
 

 

 

 

 

 

 

第 3章   地震災害応急対策計画 
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第１節 初動対応 

 

１．市職員の動員・配備 

 

市及び防災関係機関は，市内において地震災害が発生した場合，災害応急対策を迅速かつ的確

に進めるための体制を直ちに整える必要がある。そのため，市長は，基準に基づいて配備体制を

発令する。  

また，地震発生直後，あらかじめ定められた職員は，業務時間の内外を問わず速やかに参集し

所定の業務に当たるものとする。 

 

（１）職員の配備体制の基準及び内容 

市は，地震の揺れの規模，津波の予報，災害の状況等に応じて職員の配備体制を敷く。その

基準は次の通りである。ただし，災害の種類，規模，発生の時期等によって特に必要と認める

ときは，基準と異なる配備体制を敷くことができる。 

 

■配備基準 

体 制 区 分 基   準 配備人員 災害対策本部等の設置 

準１号配備 

（警戒体制） 

第 1 市内で震度 4 を記録した

とき，又は，茨城県に「津

波注意」の津波注意報が

発表されたとき。 

あらかじめ定め

る防災関係職員 

なし。 

第 2 市内で震度 5(弱)を記録

したとき，又は，茨城県

に「津波」の津波警報が

発表されたとき。 

あらかじめ定め

る防災関係職員 

災害対策連絡協議会を

招集する。 

１号配備 

（第１非常体制） 

市内で震度 5(強)以上を

記録し局地災害が発生し

た場合，又は，茨城県に

「津波」の津波警報が出

た場合で本部長が必要と

認めたとき。 

地震災害応急対

策が円滑に行え

る体制 

災害対策本部を設置す

る。 

２号配備 

（第２非常体制） 

市内で震度 6(弱)以上を

記録した時，又は，茨城

県に「大津波」の津波警

報が発表されたとき，「警

戒宣言」が発令された場

合。 

人員を大幅に増

員し，地震災害応

急対策が円滑に

行える体制 

３号配備 

（第３非常体制） 

市内で震度 6(強)以上を

記録し，大規模な災害が

発生した場合，又は，茨

城県に「大津波」の津波

警報が発表され大規模な

災害が発生した場合。 

大規模な地震災

害に対して，応急

対策が円滑に行

える体制 

（注）「茨城県」の範囲は次頁の図参照 
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《参考》 
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（２）職員の動員 

職員の動員基準を以下のように定め，災害発生時の参集の遅れや混乱が生じないようにする。 

 

１）災害情報の伝達 

①勤務時間内 

交通防災課長は，地震・津波や災害発生に関する情報を収受した場合は，環境経済部

長に報告する。 

②勤務時間外 

当直者は，地震・津波や災害発生に関する情報を収受した場合は，交通防災課長に連

絡する。交通防災課長は，環境経済部長に連絡する。 

２）職員の配備体制の決定 

①準１号配備（警戒体制） 

地震情報，津波情報及び被害情報等に基づく交通防災課長の報告をもとに，環境経済

部長が職員の配備体制の決定基準に基づき決定する。 

②１号配備～３号配備（非常体制第１～第３） 

交通防災課長の報告をもとに，環境経済部長が状況を判断し，配備体制の決定基準に

照らして必要があると認める場合は市長に連絡し，市長の承認を得て配備を決定する。

ただし，緊急を要し，環境経済部長が不在かつ連絡不能の場合は，環境経済部次長が代

行する。また，市長が不在かつ連絡不能な場合は副市長が代行する。 

③決定者 

上記ア．イ．の決定者は次のとおりとする。 

 

■動員配備体制の決定者 

 
決 定 者 

代 決 者 

１ ２ 

準１号配備 環境経済部長 環境経済部次長 交通防災課長 

１号配備 

２号配備 

３号配備 

市長 副市長 環境経済部長 

        

３）職員の動員 

環境経済部長は，２）における配備体制の決定に基づき，応急対策実施のため，必要な

職員の動員を行うものとする。 

また，動員にあたっては各機関において職員の安否を確認する必要があるため，安否確

認の手順についてあらかじめ定める。 

①動員の伝達系統 

動員伝達系統を次に示す。なお，準１号配備の伝達については，環境経済部長の指示

に基づき，交通防災課長が行う。 
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■動員伝達系統 

 

１～３号配備指令 

             指示    具申 

                     指示       指示 

 

             指示    具申 

 

 

           連絡 

 

          連絡 

 

 

 

 

②動員の伝達手段 

（ア）勤務時間中における動員の伝達 

ア）庁内の放送設備及び電話による伝達 

交通防災課長は，庁内放送及び庁内電話により職員に対し，動員の伝達をする。 

イ）使送による伝達 

ａ）庁内放送及び庁内電話が使用できない場合は，交通防災課長は，課員の使送に

より，各部長に動員の伝達をする。 

ｂ）各部長は各課長に，また，各課長は各課員に伝達する。 

（イ）勤務時間外における動員の伝達 

ア）電話による伝達 

交通防災課長は，一般加入電話あるいは携帯電話を用い各部長，本部事務局員に

動員の伝達をする。 

各部長は各課長に，各課長はそれぞれの所属職員に，あらかじめ定めている非常

連絡系統により一般加入電話あるいは携帯電話を用いて動員の伝達をする。 

イ）ラジオによる伝達 

電話による伝達が不能の場合，市長は，「災害時における緊急放送に関する協定」

に基づきエフエムかしま市民放送株式会社に対し動員に関する放送を要請し伝達す

る。このような状況の場合は，職員は，地震後速やかにラジオ放送を傾聴するよう

努めるものとする。 

 

③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，環境経済部長に報告するものとする。

また，環境経済部長は市長に報告するものとする。 

[報告事項] 

 部名 

 動員連絡済人員数 

 動員連絡不可能人員数及び同地域 

 登庁人員数 

当

直

者 

消防機関 

災
害
の
通
報 

災害対策本部長 

環境経済部長 各部長 各班員 

交通防災課長 

準 １ 号 配 備 
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 登庁不可能のため最寄りの出先機関に非常参集した人員 

 その他 

 

（３）職員の参集 

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

等においても，職員は該当する規定に基づいて的確に行動する。 

１）義務登庁 

職員は，勤務時間外に震度 6（弱）以上の地震を感じた場合，又は市内震度が 6（弱）以

上を記録したことを知った場合は，登庁することを義務とする。 

災害対策本部設置後は直ちに参集するものとする。参集不能の状態にあるときは，災害

対策本部にその旨連絡するよう努める。 

２）自主参集 

職員は，勤務時間外に震度 5（強）以上の地震を感じた場合，又は市内震度が 5（強）以

上を記録したことを知った場合は，自主的に登庁するよう努めるものとする。 

なお，あらかじめ定められた防災関係職員は，原則として速やかに参集するものとする。 

３）非常時の措置 

職員は，速やかに所属部署への登庁を目指すこととし，その際，身分証明書，食糧（3

食分程度），飲料水（水筒），ラジオ等の携行に努めるものとする。 

大規模地震が発生した場合，通常利用している公共交通機関が停止したり，道路が車両

通行不能になることも予想されることから，あらかじめ複数の登庁手段を検討しておくも

のとする。 

また，携帯電話等を利用して情報連絡手段を確保する。 

なお，災害により所属部署への登庁が不能となった場合は，次に基づき行動する。 

①参集場所 

交通・通信が途絶し，又は利用できないため登庁が不能となった場合は，登庁可能な

最寄りの出先機関等に参集し，当該機関の長の指示を受け災害応急対策に従事する。 

②参集した場合の措置 

（ア）職員は，当該出先機関等の長に自己の所属部署，職氏名，参集できない理由を報告

する。 

（イ）当該出先機関等の長は，前記ア）により報告を受けた職員の職氏名及び勤務状況等

について当該職員の所属部長に速やかに連絡する。 

③勤務場所への復帰 

出先機関等の長は，災害状況の好転に伴い，非常参集職員の復帰が可能と認める場

合は，当該職員に復帰を命ずるとともにその旨を当該職員の所属部長に連絡するもの

とする。 
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２．災害対策本部  

 

市は，市内で地震災害が発生した場合，民間団体，市民等も含め一致協力して災害の拡大防止

と被災者の救援救護に努め，被害の発生を最小限にとどめる必要がある。このため，市は防災対

策の中枢機関として災害対策本部等を速やかに設置し，防災業務の遂行にあたるものとする。 

災害対策本部は，災害対策基本法第 23条第 1項の規程により，本市の地域に災害が発生し，又

は発生するおそれがある場合に，鹿嶋市災害対策本部条例に基づき設置するものである。 

 

