災害時には、初期消火、近隣の負傷者を救助するなどの、防災への寄与に努めるこ

とが求められるため、町及び防災関係機関は、自主防災思想の普及、徹底を図るものとする。

(1) 普及啓発すべき内容

町及び防災関係機関は、住民に対し、地震災害時のシミュレーション結果などを示しな

がらその危険性を周知させるとともに、以下の事項について普及・啓発を図るものとする。

ア 「自助」「共助」の推進

(ｱ) おおむね 3日分に相当する量の食料及び飲料水等の備蓄・非常持出や定期的な点検、

玄関や寝室への配置などについても推進する。

(ｲ) 家具・ブロック塀等の転倒防止対策や寝室等における家具の配置などについても、

見直しを推進する。

(ｳ) 山間に囲まれた地勢上、土砂災害による周辺地域からの孤立化が考えられることか

ら、非常備蓄の点検や、地域での救助や炊き出し訓練などが活発に行われる環境の確

保を促進する。

(ｴ) 災害時の家族内の連絡体制の確保や発災当初の安否確認等による輻輳を回避するた

め、災害用伝言板や災害用伝言ダイヤル、ソーシャル・ネットワーキング・システム

等の利用及び複数の手段の確保を促進する。

(ｵ) 地域で実施する防災訓練への積極的参加、初期消火など初歩的な技術の習得や地域

内での顔の見える関係の構築を促進する。

イ 緊急地震速報

地震による大きな揺れの到達に先立ち、気象庁から発表される「緊急地震速報」につ

いて、水戸地方気象台は、講習会等を利用してその特性と限界、具体的内容、発表時に

利用者がとるべき行動等について広報を行うとともに、資料を積極的に配布して、十分

な周知を行う。

○ 緊急地震速報（警報）の実施及び実施基準等

気象庁は、地震動により重大な災害が起こるおそれのある場合は、強い揺れが予想
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される地域に対し、緊急地震速報（警報）を発表する。

また、これを報道機関等の協力を求めて住民等へ周知する。

（注）緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震

波を解析することにより、地震の強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来る

ことを知らせる警報である。ただし、震源付近では強い揺れの到達に間に合わな

い場合がある。

ウ 地震保険の活用

地震保険は、地震等による被災者の生活安定に寄与することを目的とした公的保険制

度であり、被災者の住宅再建にとって有効な手段の一つであることから、町は、その制

度の普及促進に努めるものとする。

エ 防災関連設備等の準備

(ｱ) 非常用持出袋

(ｲ) 消火器等消火資機材

(ｳ) 住宅用火災警報器

(ｴ) その他防災関連設備等

オ 津波の知識啓発

当町は海岸を有さないが、住民が沿岸部滞在中に被災することがあり得るため、津波

災害に関する啓発を行う。

(ｱ) 我が国の沿岸はどこでも津波が襲来する可能性があり、強い地震（震度４程度）を

感じたとき又は弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、迷

うことなく迅速かつ自主的にできるだけ高い場所に避難すること、避難に当たっては

徒歩によることを原則とすること、自ら率先して避難行動を取ることが他の地域住民

の避難を促すことなど、避難行動に関する知識

(ｲ) 地震による揺れを感じにくい場合でも、大津波警報を見聞きしたら速やかに避難す

ること、標高の低い場所や沿岸部にいる場合など、自らの置かれた状況によっては、

津波警報でも避難する必要があること、海岸保全施設等よりも海側にいる人は、津波

注意報でも避難する必要があること等の心構え

(ｳ) 津波の第一波は引き波だけでなく押し波から始まることもあること、第二波、第三

波等の後続波の方が大きくなる可能性、数時間から場合によっては一日以上にわたり

津波が継続する可能性があること、さらには、強い揺れを伴わず、危険を体感しない

ままに押し寄せる、いわゆる津波地震や遠地地震の発生の可能性など、津波の特性に

関する情報

(ｴ) 地震・津波は自然現象であり、想定を超える可能性があること、特に地震発生直後

に発表される津波警報等の精度には一定の限界があること、浸水想定区域外でも浸水

する可能性があること、避難場所の孤立や避難場所自体の被災も有り得ることなど、

津波に関する想定・予測の不確実性

(2) 普及啓発手段

ア 広報紙、パンフレットの配布

町及び防災関係機関は、広報紙、パンフレット等を作成し、広く町民に配布すること
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により、災害・防災に関する知識の普及、防災意識の高揚を図る。

イ 講習会等の開催

町及び防災関係機関は、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、知識の普及、意識の高揚を図る。

ウ その他メディアの活用

(ｱ) テレビ・ラジオ局の番組の活用

(ｲ) ビデオ、フィルムの製作、貸出

(ｳ) 文字放送の活用

(ｴ) インターネット（ホームページ、メール、ソーシャル・ネットワーキング・サービ

ス等）の活用

(ｵ) 地震体験車等の教育設備の貸出

(3) 防災拠点の整備

町は、避難所の機能を有し、応急対策活動の拠点となる公立学校、コミュニティーセン

ター等の公共施設について、防災教育の機能を有する設備の整備に努め、平常時における

防災教育の拠点として活用を図る。

２ 児童・生徒等に対する防災教育

(1) 児童・生徒等に対する防災教育

ア 保育所（園）、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校（以下「学校等」

という。）においては、各学校等で策定した学校等安全計画に従って幼児、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い、防災に関する知

識の普及啓発、防災意識の高揚を図る。

イ 地理的要件など地域の実情に応じ、がけ崩れ、液状化など、様々な災害を想定した防

災教育を行う。

ウ 災害時に一人ひとりがどのように行動すべきかなどを自ら考え、学ばせる「自立的に

行動するための防災教育」や、学校等を核とした地域での避難訓練や避難所運営などを

行う「地域活動と連携した実践的な防災教育」の視点による指導を行う。実施にあたっ

ては、登下校時など学校等外も含めたあらゆる場面を想定し、授業等による指導や避難

訓練等の体験的学習の充実に努める。

(2) 指導者に対する防災教育

指導のための手引書等の作成・配布および避難・救助等に関する研修会を通して、指導

者への防災教育を行い、資質向上を図る。

(3) 防災体制の構築

町は、学校において、外部の専門家や保護者の協力のもと、防災に関する計画やマニュ

アルの策定が行われるよう促す。

３ 防災対策要員に対する防災教育

(1) 応急対策活動の習熟

町は、被災者救護活動、情報収集活動、応急復旧活動等に従事する防災対策要員に対し
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ては、現場での活動を示した災害対応マニュアル等による研修等を行うことにより、対策

の周知徹底を図る。

また、災害用伝言板や災害用伝言ダイヤル等安否確認手段の使用方法や家具転倒防止対

策など、災害予防に関する基礎的な知識について、日頃から住民へ普及啓発できるよう周

知徹底を図る。

(2) 研修会及び講演会の開催

町は、災害に関する学識経験者、防災機関の担当者、災害を被った自治体の担当者等を

講師として招き、研修会、講演会を開催するとともに、災害用伝言板や災害用伝言ダイヤ

ルを実際に体験してもらうなどの体験型の項目を組み込んでいくよう努める。

(3) 定期点検の実施

町は、町の防災体制、職員の防災活動体制等に関し定期的な点検を行う。

第５節 防災教育・訓練

１ 町及び防災関係機関等が行う訓練

(1) 総合防災訓練（第２編第１章第４節２(1)「総合防災訓練」をいう。）

(2) 避難訓練

ア 町による避難訓練

地震時における避難勧告及び立ち退き等の円滑、迅速、確実を期するため、町が中心

となり警察、消防及びその他の関係機関の参加のもと、自主防災組織及び事業者や災害

時要援護者も含めた住民の協力を得て毎年１回以上実施するものとする。

イ 幼稚園、保育所（園）、小学校、中学校、病院及び社会福祉施設等における訓練

災害時の幼児、児童、生徒、傷病者、身体障害者及び高齢者等の災害対応力の比較的

低い施設利用者の生命・身体の安全を図り、被害を最小限にとどめるため、施設管理者

に対し避難訓練を中心とする防災訓練を実施するよう指導する。

ウ 学校と地域が連携した訓練の実施

町は学校と連携し、児童・生徒等を含めた地域住民の参加により、学校における避難

所運営や炊き出し等の実践的な訓練を行うよう努める。

(3) 非常参集訓練

各防災関係機関は災害時の迅速な職員参集のため、非常参集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ものとする。

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併せて実施する。

(4) 通信訓練

町は、地震の発生を想定した被害状況の把握及び伝達が迅速かつ適切に行えるよう定期

的に通信訓練を実施するとともに、非常用電源設備を活用しての通信訓練も実施する。

また、有線及び町防災行政無線が使用不能になったときに備え、県と市町村会が加入し

ている関東地方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。
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２ 事業所、自治会組織及び住民等の訓練

(1) 事業所（防火管理者）における訓練

学校、病院、工場、事業所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ものとする。

また、地域の一員として、町、消防本部及び地域の防災組織の行う防災訓練にも積極的

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) 自治会組織及び自主防災組織における訓練

各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、町、消防本部等の指導のもと、地域の事業所とも協

調して、年１回以上の組織的な訓練を実施するよう努めるものとする。訓練種目は、初期

消火訓練、応急救護訓練、避難訓練及び高齢者・身体障害者等安全確保訓練等を主として

行う。また、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ものとする。

(3) 一般住民の訓練

住民一人ひとりの災害時の行動の重要性に鑑み、町をはじめ防災関係機関は、防災訓練

に際して、広く災害時要援護者も含めた住民の参加を求め、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ものとする。

また、住民は、防災対策の重要性を理解し、各種の防災訓練への積極的・主体的な参加、

防災教育施設での体験訓練、家庭での防災会議の実施等の防災行動を継続的に実施するよ

う努めるものとする。

第６節 災害に関する研究調査資料の収集

１ 基礎的調査研究に関する資料

町の自然条件・社会条件を整理するとともに過去の震災事例の研究を行うことで、震災対

応力の向上を推進する。

(1) 自然条件

ア 地盤及び地質

ボーリング柱状図、表層地質図等

イ 活断層の状況（活断層の分布、活断層の動態等）

活断層の分布及び活動状況等

ウ 地震観測

気象庁等防災関係機関の設置している地震観測機器のネットワーク化を図る。

(2) 社会条件

ア ハード面

(ｱ) 建築物の用途、規模、構造等の現況

(ｲ) 道路、橋梁、ライフライン施設等公共土木施設の現況

(ｳ) ガソリンスタンド等危険物施設の現況



190

(ｴ) 耐震性貯水槽等消防水利の現況等

イ ソフト面

(ｱ) 昼夜間人口、災害時要援護者等の人口分布

(ｲ) 町民の防災意識等

(3) 震災事例

国内外において発生した地震の被害及びその後の社会的混乱、復旧・復興対策等過去の

震災事例に対する調査研究を行い、対策立案に資する。

２ 防災アセンスメントの実施

震災対策の立案や公共施設の耐震強化等予防対策、町民への防災普及啓発資料として、町

内の危険度評価を行う防災アセスメントは効果的であり、町、県、防災関係機関で協力し、

実施を推進する。

３ 被害想定調査の実施

(1) 町域を対象とした被害想定の実施

震災に関する総合的な被害想定調査は、震災対策を具体化するための目標を設定するた

めに有効であり、町、県及び防災関係機関で協力し実施していくものとする。このため、

特に、予め震源の特定が困難である直下の地震については、町及び県の中枢機能に与える

影響の想定を行う必要があり、町域を対象とした想定調査を推進する。

(2) 地震被害予測システムの構築

地震被害想定の過程をコンピューターシステム化することにより、通常時の防災訓練や

震災対策立案支援、計測震度計とのリンクによる地震後の即時地震被害予測への活用を図

る。

(3) 継続的な見直しの実施

被害想定の手法及び結果については、社会状況の変化等に応じるため、原則として１０

年ごとに見直しを図るものとする。

４ 震災対策に関する調査研究

災害の発生に地域性、時代性があることは過去の地震災害の実例から明らかである。した

がって過去の地震災害の経験を基礎として、災害の拡大原因となるものは何か、被害を最小

限にくいとめる方法は何かを常に調査研究して災害の防止策の向上に努めるものとする。震

災対策に関する調査研究テーマとしては、以下のものがあげられる。

●災害に強いまちづくりのための調査研究

●地震被害軽減のための調査研究

●防災教育・訓練のための調査研究

●応援・派遣に関する調査研究

●災害情報の収集・伝達に関する調査研究

●被災者生活救援のための調査研究

●応急復旧・事後処理のための調査研究
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●震災復興のための調査研究

第７節 燃料不足への備え

災害の発生に伴い、本町への燃料供給が滞る事態が発生した場合に備え、茨城県石油商業協

同組合大子支部等と連携し、災害応急対策車両の優先・専用給油所や優先的に燃料を供給すべ

き施設及び車両を予め指定しておくなど、燃料の優先供給体制を整備し、住民の生命の維持及

びライフラインの迅速な復旧等を図る。

１ 燃料の調達、供給体制の整備

町は、災害発生時において可能な限り早期に生活基盤の復旧を図るため、予め、茨城県石

油商業協同組合大子支部等と必要な協定等を締結するなどして、災害応急対策に必要な車両

に対し、優先的な給油を受ける給油所を指定しておく。茨城県石油商業協同組合大子支部は、

災害発生時における町民生活の維持に必要な施設への燃料供給の停滞を防ぎ、災害応急対策

の円滑な実施が確保されるよう、予め、町と協定を締結するなどして、燃料供給体制の確保

を図る。

また、当該給油所の耐震化に努めるとともに、災害発生時における情報連絡体制を確立し、

町との情報共有を図る。

２ 災害応急対策車両専用・優先給油所の指定

町は、協定などに基づき、災害発生時において災害応急対策車両が専用又は優先により給

油を受けるべき給油所を予め指定しておくとともに、災害対応力の強化に努める。町から指

定のあった災害応急対策車両専用・優先給油所は、町と協力して日頃からその旨を明示し、

災害時に混乱が生じないよう周知を図る。

３ 平常時の心構え

町は、災害発生時の燃料の供給不足に伴う混乱を防止するため、日頃から住民及び事業者

等に対し、車両の燃料を日頃から半分以上としておくよう心掛けるなど、災害発生時に備え

た燃料管理などの普及啓発を行う。日常生活や事業活動において、車両が必要不可欠な住民

及び事業所は、車両の燃料を日頃から半分以上としておくよう心掛けるなど、自助努力に努

める。
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第２章 災害応急対策計画

第１節 初動対応

１ 職員の動員配備体制区分の基準及び内容

町は、町域内において地震災害が発生した場合、第２編第２章第１節１「動員計画」に準

じ、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。地震発生直後、予め

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。

配備体制（第２編第２章第１節１「動員計画」再掲。）

※ 配備該当基準のいずれか一つに該当する場合、適用される。

※ 災害情報等により災害の発生するおそれのある場合は、気象庁の発表がない場合でも、

被害相当の配備体制による参集を行う。

※ 別途定める動員表に各配備体制時の配備該当者を示す。

２ 災害対策本部

(1) 町

町及びその他の防災関係機関は、町内の地域において地震災害が発生した場合、民間団

種 別 配備時期 配備内容

災害対策連絡

会議

（準備体制）

震度４を記録し、又は暴風雨の通

過の予見等により、次順以上の配備

の要否の検討が必要なとき。

町長、副町長、教育長、各課局長

及び職員のうち町長が必要と認め

る者とし、警戒体制に速やかに移行

できる体制。

第１次配備

（警戒体制）

震度５弱を記録したとき、町域に

掛かる暴風雨、大雨、洪水等の注意

報の１以上が発令され、非常災害の

おそれがあるとき、又はその他の状

況により本部長が必要と認めたと

き。

情報連絡活動が円滑に行い得る

人員とし、状況に応じて緊急体制に

移行できる体制。

第２次配備

（緊急体制）

震度５強以上を記録したとき、町

域に掛かる暴風雨、大雨、洪水等の

警報の１以上が発令され、局地的に

災害が発生し、なお、災害の拡大す

るおそれがあるとき、又はその他の

状況により本部長が必要と認めたと

き。

小災害発生に対処できる体制と

する。

ただし、人員に不足が生じる場合

は、第 3次配備体制に属する職員か

ら任意の人員を繰上げる。

第３次配備

（非常体制）

広範な範囲にわたり大規模な災害

が発生したとき、又はその他の状況

により本部長が必要と認めたとき。

中規模以上の災害が発生した場

合に対処できる体制。
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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。このため町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、防災業務の遂行に当たる。

また、町の災害対策本部については、第２編第２章第１節２「災害対策本部」及び第２

編第２章第１節３「組織計画」に準じ、設置・廃止及び運用する。

第２節 災害情報の収集・伝達

１ 通信手段の確保

町は、地震災害発生後における迅速な応急対策を実施するため、災害の状況、被害の状況

を適確に把握するために、第２編第２章第２節３「通信計画」に準じ通信手段を確保する。

２ 災害情報の収集・伝達・報告

町は、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、第２編第２章第２節１「災害情報の収集・伝達計画」に

準じ迅速かつ的確に収集・伝達することに加え、気象庁から発表された地震情報についても

一刻も早く収集・伝達し、地震発生後の初動体制をとる。

また、地震が発生し、震度４以上を記録したときは、直ちに被害の状況及び応急対策の実

施状況に関する情報を県に報告する。町、県及び防災関係機関は、必要に応じ、気象庁から

発せられた地震情報を相互に伝達、又は、住民に伝えるものとする。

ア 地震情報の収集

関係機関は、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

を迅速に入手し、必要な防災体制を早期にとるとともに、必要な機関に情報を伝達する。

地震情報

の種類
発表基準 内容

震度速報 震度 3以上

地震発生後 1分半後に、震度３以上を観

測した地域名（全国を約１９０地域に区

分）と地震の揺れの発現時刻を速報

震源に関する

情報

震度3以上(津波警報または注意報

を発表した場合は発表しない)

地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）を発表「津波の心配がな

い」、または「若干の海面変動があるか

もしれないが被害の心配なし」の旨を付

加

震源・震度に

関する情報

以下の何れかを満たした場合

・震度 3以上

・津波警報または注意報発表時

地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）、震度３以上の地域名と

市町村名を発表震度５弱以上と考えら
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イ 地震情報の伝達

(ｱ) 水戸地方気象台からの伝達系統

地震情報伝達系統図

◎：防災情報提供装置

□：公衆網

・若干の海面変動が予想される場

合

・緊急地震速報(警報)を発表した

場合

れる地域で、震度を入手していない地点

がある場合には、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

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

がある場合には、その地点名を発表

遠地地震に関

する情報

国外で発生した地震について以下

のいずれかを満たした場合等

・マグニチュード 7.0 以上

・都市部など著しい被害が発生す

る可能性がある地域で規模の大き

な地震を観測した場合

地震の発生時刻、発生場所（震源）やそ

の規模（マグニチュード）をおおむね

30 分以内に発表

日本や国外への津波の影響に関しても

記述して発表

その他の情報
顕著な地震の震源要素を更新した

場合や地震が多発した場合など

顕著な地震の震源要素更新のお知らせ

や地震が多発した場合の震度１以上を

観測した地震回数情報等を発表

推計震度分布

図
震度５弱以上

観測した各地の震度データをもとに、１

km 四方ごとに推計した震度（震度 4 以

上）を図情報として発表

大 子 警 察 署

地 域 住 民 等気

象

庁

本

庁

水

戸

地

方

気

象

台

◎

◎

□

□

放送

放送

大 子 町

消 防 本 部

その他関係機関

県 警 察 本 部 警 備 課

県防災・危機管理課

Ｎ Ｈ Ｋ 水 戸 放 送 局

茨 城 放 送
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(ｲ) 各機関の措置

ａ 水戸地方気象台における措置

水戸地方気象台は、気象庁から通知された地震情報を発表する。

また、県内で震度４以上の地震が観測された時などは地震解説資料を発表する。

さらに、県内で震度５弱以上の揺れを推計した場合は、推計震度分布図（県内１

キロメッシュごとに平均的な震度を推計した図）を防災情報提供システムを用いて

関係機関に提供する｡

ｂ 県における措置

水戸地方気象台から通知される情報は、県防災・危機管理課が受領し、県防災・

危機管理課長は、必要に応じ関係市町村に通知するものとする。

ｃ 県警察本部における措置

水戸地方気象台から通知される情報は、県防災・危機管理課を経由して県警察本

部（警備課）が受領し、警備課長は関係各警察署に通知するものとする。

ｄ 放送機関における措置

放送機関は水戸地方気象台から情報の通知を受けたときは、速やかに放送を行う

ように努めるものとする。

ｅ 町における措置

・町長は、情報の受領に当たっては、関係部課に周知徹底し得るよう予め情報等

の内部伝達組織を整備しておくものとする。

・町長は、情報の伝達を受けたときは、町地域防災計画の定めるところにより、

速やかに住民その他関係のある公私の団体に周知徹底させるものとする。特に、

緊急地震速報を受信した場合は、FM だいご等を活用し、速やかに住民等に伝達

するよう努めるものとする。

ｆ その他の防災関係機関の措置

水戸地方気象台から直接情報を受けない防災関係機関は、ラジオ放送、テレビ放

送に留意し、さらに県、市町村と積極的に連絡をとり、関係機関が互いに協力して

情報の周知徹底を図るものとする。

ウ 地震解説資料の収集

地震発生後、約１～２時間経過した後に、現に発生している地震現象への理解を深め、

今後の対応に役立てるとともに過度の不安を取り除くための情報として水戸地方気象台

から地震解説資料が発表される。この情報は、県内で震度４以上の地震が観測されたと

き、津波警報・注意報が発表されたとき、それまで地震活動が見られなかった地域など

小規模な地震が頻発し、特に必要があるとされたときに発表されるものである。関係機

関は本情報を必要な機関に伝達するものとする。

エ 異常現象発見者の通報義務

地割れ等、災害が発生するおそれがある異常現象を発見した者は、直ちにその旨を町

長または警察官に通報しなければならない。

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

報を受けた警察官は、その旨を速やかに町長に、また町長は、水戸地方気象台、県（生
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活環境部防災・危機管理課）、その他の関係機関に通報しなければならない。