（１）災害対策本部等の設置基準 

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

基準を以下のように定める。 

１）災害対策連絡協議会招集基準 

   災害対策連絡協議会は，次の場合に招集する。 

①市内で震度 5（弱）を記録した場合 

②「津波」の津波警報が発表された場合 

③その他環境経済部長が特に必要と認めた場合 

  ２）災害対策本部設置基準 

本部は，次の場合に設置する。 

①市内で震度 5（強）以上を記録した場合 

②「津波警報」が発表された場合であって本部長が必要と認めた場合 

③「大津波」の津波警報が発表された場合 

④大規模な地震災害が発生したとき，又は発生が予想される場合 

⑤「警戒宣言」が発令された場合 

⑥その他市長が特に必要と認めた場合 

  ３）災害対策本部廃止基準 

本部は次の場合に廃止する。 

①災害応急対策が概ね完了した場合 

②その他市長が必要なしと認めた場合 

④動員配備基準との対応 

災害対策本部及び災害対策連絡協議会の設置基準と動員配備基準との対応は「第３章 

第１節 １．市職員の動員・配備」に示した通りである。 

 

（２）組織 

１）災害対策連絡協議会 

災害対策連絡協議会は環境経済部長が招集し， 

①本部を設置するにいたるまでの措置 

②本部を設置する必要がないと認められる災害についての措置を迅速かつ的確に行う。 

なお，構成員は次の通りとし，協議会の庶務は交通防災課が担当する。 
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■鹿嶋市災害対策連絡協議会構成員 

役  職 職  名 

委 員 長 環境経済部長 

副 委 員 長 建設部長 

委  員 企画部次長 

〃 総務部次長 

〃 納税対策室長 

〃 市民協働部次長 

〃 市民福祉部次長 

〃 市民福祉部次長兼福祉事務所次長 

〃 環境経済部次長 

〃 建設部次長 

〃 建設部次長兼水道事業建設部次長 

〃 教育委員会次長 

〃 道路整備課長 

〃 農林水産課長 

〃 交通防災課長 

 

２）災害対策本部 

災害対策本部は本部長を市長，また，副本部長を副市長が務める。本部には部を設け，

各部長が本部員を構成する。なお，本部長は，災害の状況その他により必要があると認め

たときは，特定の部・課に対して種別の異なる配備体制を指示することができる。 

①各部の分掌事務 

本部に置く部の分掌事務については，表のように定める。ただし，特例として本部長

は災害の状況等により必要があると認めたときは，当該災害の状況等に応じた組織編成

及び分掌事務を定めることができる。 

②活動体制別職員配備数 

活動体制別の職員配備数の基準は，原則として「第３章 第１節 １．市職員の動員・

配備」によることとするが，各部長は災害対策状況に応じ，適宜職員配備数を増減して，

対策の効率的運営に努めるものとする。 

③災害対策本部事務局 

（ア）災害対策本部が設置された場合に，本部事務局を設けるものとする。 

（イ）本部事務局長は環境経済部長が務め，事務局員は交通防災課職員及び本部事務局長

が指名する者をもって充てる。 

（ウ）本部事務局は，本部の庶務，各部の連絡・調整及び本部長命令の伝達等を行うもの

とする。 

（エ）災害対策現地本部 

ア）災害対策本部長は，早急な諸対策等を行うために必要と認めたときは，災害対策

現地本部を災害発生地域に設けることができる。 

イ）災害対策現地本部長及び同本部員等については，災害対策本部長が指名する者を

もってこれに充てる。 
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ウ）災害対策現地本部にあっては，常に本部と連絡を保ち，適切な措置を講ずるもの

とする。 

 

■ 鹿嶋市災害対策本部組織図（Ｈ２４年４月１日現在） 

鹿嶋っ子育成課

教育総務課

中央図書館

都市計画課

みどり推進課

地籍調査課

下水道課

出納室

水　道　課

商工観光課

介護長寿課

農林水産課

建　設　部 道路整備課

農業委員会事務局

議会事務局

交通防災課

スポーツ推進室

副市長 市民福祉部 市　民　課

国保年金課

健康増進課

福祉事務所

幼稚園

地域子育て支援センター

保育園

社会福祉協議会

税　務　課

大野出張所

市民協働部 まちづくり推進課

生涯学習課

企　画　部 企　画　課

各部長

消防団長

消防署長

人　事　課

教育委員会事務局

生活福祉課

こども福祉課

環境経済部 環　境　課

保健センター

総合福祉センター

情報政策課
港湾振興室

財　政　課

市長

本部長 副本部長 本部員

納税対策室

秘書広聴課

総　務　部 総　務　課

監査委員事務局

まちづくり市民センター
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■鹿嶋市災害対策本部の分掌事務 

 

【平常時の対応（事前対策）】 

 

 

※1 BCP(Business Continuity Plan)： 

 自然災害など，予期せぬ事態が発生したときでも，業務を継続できるようにするための計画。 

出典：国土交通省 BCP(事業継続計画)の概要 

 

 

■各部・各課共通 

組織目標 （１）事務分掌を把握し，各部・各課でＢＣＰ※1及び行動マニュアルを作成する。 

（２）各部・各課でＢＣＰ及び行動マニュアルを随時見直し，対応訓練を実施する。 

対応内容 備 考 

 ① 各部・各課の事務分掌の把握 

② 庁舎・職員間の連絡体制の確立 

③ 職員及びその家族の安否確認手段の確立 

④ 職場における環境整備 

１）備品・什器の整理及び転倒・落下防止策の実施     

 ２）危険物(化学薬品等)の安全管理         

 ３）消火器・ＡＥＤ等の設置 

⑤ 職場における人材教育 

１）職員への防災意識の啓発 

２）消火器・ＡＥＤ等の取扱訓練の実施 

⑥ 庁舎機能が喪失した場合の代替施設の対応準備 

⑦ 公共施設のライフラインが喪失した場合の対応準備 

⑧ 生活必需品の備蓄管理 

⑨ データ管理体制の確立 (バックアップ体制等) 

⑩ 県・防災機関・市町村(他県及び近隣)との連携  

⑪ 各種団体との連絡体制の確立 
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【災害時の対応】 

 

●初動対応（概ね 24時間以内） 

対応目標：人命救助に関する緊急・応急措置，本格的な人命救助・救出活動の準備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●本格的な救助・活動（概ね 24時間～１週間） 

（災害規模が大きくなるほど，期間が長くなる。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●業務の応急復旧・継続，生活安定支援に関わる対応（概ね３日以降） 

（本格的な救助・救出活動(概ね 24時間～１週間)と重複して実施する可能性が多い。） 

 

 （１）市からの情報提供  

１ 市長からのお知らせ 

２ 地震・津波・気象情報等に関すること 

３ 災害対策本部の設置に関すること 

４ 被害状況に関すること 

５ 市役所窓口の設置状況に関すること 

６ 各課からのお知らせに関すること 

７ 関係機関からのお知らせに関すること 

１ 勤務時間内の場合     

  (1)災害規模・被災規模の推定・把握 

   (2)災害対策本部の設置・運営 

   (3)緊急措置(津波対策，情報の収集・伝達，避難・誘導措置等) 

  (4)全市職員を挙げての動員 

  (5)本格的な救助・救出活動が行われるまでの応急救助活動 

  (6)応急災害医療体制の確認確保 

(7)県・防災機関への派遣要請等  

  (8)県・防災機関との連携 

  (9)協定業者等との連携 

２ 勤務時間外の場合 

   (1)緊急措置(津波対策 情報の収集・伝達，避難・誘導措置) 

  (2)状況により，緊急連絡体制表により職員の招集 

  (3)権限移譲や決定した代行順位による呼び出し 

     以下「勤務時間内の場合」の(3)以降に同じ 

 

１ 市全域の被害状況の収集・把握 

２ 市民の救助・救出と救護活動 

３ 被災地域・場面への市職員の派遣 

４ 被災状況に応じた応急医療体制の確保 

５ 災害時の交通確保 

６ 避難所の設置・運営 

７ 帰宅困難者対策 
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（２）経済・生活面での支援  

１ 税金・保険料・公共料金・医療費等の減免措置等に関すること 

２ 火葬・埋葬に関すること 

（３）住まいの確保・再建のための支援 

１ 住宅の危険度判定に関すること 

２ 宅地の危険度判定に関すること 

３ り災証明書の発行に関すること 

４ 住宅の立て替え・取得に関すること 

５ 住宅の補修に関すること 

（４）中小企業・農業・漁業への支援 

１ 中小企業への支援に関すること 

２ 農業・漁業者向けの支援に関すること 

（５）医療・介護 

１ 避難所等への医師・看護師等の派遣に関すること 

２ 災害に伴う感染症の予防に関すること 

（６）ライフライン 

１ 道路等の被害把握及び復旧に関すること 

２ 水道用水供給事業・工業用水事業の被害把握及び復旧に関すること 

３ 下水道の被害把握及び復旧に関すること 

４ 電気・ガスの被害把握及び復旧の支持に関すること 

５ 固定電話・携帯電話回線等の被害把握及び復旧の支持に関すること 

６ 公共交通機関の被害把握及び復旧の支持に関すること 

（７）廃棄物・がれき・ごみ・環境 

１ し尿の汲み取りに関すること 

２ 道路上の障害物の除去 

３ 防疫活動体制の確立及び対応に関すること 

（８）学校・幼稚園・各種施設 

１ 幼稚園・保育園の運営に関すること 

２ 小学校の運営に関すること 

３ 中学校の運営に関すること 

４ 図書館等各種施設の運営に関すること 

（９）救援物資・義援金・ボランティア 

１ 救援物資の要望・受付・提供に関すること 

２ 義援金・寄付金等の受付に関すること 

３ ボランティアの募集に関すること 

（10）避難所・安否確認 

１ 避難所の開設等に関すること 

２ 市民の安否確認に関すること 

３ 遺体の収容処理及び調査管理 

 



地震災害 3-1 -72- 

 

■ 企画部 

■ 出納室 

港湾振興室・秘書広聴課・企画課・情報政策課・財政課 

組織目標 （１）災害情報の収集及び周知の徹底 

（２）被災者への信頼を得る窓口体制の整備（庁内情報の整理，相談窓口の一本

化） 

（３）帰宅困難者に関する連絡・調整 

（４）災害に柔軟に対応できる財政体制の確立 

対 応 内 容 備 考 

被災直後 ① 職員参集メール等による職員参集（交通防災課と連携） 

② 災害情報の収集，職員・市民への周知 

③ 被災情報の収集・整理・報告（被災状況の軽重判断に活用） 

④ 各種システム・サーバー等の機能確保 

⑤ ＦＭかしまとの連携による情報提供 

⑥ 帰宅困難者に関する情報収集 

⑦ 各種輸送機関との連絡体制の確立 

⑧ 各部との連絡体制の確立 

⑨ 部内の連絡体制の確保 

 

３日以内 ① 国，県，マスコミ等の対外対応 

② 市長，副市長等のサポート 

③ 市民の相談窓口体制の確立（窓口の一本化） 

 

１週間以内 ① 被災状況に応じた財政措置  

１週間後 

 ～１箇月 

① 写真・ビデオ等による被災状況の記録・撮影 

② 広報かしまの作成（市民への情報提供） 

③ 復興計画の検討 

④ 復旧・復興の財源調整 

 

 

 

 

■ 議会事務局 

組織目標 （１）議員への情報提供 

対 応 内 容 備 考 

被災直後 

 ～1箇月 

① 議員の安否確認・報告 

② 災害情報・被災情報の提供 
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■ 総務部 総務課・人事課・税務課・大野出張所・監査委員事務局 

■ 納税対策室 

組織目標 （１）職員及びその家族の安否確認 

（２）被災状況に応じた職員の配置・動員調整（職員の健康管理含む。） 

（３）大野区域の情報収集・整理 

（４）り災証明書の発行  

対 応 内 容 備 考 

被災直後 ① 職員及びその家族の安否確認 

② 庁舎の被災状況の確認・報告 

③ 物資等の輸送車両等の確保 

④ 輸送車両等の燃料の確保 

⑤ 各部との連絡体制の確立 

⑥ 部内の連絡体制の確保 

 

３日以内 ① 被災状況に応じた各部の人員調整  

② り災証明書の発行に必要な住宅被害調査体制の確立 

 

１週間以内 ① り災証明書の発行体制の確立 

② 市有財産の被災状況の情報収集 

 

１週間後 

 ～１箇月 

① 職員の勤務体制の調整 

② 緊急車両の標章及び証明書等の発行 

 

 

 

 

■市民協働部 まちづくり推進課・生涯学習課・スポーツ推進室・まちづくり市民センター 

組織目標 （１）避難所の開設・運営等に関する統括 

（２）社会教育関連施設の早期再開 

対 応 内 容 備 考 

被災直後 ① 所管施設の被災状況の確認・報告 

② 避難所の初期対応・運営（部関連施設） 

③ 避難者の被災状況の把握及び避難者名簿の作成・報告 

④ 教育委員会・市民福祉部が所管する避難所の状況確認 

⑤ 各部との連絡体制の確立 

⑥ 部内の連絡体制の確保 

 

３日以内 ① 避難所（教育委員会・市民福祉部の所管施設含む。）の人

員調整 

② 救援物資，飲料水等の受入体制の整備（市民福祉部と連

携） 

③ 避難者への食糧及び生活必需品の提供 

 

１週間以内 ① 被災状況に応じた避難所の運営 

② 被災状況を踏まえ，通常窓口業務体制の確立 

 

１週間後 

 ～１箇月 

① 被災状況に応じた避難所の運営  
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■教育委員会 教育総務課・鹿嶋っ子育成課・中央図書館・幼稚園 

組織目標 （１）児童生徒・職員の安否確認 

（２）避難所（教育施設）の運営に係る初期対応及び動員協力 

（３）教育施設の早期再開 

対 応 内 容 備 考 

被災直後 ① 所管施設の被災状況の確認・報告 

② 児童生徒・職員の安否確認・報告 

③ 避難所の初期対応・運営（教育施設） 

④ 避難者の被災状況の把握及び避難者名簿の作成・報告 

⑤ 各部との連絡体制の確立 

⑥ 部内の連絡体制の確保 

 

３日以内 ① 教育施設の応急復旧に関する対応  

１週間以内 ① 教育施設の応急復旧に関する対応  

１週間後 

 ～１箇月 

① 学用品の確保・給食に関する対応 

② 重要文化財等の被害状況確認及び復旧計画の検討と対応 

 

 

 

■市民福祉部 市民課・国保年金課・健康増進課・生活福祉課・こども福祉課・介護長寿課 

保健センター・総合福祉センター・地域子育て支援センター・保育園・社会福

祉協議会 

組織目標 （１）災害時要援護者及び福祉関連施設の対応 

（２）避難所（部関連施設）の運営に係る初期対応及び動員協力 

（３）応急災害医療体制の確保 

（４）社会福祉協議会と連携したボランティアの調整 

対 応 内 容 備 考 

被災直後 ① 所管施設の被災状況の確認・報告 

② 災害時要援護者の避難状況の確認 

③ 高齢者世帯の安否確認 

④ 福祉関連施設の被災状況の確認 

⑤ 避難所の初期対応・運営（部関連施設） 

⑥ 避難者の被災状況の把握及び避難者名簿の作成・報告 

⑦ 保健所及び医療機関との連絡体制の確立 

⑧ 県と連携した医療機関の情報提供 

⑨ 各部との連絡体制の確立 

⑩ 部内の連絡体制の確保 

 

３日以内 ① 社会福祉協議会と連携したボランティアの受入体制

の整備 

② 災害救助法関連の連絡体制の確立 

③ 日本赤十字社との連絡体制の確立 

④ 救護所の設置，医療業務及び医療施設に関する支援 

⑤ 避難所への食糧等支援物資の輸送 

⑥ 福祉施設・保育園の応急復旧に関する対応 

 

１週間以内 ① 被災状況を踏まえた通常窓口業務体制の確立 

② 避難者の健康管理 

 

１週間後 

 ～１箇月 

① 災害見舞金・義援金等の受入体制の確立及び分配 

② 避難者の心のケア 
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■建設部 道路整備課・都市計画課・みどり推進課・地籍調査課・下水道課・水道課 

組織目標 （１）インフラ・公共施設等の被災状況の把握・整理・報告 

（２）地元建設業組合等と連携した迅速なインフラ・公共施設等の復旧 

（３）災害時の交通確保 

（４）被災状況に応じた応急復旧体制の確保 

対 応 内 容 備 考 

被災直後 ① 道路，橋梁，公園等の公共土木施設の被災状況の確認・報

告・緊急対応 

② 上下水道の被災状況の確認・報告・緊急対応 

③ 市営住宅等の被災状況の確認・報告・緊急対応 

④ 地元建設業組合等との連携体制の確立 

⑤ 道路上の障害物の除去 

⑥ 各部との連絡体制の確立 

⑦ 部内の連絡体制の確保 

 