(2) 被害状況の把握

ア 各機関の報告に基づく概況把握

町は、地震後直ちに被害概況の把握を行い、県に対し報告する。

イ 県による現地調査班の派遣

県は、災害による被害程度が相当のものと認められ、町による情報収集活動が十分に

行えないおそれがある場合には、災害対策本部の職員を派遣して、現地での被害状況調

査と連絡員の役割を担わせ、下記の項目について調査を行う。

(ｱ) 火災の状況（炎上、延焼、消防隊の配置）

(ｲ) 建築物の被害状況（木造住宅の倒壊状況、ブロック塀、要救助者の有無）

(ｳ) 道路、鉄道の被害（橋梁、盛土、倒壊家屋、電柱）

(ｴ) 崖崩れの状況（位置、被災戸数、要救助者の有無）

(ｵ) 道路渋滞の状況

(ｶ) 住民の行動、避難状況、要望

(ｷ) 現地での応急対策活動での問題点

(3) 被害情報・措置情報の収集・伝達

ア 被害情報・措置の種類

(ｱ) 被害情報

死者、行方不明者、負傷者、要救助者、建物損壊、火災、道路・鉄道被害、公共

施設被害等に関すること。

ａ 被害発生時刻

ｂ 被害地域（場所）

ｃ 被害様相（程度）

ｄ 被害の原因

(ｲ) 措置情報

ａ 災害対策本部の設置状況

ｂ 主な応急措置（実施、実施予定）

ｃ 応急措置実施上の措置

ｄ 応援の必要性の有無

ｅ 災害救助法適用の必要性

イ 情報収集伝達の方法

被害情報、措置情報の収集伝達は、情報班による情報収集また消防団の情報収集団員

を利用して行う。

なお、収集伝達すべき内容の主なものは、次のとおりである。

(ｱ) 災害概況即報

(ｲ) 人的被害状況

(ｳ) 災害対策本部設置状況

(ｴ) 事務所状況報告

(ｵ) 避難所状況
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(ｶ) 避難勧告・指示・警戒区域設定状況

(ｷ) 道路規制情報

(ｸ) 列車運行状況

(ｹ) 被害状況報告

ウ 情報伝達の流れ

防災関係機関から収集した被害情報は、町災害対策本部において集約する。

エ 各機関の情報収集・伝達活動

(ｱ) 町の活動

ａ 町は自地域内に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は、直

ちに被害の状況及び応急対策の実施状況に関する情報を収集し、「茨城県被害情報等

報告要領」に基づき、町の災害対策本部、その他必要とする機関に対して防災情報

システム等を利用して報告する。ただし、緊急を要する場合は電話等により行い、

事後速やかに報告するものとする。

また、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も

のとする。

なお、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。

(a) 町災害対策本部が設置されたとき

(b) 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

(c) 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

(d) 地震が発生し、震度４以上を記録したとき

(e) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて報告する必要があると認め

られるとき

併せて、「火災・災害等即報要領」に基づく直接即報基準該当事案については、消

防庁に対しても、原則として覚知後 30分以内で可能な限り早く報告するものとする

ｂ 県に報告することが出来ない場合には、国（消防庁）に対して直接報告するもの

とし、報告後速やかにその内容について連絡するものとする。

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

他の防災関係機関に伝達し、被害情報の収集活動に対して応援を要請するものとす

る。

ｄ 地域住民等から 119 番への通報が殺到している状況下にあっては、直ちに県及び

国（消防庁）へ同時に報告するものとする。

(ｲ) 防災関係機関の活動

指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等は、所掌する事務または業

務に係る被害状況について速やかに県災害対策本部に報告するとともに、必要と認め

る関係機関、市町村等に伝達するよう努める。

オ 被害種類別の情報収集・伝達方法

発生する被害の種類によって関係する機関、伝達経路が異なるため、以下の要領で情

報の収集・伝達を実施する。
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(ｱ) 情報収集・伝達系統１ （死者、負傷者、建物被害、その他の被害）

(ｲ) 情報収集・伝達系統２ （道路被害）

(ｳ) 情報収集・伝達系統３ （鉄道被害）

(ｴ) 情報収集・伝達系統４ （ライフライン被害）

(ｵ) 情報収集・伝達系統５ （河川、公園）

被害現場

・

住 民

大 子 町

災 対 本 部

大子警察署 県警本部

県 本 部

鉄
道
被
害

ＪＲ線 大 子 町
東日本旅客鉄道株株式会社

水 戸支 社 水 郡 線 営 業 所

大 子 町

東 京 電 力 水 戸 支 社

Ｎ Ｔ Ｔ 東 日 本

水 道 事 業 者

電 気

電 話

水 道

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
被
害

県本部
常陸大宮土木事務所

大 子 工 務 所

道 路 管 理 者

県土木部

（道路維持課）

大 子 町

道

路

被

害

国 道

そ の 他

市町村道

県 道

県本部

常 陸大 宮 土 木 事 務 所
大 子 工 務 所

県土木部

河川課

公園街路課

河

川

・

公

園

一般河川

普通河川

県管理公園
常 陸 大 宮 土 木 事 務 所
大 子 工 務 所

大 子 町

（ 公園 指 定 管 理 者 ）
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(ｶ) 情報収集・伝達系統６ （農産物、農地、農業基盤、林産物、林地、林業基盤、山

地）

(ｷ) 情報収集・伝達系統７ （その他公共施設）

カ 被害の判定基準

被害の判定にあたっては被害の判定基準表に示す被害区分別の判定基準表を参照する

こと。

［関連資料］資料編 14-2 被害の認定基準

３ 災害情報の広報

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

適切な判断と行動を助けるため、町は、防災関係機関と相互に協力し、第２編第２章第２節

４「広報計画」に準じ、正確な情報の速やかな公表と伝達、広報活動を実施する。

ただし、広報内容については以下のとおりとする。

(1) 広報内容

ア 時期毎の広報内容

発災害直後から時間を追う毎に住民の必要とする情報は変遷していくことを考慮した

内容とする。

(ｱ) 発災害当日：ライフラインの復旧情報、安否情報、地震の被害情報

(ｲ) ３日後 ：ライフラインの復旧情報、給油情報、配給・給水情報

(ｳ) １週間後 ：地震に伴う複合災害情報について、給油情報、ライフラインの復旧情

報、道路・交通機関の情報

イ 被災地住民に対する広報内容

県 本 部
県各主管課公共施設被害

（学校、公園、病院、

官公庁等）

県各主管課

大子町

農

林

業

関

連

被

害

→

→

→

→

大子町

（農林課）

（土地改良区）

→

→

県北農林事務所

（企画調整部門）

（土地改良部門）

（林務部門）

→

→

→

県農林水産部

（農業経営課）

（農村計画課）

（林政課）
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町は、被災地の住民の行動に必要な以下の情報を優先的に広報する。

また、聴覚障害者に対する広報は、正確で分かりやすい文書で行い、報道機関の協力

のもと、字幕付き放送や文字放送等の実施に努める。

(ｱ) 火災防止の呼びかけ（通電火災の防止、ガスもれの警戒、放火警戒等）

(ｲ) 避難勧告・指示の出されている地域、勧告・指示の内容

(ｳ) 流言・飛語の防止の呼びかけ

(ｴ) 治安状況、犯罪防止の呼びかけ

(ｵ) 近隣の助け合いの呼びかけ

(ｶ) 公的な避難所、救護所の開設状況

(ｷ) 電気・電話・ガス・上下水道の被害状況、復旧状況

(ｸ) 鉄道、バスの被害状況、運行状況

(ｹ) 救援物資、食料、水の配布等の状況

(ｺ) し尿処理、衛生に関する情報

(ｻ) 被災者への相談サービスの開設状況

(ｼ) 遺体の安置場所、死亡手続き等の情報

(ｽ) 臨時休校等の情報

(ｾ) ボランティア組織からの連絡

(ｿ) 全般的な被害状況

(ﾀ) 防災関係機関が実施している対策の状況

ウ 被災地外の住民に対する広報内容

町は、被災地外の住民に対して、被災地での応急対策が円滑に行われるようにするた

めの協力の呼びかけを中心に広報を行う。この際、聴覚障害者に対する広報は、正確で

分かりやすい文書や字幕付き放送等によるものとする。

また、必要に応じて、被災地住民向けの情報と同様の内容についても広報する。

(ｱ) 避難勧告・指示の出されている地域、勧告・指示の内容

(ｲ) 流言・飛語の防止の呼びかけ

(ｳ) 治安状況、犯罪防止の呼びかけ

(ｴ) 被災地への見舞い電話自粛の呼びかけ

（被災地外の知人、親戚への被災者の安否情報の伝言の呼びかけ）

(ｵ) ボランティア活動への参加の呼びかけ

(ｶ) 全般的な被害状況

(ｷ) 防災関係機関が実施している対策の状況

第３節 応援・派遣

１ 自衛隊派遣要請・受入体制の確保

町長は、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、

第２編第２章第３節１「自衛隊災害派遣要請計画」に準じ、茨城県知事を通じた自衛隊の災
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害派遣を要請する。

２ 応援要請並びに応援計画

町は、町内において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、第２

編第２章第３節２「応援要請並びに応援計画」及び第２編第２章第３節３「労務計画」に準

じ、予め締結した相互応援協定や労務者の雇上げ、民間団体の協力に基づき、迅速・的確な

応援要請の手続きを行うとともに、受入体制の確保を図る。

第４節 被害軽減対策

１ 避難勧告・指示・誘導

地震による災害が発生した場合において、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、町長等は関係機関の協力を得て、第２編第２章第４節１「避難

情報伝達」に準じ、住民の避難に関する勧告・指示及び避難準備情報（災害時要援護者避難

情報ともいい、一般住民に対して避難準備を呼びかけるとともに、災害時要援護者等、特に

避難行動に時間を要する者に対して、早めの段階で避難行動を開始することを求める情報を

いう。）等の提供を行い、また安全に誘導して未然に被害をくい止めるものとする。

２ 緊急輸送

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

て重要である。このため、震災時の緊急輸送を効率的に行うため、町は、第２編第２章第４

節４「交通計画」に準じ、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、第２編第２章第４節７「輸送計画」に準じ、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。

３ 消火活動、救助・救急活動

地震発生による火災による死傷者等をできる限り軽減するため、町は、第２編第２章第４

節２「消防活動計画」、第４節３「水防計画」及び第４節６「救出計画」に準じ、防災関係機

関と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。

ただし、地震災害時における同時多発火災への対応については次のとおりとする。

(1) 情報収集、伝達

ア 被害状況の把握

消防本部及び消防団は、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し、被害の状況を把握し、消火活動や救援・

救護活動初動体制を整える。
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イ 災害状況の報告

消防長は、災害の状況を町長及び知事に対して報告し、応援申請等の手続きに遅れの

ないよう努める。

(2) 同時多発火災への対応

火災の発生状況に応じて、次の原則に則りそれぞれの防御計画に基づき鎮圧に当たる。

ア 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。

イ 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。

ウ 市街地火災消火活動優先の原則

大型施設、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。

エ 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。

オ 火災現場活動の原則

(ｱ) 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。

(ｲ) 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。

(ｳ) 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 応急医療

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。このため町は、第２編第２章第４節５「医療・助産計画」に準じ、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もとに

一刻も速い医療救護活動を行う。

５ 危険物等災害防止対策

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必要がある。このため、町は、関係機関と相互

に協力し、総合的な被害軽減対策を確立するものとする。

(1) 危険物等流出対策
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地震により危険物施設が損傷し、河川等に大量の危険物等が流出又は漏洩した場合は、

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。

ア 連絡体制の確保

危険物等取扱事業所は、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、関係機関等に通報するとともに、防災関係機関、隣接事業所と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。

イ 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、予

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、化学処理剤等により処理する。

ウ 町の対応

町は、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。

また、町のみでは十分な対応が困難な場合は、県等に対し応援部隊の派遣要請・指示

等の措置を講ずる。

エ 地域住民に対する広報

町は、危険物等流出事故が発生した場合、地域住民の安全を図るため、災害の状況や

避難の必要性等の広報活動を実施する。

(ｱ) 危険物等取扱事業所

危険物等取扱事業所は、広報車、拡声器等を利用し、迅速かつ的確に広報するとと

もに町及び県、防災関係機関に必要な広報を依頼するものとする。

(ｲ) 町

町は、広報車、エリアメール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

ア 事業所における応急処置の実施

大規模な災害による被害が発生した場合、危険物関係施設管理者は各危険物施設の災

害マニュアルに基づく応急処置を適正かつ速やかに実施する。

また、被害状況について消防本部、警察署等防災関係機関に速やかに報告する。

［関連資料］資料編 16-4 危険物施設の現状

イ 被害の把握と応急措置

町は、管轄範囲の危険物施設の被害の有無を確認し被害が生じている場合は、消防機

関等に連絡し、消火・救助等の措置を講ずる。

また、被害状況を県に対して報告し、町のみでは十分な対応が困難な場合には応援部

隊の派遣要請・指示等の措置を講ずる。

(3) 高圧ガス及び火薬類取扱施設の安全確保

ア 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
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切な処置を行う。

イ 災害情報の収集

(社)茨城県高圧ガス保安協会は、大規模な地震により施設に被害が発生した場合、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し、高圧ガス取扱事業所間及び液化石油ガス販売事業者間の相互

応援体制が円滑に機能するよう連絡調整を行う。

(4) 毒劇物取扱施設の安全確保

ア 施設の調査

毒劇物取扱施設の管理者は、毒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。施設外への毒劇物の流出等を起こすおそれがある場合、又は流出等を起こした場

合には、直ちに応急措置を講ずるとともに、保健所、警察署又は消防機関に連絡し、併

せて町に連絡する。

イ 施設付近の状況調査及び住民の避難誘導

町は、毒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、警察署、消防機関と協力の上で住民への広報活動及び避難誘導を行う。

６ 燃料対策

(1) 連絡体制の確保

ア 連絡体制の確保

町、県及び県石油業協同組合は、震災発生直後、災害時の連絡手段が使用可能な状態

にあるか確認を行うとともに、必要に応じて連絡先の確認を行う。

(2) 災害応急対策車両への燃料の供給

ア 災害応急対策車両専用・優先給油所の設置

町は、燃料の供給が途絶え、災害応急対策車両への燃料の供給が難しいと判断した場

合には、県石油業協同組合に対し、予め指定した給油所において災害応急対策車両への

優先給油を行うよう依頼する。

イ 「災害時緊急給油票」の発行

町及び防災関係機関等は、事前に指定のできない県外からの応援車両や応急復旧等に

必要な工事・調査等を実施する車両に対し、必要に応じて「災害時緊急給油票」を発行

する。

なお、「災害時緊急給油票」により給油を行う場合は、その車両がどのような応急対策

等を実施するのかわかるような表示を行っておくこととする。

ウ 緊急車両への燃料の供給

【災害応急対策車両専用・優先給油所】

災害応急対策車両専用・優先給油所は災害応急対策車両及び「災害時緊急給油票」を

持参した車両に燃料の供給を行う。

【災害応急対策車両使用者】

災害応急対策車両及び災害時緊急給油票の交付を受けた車両の使用者が専用・優先給



205

油所において給油を行う場合には、予め定めるルールに従い給油を受けるものとする。

(3) 住民への広報

町は、給油所における車列の発生などの混乱を防ぐため、町民に対し、燃料の供給状況

や今後の見込み等について定期的に情報を提供する。

第５節 被災者生活支援

１ 被災者の把握

地震による災害が発生した場合には、迅速かつ的確な応急並びに復旧対策を推進していく

ことが必要である。特に、災害救助法の適用、避難所の開設、救援物資の供給、応急仮設住

宅入居者の選定、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推進していくことが重要である。

このため町は、被災者の把握に関わる業務を速やかに開始する。

(1) 登録窓口の設置

町は、発災後、避難者の氏名、住所、性別、年齢等について登録できるよう登録窓口を

設置する。

(2) 避難者等の調査の実施

ア 調査体制の整備・実施

町は、災害救助法の適用、避難所の開設、食料・水・生活必需品等の供給、義援金の

配分、災害弔慰金等の支給、応急仮設住宅の入居者選考等被災者に関わる事項の調査を

効率的に実施できるよう予め調査体制を整備し、それに基づき調査を実施する。

(ｱ) 調査チームの編成

被災者状況、建物被害等を把握するため、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。

(ｲ) 調査・報告方法の確立

調査用紙、報告用紙を作成し、その周知徹底を図るとともに、調査方法、報告方法

についても予め定めておく。

イ 調査結果の報告

町は、調査結果を統括し、災害救助法の適用、避難所の開設、食料・水・生活必需品

等の供給、義援金品の配分、災害弔慰金等の支給、応急仮設住宅の入居者選定について

県に対し調査結果を報告する。

２ 避難生活の確保、健康管理

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。しかしながら、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

め町は、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、第

２編第２章第５節１「避難所運営」に準じ避難所の開設、運営及び健康管理等に関する業務
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を行う。

３ ボランティア活動の支援

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、町

及び防災関係機関だけでは、十分に対応できないことが予想される。

このため、町は、被災者の生活支援のため、第２編第２章第５節５「ボランティア活動支

援計画」に準じ、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。

４ ニーズの把握・相談窓口の設置・生活情報の提供

町は、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

立を促していくために、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、必要に応じ、各種相談窓口を設置する。

(1) ニーズの把握

ア 被災者のニーズの把握

町は、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、住民代

表、民生委員、ボランティア等との連携により、ニーズを集約する。さらに、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、数か所の避難所を巡回するチー

ムを設けて、ニーズの把握に当たる。

(ｱ) 家族、縁故者等の安否

(ｲ) 不足している生活物資の補給

(ｳ) 避難所等の衛生管理（入浴、洗濯、トイレ、ゴミ処理等）

(ｴ) メンタルケア

(ｵ) 介護サービス

(ｶ) 家財の持ち出し、家の片付け、引っ越し（荷物の搬入・搬出）

イ 災害時要援護者のニーズの把握

自力で生活することが困難な高齢者（寝たきり、独居）、障害者等のケアニーズの把握

については、町職員、民生委員、ホームヘルパー、保健師など地域ケアシステムチーム

員等の巡回訪問を通じて、各種サービス供給の早期確保を図るとともに、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活用により、ニーズ把握

に努める。

(ｱ) 介護サービス（食事、入浴、洗濯等）

(ｲ) 病院通院介助

(ｳ) 話相手

(ｴ) 応急仮設住宅への入居募集

(ｵ) 縁故者への連絡

(2) 相談窓口の設置

ア 総合窓口の設置

町は、イに示す各種の相談窓口を代表する総合窓口を設置し、町、県、防災関係機関、

その他団体の設置する窓口業務を把握しておき、様々な形で寄せられる問合せに対して、



207

適切な相談窓口を紹介する。この総合窓口は、震災被害の程度及び原子力事故等の複合

災害の状況に応じて開設時間を延長するなど、弾力的な運営を行う。

イ 各種相談窓口の設置

町は、被災者のニーズに応じて以下の様な相談窓口を設置する。これらの相談窓口は、

専門的な内容も多いため、関係団体、業界団体、ボランティア組織等の協力を得て準備、

開設及び運営を実施する。

また、災害の長期化に対応できるよう適宜相談組織の再編を行う。

(ｱ) 生命保険、損害保険（支払い条件等）

(ｲ) 家電製品（感電、発火等の二次災害）

(ｳ) 法律相談（借地借家契約、損害補償等）

(ｴ) 心の悩み（恐怖、虚脱感、不眠、ストレス、人間関係等）

(ｵ) 外国人（安否確認、震災関連情報等）

(ｶ) 住宅（仮設住宅、空家情報、公営住宅、復旧工事）

(ｷ) 雇用、労働（失業、解雇、休業、賃金未払い、労災補償等）

(ｸ) 消費（物価、必需品の入手）

(ｹ) 教育（学校）

(ｺ) 福祉（障害者、高齢者、児童等）

(ｻ) 医療・衛生（医療、薬、風呂）

(ｼ) 廃棄物（ガレキ、ゴミ、産業廃棄物、家屋の解体）

(ｽ) 金融（融資、税の減免）

(ｾ) ライフライン（電気、ガス、水道、下水道、電話、交通）

(ｿ) 手続き（り災証明、死亡認定等）

(ﾀ) 複合災害に関する相談（例：原発事故に伴う健康・避難・風評被害等）

(3) 生活情報の提供

町は、被災者の生活向上と早期自立のために有意義な情報を各種媒体を活用して積極的

に提供する。

ア テレビ、ラジオの活用

県内のテレビ、ラジオ局の協力を得て、定期的に被災者に対する放送を行い、生活情

報の提供を行う。

なお、聴覚障害者のために文字放送による情報の提供に努める。

イ パソコン通信の活用

パソコンネットワークサービス会社の協力を得て、災害情報サービスの提供入手が可

能となる場を設けるとともに、防災関係機関は情報の提供に努める。

ウ インターネットの活用

町ホームページやソーシャル・ネットワーキング・サービス等を活用して、被災者に

不可欠な生活情報の提供を行う。

エ ファクシミリの活用

避難所に対する文書情報の同時提供のため、ＮＴＴ、電機メーカー等の協力を得て、

ファクシミリを活用した、定期的な生活情報の提供を行う。
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オ 震災ニュースの発行

様々な生活情報を集約して、新聞紙面を借り切るなどの措置を講じ、震災ニュースと

して、避難所、各関係機関等に広く配布する。

５ 生活救援物資の供給

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、

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

水等の生活救援物資について、第２編第２章第５節２「食料、生活必需品の供給計画」及び

第２編第２章第５節３「給水計画」に準じ、迅速な供給活動を行う。

ただし、応急給水活動が長期かつ広範囲に及ぶ場合は、次の事項に留意して実施する。

〈応急給水の行動指針〉

町は、給水状況や住民の被害状況など必要な情報を把握し、次に示す応急給水の行動指

針に基づき応急給水を実施する。

(1) 応急給水資機材の調達

厚生部水道班等は、予め定めた給水計画に基づき、必要となる応急給水資機材等の調達

を実施する。被害状況により必要と認められる場合は、県に調達を要請する。

(2) 応急給水活動の実施

ア 活動内容

厚生部水道班等は、給水拠点において応急給水を実施する。給水拠点からの輸送は、

水道事業者の保有車及び調達車両等によって行う。

また、厚生部水道班等は、配水地や飲料水兼用耐震性貯水槽の水を有効利用し、給水

車等により応急給水を実施する。

なお、町における給水拠点及び給水能力は、給水拠点及び給水能力のとおりである。

［関連資料］資料編 14-1 給水拠点及び給水能力

イ 給水基準

１日１人当たり３リットルとする。

・被災者が求める給水量は、経時的に増加するので、それに応じた供給目標水量を設定す

ること。

・保管上の注意事項の広報等、応急給水された水の衛生の確保の方策を盛り込むこと。

・厚生部水道班等が果たす役割、他の公共機関が果たす役割、自治会等による住民相互の

協力やボランティア活動に期待する役割を定めること。

・高齢者等の災害時要援護者や中高層住宅の住人等が行う水の運搬への支援方策を盛り込

むこと。

・継続して多量の給水を必要とする救急病院等の施設を明らかにすること。

・応急給水実施に関する広報について、給水の場所や時間等の内容及び文字情報等の迅速

かつ確実に伝達できる方法を明らかにすること。
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応急給水の目標設定例

（注）医療施設、避難所、災害対策本部拠点等の重要施設への給水は、地震発生直後から

確保する。

(3) 検査の実施

町は、車両輸送が困難な場合や配水管の破損等による一時的な断水が生じた場合など、

井戸、プール、泉、河川等の水を飲用しなければならない場合は、飲用の適否を調べるた

めの検査を行う。検査を行うことができない場合は、県に検査の実施を要請する。

６ 災害時要援護者安全確保対策

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。

このため町は、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、第２編第２章第５節４「災害時要援護者安全確保対策計画」に準じ