３日以内 ① 応急資機材等の調達・確保 

② 断水区域への給水活動 

③ 住宅・宅地の危険度判定の調査体制の確立 

 

１週間以内 ① 災害危険箇所の点検  

１週間後 

 ～１箇月 

① 道路・河川堤防等の仮復旧 

② 上水道の復旧及び下水道の仮復旧 

③ 応急仮設住宅の供与及び建設検討 

④ 住宅の応急修理の検討 

⑤ 土地利用の規制・誘導（復興計画と整合） 

 

 

 

■環境経済部 環境課・農林水産課・商工観光課・農業委員会事務局 

組織目標 （１）被災状況の把握・整理・報告 

（２）被災状況に応じた応急復旧体制の確保 

対 応 内 容 備 考 

被災直後 ① 所管施設の被災状況の確認・報告 

② 各部との連絡体制の確立 

③ 部内の連絡体制の確保 

 

３日以内 ① 被災地のし尿収集処理及び清掃作業の体制整備 

② 農業施設，農地・山林等の被災状況の確認・報告 

③ 漁港の応急復旧 

④ 樋門の応急復旧 

⑤ 遺体の収容処理及び調査管理 

 

１週間以内 ① 防疫活動体制の確立及び対応  

１週間後 

 ～１箇月 

① 中小企業の被災状況調査及び災害資金の貸付制度の検討 

② 農業・漁業者向けの支援に関すること 

③ 観光施設の被災情報の収集 
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■環境経済部 交通防災課 

組織目標 （１）災害対策本部の運営支援 

（２）各部への伝令及び調整 

対 応 内 容 備 考 

被災直後 ① 災害対策本部の運営支援 

１）被災状況及び応急対策状況のとりまとめ 

２）代替施設への移転の検討 

  ３）気象情報，津波情報に基づく避難・誘導措置の決定 

  ４）被害情報に基づく救助・救出措置の決定 

  ５）避難所の開設・閉鎖の決定 

  ６）災害救助法の実施に関すること 

７）本部の活動体制に関すること 

８）災害対策現地本部に関すること 

９）災害応急対策の実施及び調整に関すること 

10）県・市町村等に対する支援要請の決定 

11）自衛隊の災害派遣要請及び配備に係る調整に関すること 

12）災害広報に関すること 

13）県及び国に対する要望に関すること 

14）県等への各種報告 

15）各部・各課への支持及び活動状況把握 

  16）生活安定支援策実施の統括 

  17）業務の復旧・継続の統括 

18）災害対策本部の廃止に関すること 

19）その他重要な事項に関すること 

 

② 防災行政無線の管理・運用 

③ 消防団・消防署との連絡体制の確保 

④ 各部との連絡体制の確保 

⑤ 部内の連絡体制の確保 

 

 

３日以内  

 

 

 

１週間以内  

 

 

 

１週間後 

 ～１箇月 
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（３）設置の決定 

１）災害対策連絡協議会の決定 

環境経済部長は，交通防災課長より収集した情報を勘案し，必要と認める場合は，鹿嶋

市災害対策連絡協議会設置規程に基づき，災害対策連絡協議会を招集する。 

２）災害対策本部設置の決定 

地震情報，津波情報，被害情報等に基づき，環境経済部長の報告をもとに市長が状況を

判断して設置を決定する。 

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

も，災害対策本部は，原則として市長が必要と認めた場合に，その決定に基づき設置され

るものであることから，迅速に市長への情報提供を行うものとする。 

３）決定者 

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

定し，速やかな意思決定ができるよう，上記①②の決定者及び代決者を次のとおりとする。 

 

■災害対策本部等の設置決定者 

 決定者 
代決者 

１ ２ 

災害対策連絡協議会 環境経済部長 環境経済部次長 交通防災課長 

災害対策本部 市長 副市長 環境経済部長 

  

（４）本部の設置 

災害対策本部は，市役所に設置する。なお，使用不能な場合は，災害対策本部長が代替施設

を指定する。 

 

（５）本部の運営 

１）本部会議 

①組織及び協議事項 

本部会議は，本部長，副本部長，本部員をもって組織し，概ね次に掲げる災害予防，

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。 

（ア）災害救助法の実施に関すること 

（イ）本部の活動体制に関すること 

（ウ）災害対策現地本部に関すること 

（エ）災害応急対策の実施及び調整に関すること 

（オ）応援に関すること 

（カ）自衛隊の災害派遣要請及び配備に係る調整に関すること 

（キ）災害広報に関すること 

（ク）県及び国に対する要望に関すること 

（ケ）災害対策本部の廃止に関すること 

（コ）その他重要な事項に関すること 

なお，各部長は，災害情報，被害状況及び災害応急対策の状況，その他必要な事項に

ついて，随時，本部会議に報告する。また，会議の庶務は交通防災課が担当する。 

②招集 
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本部長が，必要に応じて招集する。 

２）本部設置等の通知及び公表 

本部事務局長は，本部を設置又は廃止したときは，速やかに関係機関に対し通知するほ

か公表を行う。 

３）防災関係機関等に対する連絡員の派遣要請 

本部長は，被害状況及び応急対策実施状況に関する情報を交換し，効率的な応急対策を

実施するため必要があると認める場合は，防災関係機関等に対し連絡員の派遣を要請する。 

要請を受けた機関は，速やかに連絡員を派遣するものとし，連絡員には，所属機関との

連絡を確保するための，無線機等を携行させるよう配慮するものとする。 

４）職員の健康管理及び給食等 

本部事務局長は，職員の健康管理及び給食等に必要な基本的な措置を講じるものとし，

各部長は，所属職員の健康及び勤務の状態等を常に配意し，適切な措置をとるものとする。 

５）関係者以外の立入り制限 

災害対策本部室は，円滑に業務を行うため，関係者以外の立入りを制限する。 

 

（６）県及び国の災害対策本部との連携 

市は，県の災害対策本部や国の非常（緊急）災害現地対策本部との連携を図り，総合的かつ

効果的な災害応急対策を実施する。市，県，国を含む総合的な防災体制は下図の通りであり，

相互に連絡調整を図るものとする。 

 

３．指定行政機関及び公共機関の活動体制  

 

 本市域に地震が発生した場合，指定行政機関及び公共機関においては，それぞれの防災計画に

基づき，本市や他機関との情報交換を行って，自らの応急対策，あるいは他機関と連携をとった

応急対策の実施体制を図り，職員の非常参集，情報収集連絡体制の確立，対策本部の設置等を行

う。 

本市に災害対策本部が設置された場合は，その通知を受けて，災害対策本部の関係する各部と

の連携の確保に努めるものとする。 
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■総合防災体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料編 

 鹿嶋市災害対策本部条例 

 鹿嶋市災害対策連絡協議会設置規程 

 災害対策本部設置時の庁内放送文の標準文例 

 

 

 

 

［総合防災体制図］ 

鹿嶋市防災会議 茨城県防災会議 中央防災会議 

非常災害対策本部 

茨 城 県 

災害対策本部 

鹿 嶋 市 

災害対策本部 

消 防 本 部 

 消 防 庁 

気 象 台 

     
警報等の通知 

被害報告 
派遣要請 

被害報告 

応援要請 

警報等の通知 

自 衛 隊 

日 赤 

災害派遣要請 

派遣要請 
他市町村 

応援要請 

他都道府県 

応
援
要
請 

防災関係機関 

（指定行政機関等） 被害報告等 

相談窓口の設置 
見舞金・救護物資の配布 
災害資金の融資 

消防団・警察署等 

出動要請 

警報等の伝達 
避難勧告 
警戒区域の設定 
食糧の配給 
生活必需品の給与等 

消防・救助等 救護物資の配布 
医師・看護婦等の派遣 

被  災  地 ・ 被  災  市  民 
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第２節 災害情報の収集・伝達 

 

１．通信手段の確保 

  

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

るための通信手段を確保する。 

 

（１）優先度の高い情報の伝達 

本市が被災の中心地となった場合には，無線通信を含め通信手段の確保が困難となることも

予想される。そのような場合にも，関係機関との協力を密にし，確保できた設備を用いて優先

度の高い情報を伝達することとする。 

 