必要な救助を行う。

７ 応急教育

災害のため、平常の学校教育の実施が困難となった場合は、町の教育委員会は、関係機関

の協力を得て児童・生徒等の安全及び教育を第２編第２章第５節６「文教対策計画」に準じ

確保していくものとする。

８ 帰宅困難者対策

町は、災害の発生に伴い、公共交通機関の運行停止又は主要道路が使用不能となり、町に

一時的に訪れていた者が帰宅困難（以下「帰宅困難者」という。）となった場合、必要に応じ、

ホテルや旅館の斡旋、避難場所の提供等を行う。

また、帰宅困難者に対しては、公共交通機関及び主要道路の復旧情報の提供に努める。

地震発生からの日数 目 標 水 量 住民の水の運搬距離 主な給水方法

地震発生～３日まで ３ℓ／人・日 おおむね１㎞以内
耐震貯水槽、タン

ク車

10 日 20ℓ／人・日 おおむね 250ｍ以内
配水幹線付近の仮

設給水栓

21 日 100ℓ／人・日 おおむね 100ｍ以内
配水支線上の仮設

給水栓

28 日
被災前給水量

（約 250ℓ／人・日）
おおむね 10ｍ以内

仮配管からの各戸

給水共用栓
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９ 義援物資対策

大規模災害時には、全国から提供される多くの義援物資を受け入れ、迅速・的確に被災地

へ配送しなければならない。このため、被災地が必要としているものを的確に把握し、効率

的に配分することが必要となる。

(1) 義援物資の供給

ア 情報の収集・発信

(ｱ) 町は、各避難所等における必要な物資・数量を集約し、不足する場合には、県に対

し、要請を行う。

(ｲ) 町は、各避難所等のニーズ及び受入れ方針等を、市町村ホームページ等を通じて情

報発信する。

10 愛玩動物の保護対策

災害時には、飼い主不明の動物や負傷動物が多数生じると同時に、多くの動物が飼い主と

ともに避難所に避難してくることが予想される。このため、町は、動物愛護の観点から、県

等関係機関や獣医師会、動物愛護関係団体等と協力体制を確立し、愛玩動物の保護及び適正

飼養について支援する。

(1) 避難所の整備

町は、自らが設置する避難所の隣接した場所に愛玩動物を受け入れられるよう配慮する。

第６節 災害救助法の適用

町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、町は、第２編第２章

第６節１「災害救助法適用計画」に準じ災害救助法（以下「救助法」という。）の適用による救

助を申請することにより、被災者の保護と社会の秩序の保全を図るものとする。

第７節 応急復旧・事後処理

１ 建物の応急復旧

町は、県に対し応急危険度判定士の派遣を要請し、地震の発生により破損したり耐震性が

低下した建築物が、余震等に対して引き続き安全に使用できるか否かの判定（以下「応急危

険度判定」という。）を行い、被災建築物による二次災害の防止を図る。

また、災害のために住家が滅失した被災者のうち、自らの資力で住宅を確保できない者に

対し、第２編第２章第７節１「応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理計画」に準じ応急仮

設住宅の提供又は応急修理等の支援を行う。

ただし、震災により耐震性が低下した建築物による二次災害を防止するための応急危険度

判定については、以下による。
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(1) 応急危険度判定

ア 判定士派遣要請

町は、余震等による二次災害を防止するため、判定士及び被災宅地判定士（以下「判

定士等」という。）の派遣を県に要請する。

イ 応急危険度判定活動

(ｱ) 判定の基本的事項

ａ 判定対象建築物は、町が定める判定街区の建築物とする。

ｂ 判定実施時期及び作業日数は、２週間程度で、原則として一人の判定士は３日間

を限度に判定作業を行う。

ｃ 判定結果の責任については、町が負う。

(ｲ) 判定の関係機関

ａ 町は、判定の実施主体として判定作業に携わる判定士の指揮、監督を行う。

ｂ 県は、判定士の派遣計画や判定の後方支援を行う。

(ｳ) 判定作業概要

ａ 判定作業は、町の指示に従い実施する。

ｂ 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。

ｃ 判定の結果は、「危険」、「要注意」、「調査済」に区分し、表示を行う。

ｄ 判定調査票を用い、項目に従って調査の上判定を行う。

ｅ 判定は、原則として「目視」により行う。

ｆ 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。

ウ 被災宅地危険度判定活動

(ｱ) 判定の基本的事項

ａ 危険度判定は、原則として町長が行う。

ｂ 県は、管下の被災した市町村の要請により、当該市町村の区域内における危険度

判定活動を支援する。

ｃ 判定結果の責任については、町長が負う。

(ｲ) 判定の関係機関

ａ 町は、判定の実施主体として判定作業に携わる被災宅地判定士の指揮、監督を行

う。

ｂ 県は、被災宅地判定士の派遣計画や後方支援を行う。

(ｳ) 判定作業概要

ａ 判定作業は、町長の指示に従い実施する。

ｂ 危険度の判定は、「被災宅地の調査・危険度判定マニュアル」により行う。

ｃ 判定の結果は、「危険宅地」、「要注意宅地」、「調査済宅地」に区分し、表示を行う。

ｄ 判定調査票を用い、項目に従って調査の上判定を行う。

ｅ 町において、資材が不足した場合は県（土木部）に要請し、調達の協力を求める。

(2) 住宅の応急修理
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ア 基本事項

(ｱ) 修理対象世帯

災害のため住宅が半壊又は半焼し、町自らの資力では、応急修理をすることができ

ない世帯に対しては県が応急修理を行う。

(ｲ) 修理の範囲

県による応急修理は、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。

(ｳ) 修理時期

県による応急修理は、災害発生から１月以内に完了するものとする。

イ 資材調達

町において、資材が不足した場合は県（土木部）に要請し、調達の協力を求める。

(3) 応急仮設住宅の設置

ア 設置計画の作成等

町は被災状況等を基に必要となる応急仮設住宅の戸数を県へ報告する。

イ 設置場所の提供等

(ｱ) 設置場所

設置予定場所は、飲料水が得やすく保健衛生上適当な場所を、原則として、町、県

または国有地から選定する。

ただし、私有地を選定した場合は所有者と町との間に賃貸契約を締結する。

ウ 応急仮設住宅の借上げ等

町は、県から提供される借り上げる住宅の仕様基準や標準契約書、借り上げ可能住宅

の情報に基づき必要な住宅の借り上げを行う。

エ 入居者の選定等

町の協力により、県が被災者の状況を調査を行うと共に次の基準に基づき決定する。

(ｱ) 住家が全焼、全壊、または流失した者であること

(ｲ) 居住する住家がない者であること

(ｳ) 自らの資力をもってしては、住家を確保することのできない者であること

ａ 生活保護法の被保護者並びに要保護者

ｂ 特定の資産のない失業者

ｃ 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

ｄ 特定の資産のない勤労者、中小企業者

ｅ 前各号に準ずる経済的弱者

また、玄関や浴槽での段差解消や手すりの設置など、災害時要援護者に配慮した仮

設住宅を建設するとともに、災害時要援護者の優先入居に努める。

オ 応急仮設住宅の管理

応急仮設住宅の管理は、町の協力により県が行う。ただし、状況に応じ県の委任によ

り町で行う。



213

２ 土木施設の応急復旧

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はじめ、道路、鉄道

等の交通施設、河川及びその他の公共土木施設は、住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。

(1) 道路の応急復旧

ア 応急措置

町は、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、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、必要に応じてう回路の選定を行い交通路の確保に努める。

イ 応急復旧対策

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。

(2) 鉄道の応急復旧

東日本旅客鉄道株式会社水戸支社は、被害の実態を迅速に把握し、適切な初動体制のも

とに、被災列車の救援救護を最優先に行うほか、被災施設の早期復旧に努め、輸送を確保

する。

ア 組織および動員

東日本旅客鉄道株式会社水戸支社は、防災業務実施計画の定めるところにより、水戸

支社に支社対策本部を、被災地に現地災害対策本部をそれぞれ設置し、社員を非常招集

して、応急復旧活動を行う。

イ 情報の収集・伝達

東日本旅客鉄道株式会社水戸支社は、災害が発生した場合、被害状況を速やかに把握

し、別に定める情報伝達経路により、関係箇所に連絡する。町及び茨城県については、

覚書等の連絡体制に基づき情報交換を行うほか、必要に応じ消防、警察機関その他の防

災関係機関に連絡する。

ウ 応急措置の実施

(ｱ) 初動措置

ａ 運転規制

輸送指令は、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。

ｂ 乗務員の措置

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る。

(ｲ) 旅客の救出・救護

旅客を安全な場所に誘導し避難させるとともに、状況により、警察署、消防署に救

援を要請知る。

(ｳ) 災害時の輸送
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地震により鉄道施設に被害が生じ列車の運転が不能となった場合は、その状況によ

り列車の折返し運転、不通箇所の代行輸送等の手配を行うとともに、線路及びその他

被害箇所の復旧に全力を尽くし、早急に輸送の回復に努める。

エ 広報活動の実施

災害情報、応急対策の実施状況及び復旧の見通し等の広報については、東日本旅客鉄

道株式会社水戸支社の災害対策本部及び現地災害対策本部が迅速的確に行う。

(3) その他土木施設の応急復旧

ア 河川及び砂防施設の応急復旧

町は、地震により河川及び砂防施設が破壊、崩壊等の被害を受けた場合には施設の応

急復旧に努め、被害が拡大しない措置を講ずる。

(ｱ) 河川施設

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。

(ｲ) 砂防施設

砂防施設については、速やかに被害状況を把握し、施設の安全確保を図る。

(ｳ) 斜面

災害が発生した後、斜面の危険度を一定の技術水準で判定し、二次災害を防止する

ため、町は、土砂災害危険箇所の危険度を判定する。

なお、土砂災害危険箇所について災害の範囲が著しく拡大し、本町において対処で

きない場合は県に斜面判定士の派遣を要請する。

イ 農業用施設等の応急復旧

町は、地震により農業用施設が被害を受けた場合は、被害状況を速やかに調査し、応

急復旧に努める。農道については、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。

(ｱ) 点検

農地、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

は受益土地改良区等が点検を行う。農道については町において通行の危険等の確認、

点検を行う。

(ｲ) 用水の確保

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

を及ぼすおそれの高いと判断されるものを優先に補修を行う。

(ｳ) 排水の確保

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。

(ｴ) 農道の交通確保

町は、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。
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３ ライフライン施設の応急復旧

水道、電力、ガス、電話及び浄化槽等のライフライン施設は、住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、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、町及び各事業者は、復旧時までの間の代替措置を講ずるとともに、第２編第２

章第７節８「ライフライン施設応急対策計画」に準じ、相互に連携を図り迅速かつ円滑な対

応を実施するものとする。

４ 文化財施設の応急復旧

震災による文化財の被害については、第２編第２章第７節１０「文化財の応急対策計画」

に準じ応急復旧を実施する。

５ 清掃・防疫・障害物の除去

震災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。このため町は、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、第２編第２章第７節５「防疫計画」、６「清掃計画」及び４「障害物除去計画」に

準じ、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図る。

６ 行方不明者等の捜索

町は、第２編第２章第７節３「行方不明者の捜索及び遺体の収容計画」に準じ、震災によ

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、又は震災の際に死亡した者について死体識別等の処理を行い、かつ遺体

の埋葬を実施する。

７ 広域的な避難

町は、災害の規模や被災者の避難・収容状況、避難の長期化に鑑み、必要と判断される場

合、第２編第２章第７節２「広域一時滞在」に準じ、町域外への広域的な避難を実施する。
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第３章 災害復旧・復興計画

第１節 公共施設の災害復旧計画

災害復旧計画は、第２編第３章第１節「被災施設の災害復旧事業計画」に準じ、災害応急対

策を講じた後に被害の程度を十分検討して作成し、災害発生後被災した施設の原形復旧にあわ

せて、災害の再発を防止するため、必要な施設の新設又は改良を行う等、将来の災害に備える

事業計画を樹立し、早期復旧を目標に、その実施を図る。

第２節 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成計画

町は、第２編第３章第２節「災害復旧事業に伴う財政援助及び助成計画」に準じ、被災施設

の復旧事業計画を速やかに作成するとともに、国または県が費用の全部または一部を負担また

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。

災害復旧事業の決定は、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し、又は補助して行

う災害復旧実施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、次のとおりである。

・ 法律に基づき一部負担又は補助するもの

・ 激甚災害に係る財政援助措置

・ 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

第３節 災害復旧資金計画

町は、第２編第３章第５節「災害復旧資金計画」に準じ、災害復旧計画の実施に必要な資金

需要額を、速やかに把握し、それぞれ負担を要する財源を確保するために、起債その他所要の

措置を講ずる等、災害復旧事業の早期実施に努める。

第４節 災害復旧事業に必要な金融及びその他の資金計画

被災者の災害復旧事業の支援に必要な金融及びその他の資金計画等については、第２編第３

章第６節「災害復旧事業に必要な金融及びその他の資金計画」に準ずるものとする。
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第５節 その他の保護計画

被害を受けた地域の民生を安定させるため、前各節に掲げるほか、第２編第３章第７節「そ

の他の保護計画」に準じ、被災地に対し、職業のあっせん、税の徴収猶予及び減免、生活保護

等の対策を講ずるものとする。

第６節 復興計画の作成

地震により被災した住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、住民や企業、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、町は、

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。

１ 事前復興対策の実施

(1) 復興手順の明確化

町は、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予め明らかにしておく。

(2) 復興基礎データの整備

町は、復興対策に必要となる測量図面、建物現況、土地の権利関係等の各種データを予

め整備し、データベース化を図るよう努める。

２ 震災復興対策本部の設置

町は、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、町長を本部長と

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

(1) 震災復興方針の策定

町は、学識経験者、有識者、町議会議員、住民代表、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

やかにその内容を住民に公表する。

(2) 震災復興計画の策定

町は、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。
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４ 震災復興事業の実施

(1) 市街地復興事業のための行政上の手続きの実施

ア 被災市街地復興特別措置法上の手続き

町は、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

ア 専管部署の設置

町は、震災復興に関する専管部署を設置する。

イ 震災復興事業の実施

町は、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４編 原子力災害対策計画

第 1章 総 則

第１節 計画の目的

この計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）及び原子力災害対策特別措置

法（平成１１年法律第１５６号、以下「原災法」という。）に基づき、原子力事業者の原子炉

の運転等（加工、原子炉、貯蔵、再処理、廃棄、使用（保安規定を定める施設））により放射

性物質又は放射線が異常な水準で事業所外へ放出されることによる原子力災害の発生及び拡

大を防止し、原子力災害の復旧を図るために必要な対策について、町、県、指定地方行政機

関、指定公共機関、指定地方公共機関等の防災関係機関がとるべき措置を定め、総合的かつ

計画的な原子力防災事務又は業務の遂行によって町民の生命及び身体の安全を図ることを目

的とする。

第２節 計画の性格

１．本町の地域に係る原子力災害対策の基本となる計画

この計画は、本町の地域に係る原子力災害対策の基本となるものであり、国の防災基本計

画原子力災害対策編及び県の地域防災計画（原子力災害対策編）に基づいて作成したもので

あって、指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が作成する

防災業務計画と抵触することがないように、緊密に連携を図った上で作成されたものである。

町等の関係機関は想定される全ての事態に対して対応できるよう対策を講じることとし、

たとえ不測の事態が発生した場合であっても対処し得るよう柔軟な体制の整備を推進する。

２．町における他の災害対策との関係

この計画は、「大子町地域防災計画」の「原子力災害対策計画」として定めるものであり、

この計画に定めのない事項については「大子町地域防災計画（第１編から第３編及び第５編

～第８編）」によるものとする。

３．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、防災基本計画又

は町の体制、組織等の見直し等により修正の必要があると認める場合にはこれを変更するも

のとする。

第３節 計画の周知徹底
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この計画は、関係行政機関、関係公共機関その他防災関係機関に対し周知徹底を図るととも

に、特に必要と認められるものについては町民への周知を図る。

また、各関係機関においては、この計画を熟知し、必要に応じて細部の活動計画等を作成し、

万全を期すものとする。

第４節 計画の作成又は修正に際し遵守するべき指針

地域防災計画（原子力災害対策編）の作成又は修正に際しては、原災法第６条の２第１項の

規定により、原子力規制委員会が定める「原子力災害対策指針」（平成 24年 10 月 31 日改訂）

を遵守するものとする。

＜「原子力災害対策指針」（平成 24年 10 月 31 日改訂）に基づく。以下、原子力災害対策指

針 H24.10 という。＞

第５節 県による原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の区分等に応じた防護措置の準備及

び実施

(1) 原子力施設等の状態に応じた防護措置の準備及び実施

県は、ＰＡＺにおいては、原子力施設において異常事態が発生した場合には、急速に進

展する事故においても放射線被ばくによる確定的影響等を回避するため、放射性物質の環

境への放出前の段階から、原子力施設等の状態が以下に示す区分のどれに該当するかを判

断し、該当する区分に応じて予防的な防護措置を準備し、実施する。

・ 警戒事象（特定事象（原災法１０条事象）に至る可能性がある事故・故障等又はこ

れに準ずる事故・故障等）

・ 特定事象

・ 原子力緊急事態（原災法第２条第２号に規定する原子力緊急事態）

また、ＵＰＺにおいては、原子力緊急事態となった際には予防的な防護措置（屋内退避）

を原則実施することとする。

［関連資料］資料編 15-1 原子力事業者、国、地方公共団体がとることが想定される措置

等

(2) 放射性物質が環境へ放出された場合の防護措置の実施

県は、ＵＰＺ及びＵＰＺ外においては、放射性物質が環境へ放出された場合には、緊急

時の環境放射線モニタリング（以下「緊急時モニタリング」という。）による測定結果を、

防護措置の実施を判断する基準である運用上の介入レベル（ＯＩＬ）と照らし合わせ、必

要な防護措置を実施する。

［関連資料］資料編 15-2 緊急事態区分と EAL

資料編 15-3 OIL と防護措置
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第６節 特定事象に該当しない事故への対応

原災法第１０条に規定する特定事象に該当しない事故に対しても、事故に対する住民の不安、

動揺等の緩和を図るため、周辺住民が受けるおそれがある被ばく線量に着目して、事故をいく

つかののケースに分類し、事故の状況に応じて次により、環境放射線モニタリングの強化、周

辺住民への積極的な情報提供、注意喚起を行うなどの対応を図る。このため、特定事象に該当

しない事故への対応について、町は、広報車、ホームページ、エリアメール等により広報を行

う。事故のケースは、放射性物質の放出等に関する県からの情報、放射線監視情報等から迅速

に判断する。このために、予め各ケースに相当する放射性物質の放出量、空間線量率、排気筒

又は環境中での放射性物質濃度等を概算して整備しておく。

第７節 計画の基礎とするべき災害の想定

原子力発電所からの放射性物質及び放射線の放出形態並びに想定される原子力災害の形態は、

過酷事故を含むものとする。

① 放射性物質又は放射線の放出

（ⅰ）原子炉施設で想定される放射性物質の放出形態

原子炉施設においては、多重の物理的防護壁が設けられているが、これらの防護壁が

機能しない場合は、放射性物質が周辺環境に放出される。その際、大気へ放出の可能性

がある放射性物質としては、気体状のクリプトンやキセノン等の希ガス、揮発性のヨウ

素、気体中に浮遊する微粒子（以下「エアロゾル」という。）等の放射性物質がある。こ

れらは、気体状又は粒子状の物質を含んだ空気の一団（以下「プルーム」という。）とな

り、移動距離が長くなる場合は拡散により濃度は低くなる傾向があるものの、風下方向

の広範囲に影響が及ぶ可能性がある。

また、特に降雨雪がある場合には、地表に沈着し長期間留まる可能性が高い。さらに、

土壌や瓦礫等に付着する場合や冷却水に溶ける場合があり、それらの飛散や流出には特

別な留意が必要である。

実際、平成２３年３月に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故におい

ては、格納容器の一部の封じ込め機能の喪失、溶融炉心から発生した水素の爆発による

原子炉建屋の損傷等の結果、セシウム等の放射性物質が大量に大気環境に放出された。

また、炉心冷却に用いた冷却水に多量の放射性物質が含まれて海に流出した。したが

って、事故による放出形態は必ずしも単一的なものではなく、複合的であることを十分

考慮する必要がある。

（ⅱ）核燃料施設で想定される放出形態

(ｲ) 火災、爆発等による核燃料物質の放出

核燃料施設においては、火災、爆発、漏えい等によって当該施設からウランやプルト

ニウム等がエアロゾルとして放出されることが考えられる。これらの放射性物質は上記

（ⅰ）と同様にプルームとなって放出、拡散される。フィルタを通して放出された場合
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には、気体状の物質とほぼ同様に振る舞うと考えられる。ただし、爆発等によりフィル

タを通さずに放出された場合には、粗い粒子状の放射性物質が多くなる。

(ﾛ) 臨界事故

臨界事故が発生した場合、核分裂反応によって生じた核分裂生成物の放出に加え、反

応によって中性子線及びガンマ線が発生する。遮へい効果が十分な場所で発生した場合

は放射線の影響は無視できるが、効果が十分でない場合は、中性子線及びガンマ線に対

する防護が必要である。

なお、防護措置の実施に当たっては、中性子線及びガンマ線の放射線量は発生源から

の距離のほぼ二乗に反比例して減少する点も考慮することが必要である。

② 被ばく

被ばくの経路には、大きく「外部被ばく」と「内部被ばく」の２種類がある。これらは複

合的に起こり得ることから、原子力災害対策の実施に当たっては双方を考慮する必要がある。

（ⅰ）外部被ばく

外部被ばくとは、体外にある放射線源から放射線を受けることである。

（ⅱ）内部被ばく

内部被ばくとは、放射性物質を吸入、経口摂取等により体内に取り込み、体内にある

放射線源から放射線を受けることである。

第８節 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の範囲

防災資機材、モニタリング設備、非常用通信機器等の整備、避難計画等の策定等、原子力災

害対策を重点的に実施すべき区域の範囲については、原子力災害対策指針において示されてい

る目安を踏まえ、施設の特性、行政区画、地勢等地域に固有の自然的、社会的周辺状況等を勘

案し、具体的な区域を定める。

【原子力発電所の場合】

実施すべき対策の内容に応じて、以下に示す基準をもとに区域の範囲を定める。

・予防的防護措置を準備する区域（ＰＡＺ：Precautionary Action Zone）

:本町に該当なし

・緊急時防護措置を準備する区域（ＵＰＺ：Urgent Protective Action planning Zone）

:東海第二発電所から半径約 30km(本町の一部地域が該当)