（２）情報通信手段の機能確認 

市は，災害発生直後直ちに情報通信手段の機能確認を行うとともに，支障が生じた施設の復

旧を行うこととし，そのための要員を直ちに現場に配置する。 

 

（３）緊急情報連絡用の回線設定 

市は，携帯電話，衛星通信等の移動通信回線の活用による緊急情報連絡用の回線設定に努め

る。 

 

（４）専用通信設備の運用 

市は，専用の無線，有線通信設備については，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

してその旨を県に連絡し，代替通信手段の確保を依頼するものとする。 

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。 

 

（５）代替通信機能の確保 

応急対策実施上必要な情報通信が著しく困難であり，対策に支障が生じる場合は次のような

代替手段を用いるものとする。 

１）ＮＴＴの非常・緊急通話の利用 

震災時において加入電話が輻輳し，電話がかかりにくい場合で応急対策等のため必要が

あるときは，電気通信事業法第 8条の規定による非常・緊急通話又は電報を利用する。 

①非常・緊急通話用電話の指定 

防災関係機関は，事前対策として既設の電話番号を所轄のＮＴＴ支店又は営業所へ「災

害時優先電話」として登録を行い，茨城支店長等の承認を受けておくものとする。 

②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こととする。 
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・非常扱い通信又は緊急扱い通話の申し込みであること。 

・「災害時優先電話」に登録された電話番号と機関名称等。 

・相手の電話番号及び話す内容等。 

なお，相手等の通信設備の被害状況などによってはつながらない場合もある。 

（ウ）非常・緊急通話（電報）の内容及び利用し得る機関の範囲は，資料編「非常・緊急

通話の内容等」の通りである。 

③非常・緊急電報の利用 

（ア）非常・緊急電報を利用する場合は，市外局番なしの「１１５番」にダイヤルし，次

の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） 

・ 非常扱い電報又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。 

（イ） 非常・緊急電報の内容及び利用し得る機関の範囲は，資料編「非常・緊急電報の内

容等」の通りである。 

 

２）非常通信の実施 

市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，電波法第 52条第 4項の規定による非常無線通信を利用す

るものとする。 

①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，

又はこれに準ずるものとする。 

（ア）人命の救助に関するもの 

（イ）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 

（ウ）緊急を要する気象，地震，火山等の観測資料 

（エ）電波法第 74条実施の指令及びその他の指令 

（オ）非常事態に際しての実態の収拾，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 

（カ）暴動に関する情報連絡及びその緊急措置に関するもの 

（キ）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 

（ク）遭難者救護に関するもの 

（ケ）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 

（コ）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 

（サ）中央防災会議，同事務局，非常災害対策本部，地方防災会議及び災害対策本部相互

間に発受する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 

（シ）救助法第 24 条及び災対法第 71 条第１項の規定に基づき，都道府県知事から医療，

土木，建築工事又は輸送関係者に対して発する従事命令に関するもの 

②取扱い無線局 
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官公庁，会杜，船舶等の全ての無線局は，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様々なので，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ものとする。 

③頼信の手続 

非常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（カタカナ）又は平文ではっきり書いて，無線局に依頼する。 

（ア）あて先の住所・氏名（職名）及び電話番号。 

（イ）本文はできる限り簡潔に記載し，字数は 200 字以内（平文の場合はカタカナ換算）

にする。 

（ウ）本文中の濁点，半濁点は字数に数えない。したがって次のマスをあけない。 

（エ）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。 

（オ）用紙の余白の冒頭に「非常」と朱書し，末尾に発信人の住所，氏名(職名)及び電話

番号を記入する。 

 

３）他機関の通信設備の利用 

市は，予警報の伝達等に際して緊急通信のため特別の必要があるときは，次の者が設置

する有線電気通信設備もしくは無線設備の使用要請を行うものとする。 

また，市は，災害発生時における応急措置の実施上緊急かつ特別の必要があるときは，

次の者が設置する有線電気通信設備もしくは無線設備の使用要請を行う。 

①使用又は使用要請できる通信設備 

（ア）警察通信設備 

（イ）消防通信設備 

（ウ）水防通信設備 

（エ）航空通信設備 

（オ）海上保安通信設備 

（カ）気象通信設備 

（キ）鉄道通信設備 

（ク）電力通信設備 

（ケ）自衛隊通信設備 

②事前協議の必要 

（ア）市は，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，あら

かじめ当該機関と使用協定を締結する等の措置を講じておくものとする。 

（イ）災害対策基本法第 79 条に基づく，災害が発生した場合の優先使用についてはこの

限りではない。 

③警察通信設備の使用 

市が警察電話（有線電話及び無線電話）を使用する場合は，県と警察本部の協定に準

じて使用要請を行うものとする。  

４）放送機能の利用 

市は，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，県を通じて，あらかじめ協議して定めた手続

により，災害に関する通知，要請，伝達，予警報等の放送をＮＨＫ水戸放送局及び(株)茨

城放送に要請する。 
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５）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。 

６）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，各防災機関は使送により通信を

確保するものとする。 

７）自衛隊の通信支援 

市及び防災関係機関は，自衛隊による通信支援の必要が生じたときは，「第 3章 第 3節 

１．自衛隊派遣要請・受入体制の確保」に基づき要請手続きを行う。 

 

（６）アマチュア無線ボランティアの活用 

１）アマチュア無線ボランティア「受入窓口」との連携・協力 

市は，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，市とアマチュア無線ボランティア「受入窓口」との連絡調整，情報収集，提供

及び広報活動等を行う。 

２）アマチュア無線ボランティアの活動内容 

①非常通信 

②その他の情報収集活動 

 

※資料編 

 警察通信設備の使用手続き 

 NHK水戸放送局及び㈱茨城放送に対する放送要請手続き 

 防災相互通信用無線局一覧 

 非常・緊急通話の内容等 

 非常・緊急電報の内容等 

 

２．災害情報の収集 

 

地震発生後の応急対策を実施していくうえで不可欠な地震情報，津波情報，被害情報，措置情

報を防災関係機関相互の連携のもと，迅速かつ的確に収集・伝達する。 

 

（１）地震情報の収集 

気象庁では，地震発生後の初動体制確保のため震度情報を発表している。市及び防災関係機

関においては，この地震情報を一刻も早く入手し，必要な防災体制を早期に図るとともに，必

要な機関に情報を伝達するものとする。 

１）地震情報の発表基準 

①震度 3以上を観測したとき。 

②津波予報を発表したとき。 

③その他地震に関する情報を発表することが公衆の利便を増進すると認められるとき。 

２）地震情報の種類と内容 

発表される地震情報の種類と内容は，次の通りである。 
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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１

９０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(津波警報又は注意報を発

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」，又は「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 

・津波警報又は注意報発表時・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 

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 

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，１km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 
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（２）地震情報及び津波情報の伝達 

 

１）伝達系統 

地震情報及び津波情報は，下図のような経路で本市に伝達される。 

 

■地震情報伝達系統図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）市及び防災関係機関の措置 

①市の措置 

（ア）市長は，情報の受領にあたっては，関係部課に周知徹底し得るようあらかじめ情

報等の内部伝達組織を整備しておくものとする。 

（イ）市において情報の伝達を受けた場合は，環境経済部長は各部長に伝達するととも

に，庁内放送等により職員へ伝達する。 

（ウ）情報の伝達を受けた場合は，速やかに防災関係機関，学校等の公共施設，市民 ，

その他関係のある公私の団体に周知徹底させる。特に，緊急地震速報を受信した場合

は，地域衛星通信ネットワーク，防災行政無線等を活用し，速やかに市民に伝達する

よう努めるものとする。 

②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。 

 

（３）異常現象発見者の通報義務 

１）市民 

地割れ，海面の急激な低下等，災害が発生するおそれがある異常現象を発見した者は，

直ちにその旨を遅滞なく電話等により次の最も近い場所に通報するものとする。また，何

気象庁 

NTT 東日本 NTT 西日本 

県消防防災課 

NHK 水戸放送局 

国土交通省常陸河川国道事務所 

茨城海上保安部 

関係市町村 

及び 

関係機関等 

 

市民 

 

関係船舶 

専用線による接続 

インターネットによる接続 

その他の伝達手段 

※地域における防災気象情報の利用を推進し，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，関係市町村及び関

係機関等に情報を提供している。 

水
戸
地
方
気
象
台 
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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。 

①鹿嶋市役所 

②鹿嶋警察署 

③鹿島地方事務組合消防本部及び各消防署 

④鹿島海上保安署 

２）市職員等 

通報を受けた市職員，警察官，消防職員，海上保安官等は，その旨を速やかに市長に通

報するものとする。 

③市長 

通報を受けた場合，市長は，水戸地方気象台，県（防災・危機管理局），その他の関係機

関に通報する。必要があるときは，消防機関の協力を求めるものとする。 

 

※資料編 

 気象庁震度階級関連解説表 

 

３．被害状況の把握  

 

市は，地震発生後の応急対策を実施していく上で不可欠な被害情報について，防災関係機関相

互の連携のもと，迅速かつ的確に収集し，被害の全容を把握する。 

 

（１）被害情報・措置情報の種類 

収集整理する被害情報及び措置情報は次の通りである。その詳細は，「第３章 第２節 ４．

被害状況等の報告」に示す報告の様式に示された項目となる。 

１）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・港湾被害，公共

施設被害等に関し，以下の項目を把握する。 

①被害発生時刻 

②被害地域（場所） 

③被害様相（程度） 

④被害の原因 

２）措置情報 

①災害対策本部の設置状況 

②主な応急措置（実施，実施予定） 

③応急措置実施上の問題 

④応援の必要性の有無 

⑤災害救助法適用の必要性 

 

（２）市の情報収集 

被害状況に関する情報は，市職員の調査や，消防及び警察等の防災関係機関からの連絡，市

民からの通報を集約し，災害対策本部にて取りまとめる。 

ただし，被害が甚大であればあるほど，被災地からの情報は発信されなくなる。したがって，

連絡がとれない地区については，重大な被害が発生しているものと想像し，最悪の事態に対応

すべく，災害対策本部から人員を派遣して積極的な情報収集を行う。 
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１）情報収集体制の整備 

被害状況を迅速かつ正確に把握するため，被害の種別ごとの情報の収集及び報告について，

調査員の配置，報告用紙の配布，調査要領，連絡方法及び現場写真撮影等について速やかに

協議を行うものとする。 

２）防災関係機関との連携 

市は，災害情報の収集を行う場合，鹿嶋警察署，鹿嶋・大野消防署等関係機関と緊密に

連絡を取るものとする。 

また，管理者が明確なライフライン等に関する被害は，それぞれの管理者が情報を収集

し，災害対策本部は集約した被害情報の連絡を受ける。 

さらに市は，指定地方行政機関，指定公共機関，指定地方公共機関等が所掌する事務又

は業務に係る被害状況について，必要な情報の連絡を求める。 

３）速報性 

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

数）を知ることが重要であり，応援を含めた体制の確保に遅れが生じないようにするため，

情報収集担当者は速報性を心がける。 

また，現場の状況等により具体的調査が困難な場合は，当該地域に詳しい関係者の認定

により概況を把握し，り災人員は平均世帯人員により計算し速報するものとする。 

４）り災者・世帯の確認 

家屋，建物等の全壊，流失，半壊及び死者，負傷者等が発生した場合は，その住所，氏

名，年齢等を速やかに調査するものとする。り災人員，世帯等については，現地調査のみ

でなく住民基本台帳等の諸記録とも照合し，その正誤を確認する。 

 

４．被害状況等の報告 

 

収集した被害に関する情報を各種の応急対策活動に生かすために，関係する防災関係機関相互

の密接な連携により，情報の共有化を図ることが必要である。したがって，把握した被害状況に

ついては，県災害対策本部に迅速かつ的確に報告し，県及び広域との連携により適切な震災応急

対策が実施されるようにしていく。 

 

（１）報告の実施 

１）市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，下記（２）の様式を用いて県に対して報

告する。ただし，緊急を要する場合は電話等により行い，事後速やかに提出するものとす

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。 

①災害対策本部が設置されたとき 

②災害救助法の適用基準に該当する程度の災害が発生したとき 

③災害による被害が当初は軽微であっても，以後拡大発展するおそれがあるとき 

④地震が発生し，震度 4以上を記録したとき 

⑤災害の状況及び及ぼす杜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 

２）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ものとする。 
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３）災害規模が大きく，市の情報収集能力が著しく低下した場合は，その旨を県その他の防

災関係機関に伝達し，被害情報の収集活動に対して応援を要請するものとする。 

４）市民等から 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。 

 

（２）報告の様式 

被害状況及び措置情報は，茨城県情報防災システムを利用して，「茨城県被害情報等報告要領」

により行う。なお，システムが使用できない場合には「災害概況即報」「被害状況等報告（即報・

確定報告）」の３種類とし，次の区分に従って行う。報告は，知事（茨城県災害対策本部長）へ

行う。 

１）災害概況即報 

災害の具体的な状況及び個別の災害現場の状況を報告する場合，又は災害の当初の段階

で被害の状況が十分把握できていない場合に報告するものとし，被害の有無，本部の設置

状況等の概況情報を取りまとめる。また，被害状況の推移，確認情報の増加に応じて取り

まとめる。 

２）被害状況等報告 

①即報 

被害の状況について人的被害，住家被害，非住家被害，り災，り災者数，災害対策本

部の設置状況，避難の指示，消防団の出動状況等をとりまとめ報告する。 

②確定報告 

最終的な報告であって，被害の全容が明らかとなり，その数値に大きな変動がない時

点で取りまとめ，災害応急対策完了後 10日以内に報告を行うものとする。死者及び負傷

者の本籍，住所，氏名，性別，年齢，傷害の程度を付記して書面による報告とする。 

 

（３）被害の判定基準 

被害の判定は，「被害の判定基準表」を参照して行う。 

 

（４）被害種類別の伝達経路 

発生した被害の種類に応じて，関係する機関に対し以下の経路で情報伝達を行う。 

  

１）死者，負傷者，建物被害，その他の被害 

被害現場・市民→（警察→）市→県災害対策本部 

 

２）道路被害 

被害現場〔市道〕→市→県土木事務所→県土木部（道路維持課）→県災害対策本部 

 

３）ライフライン被害（水道，下水道） 

被害現場〔水道〕→市→鹿行水道事務所→県保険衛生部（環境衛生課）・企業局（工務課）

→県災害対策本部 

被害現場〔下水道〕→市→県土木部（下水道課）→県災害対策本部 

 

４）河川，海岸，漁港 

被害現場〔準用河川〕→市→県土木事務所→県土木部（河川課）→県災害対策本部 

被害現場〔海岸・漁港〕→市→県農林水産部（水産振興課）→県災害対策本部 
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５）農作物，農地，農業基盤，林産物，林地，林業基盤，山地 

被害現場→市→県総合事務所→県農林水産部（農業経済課）・県農地局（農地建設課） 

→県災害対策本部 

６）その他公共施設〔学校，公園，病院，官公庁等〕 

被害現場→市→県災害対策本部 

 

※資料編 

 災害状況報告表  

 被害状況等報告様式  

 被害の判定基準表  

 

５．災害情報の広報  

 

流言飛語等による社会的混乱を防止し，被災者の心身の安定を図るとともに，被災地の市民等

の適切な判断と行動を助けるため，防災関係機関は相互に協力し，正確な情報の速やかな公表と

伝達，広報活動を実施する。 

市は，県や防災関係機関とともに報道機関各社との連携を密にし，特に，被災者への情報提供

媒体として活躍してもらえるよう，必要な情報の提供を行う。 

 

（１）広報活動の方針 

市は，市民に対して災害情報及び応急措置の状況を知らせる。 

なお，広報事項については，あらかじめ災害対策本部長の承認を得るものとする。 

 

（２）広報内容 

被害の推移，避難準備及び避難指示，応急措置の状況（電力，水道等の復旧状況，交通機関の運

行状況，河川の水防活動，災害救助活動状況）を踏まえ，市民への激励とともに，沈着な行動を要請

する等の広報を迅速かつ的確に行うものとする。 

１）市民に対する広報内容 

市及び防災関係機関は，市民の行動に必要な以下の情報を優先的に広報する。 

また，聴覚障がい者に対する広報は，正確で分かりやすい文書や字幕付き放送，文字放

送等によるものとする。 

①災害発生直後 

（ア）災害情報，地震・津波情報，気象情報 

（イ）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） 

（ウ）避難勧告・指示の出されている地域，勧告・指示の内容 

（エ）流言飛語の防止の呼びかけ 

（オ）治安状況，犯罪防止の呼びかけ 

（カ）近隣の助け合いの呼びかけ 

（キ）避難所の開設状況 

（ク）市の災害活動体制及び活動状況 

（ケ）その他必要な事項 

②一定期間経過後 

（ア）全般的な被害状況 

（イ）市及び防災関係機関の対策実施状況 
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（ウ）電気・電話・ガス・上下水道の被害状況，復旧状況 