この考え方を踏まえ、本町において原子力災害対策を重点的に実施すべき区域は下表のと

おりとする。

［関連資料］資料編 15-5 原子力施設からの距離

資料編 15-6 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の人口

原子力災害対策を重点的に実施すべき区域

大字盛金地区、大字北富田地区
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第９節 防災関係機関の事務又は業務の大綱

原子力防災に関し、町、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体

等の防災関係機関が処理すべき事務又は業務の大綱は、大子町地域防災計画（第 1編）に定め

る「第３節 防災機関の業務大網」を準用する。

［関連資料］資料編 15-4 防護措置実施の想定フロー
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第２章 原子力災害事前対策

第１節 基本方針

本章は、原災法及び災害対策基本法に基づき実施する予防体制の整備及び原子力災害の事前

対策を中心に定めるものである。

第２節 原子力事業者との防災業務計画に関する協議及び防災要員の現況等の届出の受理

町は、原子力事業者が作成又は修正しようとする原子力事業者防災業務計画について、県か

ら意見聴取を受けた時は、自らの地域防災計画と整合性を保つ等の観点から、速やかに意見を

文書で回答するものとする。

第３節 原子力防災専門官との連携

町は、地域防災計画（原子力災害対策編）の作成、原子力事業者の防災体制に関する情報の

収集及び連絡、地域ごとの防災訓練の実施、緊急事態応急対策等拠点施設（以下「対策拠点施

設」という。）の防災拠点としての活用、周辺住民に対する原子力防災に関する情報伝達、事故

時の連絡体制、防護対策（避難計画の策定を含む。）、広域連携などを含めた緊急時の対応等に

ついては、原子力防災専門官と密接な連携を図り、実施する。

第４節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え

(1) 町は、平常時から関係機関、企業等との間で協定を締結するなど連携強化を進めること

により、災害発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるように努める。

また、民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理の支援、支援物資の

管理・輸送等）については、予め、民間事業者との間で協定を締結しておくなど、民間事

業者のノウハウや能力等の活用を図る。

(2) 町は、燃料、発電機、建設機械等の応急・復旧活動時に有用な資機材、地域内の備蓄量、

供給事業者の保有量を把握した上で、不足が懸念される場合には、関係機関や民間事業者

との連携に努める。

(3) 町は、避難場所、避難施設、備蓄等、防災に関する諸活動の推進に当たり、公共用地、

国有財産を有効に活用にする。
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第５節 情報の収集・連絡体制等の整備

町は、国、県、原子力事業者、その他防災関係機関と原子力防災体制に関する情報の収集及

び連絡を円滑に行うため、次に掲げる事項について体制等の整備を推進する。

１．情報の収集・連絡体制の整備

(1) 町と関係機関相互の連携体制の確保

町は、原子力災害に対し万全を期すため、国、県、原子力事業者その他防災関係機関と

の間において確実な情報の収集・連絡体制を図ることを目的として、次の項目を参考にし

て情報の収集・連絡に係る要領を作成し、事業者、関係機関等に周知するとともに、これ

らの防災拠点間における情報通信のためのネットワークの強化を図る。

・事業者からの連絡を受信する窓口（夜間・休日等の勤務時間外の対応、通信障害時等

も考慮した、代替となる手段や連絡先を含む。）

・防護対策に関係する社会的状況把握のための情報収集先

・防護対策の決定者への連絡方法（報告内容、通信手段、通常の意思決定者が不在の場

合の代替者（優先順位つき）を含む。）

・関係機関への指示連絡先（夜間・休日等の勤務時間外の対応、通信障害時なども考慮

した、代替となる手段（衛星電話等非常用通信機器等）や連絡先を含む。）

(2) 機動的な情報収集体制

町は、機動的な情報収集活動を行うため、既設の電話を災害時優先電話として NTT 東日

本茨城支店長に申請し、承認を受け登録しておくこととする。

また、国及び県と協力し、車両など多様な情報収集手段を活用できる体制の整備を図る。

(3) 情報の収集・連絡にあたる要員の指定

町は、迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡の重要性に鑑み、発災現場の状況等につい

て情報の収集・連絡にあたる要員を予め指定しておくなど派遣できる体制の整備を図る。

(4) 非常通信協議会との連携

町は、非常通信協議会と連携し、非常通信体制の整備、有・無線通信システムの一体的

運用及び応急対策等緊急時の重要通信の確保に関する対策の推進を図る。

(5) 移動通信系の活用体制

町は、関係機関と連携し、移動系防災無線、携帯電話、業務用無線等の移動通信、警察

無線、アマチュア無線等による移動通信系の活用体制の整備を図る。

(6) 関係機関等から意見聴取等ができる仕組みの構築

町は、災害対策本部に意見聴取・連絡調整等のため、関係機関等の出席を求めることが

できる仕組みの構築に努める。

２．情報の分析整理

(1) 人材の育成・確保及び専門家の活用体制

町は、収集した情報を的確に分析整理するための人材の育成・確保に努めるとともに、

必要に応じ専門家の意見を活用できるよう必要な体制の整備に努める。
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(2) 原子力防災関連情報の収集・蓄積と利用の促進

町は、平常時より原子力防災関連情報の収集・蓄積に努めるものとする。

また、それらの情報について関係機関の利用の促進が円滑に実施されるよう国及び県と

ともに情報のデータベース化、オンライン化、ネットワーク化についてその推進に努める。

(3) 防災対策上必要とされる資料

町は、国、県及び原子力事業者と連携して応急対策の的確な実施に資するため、以下の

ような原子力施設（事業所）に関する資料、社会環境に関する資料、放射性物質及び放射

線の影響予測に必要となる資料、防護資機材等に関する資料を適切に整備し、定期的に更

新するとともに、対策拠点施設に適切に備え付けるとともに、これらを確実に管理する。

また、町は社会環境に関する資料等を、災害対策本部設置予定施設である本庁舎に保管

し適切に管理する。

＜整備を行うべき資料の例＞

① 原子力施設（事業所）に関する資料

ア 原子力事業者防災業務計画

イ 原子力事業所の施設の配置図

② 社会環境に関する資料

ア 種々の縮尺の周辺地図

イ 周辺地域の人口、世帯数（原子力事業所との距離別、方位別、災害時要援護者の概

要、統計的な観光客数など季節的な人口移動に関する資料を含む。）

（ⅰ）原子力施設から半径３０ｋｍ以内の行政区別、方位別、距離別の世帯数と人口

及び高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦などのいわゆる災害時要援護者の

概要

（ⅱ）観光等の入込客の季節的な人口分布等

ウ 周辺一般道路、高速道路、林道、農道、鉄道、ヘリポート及び空港等交通手段に関

する資料（道路の幅員、路面状況、交通状況、各種時刻表、滑走路の長さ等の情報を

含む。）

（ⅰ）原子力施設から半径３０ｋｍ以内の幅員別道路図

（ⅱ）大型ヘリコプタ－の発着可能な場所、面積、発着可能機数

（ⅲ）原子力施設から半径３０ｋｍ以内の橋と重量制限

（ⅳ）ＪＲ等の鉄道部門が有する防災計画で定める緊急時輸送力及び平常時の時刻表

（ⅴ）平常時の交通状況等

エ 避難所及び屋内退避に適するコンクリート建物に関する資料及び予め定める避難計

画（位置、収容能力、移動手段等の情報を含む。）

オ 周辺地域の配慮すべき施設（幼稚園、学校、診療所、病院、老人福祉施設、身体障

害者援護施設、刑務所等）に関する資料（原子力事業所との距離、方位等についての

情報を含む。）

カ 緊急被ばく医療施設に関する資料（初期被ばく医療施設、二次被ばく医療施設それ

ぞれに関する、位置、収容能力、対応能力、搬送ルート及び手段等）

キ 対策拠点施設周辺地域の飲料水、食料及び機器保守サービスの調達方法
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③ 放射性物質及び放射線の影響予測に関する資料

ア 周辺地域の気象資料（過去２年間の周辺測点における風向、風速及び大気安定度の

季節別及び日変化の情報等）

イ 線量推定計算に関する資料

ウ 平常時環境放射線モニタリング資料

エ 周辺地域の水源地、飲料水供給施設状況等に関する資料

オ 農林水産物の生産及び出荷状況

④ 防護資機材等に関する資料

ア 防護資機材の備蓄・配備状況

イ 避難用車両の緊急時における運用体制

ウ 安定ヨウ素剤等医療活動用資機材の備蓄・配備状況

⑤緊急事態発生時の組織及び連絡体制に関する資料

ア 原子力事業者を含む防災業務関係機関の緊急時対応組織に関する資料（人員、配置、

指揮命令系統、関係者名リストを含む）

イ 原子力事業者との緊急事態発生時の連絡体制（報告基準、連絡様式、連絡先、連絡

手段など）

ウ 状況確認および対策指示のための関係機関の連絡体制表

⑥避難に関する資料

ア 地区ごとの避難計画（移動手段、集合場所、避難先、その他留意点を記載した住民

配布のもの）

イ 避難所運用体制（避難所、連絡先、運用組織等を示す、広域避難を前提とした市町

村間の調整済のもの）

３．通信手段・経路の多様化

町は、国及び県と連携し、原子力防災対策を円滑に実施するため、原子力施設からの状況

報告や関係機関相互の連絡が迅速かつ正確に行われるよう、以下のほか、予め緊急時通信連

絡網に伴う諸設備等の整備を行うとともに、その操作方法等について習熟しておく。

また、通信事業者に対する移動基地局車両の派遣要請などの緊急措置について事前調整す

るものとする。

① 防災行政無線及び代替周知手段等の整備

町は、移動系・同報系防災行政無線のデジタル化の要否について検討するとともに、

コミュニティ FM放送局の整備等代替周知手段の整備に努める。

② 災害に強い伝送路の構築

町は、国及び県と連携し、災害に強い伝送路を構築するため、有・無線系、地上系・

衛星系等による伝送路の多ルート化及び関連装置の二重化の推進を図るものとする。

③ 機動性のある緊急通信手段の確保

町は、通信衛星を活用した通信手段を確保するため衛星携帯電話、衛星通信ネットワ

ークの衛星車載局、可搬型衛星地球局の原子力防災への活用に努めるものとする。

④ 災害時優先電話等の活用
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町は、東日本電信電話株式会社等の電気通信事業者により提供されている災害時優先

電話等を効果的に活用するよう努めるものとする。

⑤ 通信輻輳の防止

町は、移動通信系の運用においては、通信輻輳時の混信等の対策に十分留意しておく

ものとする。

このため、予め非常時における運用計画を定めておくとともに関係機関の間で運用方

法について十分な調整を図るものとする。この場合、周波数割当等による対策を講じる

必要が生じた時には、国（総務省）と事前の調整を実施するものとする。

⑥ 非常用電源等の確保

町は、庁舎等が停電した場合に備え、非常用電源設備を整備(補充用燃料を含む。)し、

専門的な知見・技術をもとに耐震性のある堅固な場所への設置等を図るものとする。町

は、必要に応じて、移動電源車の派遣を要請するものとする。

⑦ 保守点検の実施

町は、通信設備、非常用電源設備等について、保守点検を実施し、適切な管理を行う

ものとする。

第６節 緊急事態応急体制の整備

町は、原子力災害時の応急対策活動を効果的に行うため、以下に掲げる緊急事態応急体制に

係る事項について検討するとともに、予め必要な体制を整備するものとする。

また、検討結果等については、第３章「緊急事態応急対策」に反映させるものとする。

１．警戒態勢をとるために必要な体制等の整備

(1) 警戒態勢をとるために必要な体制

町は、原災法１０条（特定事象）及び原災法１０条の可能性がある事故・故障発生時又

はこれに準ずる事故・事象（警戒事象）発生の通報を受けた場合、速やかに職員の非常参

集、情報の収集・連絡が行えるよう、予め非常参集職員の名簿（衛星電話等非常用通信機

器の連絡先を含む）等を含む体制図を作成し、参集基準や連絡経路を明確にしておくなど、

職員の参集体制の整備を図るものとする。また、事故対策のための警戒態勢をとるための

マニュアル等の作成など必要な体制を整備するものとする。

また、マニュアル等の作成にあたり、対策拠点施設への職員の派遣等、国との連携が必

要な事項については、原子力防災専門官と調整をするものとする。マニュアルを作成した

場合、職員に周知するとともに、定期的に訓練等を行い、活動手順、使用資機材の取り扱

い等の習熟、職員間及び関係機関との連携について徹底を図るものとする。

(2) 対策拠点施設における立ち上げ準備体制

町は、特定事象又は警戒事象発生の通報を受けた場合、直ちに国及び県と協力して、対

策拠点施設における立ち上げ準備を行えるよう、原子力災害現地対策本部の事務局機能班

への参画等、予め職員の派遣体制、必要な資機材等を整備するものとする。
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(3) 現地事故対策連絡会議への職員の派遣体制

国が現地事故対策連絡会議を対策拠点施設において開催する際、これに町の職員を迅速

に派遣するため、予め派遣職員を指定するとともに、対策拠点施設への派遣手段等を定め

ておくものとする。

２．災害対策本部体制等の整備

町は、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出した場合に、町長を本部長とする災害対

策本部を迅速・的確に設置・運営するため、災害対策本部の設置場所、職務権限、本部の組

織・所掌事務、職員の参集配備体制、本部運営に必要な資機材の調達方法等について予め定

めておくものとする。また、必要に応じて、現地災害対策本部についても同様の準備を予め

行うものとする。

また、町は、迅速な防護対策の実施が必要となった場合に備え、防護対策の指示を行なう

ための体制について予め定めておくものとする。この際の意思決定については判断の遅滞が

ないよう、意思決定者への情報の連絡及び指示のための情報伝達方法と、意思決定者不在時

の代理者を予め取り決めておくものとする。

① 災害対策本部及び現地災害対策本部等の設置場所

原則として災害対策本部は町庁舎内又は対策拠点施設に、現地災害対策本部は対策拠

点施設に設置するものとする。

② 職務権限

町は、本部長、本部員が参集するまでの措置、参集できない場合の専決、 代決規程

その他について運営要領に定めておくものとする。

③ 参集配備体制

町は、参集配備体制については、原子力施設の立地状況、職員の役割・職階、原子力

災害の特性、町職員の居住地等の事情を踏まえ定めるものとする。

３．対策拠点施設における原子力災害合同対策協議会等の体制

町は、原災法第１５条に基づく原子力緊急事態宣言発出後は、同法第２３条により、当該

原子力緊急事態に関する情報を交換し、それぞれが実施する緊急事態応急対策について相互

に協力するため、国、県、関係周辺都道府県とともに原子力災害合同対策協議会を組織し、

対策拠点施設に設置するものとする。同協議会は、国の現地災害対策本部、県及び市町村の

それぞれの災害対策本部の代表者、指定公共機関の代表者及び原子力事業者の代表者から権

限を委任された者から構成され、原子力安全基盤機構、放射線医学総合研究所、日本原子力

研究開発機構等の専門家が必要に応じ出席することとされている。このため、町は原子力災

害合同対策協議会に派遣する職員及びその派遣方法等について、地域の実情等を勘案し、原

子力防災専門官等と連携して定めておくものとする。

また、対策拠点施設において、原子力災害合同対策協議会のもとにモニタリング情報の把

握、医療関係情報の把握、住民避難・屋内退避の状況の把握等を担う機能班を設け国、県、

関係周辺都道府県、市町村、関係機関及び原子力事業者等のそれぞれの職員を配置すること

とされており、町はそれぞれの機能班に配置する職員及びその役割、権限等について、予め



230

原子力防災専門官等と協議して定めておくものとする。

４．長期化に備えた動員体制の整備

町は、国、県及び関係機関等と連携し、事態が長期化した場合に備え、職員の動員体制を

予め整備しておくものとする。

５．防災関係機関相互の連携体制

町は、平常時から原子力防災専門官をはじめとする国、県、自衛隊、警察、消防、海上保

安庁、医療機関、指定公共機関、指定地方公共機関、原子力事業者、その他の関係機関と原

子力防災体制につき相互に情報交換し、各防災関係機関の役割分担を予め定め、相互の連携

体制の強化に努めるものとする。

６．消防の相互応援体制及び緊急消防援助隊

町は、消防の応援について県内外の近隣市町村及び県内全市町村による協定の締結の促進、

消防相互応援体制の整備、緊急消防援助隊の充実強化に努めるとともに、緊急消防援助隊の

迅速な派遣要請のための手順、受け入れ体制、連絡調整窓口、連絡の方法の整備に努めるも

のとする。

７．自衛隊との連携体制

町は、知事に対し、自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう、予め要請の手順、連絡調整

窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の徹底、受入体制の整備等必要な準備

を整えておくよう要求するものとする。

また、適切な役割分担を図るとともに、いかなる状況において、どのような分野（救急、

救助、応急医療、緊急輸送等）について、自衛隊の災害派遣が必要なのか、平常時よりその

想定を行っておくものとする。

８．広域的な応援協力体制の拡充・強化

町は、国、県と協力し、緊急時に必要な装備、資機材、人員、避難やスクリーニング（「居

住者、車両、携行品等の放射線量の測定」をいう。以下同じ。）等の場所等に関する広域的な

応援要請及び被災時に相互に後方支援を担える体制の整備に向けて、周辺市町村間との応援

協定締結を進めることにより、後方支援等について必要な準備を整えておくものとする。

① 応援先・受援先の指定

② 応援・受援に関する連絡・要請の手順

③ 災害対策本部との役割分担及び連絡調整体制

④ 応援機関の活動拠点

⑤ 応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制

また、町は、原子力事業者との緊急時における協力の内容等について予め調整を行うほか、

県への応援要請が迅速に行えるよう、要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めて

おくとともに、連絡先を徹底しておくなど、必要な準備を整えておくものとする。
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９．モニタリング体制等

町は、県の実施する緊急時環境放射線モニタリング（以下「緊急時モニタリング」という。）

への要員の派遣等の協力を行うための体制を整備するものとする。

なお、「緊急時モニタリング」とは、放射性物質あるいは放射線の異常な放出又はそのおそ

れのある場合に周辺環境の放射性物質又は放射線に関する情報を得るために特別に計画され

た環境モニタリングをいう。

10．専門家の派遣要請手続き

町は、原子力事業者より特定事象又は警戒事象発生の通報を受けた場合、必要に応じ国に

対し事態の把握のために専門的知識を有する職員の派遣を要請するための手続きを予め定め

ておくものとする。

11．複合災害に備えた体制の整備

町は国及び県と連携し、複合災害（同時又は連続して２以上の災害が発生し、それらの影

響が複合化することにより、被害が深刻化し、災害応急対応が困難になる事象）の発生可能

性を認識し、防災計画等を見直し、備えを充実するものとする。

また、災害対応に当たる要員、資機材等について、後発災害の発生が懸念される場合には、

先発災害に多くを動員し後発災害に不足が生じるなど、望ましい配分ができない可能性があ

ることに留意しつつ、要員・資機材の投入判断を行うよう対応計画に予め定めるとともに、

外部からの支援を早期に要請することも定めておくものとする。

12．人材及び防災資機材の確保等に係る連携

町は、地震、津波等による大規模な自然災害等との複合災害の発生により、防災活動に必

要な人員及び防災資機材が不足するおそれがあることを想定し、人材及び防災資機材の確保

等において、国、指定公共機関、県及び原子力事業者と相互の連携を図るものとする。

第７節 避難収容活動体制の整備

１．避難計画の作成

町は、国、県及び原子力事業所の協力のもと、屋内退避及び避難誘導のための計画を作成

するものとする。

【原子力災害対策指針に基づく緊急時防護措置を準備する区域（ＵＰＺ）を含む本町の場合】

予防的防護措置を準備する区域（ＰＡＺ）の住民避難が先行して行われるため、町は、そ

の円滑な避難が実施できるよう配慮しながら、原子力災害対策指針に基づき、段階的な避難

や介入レベル（ＯＩＬ）に基づく防護措置を実施するまでの間は屋内退避を行うことを原則

とした広域避難計画を策定するものとする。

避難先は、避難先からの更なる避難を避けるため、防護措置を重点的に実施すべき区域外
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に設定する。

また、町の境界を越えた広域の避難計画の策定が必要な場合においては、国及び県が中心

となった市町村の間の調整を受けるものとする。

なお、地域コミュニティの維持に着目し、同一地区の住民の避難先は同一地域に確保する

よう努める。

２．避難所等の整備

(1) 避難所等の整備

町は、コミュニティーセンター、町立学校等の公共施設をその管理者の同意を得て、予

め避難所やスクリーニング等の場所を指定しておく。

① 本町においては「原子力災害対策指針に基づく緊急時防護措置を準備する区域」（ＵＰ

Ｚ）に、おおむね、下小川地区の南端（一部地域）が該当するため、避難所は下小川よ

り北側地域で指定する。

② 風向等の気象条件により避難所が使用できなくなる可能性を考慮し、国及び県の協力

のもと、広域避難に係る市町村間による協定の締結を推進する等、広域避難体制を整備

する。

③ 町の区域を越えて避難等を行う必要が生じた場合には、周辺市町村における避難所の

整備に努める。

④ 避難やスクリーニング等の場所として指定された建物については、必要に応じ、衛生

管理等避難生活の環境を良好に保つための設備の整備に努める。

避難所は大子町文化福祉会館と中央公民館とする。

(2) 避難誘導用資機材、移送用資機材・車両等の整備

町は、県等と連携し、住民等の避難誘導・移送に必要な資機材・車両等の整備に努める。

また、町は、県と協力し、広域避難を想定した避難誘導用資機材、移送用資機材・車両

等を確保するものとする。

(3) コンクリート屋内退避体制の整備

町は、県等と連携し、コンクリート屋内退避施設について予め調査し、具体的なコンク

リート屋内退避体制の整備に努める。

(4) 広域一時滞在に係る応援協定の締結

町は、県と連携し、大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、他の地方公

共団体との広域一時滞在に係る応援協定を締結するなど、発災時の具体的な避難・受入方

法を含めた手順等を定めるよう努める。

(5) 応急仮設住宅等の整備

町は、国、県、企業等と連携を図りつつ、応急仮設住宅の建設に要する資機材に関し、

供給可能量を把握するなど、予め調達・供給体制を整備しておく。

また、災害に対する安全性に配慮しつつ、応急仮設住宅の用地に関し、建設可能な用地

を把握するなど、予め供給体制を整備しておく。

(6) 被災者支援の仕組みの整備

町は、平常時から、被災者支援の仕組みを担当する部局を明確化し、被災者支援の仕組
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みの整備等に努める。

(7) 避難場所における設備等の整備

町は、県と連携し、避難場所において、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マット、簡易ベッ

ド、非常用電源、衛星携帯電話等の通信機器等のほか、空調、洋式トイレなど高齢者、障

害者、乳幼児、妊産婦等の災害時要援護者にも配慮した避難の実施に必要な施設・設備の

整備に努めるとともに、被災者による災害情報の入手に資するテレビ、ラジオ等の機器の

整備を図る。

(8) 物資の備蓄に係る整備

町は、県と連携し、指定された避難場所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、

食料、飲料水、常備薬、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資等の備蓄に努めると

ともに、避難場所として指定した学校等において、備蓄のためのスペース、通信設備の整

備等を進める。

３．災害時要援護者等の避難誘導・移送体制等の整備

(1) 町は、県の協力のもと、高齢者、障害者、外国人、妊産婦など災害時要援護者及び一時

滞在者への対応を強化するため、放射線の影響を受けやすい乳幼児等について十分配慮す

るなど、原子力災害の特殊性に留意し、次の項目に取り組むものとする。

① 災害時要援護者及び一時滞在者を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、周辺住民、

自主防災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者、ボラ

ンティア団体等の多様な主体の協力を得ながら、平常時より、災害時要援護者に関する

情報を把握の上、関係者との共有に努める。

② 災害時要援護者及び一時滞在者に災害情報が迅速かつ滞りなく伝達できるよう、情報

伝達体制を整備する。

③ 避難誘導体制の整備、避難訓練の実施に努める。

(2) 町は、県の協力のもと、災害時要援護者及び一時滞在者の避難誘導を行う。

また、平常時より、安否確認を行うため、周辺住民、自主防災組織、ボランティア等の

協力を得ながら、災害時要援護者に関する情報の共有を図るとともに、必要に応じて避難

誘導や搬送・受入れ体制の整備を図る。特に、放射線の影響を受けやすい乳幼児等につい

ては十分配慮する。

なお、町は、県の助言のもと、これらの検討を踏まえ、災害時要援護者避難支援計画等

の整備に努める。

(3) 病院等医療機関の管理者は、県及び町と連携し、原子力災害時における避難経路、誘導

責任者、誘導方法、患者の移送に必要な資機材の確保、避難時における医療の維持方法等

についての避難計画を作成するものとする。

(4) 社会福祉施設の管理者は、県及び町と連携し、原子力災害時における避難場所、避難経

路、誘導責任者、誘導方法、入所者等の移送に必要な資機材の確保、関係機関との連携方

策等についての避難計画を作成するものとする。特に、入所者等の避難誘導体制に配慮し

た体制の整備を図るものとする。
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４．学校等施設における避難計画の整備

学校等施設の管理者は、県及び町と連携し、原子力災害時における園児、児童、生徒及び

学生（以下「児童・生徒等」という。）の安全を確保するため、予め、避難場所、避難経路、

誘導責任者、誘導方法等についての避難計画を作成するものとする。

また、町は、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害発生時における

幼稚園・保育所（園）等の施設と市町村間、施設間の連絡・連携体制の構築に努めるととも

に、県と連携し、学校等が保護者との間で、災害発生時における児童・生徒等の保護者への

引渡しに関するルールを予め定めるよう促す。

５．不特定多数の者が利用する施設に係る避難計画の作成

大型集会施設、駅、その他の不特定多数の者が利用する施設の管理者は、県、所在市町村

及び関係周辺市町村と連携し、避難誘導に係る計画の作成及び訓練の実施に努めるものとす

る。

なお、この際、必要に応じ、多数の避難者の集中や混乱にも配慮した計画、訓練とするよ

う努めるものとする。

６．住民等の避難状況の確認体制の整備

町は、避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った場合において、住民等の避難状況

を的確に確認するための体制を予め整備しておく。

なお、避難状況の確実な把握に向けて、町が指定した避難場所以外に避難をする場合があ

ることに留意する。

７．居住地以外の市町村に避難する被災者へ情報を伝達する仕組みの整備

町は県の支援のもと、居住地以外の市町村に避難する被災者に対して必要な情報や支援・

サービスを容易かつ確実に受け渡すことができるよう、被災者の所在地等の情報を避難元と

避難先の市町村が共有する仕組みの整備を図る。

８．警戒区域を設定する場合の計画の策定

町は、国と連携して警戒区域を設定する場合、警戒区域設定に伴う広報、立入規制、一時

立入等に関する計画を策定するとともに、必要な資機材や人員等を確保する。

９．避難場所・避難方法等の周知

町は、避難やスクリーニング等の場所・避難誘導方法（自家用車の利用、緊急避難に伴う

交通誘導等を含む。）、屋内退避の方法等について、日頃から住民への周知徹底に努める。

避難の迅速な実施のためには、具体的な避難計画を県、防災業務関係者及び対象となる住

民が共通して認識することが必要となるため、町は、国、県及び原子力事業者の協力のもと、

特定事象及び警戒事象発生後の経過に応じて周辺住民に提供すべき情報について整理を行い、

具体的な避難指示の伝達方法とともに、これらの計画の周知を行う。



235

第８節 緊急輸送活動体制の整備

１．専門家の移送体制の整備

町は、放射線医学総合研究所、指定公共機関等からのモニタリング、医療等に関する専門

家の現地への移送協力（最寄の空港・ヘリポートの場所や指定手続き、空港等から現地まで

の先導体制等）について県が予め定める場合には、これに協力する。

２．緊急輸送路の確保体制等の整備

町は、町の管理する情報板等の道路関連設備について、緊急時を念頭に置いた整備に努め

る。

第９節 救助・救急、医療、消火及び防護資機材等の整備

１．救助・救急活動用資機材の整備

町は、国から整備すべき資機材に関する情報提供等を受け、県と協力し、応急措置の実施

に必要な救急救助用資機材、救助工作車、救急自動車等の整備に努める。(「等」とは、バス、

広報車等をいう。)

２．救助・救急機能の強化

町は県と連携し、職員の安全確保を図りつつ、効率的な救助・救急活動を行うため、相互

の連携体制の強化を図るとともに、職員の教育訓練を行い、救助・救急機能の強化を図る。

３．緊急被ばく医療活動体制等の整備

町は、県が行う緊急時における住民等の健康管理、汚染検査、除染等緊急被ばく医療が円

滑に実施されるよう、県との協力体制の整備を図る。。

４．防災業務関係者の安全確保のための資機材等の整備

(1) 町は、国及び県と協力し、応急対策を行う防災業務関係者の安全確保のための資機材を

予め整備しておく。

(2) 町は、応急対策を行う防災業務関係者の安全確保のため、平常時より、国、県及び原子

力事業者と相互に密接な情報交換を行う。

５．物資の調達、供給活動

町は、国、県及び原子力事業者と連携し、大規模な原子力災害が発生した場合の被害を想

定し、孤立が想定されるなど地域の地理的条件等も踏まえて、必要とされる食料その他の物

資について予め備蓄・調達・輸送体制を整備し、それらの供給のための計画を定めておく。

また、備蓄を行うに当たって、大規模な地震が発生した場合には、物資の調達や輸送が平

時のようには実施できないという認識に立って初期の対応に十分な量を備蓄するほか、物資
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の性格に応じ、集中備蓄又は避難場所の位置を勘案した分散備蓄を行う等の観点に対しても

配慮するとともに、備蓄拠点を設けるなど、体制の整備に努める。

６．大規模・特殊災害における救助

町は、大規模・特殊災害により、高度な技術・資機材が必要となる場合に備え、県及び国

の救助隊の編成、資機材の備蓄状況の把握に努める。

第 10 節 住民等への的確な情報伝達体制の整備

(1) 町は、国及び県と連携し、特定事象又は警戒事象発生後の経過に応じて住民等に提供す

べき情報について、災害対応の段階や場所等に応じた具体的な内容の整理を行う。

また、周辺住民等に対して必要な情報が確実に伝達され、かつ共有されるように、情報

伝達の際の役割等の明確化に努める。

(2) 町は、地震等との複合災害における情報伝達体制を確保するとともに、被災者等へ的確

な情報を常に伝達できるよう、体制や複数の広報手段又はその代替手段、広報車両等の施

設、装備の整備を図る。

(3) 町は、国、県と連携し、住民等からの問い合わせに対応する住民相談窓口の設置等につ

いて予めその方法、体制等について定めておく。

(4) 町は、原子力災害の特殊性に鑑み、国及び県と連携し、高齢者、障害者、外国人、妊産

婦などの災害時要援護者及び一時滞在者に対し、災害情報が迅速かつ滞りなく伝達される

よう、周辺住民、自主防災組織等の協力を得ながら、平常時よりこれらのものに対する情

報伝達体制の整備に努める。

また、町は、ＵＰＺ圏内の住民等が、緊急時に混乱と動揺を起こすことなく、災害対策

本部の指示に従って秩序ある行動をとれるように、報道機関の協力も得ながら普段から原

子力防災に関する知識の普及及び啓発を行うものとする。その内容は、住民等が理解しや

すく具体的に定めるものとし、かつパンフレット、ビデオ、スライド、ホームページ（イ

ンターネット）等の多様性を持たせるとともに訴求効果の高い普及・啓発手段の活用に努

めるものとする。

さらに、視聴覚や言語等の理解能力に困難な災害時要援護者に対しては、自主防災組織

やボランティア等の協力を得て、その障害に配慮した普及・啓発に努める。

(5) 町は、放送事業者、通信社、新聞社等の報道機関の協力のもと、ソーシャルメディアを

含むインターネット上の情報、携帯端末の緊急速報メール機能、ワンセグ放送の活用等の

多様なメディアの活用体制の整備に努める。

第 11 節 行政機関の業務継続計画の策定

町は、災害発生時の災害応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、災害時に
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必要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対応

力の強化を図る必要があることから、庁舎の所在地が避難のための立ち退きの勧告又は指示を

受けた地域に含まれた場合の退避先を予め定めておくとともに、業務継続計画の策定等により、

業務継続性の確保を図る。

また、実効性ある業務継続体制を確保するため、必要な資源の継続的な確保、定期的な教育・

訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し、計画

の評価・検証等を踏まえた改訂等を行う。

第 12 節 原子力防災等に関する住民等に対する知識の普及と啓発及び国際的な情報発信

(1) 町は、国、県及び原子力事業者と協力して、住民等に対し原子力防災に関する知識の普

及と啓発のため次に掲げる事項について広報活動を実施する。

① 放射性物質及び放射線の特性に関すること

② 原子力施設の概要に関すること

③ 原子力災害とその特性に関すること

④ 放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること

⑤ 緊急時に、町、国及び県等が講じる対策の内容に関すること

⑥ コンクリート屋内退避所、避難所に関すること

⑦ 災害時要援護者への支援に関すること

⑧ 緊急時にとるべき行動に関すること

⑨ 避難所での運営管理、行動等に関すること

(2) 町は教育機関、民間団体等との密接な連携のもと、防災教育を実施するものとし、教育

機関においては、防災に関する教育の充実に努めるものとする。

(3) 町が防災知識の普及と啓発を行うに際しては、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産

婦等の災害時要援護者へ十分に配慮することにより、地域において災害時要援護者を支援

する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等、男女双方の

視点へ十分に配慮するよう努める。

(4) 町は、避難状況の確実な把握に向けて、町が指定した避難所以外に避難をした場合等に

は、町の災害対策本部に居場所と連絡先を連絡するよう、住民等へ周知する。

(5) 町は、国及び県と連携し、過去に起こった大災害の教訓や災害史を確実に後世に伝えて

いくため、大災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料を広く収集・整理し、適

切に保存するとともに、一般の人々が閲覧できるよう公開に努める。

(6) 災害の経験を通じて得られる防災対策に関する知見や教訓は、我が国のみならず諸外国

の防災対策の強化にも資することから、町は国及び県と連携し、災害から得られた知見や

教訓を国際会議の場等を通じて諸外国に広く情報発信・共有するよう努める。
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第 13 節 防災業務関係者の人材育成

町は、国及び県と連携し、応急対策全般への対応力を高めることにより、原子力防災対策の

円滑な実施を図るため、国、指定公共機関等が防災業務関係者に向けて実施する、原子力防災

に関する研修の積極的な活用を推進する等、人材育成に努める。

また、国及び防災関係機関と連携して、以下に掲げる事項等について、必要に応じ、原子力

防災業務関係者に対する研修を実施する。研修で得られた成果については、訓練等において具

体的に確認し、緊急時モニタリングや緊急被ばく医療の必要性など、原子力災害対策の特殊性

を踏まえ、研修内容の充実に反映させる。

① 原子力防災体制及び組織に関すること

② 原子力施設の概要（原子力安全対策及び原子力災害対策に関する事項を含む）に関す

ること

③ 原子力災害とその特性に関すること

④ 放射線による健康への影響及び放射線防護等の資機材の使用方法に関すること

⑤ モニタリング実施方法及び機器に関すること

⑥ 原子力防災対策上の諸設備に関すること

⑦ 緊急時に町、県及び国等が講じる対策の内容

⑧ 緊急時に住民等がとるべき行動及び留意事項に関すること

⑨ 放射線緊急被ばく医療（応急手当を含む）に関すること

⑩ その他緊急時対応に関すること

また、人材育成にあたっては、全ての関係機関が協調して緊急時対応を取れる体制を構築す

る必要があることを踏まえ、担当者の能力（放射線の基礎知識、防災体制、防護対策の枠組み、

関係機関の役割分担、緊急時対応手順、一般災害の基礎知識を理解していること等）の向上が

図られるよう配慮する。

第 14 節 防災訓練等の実施

１．訓練計画の策定

町は、以下の点に留意し、訓練計画を策定するものとする。

・訓練の目的に応じて適切な訓練のタイプ（通報訓練、初期対応訓練、机上訓練、総合防

災訓練、野外訓練等）及び対象者を選定すること。

・事故や対応のスケールを考慮した種々の訓練を計画すること。

・訓練目的・達成目標を考慮に入れた長期的かつ体系的な一連の訓令計画を策定し、適切

な間隔で訓練を繰り返し実施するようにすること。

(1) 町は、国、県、原子力事業者等関係機関の支援のもと、以下の防災活動の要素ごと又は

各要素を組み合わせた訓練の実施計画の企画立案を県と共同又は独自に行うものとする。

① 災害対策本部等の設置運営訓練

② 対策拠点施設への参集、立ち上げ、運営訓練
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③ 緊急時通信連絡訓練

④ 緊急時モニタリング訓練

⑤ 原子力事業者から送られる施設の運転情報等をもとに、施設の状態予測等を行う緊急

時対策支援システムの活用訓練

⑥ 緊急被ばく医療訓練

⑦ 周辺住民に対する情報伝達訓練

⑧ 周辺住民避難訓練

⑨ 消防活動訓練・人命救助活動訓練

(2) 町は、原子力防災会議及び原子力規制委員会が原災法第１３条に基づき行う総合的な防

災訓練に、本町が含まれる場合には、住民避難及び住民に対する情報提供等町が行うべき

防災対策や、複合災害や重大事故等原子力緊急事態を具体的に想定した詳細な訓練シナリ

オを作成するなど、訓練の実施計画の企画立案に共同して参画するものとする。

２．訓練の実施

(1) 要素別訓練等の実施

町は、計画に基づき、国、県、原子力事業者等関係機関と連携し、防災活動の要素ごと

又は各要素を組み合わせた訓練を定期的に実施するものとする。

(2) 総合的な防災訓練の実施

町は、原子力防災会議及び原子力規制委員会が原災法第１３条に基づき行う総合的な防

災訓練の実施計画に基づいて必要に応じ住民の協力を得て、国、県、原子力事業者等と共

同して総合的な防災訓練を実施するものとする。

３．実践的な訓練の実施と事後評価

町は、訓練を実施するにあたり、原子力規制委員会、事業者の協力を受けて作成した、大

規模な自然災害等との複合災害や重大事故等原子力緊急事態を具体的に想定した詳細なシナ

リオに基づき、参加者に事前にシナリオを知らせない訓練、訓練開始時間を知らせずに行う

訓練、机上において想定事故に対する対応や判断を試す訓練等の工夫や図上演習の方法論を

活用するなど、現場における判断力の向上につながる実践的なものとなるよう工夫するもの

とする。

また、訓練の実施にあたっては、当該訓練の目的、チェックすべき項目の設定を具体的に

定めて行うとともに、訓練終了後、専門家も活用しつつ訓練の評価を実施し、改善点を明ら

かにし、必要に応じ、緊急時のマニュアルの作成、改訂に活用する等原子力防災体制の改善

及び訓練方法並びに事後評価の方法の見直しに取り組む。

(チェックすべき項目)

① 災害対策本部設置運営訓練

ア．職員の非常参集時間

イ．担当職員不在の場合の代替措置

ウ．通信手段の確保
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エ．必要な資料の準備状況 等

② 住民避難訓練

ア．住民広報の状況

イ．住民への周知の徹底

ウ．災害時要援護者の対する措置状況

エ．住民の移送状況

オ．避難の確認作業の状況 等

第 15 節 核燃料物質等の運搬中の事故に対する対応

核燃料物質等の運搬の事故については、輸送が行われる都度に経路が特定され、原子力施設

のように事故発生場所が予め特定されないこと等の輸送の特殊性に鑑み、原子力事業者と国が

主体的に防災対策を行うことが実効的であるとされている。こうした輸送の特殊性等を踏まえ、

防災関係機関における対応は次のとおりとする。

(1) 大子町消防本部は事故の通報を受けた場合には、直ちにその旨を茨城県生活環境部防

災・危機管理局防災・危機管理課に報告するとともに、事故の状況の把握に努め、事故の

状況に応じて、消防職員の安全確保を図りながら、原子力事業者等に協力して、消火、人

命救助、救急等必要な措置を実施する。

(2) 大子警察署は事故の通報を受けた場合には、事故の状況の把握に努めるとともに、事故

の状況に応じて、警察職員の安全確保を図りながら、原子力事業者等と協力して、人命救

助、避難誘導、交通規制等必要な措置を実施するものとする。

(3) 町は、管内で事故が発生した場合には、県と協力し、事故の状況の把握に努めるととも

に、国の指示に基づき、事故現場周辺の住民避難等、一般公衆の安全を確保するために必

要な措置を講じる。

第 16 節 災害復旧への備え

町は、災害復旧に資するため、国及び県と協力して放射性物質の除染に関する資料の収集・

整備等を図る。
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第３章 緊急事態応急対策

第１節 基本方針

本章は、原災法第１０条に基づき県等から特定事象の通報及び原災法第１０条の可能性があ

る事故・故障又はこれに準ずる事故・故障発生時（警戒事象）の通報があった場合の対応及び

同法第１５条に基づき原子力緊急事態宣言が発出された場合の緊急事態応急対策を中心に示し

たものであるが、これら以外の場合であっても原子力防災上必要と認められるときは、本章に

示した対策に準じて対応するものとする。

第２節 事故発生時における連絡及び初期活動

１．原子力事業者の行う通報

原子力事業所において事故・故障が発生し、原災法第１０条に基づく通報事象に至ってい

ないもののその可能性がある場合又はそのおそれがある場合は、事故発生事業所の原子力防

災管理者は、警戒事象として直ちに、原災法第１０条第１項の規定に基づく通報に準じ、次

に掲げる事項を県（知事）をはじめ、官邸（内閣官房）、原子力規制委員会、所在・関係周辺

市町村長、県警察本部長、消防機関、支援・研修センター及び国の関係機関等に通報する。

① 原子力事業所の名称及び場所

② 事故の発生箇所

③ 事故の発生時刻

④ 事故の種類

⑤ 検出された放射線量の状況、検出された放射性物質の状況又は主な施設・設備の状態

等

⑥ その他事故の把握に参考となる情報

２．知事への確認及び防災関係機関への通報

町は、原子力施設の責任者から通報を受けたときは、直ちに知事に確認を行い、その事故

が原子力施設敷地外に影響を及ぼすおそれがあるか否かの判断の指示、指導又は助言を求め

るとともに、大子警察署長及び防災関係機関に対し通報を行うものとする。

３．事故発生時の広報

町は、県と連携し、予め作成した広報文例に従い住民がとるべき当面の行動の指針につい

て、町民及び報道機関に対し、速やかに広報を実施する。

４．防災関係機関相互の連携

事故発生事業所の原子力防災管理者は、最初の通報を行った後、事故の経過、対策の実施

状況等について速やかに、また定期的に知事、所在・関係周辺市町村長、県警察本部長、支
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援・研修センター及び国に連絡することとされている。

これを受け、町は県等の関係機関と相互に緊密な情報交換を行うものとする。

５．通信連絡の方法

県及び防災関係機関等との間の通信連絡は、原則として連絡系統図により行うものとする。

連絡系統図

状況通報

通報 通報

６．活動体制

町長及び関係機関の長は、事故発生の通報を受けたときは、直ちに活動体制を整えるもの

とする。

７．初期活動

(1) 現地情報の収集

① 町は、県と連携して、事故発生の通報、又は放射線監視における異常検知の報告を受

けたときは、直ちに担当者を事故発生事業所へ派遣する。

② 派遣された担当者は、現地状況の確認調査を行うとともに、放射性物質の放出状況（予

測を含む）等各種防災対策を講ずる上で必要な情報の収集に努め、逐次速やかに町への

状況報告を行う。

(2) 緊急時モニタリングの開始

① 町は、国の現地対策本部、指定公共機関、緊急事態応急対策実施区域に係る県、指定

地方公共機関及び原子力事業者その他関係機関とともに、対策拠点施設において、施設

の状況の把握、モニタリング情報の把握、医療関係情報の把握、住民避難・屋内退避状

況の把握等を担う機能班にそれぞれ職員を配置することにより、常時継続的に必要な情

報を共有するとともに、各々が行う緊急事態応急対策について必要な調整を行うものと

する。

② 町は、県と連携して、事故発生の通報、又は放射線監視における異常検知の報告を受

けたときは、支援・研修センターと連携し、直ちに県環境放射線監視センター及び事故

発生事業所以外の原子力事業所に対し、予め別に定めるところにより、事故発生事業所

発災事業所

大子町 確認

指示・助言・指導等

県

確認

指示・助言・指導等

国

機

関

災害対策本部設置前 総務課

災害対策本部設置後 総務班

大子警察署及び防災関係機関
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の敷地内及びその周辺を中心として、固定放射線観測施設の放射線監視強化及び緊急時

モニタリングの初期モニタリングに必要な準備を行うことを指示又は要請する。

(3) 広報

町は、県と連携し、事故の状況、住民がとるべき行動の指針等について、町民及び報道

機関に対し定期的に広報を行う。

また、当該広報は、町長が、予め定める住民広報専任者が担当するものとする。

(4) 災害時要援護者の避難準備

町長は、県からの連絡を受け、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、入院患者その他の災

害時要援護者の早期避難準備を行う。

［関連資料］資料編 15-7 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の避難に係る社会

資源の状況

８．一般回線が使用できない場合の対処

地震等の影響に伴い、一般回線が使用できない場合は、茨城県防災システム、衛星通信回

線及び防災行政無線等を活用し、情報収集・連絡を行う。

第３節 特定事象発生時における連絡

１．原子力事業者が行う通報

(1) 原子力事業所において特定事象が発生した場合は、当該事業所（以下「特定事象発生事

業所」という。）の原子力防災管理者は、原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、

直ちに次に掲げる事項を県をはじめ官邸（内閣官房）、原子力規制員会、所在・関係周辺市

町村長、県警察本部長、消防機関、最寄りの海上保安部署、自衛隊、原子力防災専門官、

支援・研修センター等に同時に文書をファクシミリで送付することとされている。

原災法第１０条第１項後段の規定に基づき知事が行うべき関係周辺市町村長への通報は、

特定事象発生事業所が行う連絡をもって知事からの通報があったものとみなされる。

ア 原子力事業所の名称及び場所

イ 特定事象の発生箇所

ウ 特定事象の発生時刻

エ 特定事象の種類

オ 検出された放射線量の状況、検出された放射性物質の状況又は主な施設・設備の状

態等

カ その他特定事象の把握に参考となる情報

(2) 通報を受けた県は、ＵＰＺ圏外で避難先となる可能性のある市町村に対し、必要に応じ

て通報・連絡を受けた事項について連絡することになっている。

２.放射線監視における異常検知時に知事の行う連絡

(1) 知事は、上記 1の通報がない場合において、県が設置する空間線量率を測定する固定観

測局において 5μＳｖ／時以上の空間線量率の数値を発見した時は、直ちに原子力防災専
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門官及び支援・研修センターに連絡するとともに、関係する原子力事業所に対し事実関係、