（エ）鉄道，バスの被害状況，運行状況 

（オ）救援物資，食糧，水の配布等の状況 

（カ）し尿処理，衛生に関する情報 

（キ）被災者への相談サービスの開設状況 

（ク）死体の安置場所，死亡手続き等の情報 

（ケ）臨時休校等の情報 

（コ）ボランティア組織からの連絡 

（サ）市内各施設の復旧状況 

（シ）市の一般平常業務の再開状況 

 

２）市外に対する広報内容 

市及び防災関係機関は，市外の住民に対して，本市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，聴覚障がい者に対する広報は，

正確でわかりやすい文書や字幕付き放送等によるものとする。また，必要に応じて，市内

向けの情報と同様の内容についても広報する。 

①避難勧告・指示の出されている地域，勧告・指示の内容 

②流言飛語の防止の呼びかけ 

③治安状況，犯罪防止の呼びかけ 

④被災地への見舞い電話自粛の呼びかけ（被災地区外の知人・親戚への被災者の安否情報

の伝言の呼びかけ） 

⑤ボランティア活動への参加の呼びかけ 

⑥全般的な被害状況 

⑦防災関係機関が実施している対策の状況 

 

（３）広報手段 

１）市独自の手段による広報 

市及び防災関係機関は，保有する人員，資機材を活用して市民に対して効果的な広報活

動を行う。広報手段として，次のものを活用する。 

①防災行政無線（同報系） 

②ＦＭかしま 

③広報車による呼びかけ 

④ハンドマイク等による呼びかけ 

⑤行政文書配布（地区回覧） 

⑥インターネット（メール，ホームページ，ソーシャル・ネットワーキングサービス（SNS）） 

⑦立看板，掲示板 

⑧広報誌（随時） 

２）報道機関への依頼 

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

な被災者に対する伝達媒体としての役割を積極的に担うことが期待される。 

市は，県に対して報道機関を通じた広報に関する要請を行い，県があらかじめ定めた協

定に基づいて，報道機関（ＮＨＫ水戸放送局，(株)茨城放送）に対して上記の内容を広報

するよう依頼する。この際，テレビ放送については字幕をつけるよう併せて依頼する。 

３）県及び自衛隊等への広報要請 
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市は，必要な広報を自ら行うことが困難な場合は，県や自衛隊等に要請し，ヘリコプタ

ー等による広報活動の展開を依頼する。自衛隊に対する要請方法の詳細は「第 3 章 第 3

節 １．自衛隊派遣要請・受入体制の確保」を参照。 

 

（４）広報資料の作成 

被害状況の写真を含めた各種情報は，被害状況の確認，災害救助法等の救助活動の資料及び

記録の保存のため極めて重要であるので，担当部は，各部と緊密な連絡を図り，資料作成を行

うものとする。 

資料は，概ね次に掲げるものを作成，収集するものとする。 

１）災害写真，災害映像 

２）報道機関等による災害現場の航空写真 

３）災害応急対策活動を取材した写真，その他 

 

（５）報道機関への対応 

広報担当部は，次に掲げる事項の広報資料を取りまとめ，本部会議に諮った上で報道機

関に発表する。 

１）広報事項 

①災害の種別及び発生日時 

②被害発生の場所及び発生日時 

③被害状況 

④応急対策の状況 

⑤市民に対する避難勧告指示の状況 

⑥被災者に対する協力要請 

⑦市民に対する注意喚起 

２）報道活動への協力 

報道機関の独自の記事，番組制作にあたっての資料提供依頼については，市及び防災関

係機関は，可能な範囲で提供するものとする。 

３）報道機関への発表 

①震災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，あ

らかじめ定めた様式に基づき，速やかに実施するものとする。 

②発表は，広報担当部署にて行う。なお，内容については，あらかじめ災害対策本部によ

り調整を図るものとする。 

③指定公共機関及び指定地方公共機関が本市の災害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と調整を図るものとする。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。 

④報道機関に発表した情報については，必要に応じ，速やかに防災関係機関に送付するも

のとする。 
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第３節 応援・派遣 

 

１．自衛隊派遣要請・受入体制の確保 

 

市は，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，自衛

隊法（昭和 29 年法律第 165 号）第 83 条の規定に基づき，自衛隊に対し災害派遣を要請するもの

とする。 

 

（１）自衛隊に対する災害派遣要請  

自衛隊の災害派遣を必要とする被害があるか否かについては，地震発生後できるだけ早期に

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

がある。市は，地震の規模や収集した被害情報から，自衛隊の派遣要請の必要性を速やかに判

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。 

１）災害派遣要件の範囲 

①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 

②緊急性 差し迫った必要性があること 

③非代替性 自衛隊の部隊が派遣される以外に他の適切な手段がないこと 

 

２）派遣要請の範囲 

自衛隊の災害派遣を要請できる範囲は，原則として人命及び財産の救護のため必要であ

り，かつ，事態やむを得ないと認めるもので，他に実施する組織等がないものとする。 

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

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

ものとする。 

■災害派遣の活動範囲  

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

消火にあたるが，消火薬剤等は，通常関係機関の提供するも

のを使用するものとする。 

道 路 又 は 水 路 の 啓 開 
道路もしくは水路が損壊し又は障害物が有る場合は，それら

の啓開又は除去にあたる。 
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応急医療･救護及び防疫 
被災者に対し，応急医療，及び防疫を行うが，薬剤等は通常

関係機関の提供するものを使用するものとする。 

人員及び物資の緊急輸送 

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。 

救 援 物 資 の 無 償 貸 与 

又 は 譲 与 

「防衛庁の管理に属する物資の無償貸与及び譲与等に関する総

理府令」（Ｓ.33.総理府令第 1 号）に基づき，被災者部対し救

援物資を無償貸付し又は譲与する。 

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及び伝達を行う。 

広 報 活 動 航空機，車両等を用いて，市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。 

 

３）災害派遣要請の手続 

市長又は警察署長，指定地方行政機関の長は，本市域に係る災害が発生し，又は発生し

ようとしている場合において，応急措置を実施するため必要があると認めるときは，「自衛

隊に対する災害派遣要請依頼書」により，知事に対してその旨を申し出る。ただし，緊急

を要する場合は電話等により依頼を行い，事後速やかに文書を提出する。依頼を受けた知

事は，その内容を検討し必要があると認められるとき，自衛隊に対して直ちに派遣を要請

する。 

①提出（連絡）先：茨城県防災危機管理局 防災・危機管理課 

電話 029(301)2879（直通） 

②提出部数：１部 

また，事態が急迫し，知事に要請する暇がない場合には，その旨及び当該地域に係る災

害の状況を，直接最寄りの部隊に通知するものとし，事後速やかに所定の手続きを行うも

のとする。 

４）災害派遣の要請先 

陸上自衛隊に対する災害派遣の要請は，原則として県を通じて茨城隊区長である陸上自

衛隊施設学校長を通じて行う。ただし，人命の救助等のため，緊急に災害派遣を必要とす

る場合は，直接駐屯地（基地）司令の職にある部隊等の長に対し要請するとともに，その

旨を施設学校長に通報する。 

また，海上自衛隊及び航空自衛隊に対する災害派遣の要請は，県を通じて当該部隊に要

請する。 

５）自衛隊との連絡 

市長は，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・的確にその状況を把握し，陸上自衛隊施設学校（警備課）に通報するほか，

必要な情報の交換をするものとする。 

 

（２）自衛隊の判断による災害派遣 

自衛隊は，地震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，
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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，要請を待つ暇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。 

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

を行う必要があると認められること。 

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

められる場合に，直ちに救援の措置をとる必要があると認められること。 

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

関するものであると認められること。 

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

ないと認められること。 

 

（３）自衛隊受入体制の確立 

１）受入体制 

市は，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十分

に達成できるように努めなければならない。 

①災害派遣部隊到着前 

（ア）応援を求める活動内容について，派遣部隊到着後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）派遣部隊及び県との連絡職員を指名し，連絡する。 