事故状況等を確認することになっている。

(2) 知事は、(1)の確認結果について、当該事業所の所在・関係周辺市町村長に連絡するとと

もに、ＵＰＺ圏外で避難先となる可能性のある市町村に対し、必要に応じて連絡すること

になっている。

３.町の対応

町は、原子力事業者及び国、県から通報・連絡を受けた事項について、関係する指定地方

公共機関に連絡するものとする。

第４節 活動体制の確立

１．町の活動体制

(1) 事故対策のための警戒態勢

① 警戒態勢

町は、特定事象又は警戒事象発生の通報を受けた場合、速やかに職員の非常参集、情

報の収集・連絡体制の確立等必要な体制をとるとともに、国、県及び原子力事業者等関

係機関と緊密な連携を図りつつ、事故対策のため下記の警戒態勢をとる。

体制区分 配備基準 配備体制 備考

連絡配備 環境への有意な放射性物質等

の放出がない事故・トラブル

総務課災害

対策室

警戒体制

(事前

配備)

第１ 環境への有意な放射性物質等

の放出があり、県又は事業者

のモニタリングステーショ

ン、モニタリングポストにお

いて、空間線量率が 0.5μＳ

ｖ／時未満の事故・トラブル

総務課災害

対策室

必要に応じて

災害対策連絡会議

を開催

第２ 環境への有意な放射性物質等

の放出があり、県又は事業者

のモニタリングステーショ

ン、モニタリングポストにお

いて、空間線量率が 0.5μＳ

ｖ／時以上 5μＳｖ／時未満

の事故・トラブル

第２編２章

第１節動員

計画に定め

る「第１次配

備」に準ず

る。

災害情報連絡会議

を開催するととも

に、必要に応じて

災害警戒本部を設

置
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② 情報の収集

町は、特定事象又は警戒事象発生の通報を受けた場合、原子力防災専門官、原子力事

業者等から情報等を得るなど国との連携を図りつつ、事故の状況の把握に努める。

③ 対策拠点施設の設営準備への協力

町は、特定事象又は警戒事象発生の通報を受けた場合、直ちに対策拠点施設の立ち上

げ準備への協力を行う。

④ 現地事故対策連絡会議への職員の派遣

国が現地事故対策連絡会議を対策拠点施設にて開催し、これに町の職員の派遣要請が

あった場合には、予め定められた職員を対策拠点施設に派遣する。

⑤ 国等との情報の共有等

町は、派遣された職員に対し、町が行う応急対策の状況、緊急事態応急対策の準備状

況等について随時連絡するなど当該職員を通じて国等との連絡・調整、情報の共有を行

う。

⑥ 警戒態勢の解除

警戒態勢の解除は、おおむね以下の基準により実施する。

ア 本部長が、原子力施設の事故が終結し、緊急事態応急対策が完了した又は対策の必

要がなくなったと認めたとき。

イ 災害対策本部が設置されたとき。

非常体制 第１

○環境への有意な放射性物質

等の放出があり、県又は事

業者のモニタリングステー

ション、モニタリングポス

トにおいて、空間線量率が

5μＳｖ／時以上 500μＳ

ｖ／時未満の事故・トラブ

ル

○原災法第 10 条に基づく通

報があった事故

第２編２章

第１節動員

計画に定め

る「第２次配

備」に準ず

る。

災害対策本部を設

置

第２ ○環境への有意な放射性物質

等の放出があり、県又は事

業者のモニタリングステー

ション、モニタリングポス

トにおいて、空間線量率が

500μＳｖ／時以上の事

故・トラブル

○原災法第 15 条に基づく原

子力緊急事態に該当する事

故

第２編２章

第１節動員

計画に定め

る「第３次配

備」に準ず

る。
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(2) 災害対策本部の設置等

① 町は、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出した場合又は町長が必要と認めた場

合は、予め定められた場所に町長を本部長とする災害対策本部を設置する。

さらに、原則として、予め定められた責任ある判断の行える者を長とする現地災害対策

本部等を対策拠点施設に設置する。

② 災害対策本部の廃止は、おおむね以下の基準によるものとする。

ア 原子力緊急事態解除宣言がなされたとき。

イ 災害対策本部長が、原子力施設の事故が終結し、緊急事態応急対策が完了した又は

対策の必要がなくなったと認めたとき。

(3) 災害対策本部等の組織、配備体制及び参集方法等

災害対策本部等の組織及び所掌事務は、第 2編第 2章第１節 初動対応に準ずる。

また、災害対策本部の配備の区分、時期及び内容等の基準は第 3節 1(1)①警戒態勢に記

載のとおりとする。

(4) 他の災害対策本部等との連携

複合災害が発生した場合において、対策本部が複数設置された場合は、重複する要員の

所在調整、情報の収集・連絡・調整のための要員の相互派遣、合同会議の開催等に努める。

現地対策本部についても、必要に応じ、同様の配慮を行う。

２．原子力災害合同対策協議会への出席等

原子力緊急事態宣言が発出され、対策拠点施設において原子力災害合同対策協議会が組織

されることとなった場合は、町は、予め定められた責任ある判断を行える者をこれに出席さ

せ、原子力緊急事態に関する情報を交換し、緊急事態応急対策の実施に向けた調整を行う。

原子力災害合同対策協議会の構成員は別表のとおりである。

別表<県計画に基づき記載予定>

また、町は、予め定められた職員を対策拠点施設に派遣し、初動の緊急避難における周辺

地域での活動体制を確立するとともに、施設の状況の把握、モニタリング情報の把握、医療

関係情報の把握、住民避難・屋内退避の状況の把握等の活動に従事させる。

３．専門家の派遣要請

町は、特定事象発生の通報がなされた場合、必要に応じ、予め定められた手続きに従い、

国に対して専門家の派遣を要請する。

４．応援要請及び職員の派遣要請等

(1) 応援要請

町は、必要に応じ、県に対し緊急消防援助隊の出動を要請及び予め締結された応援協定

等に基づく、他の市町村等に対する応援要請を速やかに行う。

また、緊急事態宣言発出時においては、県に対し緊急消防援助隊の応援要請を求める。

(2) 職員の派遣要請等

町長は、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策のため必要と認めるときは、指定地
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方行政機関の長に対し、職員の派遣を要請し、また、内閣総理大臣又は知事に対し、指定

行政機関又は指定地方行政機関の職員の派遣についてあっせんを求める。

また、必要に応じ、指定行政機関又は指定地方行政機関の長に対し、放射線による人体

の障害の予防、診断及び治療に関する助言その他の必要な援助を求めるものとする。

５．原子力被災者生活支援チームとの連携

原子力災害対策本部長は、原子力施設における放射性物質の大量放出を防止するための応

急措置が終了したことにより避難区域の拡大防止がなされたこと及び初動段階における避難

区域の住民避難がおおむね終了したことを一つの目途として、必要に応じて、原子力災害対

策本部のもとに、被災者の生活支援のため、環境大臣及び原子力利用省庁の担当大臣を長と

する原子力被災者生活支援チームを設置することとされている。

町は、緊急避難完了後の段階において、国が設置する原子力被災者生活支援チームと連携

し、避難区域等の設定・見直し（計画的避難の実施や一時立入業務を含む）、子ども等をはじ

めとする健康管理調査等の推進、環境モニタリングの総合的な推進、適切な役割分担のもと

汚染廃棄物の処理や除染等を推進する。

６．防災業務関係者の安全確保

町は、緊急事態応急対策に係わる防災業務関係者の安全確保を図る。

(1) 防災業務関係者の安全確保方針

町は、防災業務関係者が被ばくする可能性のある環境下で活動する場合には、災害対策

本部（又は現地災害対策本部）及び現場指揮者との連携を密にし、適切な被ばく管理を行

うとともに、災害特有の異常心理下での活動において冷静な判断と行動が取れるよう配意

する。

また、二次災害発生の防止に万全を期するため、被ばくする可能性のある環境下で作業

する場合の防災業務従事者相互の安全チェック体制を整えるなど安全管理に配意する。

(2) 防護対策

① 現地災害対策本部長は、必要に応じその管轄する防災業務関係者に対し、防護服、防

護マスク、線量計等の防護資機材の装着及び安定ヨウ素剤の配備等必要な措置を図るよ

う指示するものとする。

② 町は、県やその他防災関係機関に対して、必要に応じ、防護服、防護マスク、線量計

及び安定ヨウ素剤等の防護資機材の調達の協力を要請する。

(3) 防災業務関係者の放射線防護

① 防災業務関係者の放射線防護については、予め定められた緊急時の防災関係者の放射

線防護に係る基準に基づき行うものとする。

② 町は県と連携又は独自に職員の被ばく管理を行うものとする。

③ 町の放射線防護を担う班は、対策拠点施設等において、必要に応じ、県など関係機関

に対し除染等の医療措置を要請する。

④ 町は、応急対策活動を行う町の防災業務関係者の安全確保のための資機材を確保する。

⑤ 町は、応急対策を行う職員等の安全確保のため、対策拠点施設等において、国、県及
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び原子力事業者と相互に密接な情報交換を行うものとする。

［関連資料］資料編 15-8 原子防災資機材一覧

第５節 屋内退避、避難収容等の防護活動

１．屋内退避、避難誘導等の防護活動の実施

(1) 町は、特定事象（原災法第１０条事象）発生時には、国の指示、県又は独自の判断によ

り、国及び県と連携し、緊急時放射線モニタリング結果及び原子力災害対策指針を踏まえ

た国の指導・助言、指示及び放射性物質による汚染状況調査に基づき、原子力災害対策指

針の指標を超え、又は超えるおそれがあると認められる場合は、住民等に対するＵＰＺ内

の屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示の連絡、確認等必要な緊急事態応急

対策を実施するとともに、住民避難の支援が必要な場合には県と連携し国に要請するもの

とする。

なお、町長は、指示案を伝達された場合には当該指示案に対して速やかに意見を述べる。

(2) 町は、管内の地域が避難対象地域となった場合の住民等の避難誘導に当たっては、県と

協力し、住民等に向けて、避難やスクリーニングの場所の所在、災害の概要その他の避難

に資する情報の提供に努める。

また、原子力災害現地対策本部等及び県に対し、管内の避難対象区域の情報提供を行う。

(3) 町は、管内の地域が避難対象地域となり、避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行

った場合は、県と協力し、戸別訪問、避難所における確認等予め定められた方法により住

民等の避難状況を確認する。

また、避難状況の確認結果については、原子力災害現地対策本部等及び県に対しても情

報提供する。

(4) 町の区域を越えて避難等を行う必要が生じた場合は、国の協力のもと、県が受入先の市

町村に対し、収容施設の供与及びその他の災害救助の実施に協力するよう指示することと

されている。この場合、県は受入先の市町村と協議のうえ、要避難区域の市町村に対し避

難所等となる施設を示すこととされている。

２．避難所

(1) 町は、管内の地域が避難対象地域となった場合、県と連携し、緊急時に必要に応じ避難

及びスクリーニング等の場所を開設し、住民等に対し周知徹底を図る。

また、必要があれば、予め指定された施設以外の施設についても、災害に対する安全性

を確認の上、管理者の同意を得て避難所として開設する。

(2) 町は、管内の地域が避難対象地域となった場合、県と連携し、それぞれの避難所に収容

されている避難者に係る情報の早期把握に努め、国等への報告を行う。

また、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者等は、災害時要

援護者の居場所や安否確認に努め、把握した情報について県及び町に提供するものとする。

(3) 町は、管内の地域が避難対象地域となった場合、県の協力のもと、避難所における生活



249

環境が、常に良好なものであるよう努める。そのため、食事供与の状況、トイレの設置状

況等の把握に努め、必要な対策を講じる。

また、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、簡易ベッド等の活用状

況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養

士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、配食等の状況、ごみ処理

の状況など、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じるよ

う努める。避難場所における家庭動物のためのスペースについては、必要に応じ、その確

保に努める。

(4) 町は、管内の地域が避難対象地域となった場合、県と連携し、避難所における被災者は、

生活環境の激変に伴い、心身双方の健康に不調を来す可能性が高いため、常に良好な衛生

状態を保つように努めるとともに、被災者の健康状態を十分把握し、必要に応じ救護所等

の設置や心のケアを含めた対策を行う。特に、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦

等の災害時要援護者の心身双方の健康状態に配慮し、必要に応じ福祉施設等での受入れ、

介護職員等の派遣、車椅子等の手配等を、福祉事業者、ボランティア団体等の協力を得つ

つ、計画的に実施するものとする。

また、町は、県と連携し、保健師等による巡回健康相談等を実施するものとする。

なお、町は県と連携し、避難所の生活環境を確保するため、必要に応じ、仮設トイレを

早期に設置するとともに、被災地の衛生状態の保持のため、清掃、し尿処理、生活ごみの

収集処理等についても必要な措置を講ずる。

(5) 町は、管内の地域が避難対象地域となった場合、県の協力のもと、避難所の運営におけ

る女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮する。

特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品・女性用下着の女性による

配布、避難所における安全性の確保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の

運営に努める。

(6) 町は、管内の地域が避難対象地域となった場合、県の協力のもと、災害の規模被災者の

避難及び収容状況、避難の長期化等に鑑み、必要に応じ、避難者に対し、避難所から旅館

やホテル等への移動を促す。

(7) 町は、管内の地域が避難対象地域となった場合、県の協力のもと、災害の規模等に鑑み

て、避難者の健全な住生活の早期確保のために、必要に応じ、応急仮設住宅の迅速な提供、

公営住宅、民間賃貸住宅及び空き家等利用可能な既存住宅のあっせん及び活用等により、

避難所の早期解消に努める。

(8) 町は、応急仮設住宅を建設する必要があるときは、避難者の健全な住生活の早期確保を

図るため、速やかに国及び県と協議の上建設するものとする。建設に当たっては、二次災

害に十分配慮するとともに、必要に応じ、応急仮設住宅における家庭動物の受入れについ

ても配慮する。

また、県と連携し、被災者の入居に係る事務を行い、その円滑な入居の促進に努める。

なお、応急仮設住宅の建設に必要な資機材が不足し、調達の必要がある場合には、必要

に応じ、国及び県に資機材の調達に関する要請を行う。
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３．広域一時滞在

(1) 町は被災した場合、災害の規模、被災者の避難、収容状況、避難の長期化等に鑑み、管

轄する区域外への広域的な避難及び避難場所、応急仮設住宅等への収容が必要であると判

断した場合において、同一都道府県内の他の市町村への受入れについては当該市町村に直

接協議し、他の都道府県の市町村への受入れについては都道府県に対し当該他の都道府県

との協議を求める。

(2) 町は、必要に応じ、県に対し、受入先の候補となる地方公共団体及び当該地方公共団体

における被災住民の受入能力（施設数、施設概要等）等、広域一時滞在について助言を求

める。

(3) 町は、避難所を指定する際に、併せて広域一時滞在の用にも供することについても定め

るなど、他の市町村からの被災者を受け入れることができる施設等を予め決定しておくよ

う努める。

４．安定ヨウ素剤の予防服用

町は、原子力災害対策指針を踏まえ、国が決定した方針に従い、又は独自の判断により、

安定ヨウ素剤の予防服用に係る防護対策の指標を超える放射性ヨウ素の放出又はそのおそれ

がある場合には、直ちに服用対象の避難者等が安定ヨウ素剤を服用できるよう、服用するべ

き時機及び服用の方法の指示、医師・薬剤師の確保等その他の必要な措置を講じる。

［関連資料］資料編 15-9 安定ヨウ素剤配備

５．災害時要援護者等への配慮

(1) 町は、管内の地域が避難対象地域となった場合、県及び関係機関と連携し、国の協力を

得て、避難誘導、避難所での生活に関しては、災害時要援護者及び一時滞在者が避難中に

健康状態を悪化させないこと等に十分配慮し、避難所での健康状態の把握、福祉施設職員

等の応援体制、応急仮設住宅への優先的入居、高齢者、障害者向け応急仮設住宅の設置等

に努める。

また、災害時要援護者に向けた情報の提供についても十分に配慮する。

(2) 病院等医療機関は、原子力災害が発生し、避難の勧告・指示等があった場合は、予め機

関ごとに定めた避難計画等に基づき、医師、看護師、職員の指示・引率のもと、迅速かつ

安全に、入院患者、外来患者、見舞客等を避難又は他の医療機関へ転院させるものとする。

(3) 社会福祉施設は、原子力災害が発生し、避難の勧告・指示等があった場合は、予め施設

ごとに定めた避難計画等に基づき、職員の指示のもと、迅速かつ安全に、入所者又は利用

者を避難させるものとする。

６．学校等施設における避難措置

学校等施設において、児童・生徒等の在校時に原子力災害が発生し、避難の勧告・指示等

があった場合は、予め定めた避難計画等に基づき、教職員引率のもと、迅速かつ安全に児童・

生徒等を避難させるものとする。

また、児童・生徒等を避難させた場合及び予め定めたルールに基づき児童・生徒等を保護
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者へ引き渡した場合は、県又は市町村に対し速やかにその旨を連絡するものとする。

７．不特定多数の者が利用する施設における避難措置

駅、その他の不特定多数の者が利用する施設において、原子力災害が発生し避難の勧告・

指示等があった場合は、予め定めた避難計画等に基づき、避難させるものとする。

８．警戒区域の設定、避難の勧告・指示の実効を上げるための措置

町は、警戒区域もしくは避難の勧告又は指示した区域について、居住者等の生命又は身体

に対する危険を防止するため、外部から車両等が進入しないよう指導するなど、警戒区域の

設定、避難勧告又は指示の実効を上げるために必要な措置をとるよう現地対策本部、関係機

関等と連携した運用体制を確立するものとする。

９．飲食物、生活必需品等の供給

(1) 町は、県及び関係機関と協力し、被災者の生活の維持のため必要な食料、飲料水、燃料、

毛布等の生活必需品等を調達・確保し、ニーズに応じて供給・分配を行う。

なお、被災地で必要とされる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜

を得た物資の調達に留意する。

また、夏季には扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実情を考慮

するとともに、災害時要援護者のニーズや、男女のニーズの違い等に配慮する。

(2) 町は被災した場合、備蓄物資、自ら調達した物資及び国・他の県等によって調達され引

き渡された物資の被災者に対する供給を行う。

(3) 町は被災し、供給すべき物資が不足し、自ら調達することが困難な場合は、県及び国（物

資関係省庁）に物資の調達を要請するものとする。

第６節 治安の確保及び火災の予防

町は、応急対策実施区域及びその周辺における治安の確保について治安当局（大子警察署）

と協議し、万全を期すものとする。特に、避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った地

域及びその周辺において、パトロールや生活の安全に関する情報の提供等を実施し、盗難等の

各種犯罪の未然防止に努めるとともに、国及び県と協力のうえ、応急対策実施区域及びその周

辺における火災予防に努めるものとする。

第７節 飲食物の出荷制限、摂取制限等
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(1) 町は、国及び県からの放射性物質による汚染状況の調査の要請を受けた場合、又は、自

ら必要と認めたときは、飲用水の検査を実施する。食品については、必要に応じ、県が行

う放射性物質による汚染状況の調査に協力する。

(2) 町は、原子力災害対策指針の指標や食品衛生法上の基準値を踏まえた国および県の指

導・助言及び指示に基づき、飲食物の出荷制限、摂取制限等及びこれらの解除に協力する。

第８節 緊急輸送活動

１．緊急輸送活動

(1) 緊急輸送の順位

町は、管内の地域が避難対象地域となった場合、緊急輸送の円滑な実施を確保するため、

必要があるときは、次の順位を原則として、県等防災関係機関と調整の上、緊急輸送を行

う。

第１順位 人命救助、救急活動に必要な輸送、対応方針を定める少人数グループのメン

バー

第２順位 避難者の輸送（緊急性の高い区域からの優先的な避難）、災害状況の把握・進

展予測のための専門家・資機材の輸送

第３順位 緊急事態応急対策を実施するための要員、資機材の輸送

第４順位 住民の生活を確保するために必要な物資の輸送

第５順位 その他緊急事態応急対策のために必要な輸送

(2) 緊急輸送の範囲

緊急輸送の範囲は以下のとおりとする。

① 救助・救急活動、医療・救護活動に必要な人員及び資機材

② 負傷者、避難者等

③ 対応方針を定める少人数のグループのメンバー（国及び県の現地対策本部長、市町村

の対策本部長等）緊急事態応急対策要員（原子力災害現地対策本部要員、原子力災害合

同対策協議会構成員、国の専門家、緊急時モニタリング要員、情報通信要員等）及び必

要とされる資機材

④ コンクリート屋内退避所、避難所を維持・管理するために必要な人員、資機材

⑤ 食料、飲料水等生命の維持に必要な物資

⑥ その他緊急に輸送を必要とするもの

(3) 緊急輸送体制の確立

① 町は、管内の地域が避難対象地域となった場合、関係機関との連携により、輸送の優

先順位、乗員及び輸送手段の確保状況、交通の混雑状況等を勘案し、円滑に緊急輸送を

実施する。

② 町は、管内の地域が避難対象地域となった場合、人員、車両等の調達に関して、別表

の関係機関のほか、県を通じ輸送関係省庁に支援を要請するとともに、必要に応じ県や

周辺市町村に支援を要請する。
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③ 町は、管内の地域が避難対象地域となった場合、②によっても人員、車両等が不足す

るときは、原子力災害合同対策協議会等の場において、人員等の確保に関する支援を依

頼する。

２．緊急輸送のための交通確保

町は、管内の地域が避難対象地域となった場合、交通規制に当たる県警察と、原子力災害

合同対策協議会において、相互に密接な連絡をとり、緊急輸送のための交通の確保に必要な

措置をとるものとする。

第９節 救助・救急、消火及び医療活動

１．救助・救急及び消火活動

(1) 町は、管内の地域が避難対象地域となった場合、救助・救急及び消火活動が円滑に行わ

れるよう、必要に応じ県又は原子力事業者その他の民間からの協力により、救助・救急及

び消火活動のための資機材を確保するなどの措置を講ずるものとする。

(2) 町は、管内の地域が避難対象地域となった場合、災害の状況等から必要と認められると

きは、消防庁、県、原子力事業者等に対し、応援を要請する。この場合、必要とされる資

機材は応援側が携行することを原則とする。

(3) 町は、管内の地域が避難対象地域となった場合であって、町内の消防力では対処できな

いと判断したときは、速やかに、広域消防応援、緊急消防援助隊の出動等を県に要請する。

なお、要請は次の事項に留意して行う。

① 救急・救助及び火災の状況及び応援要請の理由、応援の必要期間

② 応援要請を行う消防機関の種別と人員

③ 町への進入経路及び集結（待機）場所

④ その他救助・救急及び消火活動に必要な事項

２．医療措置

町は、県が行う緊急時における住民等の健康管理、汚染検査、除染等緊急被ばく医療につ

いて協力するものとする。

第 10 節 住民等への的確な情報伝達活動

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

切な判断と行動を助け、住民等の安全を確保するためには、正確かつ分かりやすい情報の速や

かな公表と伝達、定期的な広報活動が重要である。

また、住民等から、問合せ、要望、意見などが数多く寄せられるため、適切な対応を行える

体制を整備する。
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１．住民等への情報伝達活動

(1) 町は、放射性物質及び放射線による影響は五感に感じられない等の原子力災害の特殊性

を勘案し、緊急時における住民等の心理的動揺あるいは混乱をおさえ、異常事態による影

響をできるかぎり低くするため、住民等に対する的確な情報提供、広報を迅速かつ的確に

行うものとする。

(2) 町は、住民等への情報提供にあたっては国及び県と連携し、情報の一元化を図るととも

に、情報の発信元を明確にし、予めわかりやすい例文を準備するものとする。

また、利用可能な様々な情報伝達手段を活用し、繰り返し広報すること、情報の空白時

間がないよう、定期的な情報提供を行うことに努める。

(3) 町は、役割に応じて周辺住民のニーズを十分把握し、原子力災害の状況（原子力事業所

等の事故の状況、モニタリングの結果、緊急時迅速環境放射能影響予測ネットワークシス

テムによる放射能影響予測等）、農林畜水産物の放射性物質調査の結果及び出荷制限等の状

況、町が講じている施策に関する情報、交通規制、避難経路や避難場所等周辺住民に役立

つ正確かつきめ細やかな情報を提供する。

なお、その際、民心の安定並びに災害時要援護者、一時滞在者、在宅での避難者、応急

仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在を把握できる広域避難者等に配慮し

た伝達を行う。

(4) 町は、原子力災害合同対策協議会の場を通じて十分に内容を確認した上で住民等に対す

る情報の公表、広報活動を行うものとする。その際、その内容について原子力災害対策本

部、原子力災害現地対策本部、指定行政機関、公共機関、県、周辺市町村及び原子力事業

者と相互に連絡を取り合うものとする。

(5) 町は、情報伝達に当たって、掲示板、広報紙、広報車等によるほか、テレビやラジオな

どの放送事業者、通信社、新聞社等の報道機関の協力を得るものとする。また、安否情報、

交通情報、各種問い合わせ先等を随時入手したいというニーズに応えるため、インターネ

ット等を活用し、的確な情報を提供できるよう努めるものとする。

なお、被災者のおかれている生活環境、居住環境等が多様であることに鑑み、情報を提

供する際に活用する媒体に配慮するものとする。特に、避難場所にいる被災者は情報を得

る手段が限られていることから、被災者生活支援に関する情報については紙媒体でも情報

提供を行うなど、適切に情報提供がなされるよう努めるものとする。

(6) 町は、避難状況の確実な把握に向けて、町が指定した避難所以外に避難をした場合等に

は、町の災害対策本部に居場所と連絡先を連絡するよう、住民等へ周知する。

２．住民等からの問い合わせに対する対応

町は、国、県及び関係機関等と連携し、必要に応じ、速やかに住民等からの問い合わせに

対応する専用電話を備えた窓口の設置、人員の配置等を行うための体制を整備する。

また、住民等のニーズに応じた、情報の収集・整理・発信を行う。
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第 11 節 自発的支援の受入れ等

大規模な災害が発生し、国内・国外から多くの善意の支援申し入れが寄せられることが予想

される場合、町は、適切な受入体制の確保に努める。

１．ボランティアの受入れ

町は、国、県及び関係団体と相互に協力し、ボランティアに対する被災地のニーズの把握

に努めるとともに、ボランティアの受付、調整等その受入れ体制を確保するよう努めるもの

とする。ボランティアの受入れに際して、被ばくに留意するとともに老人介護や外国人との

会話力等ボランティアの技能等が効果的に活かされるよう配慮し、必要に応じてボランティ

アの活動拠点を提供する等、ボランティアの活動の円滑な実施が図られるよう支援に努める

ものとする。

２．国民等からの義援物資、義援金の受入れ

(1) 義援物資の受入れ

町は、県及び関係機関等の協力を得ながら、国民、企業等からの義援物資について、受

入れを希望するもの及び受入れを希望しないものを把握し、その内容のリスト及び送り先

を原子力災害対策本部等及び報道機関を通じて国民に公表するものとし、当該リストにつ

いては、現地の需要状況を勘案した逐次改定に努める。

国及び被災地以外の県は必要に応じ義援物資に関する問い合わせ窓口を設けるとともに、

被災地のニーズについて広報を行うものとする。

国民、企業等は、義援物資を提供する場合には、被災地のニーズに応じた物資とするよ

う、また、品名を明示する等梱包に際して被災地における円滑かつ迅速な仕分け・配送に

十分配慮した方法とするよう努めるものとする。

(2) 義援金の受入れ

町は、県と十分協議の上、義援金の使用について定める。その際、配分方法を工夫する

などして、出来る限り迅速な配分に努める。

第 12 節 行政機関の業務継続に係る措置

(1) 町は、庁舎の所在地が避難のための立ち退きの勧告又は指示を受けた地域に含まれる場

合、予め定めた退避先へ退避するとともに、その旨を住民等へ周知する。

なお、行政機関においては住民等の避難、学校等においては児童・生徒等の避難を優先

したうえで退避を実施する。

(2) 町は、庁舎を退避した場合、予め定めた業務継続計画に基づき、災害応急対策等、優先

的に処理すべき必要がある業務については、退避先において継続して実施する。
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第 13 節 災害時要援護者対応

町は、視聴覚障害者や外国人に配慮し、報道機関、語学ボランテイアの協力を得て、テレビ、

ラジオ、ホームページ等を活用して、字幕や文字放送、外国語放送等による情報提供を行う。

また、必要に応じ、外国人からの問い合わせ等に対応するため、相談窓口を設置し、総合的

な相談に応じる。

避難誘導、避難所での生活に関しては、県・国と連携し、災害時要援護者及び一時滞在者が

避難中に健康状態を悪化させないこと等に十分配慮し、避難所での健康状態の把握等に努め、

保健福祉等の各種サービスを提供するとともに、災害時要援護者に向けた情報の提供について

も十分に配慮する。
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第４章 原子力災害中期対策

第１節 基本方針

本章は、原災法第１５条第４項の規定に基づき原子力緊急事態解除宣言が発出された場合の

原子力災害事後対策を中心に示したものであるが、これ以外の場合であっても、原子力防災上

必要と認められるときは、本章に示した対策に準じて対応するものとする。

第２節 緊急事態解除宣言後の対応

町は、内閣総理大臣が原子力緊急事態解除宣言を発出した場合においても、引き続き存置さ

れる現地対策本部及び原子力被災者生活支援チームと連携して原子力災害事後対策や被災者の

生活支援を実施する。

第３節 原子力災害事後対策実施区域における避難区域等の設定

町は、国及び県と協議のうえ、状況に応じて避難区域を見直し、原子力災害事後対策を実施

すべき区域を設定する。

第４節 放射性物質による環境汚染への対処

町は、国、県、原子力事業者及びその他の関係機関とともに、放射性物質による環境汚染へ

の対処について必要な措置を行うものとする。

第５節 各種制限措置の解除

町は、県と連携を図り、緊急時モニタリング等による地域の調査、国が派遣する専門家等の

判断、国の指導・助言及び指示に基づき、原子力災害応急対策として実施された、立ち入り制

限、交通規制、飲食物の出荷制限、摂取制限等各種制限措置の解除及び解除実施状況の確認を

行う。



258

第６節 災害地域住民に係る記録等の作成

１．災害地域住民の記録

町は、避難及び屋内退避の措置をとった住民等が、災害時に当該地域に所在した旨を証明

し、また、避難所等においてとった措置等を予め定められた様式により記録する。

２．災害対策措置状況の記録

町は、被災地の汚染状況図、応急対策措置及び事後対策措置について記録を行う。

第７節 被災者等の生活再建等の支援

(1) 町は国及び県と連携し、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保、生活資金等の支

給やその迅速な処理のための仕組みの構築に加え、生業や就労の回復による生活資金の継

続的確保、コミュニティの維持回復、心身のケア等生活全般にわたってきめ細かな支援に

努める。

(2) 町は国及び県と連携し、被災者の自立に対する援助、助成措置について、広く被災者に

広報するとともに、できる限り総合的な相談窓口等を設置する。

また、町外に避難した被災者に対しても、避難先の地方公共団体と協力を得て、必要な

情報や支援・サービスを提供するものとする。

(3) 町は県と連携し、被災者の救済及び自立支援や、被災地域の総合的な復旧・復興対策等

をきめ細かに、かつ、機動的、弾力的に進めるために、特に必要があるときは、災害復興

基金の設立等の機動的・弾力的推進の手法について検討を行う。

第８節 風評被害等の影響の軽減

町は、国及び県と連携し、科学的根拠に基づく農林漁業、地場産業の産品等の適切な流通等

が確保されるよう、広報活動を行う。

第９節 被災中小企業等に対する支援

町は、国及び県と連携し、被災中小企業等に対する援助、助成措置について広く被災者に

広報するとともに、中小企業に対する企業資金融資制度を取り纏め、必要に応じ、相談窓口

を設置し、設備復旧資金や運転資金の活用等に関する支援を行う。
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第 10 節 心身の健康相談体制の整備

町は、国や県の健康対策制度の把握に努め、町民の健康影響調査（健康診断等）及び心のケ

アを含む健康相談支援に適切に対応できるよう努める。
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第５編 林野火災対策計画

第１章 災害予防

林野火災の発生防止と被害軽減を図るため、防災関係機関は、平常時から次に掲げる対策を講

じるものとする。

第１節 林野火災に強い地域づくり

１ 林野火災予防対策

〔町、県〕

林野火災発生原因のほとんどは、たばこの不始末等失火によるものであるので、火災の発

生しやすい時期に重点的に、森林パトロールや予防広報を実施し、防火思想の普及を図る。

２ 林野火災特別地域対策事業の推進

〔町、県〕

林野火災の発生または拡大の危険度の高い地域を林野火災特別地域に指定し、林野火災特

別地域対策事業計画に基づいて事業を推進することにより、林野火災対策の強化を図る。

第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え

１ 情報の収集・連絡関係

(1) 情報の収集・連絡体制の整備

〔町、県、公共機関等〕

林野火災が発生した場合又は発生するおそれがある場合に備え、それぞれ次の対策を講

ずるとともに、機関相互間において情報の収集・連絡体制の整備を図るものとする。その

際、夜間、休日の場合においても、対応できる体制の整備を図るものとする。

〔町〕

林野火災の出火防止と早期発見のためには、消防職員や消防団員などによるパトロール

が効果的であることから、多発時期における監視パトロールの強化に努める。

また、緊急時の通報連絡体制を確立するとともに、災害現場や関係機関等で情報収集・

連絡にあたる要員を予め定めるなど緊急時の体制整備を図る。

(2) 通信手段の確保

〔町、県〕

防災情報ネットワークの適正な維持管理に努め、災害時の通信手段を確保するとともに、

災害現場の状況を迅速かつ的確に努め、また、住民に対する災害情報等を広報するため、

災害行政無線又はそれに準ずる広報手段の整備を推進する。

また、非常通信体制の整備、有・無線通信システムの一体的運用及び応急対策等災害時
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の重要通信の確保に関する対策の推進を、非常通信協議会との連携に十分配慮しながら図

るとともに、災害時の情報通信手段については、平常時よりその習熟に努めるものとする。

２ 災害応急体制の整備

(1) 職員の体制

〔町、県、公共機関〕

林野火災発生時の職員の非常参集体制の整備を図るとともに、災害時活動マニュアルを

作成して、職員に災害時の活動内容等を周知するものとする。

(2) 防災関係機関相互の連携体制

〔町、県〕

災害発生時には、防災関係機関相互の連携体制が重要であることから、それぞれの機関

は、応急活動及び復旧活動に関し、相互応援の協定を締結する等平常時より連携を強化し

ておくものとする。

なお、町及び県においては、既に以下の協定を締結しており、今後は、より具体的、実

践的なものとするよう連携体制の強化を図っていくものとする。

（町）

・「災害時等の相互応援に関する協定」（県下全市町村）

・「茨城県広域消防相互応援協定」（県下全消防本部）

(3) 緊急時ヘリコプターの離発着場の把握と整備

〔町〕

緊急時ヘリコプターの離発着場及び補給基地の整備、維持管理に努める。

３ 救助・救急、医療活動への備え

〔防災関係機関、県〕

災害時に迅速に応急活動ができるよう、それぞれの防災関係機関の実情に応じ、救助・救

急用資機材、車両、航空機等の整備に努めるものとする。

また、迅速な医療活動実施のため、本計画第２編第２章第４節５「医療・助産計画」に準

じて事前対策を講じるものとする。

［関連資料］資料編 5-4 林野火災用資機材状況

４ 消火活動への備え

〔町〕

防火水槽・貯水槽の整備、自然水利・指定消防水利の増強を図るとともに、その適正な配

置に努める。

５ 緊急輸送活動への備え

〔町、県〕

本計画第２編第２章第４節７「輸送計画」に準ずるものとする。
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６ 避難収容活動、施設・設備の応急復旧活動への備え

〔町、県〕

避難場所、避難路を予め指定し、住民に周知するとともに、災害時の避難誘導計画を作成

し、訓練を通して災害時要援護者に配慮した避難誘導体制の整備に努めるものとする。

また、それぞれの所管する施設、設備の被害状況の把握及び応急復旧を行うため、予め資

機材を整備するものとする。

７ 防災関係機関等の防災訓練の実施

〔町、県、防災関係機関〕

様々な状況を想定し、地域住民等を含めた防災関係機関が相互に連携した実践的な訓練を

実施するものとする。

第３節 防災活動の促進

〔町〕

入山者に対する啓発を実施するとともに、広報紙掲載や立看板の設置等による広報宣伝に努

める。
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第２章 災害応急対策

林野火災が発生した場合、できるだけ被害を最小限にとどめるため、早期に初動体制を確立し

て、その拡大を防止し被害の軽減を図るため、関係機関は次の対策を講じるものとする。

第１節 発災直後の情報の収集・連絡

１ 災害情報の収集・連絡

(1) 林野火災情報の収集・連絡

〔町〕

火災の発生状況、人的被害の状況、林野の被害の状況等の情報を収集するとともに、被

害規模に関する概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに県へ連絡する。併せて、「火

災・災害等即報要領」に基づき、消防庁に対しても覚知後 30分以内で可能な限り早く報告

する。

(2) 林野火災情報等の収集・連絡系統

林野火災情報等の収集・連絡系統は次のとおりとする。

［関連資料］資料編 2-7 林野火災連絡先一覧

(3) 応急対策活動情報の連絡

〔町〕

応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を連絡し、応援の必要性等を連絡する。

第２節 活動体制の確立

１ 町の活動体制

林野火災発生後速やかに、県との整合性を考慮し、職員の非常参集、情報収集連絡体制の

確立及び災害対策本部等の設置等の必要な体制をとる。

［関連資料］資料編 2-8 林野火災時の職員配備及び災害対策本部等の設置の決定基準

発

見

者

警 察 署

大 子 町

（消防機関）

警 察 本 部 陸上自衛隊

施 設 学 校

近隣消防機関

県

（防災・危機管理課）

消 防 庁

震災等応急室

森林管理者

及び事務所
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２ 広域的な応援体制

〔町、県〕

町内において林野火災が発生し、自力による応急対策等が困難な場合、本計画第２編第２

章第３節２「応援要請並びに応援計画」に準じ、迅速・的確な応援要請の手続きを行うとと

もに、受入れ体制の確保を図る。

３ 自衛隊の災害派遣

〔町、県〕

林野火災の規模や収集した被害情報から必要と認められた場合、本計画第２編第２章第３

節１「自衛隊災害派遣要請計画」に準じ、自衛隊の災害派遣を要請するものとする。

第３節 救助・救急、医療及び消火活動

１ 救助・救急活動

〔町、県〕

被害状況の早急な把握に努め、必要に応じ、非常災害対策本部、現地災害対策本部等国の

各機関、他の都道府県に応援を要請するものとする。

２ 医療活動

〔町、県、日赤茨城県支部、病院、医療ボランティア等〕

林野火災発生時に、医療救護を必要とする多数の傷病者が発生した場合には、本計画第２

編第２章第４節５「医療・助産計画」に準じ、関係医療機関及び防災関係機関との密接な連

携のもと、医療救護活動を行うものとする。

また、被災者に対する心のケアを行う必要がある場合は、本計画第２編第２章第５節１「避

難所運営」の心のケア対策に準じて実施するものとする。

３ 地上消火活動

〔町、消防機関〕

林野火災を覚知した場合は、火煙の大きさ、規模などを把握し、迅速に消火隊を整え出動

するとともに、消防相互応援協定に基づく広域応援を要請するなど、火勢に対応できる消火

体制を迅速に確立するものとする。

４ 空中消火活動

〔町、県、防災関係機関〕

・現地指揮本部

町が空中消火を要請した場合の現地指揮本部は、県（消防防災課）及びヘリコプター運

用機関からの連絡員を含めて構成するものとする。
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空中消火を効果的に実施するために消火計画を立て、各機関との連携を図り、統一的な

指揮を行う。

・空中消火基地

消火薬剤準備場所、ヘリコプター離発着場、飛行準備場所（燃料集積所を含む。）からな

り、空中消火活動の拠点となる。空中消火の実施が決定された時点で町は、県（消防防災

課）及びヘリコプター運用機関と協議のうえ、適地を決めるものとする。

・空中消火用資機材等

県内３カ所（石岡市消防本部、常陸大宮市消防本部、高萩市消防本部）に管理されてい

る消火薬剤散布装置をヘリコプターの機体下部に吊し、上空から散水、又は消火薬剤を散

布する。

・県防災ヘリコプターによる空中消火の要請基準

・地上における消火活動では、消火が困難であり、防災ヘリコプターによる消火の必要が

あると認められる場合。

・その他、火災防御活動上、特に防災ヘリコプターによる活動が有効と認められる場合。

第４節 緊急輸送のための交通の確保

１ 交通の確保

〔町、県、道路管理者〕

現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通監視カメラ、車両感知器等を活用して、

交通状況を迅速に把握するものとする。

また、緊急輸送を確保するため、直ちに一般車両の通行を禁止するなどの交通規制を行う

ものとし、必要に応じて警備会社等との応援協定等に基づき、交通誘導の実施等を要請する

ものとする。

交通規制にあたっては、関係機関は、相互に密接な連絡をとるものとする。

第５節 避難収容活動

〔町、県、自衛隊等〕

林野火災による被害が発生し、または発生するおそれがある場合において町が行う避難勧告

等については、本計画第２編第２章第４節１「避難情報伝達」に準じて実施するものとする。

第６節 施設、設備の応急復旧活動

〔町、県、公共機関等〕

それぞれの所管する施設、設備の緊急点検を実施するとともに、これらの被害状況を把握し、



266

ライフライン及び公共施設の応急復旧を速やかに行うものとする。

第７節 関係者等への的確な情報伝達活動

関係者等への的確な情報伝達については、本計画第２編第２章第２節４「広報計画」に準ず

るほか、次により実施するものとする。

１ 情報伝達活動

〔町、県〕

林野火災の状況、安否情報、医療機関などの情報、それぞれの機関が講じている施策に関

する情報、交通規制等被害者の家族等に役立つ正確かつきめ細かな情報を、放送事業者、通

信社、新聞社等の報道機関の協力を得て適切に提供するものとする。この際、聴覚障害者に

対する広報は、正確でわかりやすい文書や字幕付き放送、文字放送等によるものとする。

・町及び関係機関の実施する応急対策の概要

・避難の指示、勧告及び避難先の指示

・地域住民等への協力依頼

・その他必要な事項

２ 関係者からの問い合わせに対する対応

〔町、県〕

必要に応じ災害発生後、速やかに関係者からの問い合わせに対応する窓口設置、人員の配

置等の体制の整備に努めるものとする。

第８節 二次災害の防止活動

〔町、県、関係機関〕

林野火災により、流域が荒廃した地域のもと流部においては、土石流等の二次災害が発生す

るおそれがあることに留意し、二次災害の防止に努めるものとする。
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第６編 航空災害対策計画

第１章 災害予防

航空災害の発生を未然に防止するため、防災関係機関は平常時から次に掲げる対策を講じるも

のとする。

第１節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え

１ 情報の収集・連絡体制の整備

(1) 情報の収集・連絡

〔町、県、公共機関、航空運送事業者〕

大規模な航空災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合に備え、それぞれ次の

対策を講じるとともに、機関相互間において情報の収集・連絡体制の整備を図るものとす

る。その際、夜間、休日の場合等においても対応できる体制の整備を図るものとする。

〔町〕

緊急時の通報連絡体制を確立するとともに、発災現場等において情報の収集・連絡にあ

たる要員を予め指定しておくなど、体制の整備を推進する。

また、民間企業、報道機関、住民等からの情報など多様な災害関連情報等の収集体制の

整備に努める。

(2) 通信手段の確保

〔町、百里空港事務所、県等防災関係機関〕

非常通信体制を含めた航空災害時における通信手段については、本計画第２編第２章第

２節３「通信計画」に準ずるものとする。

２ 災害応急体制の整備

(1) 職員の体制

〔町、百里空港事務所、県等防災関係機関〕

防災関係機関は、それぞれの機関において実情に応じ職員の非常参集体制の整備を図る

とともに、それぞれの機関の実情を踏まえ、必要に応じ応急活動のためのマニュアルを作

成して職員に災害時の活動内容等を周知するものとする。

(2) 防災関係機関相互の連携体制

〔町、百里空港事務所、県等防災関係機関〕

災害発生時には、防災関係機関相互の連携体制が重要であることから、それぞれの機関

は、応急活動及び復旧活動に関し、相互応援の協定を締結する等平常時より連携を強化し

ておくものとする。

なお、町及び県においては、既に以下の協定を締結しており、今後は、より具体的、実

践的なものとするよう連携体制の強化を図っていくものとする。
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（町）

・「災害時等の相互応援に関する協定」（県下全市町村）

・「茨城県広域消防相互応援協定」（県下全消防本部）

３ 捜索、救助・救急、医療及び消火活動への備え

(1) 消火救難及び救助・救急、消火活動への備え

〔町、第三管区海上保安本部、県等防災関係機関〕

災害時に迅速に応急活動ができるよう、それぞれの防災機関の実情に応じ、救助・救急

用資機材、消火用資機材、車両、船舶、航空機等の整備に努めるものとする。

(2) 医療活動への備え

〔町、県、日赤茨城県支部、病院、各医療関係団体〕

災害時の迅速な医療活動実施のための事前対策については、本計画第２編第２章第４節

５「医療・助産計画」に準ずるものとする。

４ 緊急輸送活動への備え

発災時の緊急輸送活動の効果的な実施のための事前対策としては、本計画第２編第２章第

４節７「輸送計画」に準ずるほか、次により実施するものとする。

〔町、県〕

信号機、情報板等の道路交通関連施設について、災害時の道路交通管理体制の整備に努め

るものとする。

５ 関係者等への的確な情報伝達活動への備え

〔町、県〕

家族等からの問い合わせ等に対応する体制について、予め計画を作成するよう努めるもの

とする。

６ 防災関係機関の防災訓練の実施

〔町、百里空港事務所、県、防災関係機関〕

大規模な航空災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合に、応急対策が迅速かつ

円滑に行えるよう、墜落事故及び空中衝突事故等によるあらゆる被害を想定し、関係機関と

連携した実践的な訓練を定期的・継続的に実施し、大規模な航空災害への対応能力の向上に

努めるものとする。
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第２章 災害応急対策

航空災害が発生した場合に、早期に初動体制を確立して、その拡大を防止し被害の軽減を図

るため、関係機関は次の対策を講じるものとする。

第１節 発災直後の情報の収集・連絡

１ 災害情報の収集・連絡

(1) 航空事故情報等の収集・連絡

〔発見者〕

航空災害の発生等異常な事態を発見した者は、直ちに、その旨を町長、警察官、海上保

安官又は百里空港事務所長に通報しなければならないものとする。

また、何人も、この通報が最も迅速に到達するよう協力しなければならないものとする。

〔町〕

航空機の墜落等の大規模な航空事故の発生の連絡を受けた場合は、直ちに事故情報等の

報告を県に行う。

また、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含

め、把握できた範囲から直ちに県に報告する。併せて、「火災・災害等即報要領」に基づく、

直接即報基準に該当する事案については、消防庁に対しても、原則として覚知後 30分以内

で可能な限り早く報告する。

(2) 航空事故情報等の収集・連絡系統

航空事故情報等の収集・連絡系統及び連絡先は次のとおりとする。

（民間機の場合）

発見者 消防庁県

陸上自衛隊

施 設 学 校

陸上自衛隊
百 里 基 地

警察庁県警察本部

航空会社

警察署

茨城海上保安部

隣接市町村
（消防機関含む）

百里空港事務所

大子町
（消防機関含む）
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（自衛隊機の場合）

(3) 応急対策活動情報の連絡

〔町〕

町は、県に対して応急対策の活動状況、災害対策本部設置状況等を連絡し、応援の必要

性等を連絡する。

〔町、百里空港事務所、県等防災関係機関〕

応急対策活動情報に関し、必要に応じて相互に緊密な情報交換を行うものとする。

［関連資料］資料編 2-10 航空事故情報等の連絡先一覧

第２節 活動体制の確立

１ 町の活動体制

発災後速やかに、県地域防災計画との整合性を考慮し、職員の非常参集、情報収集連絡体

制の確立及び災害対策本部の設置等必要な体制をとる。

［関連資料］資料編 2-11 航空事故時の職員配備及び災害対策本部等の設置の決定基準

２ 広域的な応援体制

〔町、県〕

町内において航空事故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、本計画

第２編第２章第３節２「応援要請並びに応援計画」に準じて、迅速・的確な応援要請の手続

きを行うとともに、受入体制の確保を図るものとする。

３ 自衛隊の災害派遣

〔町、百里空港事務所、県等〕

航空事故の規模や収集した被害情報から必要と認められた場合は、本計画第２編第２章第

３節１「自衛隊災害派遣要請計画」に準じ、直ちに自衛隊の災害派遣を要請するものとする。

発見者

消防庁

警察庁県警察本部警察署

茨城海上保安部

県

陸上自衛隊
施 設 学 校

隣接市町村

（消防機関含む）

航空自衛隊百里基地

大子町
（消防機関含む）

陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地

陸上自衛隊各駐屯地
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第３節 捜索、救助・救急、医療及び消火活動

１ 資機材等の調達等

〔町、県等災害関係機関〕

消火、救難及び救助・救急活動に必要な資機材は、原則として、当該活動を実施する機関

が携行するものとする。

〔町、県〕

必要に応じ、民間からの協力等により、救助・救急活動のための資機材を確保し、効率的

な救助・救急活動を行うものとする。

２ 医療活動

〔町、県、日赤茨城県支部、病院、医療ボランティア等〕

発災時には、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とから、本計画第

２編第２章第４節５「医療・助産計画」に準じ、関係防災関係機関との密接な連携のもとに、

医療機関及び各救護所の設置、応急処置の実施、予め指定した医療機関への搬送、応急仮設

救護所の開設等一刻も早い医療救護活動を行うものとする。

また、被災者に対する心のケアを行う必要がある場合は、本計画第２編第２章第５節１「避

難所運営」の心のケア対策に準じて実施するものとする。

第４節 避難勧告・指示・誘導

〔町、第三管区海上保安本部、県（警察本部）、自衛隊等〕

災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、町が行う避難勧告等について

は、本計画第２編第２章第４節第１「避難情報伝達」に準じて実施するものとする。

第５節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動

１ 交通の確保

〔町、県、道路管理者〕

現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通監視カメラ、車両感知器等を活用して、

交通状況を迅速に把握するものとする。

また、緊急輸送を確保するため、直ちに一般車両の通行を禁止するなどの交通規制を行う

ものとし、必要に応じて警備業者等との応援協定等に基づき、交通誘導の実施等を要請する

ものとする。

交通規制にあたっては、関係機関は、相互に密接な連絡をとるものとする。

〔町、県、道路管理者〕

被災地周辺道路の一時的な通行禁止又は制限を行うとともに、交通関係者及び地域住民に

広報し理解を求めるものとする。
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また、遺族等事故関係者に対しては、地域住民の協力を得て道路案内等を適切に実施する

ものとする。

第６節 関係者等への的確な情報伝達活動

関係者等への的確な情報伝達については、本計画第２編第２章第２節「災害情報の収集・伝

達」に準ずるほか、次により実施するものとする。

１ 情報伝達活動

〔町、県〕

航空災害の状況、安否情報、医療機関などの情報、それぞれの機関が講じている施策に関

する情報、交通規制等被災者の家族等に役立つ正確かつきめ細かな情報を、放送事業者、通

信社、新聞社等の報道機関の協力を得て適切に提供するものとする。この際、聴覚障害者に

対する広報は、正確でわかりやすい文書や字幕付き放送、文字放送等によるものとする。

・町及び関係機関の実施する応急対策の概要

・避難の指示、勧告及び避難先の指示

・旅客及び乗務員の氏名・住所

・地域住民等への協力依頼

・その他必要な事項

２ 関係者等からの問い合わせに対する対応

〔町、県〕

必要に応じ災害発生後、速やかに関係者からの問い合わせに対応する窓口設置、人員の配

置等の体制の整備に努めるものとする。

第７節 遺族等事故災害関係者の対応

〔町〕

遺族等事故災害関係者の控室及び宿泊施設を確保するとともに、地域住民やバス会社等の協

力を得て、輸送等の各種サービスを実施し、遺族等事故災害関係者に対し適切に対応するもの

とする。

第８節 防疫及び遺体の処理

〔町、県、日赤茨城県支部〕

発災時の防疫及び遺体の処理については、本計画第２編第２章第７節第４「障害物除去計画」
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及び同節第３「行方不明者の捜索及び遺体の収容計画」に準じて実施するものとし、特に、町

が災害現場となった場合には、遺体の一時保存及び検視場所の設置、し尿及び廃棄物処理に留

意するものとする。
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第７編 鉄道災害対策計画

第１章 災害予防

鉄道災害の発生を予防するとともに、鉄道災害が発生した場合に被害の軽減を図るため、関係

機関及び関係団体は次の対策を講じるものとする。

第 1節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え

１ 情報の収集・連絡体制の整備

(1) 情報の収集・連絡

〔町、県、鉄道事業者〕

機関相互間において情報の収集・連絡体制の整備を図るものとする。その際、夜間、休

日の場合等においても対応できる体制の整備を図るものとする。

〔町〕

迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡の重要性に鑑み、発災現場等において情報の収集・

連絡にあたる要員を予め指定しておくなどの整備を推進するものとする。

〔町、県〕

民間企業、報道機関、住民等からの情報など多様な災害関連情報等の収集体制の整備に

努めるものとする。

(2) 通信手段の確保

〔町、関東運輸局、県等防災関係機関〕

非常通信体制を含めた鉄道災害時における通信手段については、本計画第２編第２章第

２節３「通信計画」に準ずるものとする。

２ 災害応急体制の整備

(1) 職員の体制

〔町、関東運輸局、県、鉄道事業者等防災関係機関〕

職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアルの作成等、災害応急体制を整備する

とともに、実践的な防災訓練を実施し、災害時の活動手順、関係機関との連携等について

徹底を図り、体制の整備等、必要な措置を講じるものとする。

また、災害発生直後における旅客の避難等のための体制の整備に努めるほか、火災によ

る被害の拡大を最小限とするため、初期消火体制の整備に努めるものとする。

(2) 防災関係機関相互の連携体制

〔町、県、鉄道事業者〕

災害発生時には、防災関係機関相互の連携体制が重要であることから、それぞれの機関

は、応急活動及び復旧活動に関し、相互応援の協定を締結する等平常時より連携を強化し

ておくものとする。

なお、町及び県においては、既に以下の協定を締結しており、今後は、より具体的、実
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践的なものとするよう連携体制の強化を図っていくものとする。

（町）

・「災害時等の相互応援に関する協定」（県下全市町村）

・「茨城県広域消防相互応援協定」（県下全消防本部）

３ 救助・救急、医療及び消火活動への備え

(1) 救助・救急活動への備え

〔町、県等〕

迅速な救助・救急活動を行うため、救助工作車、救急車、照明車等の車両、ヘリコプタ

ー及び応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に努めるものとする。

(2) 医療活動への備え

〔町、県、日赤茨城県支部、病院、医療関係団体〕

医療活動への備えとしては、本計画第２編第２章第４節５「医療・助産計画」に準ずる

ものとする。

４ 緊急輸送活動への備え

発災時の緊急輸送活動の効果的な実施のための事前対策としては、本計画第２編第２章第

４節７「輸送計画」に準ずるほか、次により実施するものとする。

〔町、県等〕

信号機、情報板等の道路交通関連施設について災害時の道路交通管理体制の整備に努める

ものとする。

５ 関係者等への的確な情報伝達活動への備え

〔町、県、放送事業者等〕

事故災害に関する情報を常に伝達できるよう、その体制及び施設、設備の整備を図るもの

とする。

また、被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制について予め計画するよう努め

るものとする。

６ 防災関係機関の防災訓練の実施

〔町、県等〕

相互に連携した訓練を実施するものとし、訓練の実施にあたっては鉄道事故及び被害の想

定を明らかにするとともに様々な条件での設定をするなど実践的な訓練に努めるものとする。
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第２章 災害応急対策

鉄道災害が発生した場合に、早急に初動体制を確立して、その拡大を防止し被害の軽減を図る

ため、関係機関は次の対策を講じるものとする。

第１節 発災直後の情報の収集・連絡

１ 災害情報の収集・連絡

(1) 鉄道災害情報等の収集・連絡

〔町〕

大規模な鉄道事故の発生の連絡を受けた場合は、直ちに事故情報等の報告を県に行うも

のとする。また、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的

情報を含め、把握できた範囲から直ちに県に報告するものとする。併せて、「火災・災害等

即報要領」に基づき、消防庁に対しても原則として覚知後 30分以内で可能な限り早く報告

するものとする。

［関連資料］資料編 2-13 鉄道災害情報等の連絡先一覧

第２節 活動体制の確立

１ 町の活動体制

〔町〕

発災後速やかに、県地域防災計画との整合性を考慮し、職員の非常参集、情報収集連絡体

制の確立及び災害対策本部の設置等の必要な体制をとる。

［関連資料］資料編 2-14 鉄道災害時の職員配備及び災害対策本部等の設置の決定基準

２ 広域的な応援体制

〔町、県〕

町内において鉄道事故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、本計画

第２編第２章第３節２「応援要請並びに応援計画」に準じて、迅速・的確な応援要請の手続

消 防 庁

鉄

道

事

業

者

国 土 交 通 省
関 東 運 輸 局
鉄道部安全指導課
℡045-211-7240

県 警 察 本 部
℡029-301-0110

内 5751

大子町・大子町消防本部

県防災危機管理課
℡029-301-2879

警 察 庁
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きを行うとともに、受入体制の確保を図るものとする。

３ 自衛隊の災害派遣

〔町、県等〕

鉄道事故の規模や収集した被害情報から必要と認められた場合、本計画第２編第２章第３

節１「自衛隊災害派遣要請計画」に準じて自衛隊の災害派遣要請するものとする。

第３節 救助・救急、医療及び消火活動

１ 資機材の調達

〔町、県等防災関係機関〕

消火及び救助・救急活動に必要な資機材は、原則として当該活動を実施する機関が携行す

るものとする。

〔町、県〕

必要に応じ、民間からの協力等により、救助・救急活動のための資機材を確保し、効率的

な救助・救急活動を行うものとする。

２ 医療活動

〔町、県、日赤茨城県支部、病院、医療ボランティア等〕

発災時には、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とから、本計画第

２編第２章第４節５「医療・助産計画」に準じて、関係医療機関及び防災関連機関との密接

な連携のもとに、一刻も早い医療救護活動を行うものとする。

また、被災者に対する心のケアを行う必要がある場合は、本計画第２編第２章第５節１「避

難所運営」の心のケア対策に準じて実施するものとする。

３ 消火活動

〔消防機関〕

速やかに事故による火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行うものとする。

また、町が発災現場以外となった場合は、発災現場の市町村からの要請または相互応援協

定に基づき、消防機関による応援の迅速かつ円滑な実施に努めるものとする。

第４節 避難勧告・指示・誘導

〔町、県、自衛隊等〕

災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、町が行う避難勧告等については、

本計画第２編第２章第４節１「避難情報伝達」に準じて実施するものとする。
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第５節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動

〔町、県、道路管理者〕

現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通監視カメラ、車両感知器等を活用して、

交通状況を迅速に把握するものとする。

また、緊急輸送を確保するため、直ちに一般車両の通行を禁止するなどの交通規制を行うも

のとし、必要に応じて警備業者等との応援協定等に基づき、交通誘導の実施等を要請するもの

とする。

交通規制にあたっては、関係機関は、相互に密接な連絡をとるものとする。

第６節 関係者等への的確な情報伝達活動

関係者等への的確な情報伝達については、本計画第２編第２章第２節４「広報計画」に準ず

るほか次により実施するものとする。

１ 情報伝達活動

〔町、県〕

鉄道災害の状況、安否情報、医療機関などの情報、それぞれの機関が講じている施策に関

する情報、交通規制等被害者の家族等に役立つ正確かつきめ細かな情報を、放送事業者、通

信社、新聞社等の報道機関の協力を得て適切に提供するものとする。この際、聴覚障害者に

対する広報は、正確でわかりやすい文書や字幕付き放送、文字放送等によるものとする。

・鉄道災害の状況

・旅客及び乗務員等の安否情報

・医療機関等の情報

・関係機関の災害応急対策に関する情報

・施設等の復旧状況

・避難の必要性等、地域に与える影響

・その他必要な事項

２ 関係者からの問い合わせに対する対応

〔町、県、鉄道事業者〕

必要に応じ災害発生後、速やかに関係者からの問い合わせに対応する窓口設置、人員の配

置等の体制の整備に努めるものとする。

第７節 防疫及び遺体の処理
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〔町、県、日赤茨城県支部〕

発災時の防疫及び遺体の処理については、本計画第２編第２章第７節５「防疫計画」及び同

６「清掃計画」、３「行方不明者の捜索及び遺体の収容計画」に準じて実施するものとする。
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第８編 道路災害対策計画

第１章 災害予防

道路災害の発生を予防するとともに、道路災害が発生した場合に被害の軽減を図るため、関係

機関は次の対策を講じるものとする。

第１節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え

１ 情報の収集・連絡体制の整備

(1) 情報の収集・連絡

〔町・県・道路管理者〕

大規模な道路災害が発生した場合に備え、それぞれの機関及び機関相互間において情報

の収集・連絡体制の整備を図るものとする。

その際、休日、夜間の場合等においても対応できる体制の整備を図るものとする。

〔町〕

緊急時の通報連絡体制を確立するとともに、発災現場等において情報の収集・連絡にあ

たる要員を予め指定しておくなど、体制の整備を推進する。

２ 災害応急体制の整備

(1) 職員の体制

〔町・県・道路管理者等防災関係機関〕

それぞれの機関の実情に応じ、非常参集体制の整備を図るとともに、それぞれの機関の

実情を踏まえ必要に応じ災害時活動マニュアルを作成して職員に災害時の活動内容等を周

知させるものとする。

(2) 防災関係機関相互の連携体制

〔町・県等〕

災害発生時には、防災関係機関相互の連携体制が重要であることから、それぞれの機関

は、応急活動及び復旧活動に関し、相互応援の協定を締結する等平常時より連携を強化し

ておくものとする。

なお、町及び県においては、既に以下の協定を締結しており、今後は、より具体的、実

践的なものとするよう連携体制の強化を図っていくものとする。

（町）

・「災害時等の相互応援に関する協定」（県下全市町村）

・「茨城県広域消防相互応援協定」（県下全消防本部）
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３ 救助・救急、医療及び消火活動への備え

(1) 救助・救急活動への備え

〔町・県・消防機関〕

災害時に迅速に応急活動が行えるよう、それぞれの機関の実情に応じ、救助・救急活動用

資材、車両、船舶、航空機等の整備に努めるものとする。

４ 緊急輸送活動への備え

〔町・県・道路管理者〕

信号機、情報板等の道路交通関連施設について、災害時の道路交通管理体制の整備に努め

るものとする。

５ 関係者等への的確な情報伝達活動

〔町・県〕

被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制について予め計画しておくものとする。

６ 防災訓練の実施

〔町・県・道路管理者〕

大規模な事故災害等が発生した場合に、応急対策が迅速かつ円滑に行えるよう、トンネル

内事故、落盤事故、危険物大量流出事故等あらゆる被害を想定し、関係機関と連携した実践

的な訓練を定期的・継続的に実施し、大規模な道路災害への対応能力の向上に努めるものと

する。
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第２章 災害応急対策

道路災害が発生した場合に、被害を最小限のとどめるため、関係機関及び関係団体は次の対策

を講じるものとする。

第１節 発災直後の情報の収集・連絡

１ 道路災害情報等の収集連絡

〔発見者〕

道路災害の発生を発見した者は、直ちに、その旨を町長、警察官、消防史員または道路管

理者に通報しなければならないものとする。

また、何人も、この通報が最も迅速に到達するよう協力しなければならないものとする。

〔町〕

大規模な道路災害の発生または発生するおそれに関する連絡を受けた場合は、直ちに事故

情報等の連絡を県に行うものとする。併せて、「火災・災害等即報要領」に基づき、直接即報

基準に該当する事案については、消防庁に対しても原則として覚知後 30分以内で可能な限り

早く報告する。

２ 道路災害情報等の収集・連絡系統

道路災害情報等の収集・連絡系統及び連絡先は次のとおりとする。

［関連資料］資料編 2-16 道路災害連絡先一覧

第２節 活動体制の確立

１ 町の活動体制

必要に応じ、道路事故災害対策計画を策定し、第１次的に災害応急対策を実施する機関と

して発災後速やかに、職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の設置等

必要な体制を取るものとする。

※ の機関で第 1報を受けた機関は、他の残りの機関への連絡を行う。

消防庁

大 子 町

消 防

警 察 署
道路管理者

常陸河川国道事務所

（道路維持管理課）

県（防災・危機管理課）

（土木事務所）

県警察本部

発見者等

関東管区警察局 警察庁

関係省庁

関係機関
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［関連資料］資料編 2-17 道路災害時の職員配備及び災害対策本部等の設置の決定基準

２ 道路管理者の活動体制

必要に応じ、道路事故災害対策計画を策定し、第１次的に災害応急対策を実施する機関と

して、発災後速やかに、職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の設置

等必要な体制を取るものとする。

３ 広域的な応援体制

〔町・県〕

町内において道路事故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、本計画

第２編第２章第３節２「応援要請並びに応援計画」に準じて、迅速・的確な応援要請の手続

きを行うとともに、受入体制の確保を図るものとする。

４ 自衛隊の災害派遣

〔町・県等〕

自衛隊の災害派遣の必要性を道路災害の規模や収集した被害情報から判断し、必要と認め

られた場合、本計画第２編第２章第３節１「自衛隊災害派遣要請計画」に準じて要請するも

のとする。

第３節 救助・救急、医療及び消火活動

１ 医療活動

〔町・県、日赤茨城県支部、医療機関、医療ボランティア等〕

医療活動については、本計画第２編第２章第４節５「医療・助産計画」に準ずるものとす

る。

また、被災者に対する心のケアを行う必要がある場合は、本計画第２編第２章第５節１「避

難所運営」の心のケア対策に準じて実施するものとする。

第４節 関係者等への的確な情報伝達活動

１ 情報伝達活動

〔町・県〕

道路災害の状況、安否情報、医療機関などの情報、それぞれの機関が講じている施策に関

する情報、交通規制等、被災者の家族等に役立つ正確かつきめ細かな情報を、放送事業者、

通信社、新聞社等の報道機関の協力を得て適切に提供するものとする。この際、聴覚障害者

に対する広報は、正確でわかりやすい文書や字幕付き放送、文字放送によるものとする。

・町及び関係機関の実施する応急対策の概要
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・避難の指示、勧告及び避難先の指示

・地域住民等への協力依頼

・その他必要な事項

２ 関係者からの問い合わせに対する対応

〔町・県〕

必要に応じ災害発生後、速やかに関係者からの問い合わせに対応する窓口設置、人員の配

置等の体制の整備に努めるものとする。

第５節 防疫及び遺体の処理

〔町・県、日赤茨城県支部〕

発災時の防疫及び遺体の処理については、本計画第２編第２章第７節５「防疫計画」及び同

６「清掃計画」、３「行方不明者の捜索及び遺体の収容計画」に準じて実施するものとする。