（ウ）派遣部隊の展開，宿営の拠点等を準備する。 

②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県に報告

する。 

２）作業計画及び資材等の準備 

市は，県に対し自衛隊の要請依頼をする場合は，先行性のある計画を次の基準により策

定するとともに，作業実施に必要とする十分な資材の準備を整え，かつ，諸作業に関係あ

る管理者の了解をとりつけるよう配慮するものとする。 

①作業箇所及び作業内容 

②作業の優先順位 

③作業に要する資材の種類別保管（調達）場所 

④部隊の連絡責任者，連絡方法及び連絡場所 

３）派遣部隊との連絡調整 

派遣部隊との円滑，迅速な措置を図るための連絡調整は，災害対策本部が行う。 

４）派遣部隊の使用施設 

市は，自衛隊派遣が決定されたときは，下記の施設を自衛隊の使用に提供する。 

①本部事務室－鹿嶋市役所（災害対策本部） 

②宿舎－鹿嶋市立スポーツセンター 

③材料置場，炊事場及び駐車場－鹿嶋市立スポーツセンター 
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④ヘリコプターの発着場－鹿嶋市立ト伝の郷運動公園 

５）ヘリコプターの発着場 

市は，鹿嶋市立ト伝の郷運動公園を自衛隊用の臨時ヘリポート（飛行場外離着陸場）と

する。なお，必要に応じて「第２章 第３節 ６．緊急輸送体制への備え」に示した他の

臨時へリポートも使用する。 

ヘリポートでは，次の要領により設営を行う。 

①下記内容を参考としたヘリポートを確保する。この際，土地の所有者又は管理者との調

整を確実に実施する。 

 

 

②着陸地点には，下記基準の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。 

③危害予防の措置  

（ア）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。 

（イ）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

を講ずるものとする。 

 

（４）災害派遣部隊の撤収要請 

市長は，自衛隊の災害派遣の目的を達成したときは，「自衛隊に対する部隊撤収要請依頼書」
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により，速やかに知事に対して撤収要請を依頼する。 

 

（５）経費の負担区分 

自衛隊の災害派遣活動に要した経費は，原則として市が負担するものとし，その内容は概ね

次の通りとする。 

１）派遣部隊が災害派遣活動を実施するために必要な資機材（自衛隊装備に係るものは除く。）

等の購入費，借上料及び修繕費 

２）派遣部隊の宿営に必要な土地，建物等の使用料及び借上料 

３）派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱水費，電話料等 

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

５）その他救援活動の実施に要する経費で負担区分に疑義がある場合は，自衛隊と市が協議

するものとする。 

 

※資料編 

 自衛隊に対する災害派遣要請依頼書 

 H記号の基準 

 吹き流しの基準 

 自衛隊に対する部隊撤収要請依頼書 

 自衛隊の連絡先 

 

２．応援要請・受入体制の確保  

 

 市は，市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，あらかじ

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を行うとともに，受入体制の

確保を図る。 

また，震災時の相互応援を効果的に実施するために，市は，平常時より他市町村等と応援要請・

受入体制等についての情報交換を密接に行うものとする。 

 

（１）応援要請の実施 

市は，あらかじめ整備した被害情報の収集・伝達体制を通じて，地震被害を的確かつ速やか

に把握し，応援要請実施の判断等を迅速に行う。 

１）他市町村への要請  

市長は，市域にかかる災害について適切な災害応急対策を実施する必要があると認める

ときは，あらかじめ締結した応援協定に基づき，他の市町村長に対し応援要請を行う。 

なお，大規模災害時には，本市だけですべての対策を行うことは困難であり，また隣接

市も同時に大きな被害を受ける可能性もある。このため，隣接市のみならず，防災関係機

関等及び広域的な市町村間での応援を要請する。 

２）県への応援要請又は職員派遣の斡旋 

市長は，知事又は指定地方行政機関等に応援又は職員派遣の斡旋を求める場合は，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ものとする。 

 

①応援要請時に記載する事項 
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（ア）災害の状況 

（イ）応援(応急措置の実施)を要請する理由 

（ウ）応援を希望する物資，資機材 ，器具等の品名及び数量 

（エ）応援(応急措置の実施)を必要とする場所及び応援場所への経路 

（オ）応援を必要とする活動内容(必要とする応急措置内容) 

（カ）その他必要な事項 

②職員派遣斡旋時に記載する事項 

（ア）派遣の斡旋を求める理由 

（イ）派遣の斡旋を求める職員の職種別人員 

（ウ）派遣を必要とする期間 

（エ）その他職員の派遣の斡旋について必要な事項 

３）国の機関に対する職員派遣の要請 

市長は，市域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 

④民間団体等に対する要請 

市は，市域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 

１）連絡体制の確保 

市は，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，県や他市町村等に通報するほか，必要な情報交換を行うものと

する。 

２）受入体制の確立 

①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，交通防災課を連絡窓口に定める。 

②受入施設の整備 

県及び国，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市役所

に定める。 

また，防災ボランティア等の人的応援については，受入施設を市役所に定める。 

３）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本市の負担とする。 

①職員等の応援に要した交通費，諸手当，食糧費 

②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 

 

（４）消防機関の応援要請・受入体制の確保 

１）応援要請 

本市が被災し，市内の消防機関では十分な活動が困難である場合，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要請を速やかに行うものとする。 
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応援派遣要請を必要とする災害の規模は次のとおりである。 

①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 

②災害が拡大し，他市町村に被害が及ぶおそれのある災害 

③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 

④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 

⑤その他応援派遣要請の必要があると判断される災害 

２）応援受入体制の確保 

①受入窓口の明確化 

応援受入窓口は，鹿島地方事務組合消防本部消防課とする。 

②受入施設の整備 

鹿島地方事務組合消防本部消防課は，人，物資等の応援を速やかに受け入れるための

施設を整備しておくものとする。 

３）応援隊との連携 

指揮系統，情報伝達方法等を明確にし，茨城県広域応援基本計画に基づき，応援隊との

連携により効率的な消防応援活動を行う。 

①災害状況の情報提供，連絡・調整（応援部隊指揮本部等の設置） 

②応援部隊の配置・活動場所の協議及び指示（指揮本部と代表消防機関協議） 

③部隊の活動・宿営等の整備・提供（学校・体育館等） 

④消防活動資機材の調達・提供 

４）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鹿島地方事務組合消防本部

の負担とする。 

 

３．他市町村被災時の応援 

 

市は，他市町村で発生した地震において，自力による応急対策等が困難な場合には，災害時応

援協定等に基づき，物的・人的応援を迅速・的確に実施する。 

 

（１）連絡体制 

１）密接な情報交換 

震災が発生した他市町村への応援を効果的に実施するために，平常時より他市町村と応

援についての情報交換を密接に行っておく。 

２）被害情報の収集・伝達体制の整備 

応援実施の判断等を迅速に行うために，他市町村との被害情報の収集・伝達体制を整備

しておく。 

 

（２）他市町村への応援・派遣 

市は，他市町村において地震災害が発生し，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に応援要請がされた場合は，災害対策基本法及び災害時応援協定等に基づ

き，他市町村に対し応援を実施するものとする。 

ただし，緊急を要し要請を待つ暇がないと認められる場合は，自主的に他市町村への応援を

開始する。 

１）支援対策本部の設置 

市は，他市町村において地震等による大規模な災害が発生した場合には，関係部局から
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構成する支援対策本部を速やかに設置し，被災市町村への物資の供給や職員の派遣等の指

示及び調整を行うものとする。 

２）被害情報の収集 

支援対策本部は，応援を迅速かつ的確に行うため，被害情報の収集を速やかに行うもの

とする。 

３）応援の実施 

支援対策本部は，収集した被害情報等に基づき応援の決定を行い，被災市町村への職員

の派遣，物資の供給等，適切な応援方法を選択して実施する。 

４）被災者受入れ施設の提供等 

支援対策本部は，必要に応じて，被災市町村の被災者を一時受入れするための公的住宅，

医療機関並びに災害時要援護者を受入れるための杜会福祉施設等の提供もしくは斡旋を行

うものとする。 
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第４節 被害軽減対策 

 

１．消防 

 

地震発生に起因する火災の被害を軽減し，火災による死傷者・り災者の発生をできる限り抑え

るため，市及び防災関係機関は相互の連携を図りつつ，市民及び自主防災組織等の協力のもとに

効果的な消防活動を実施する。 

消防活動については，「鹿島地方事務組合消防本部消防計画」（平成９年 10 月一部改正）（更新

見直し）によるものとするが，概ね以下のような活動を行うものとする。 

 

（１）消防機関による消火活動 

本市における消防活動は，鹿島地方事務組合消防本部及び鹿嶋市消防団が担う。 

 

■鹿島地方事務組合消防本部の部隊編成  

 

     

鹿嶋大隊 鹿嶋中隊 

神栖大隊 神栖中隊 

鹿島港大隊 鹿島港中隊 

波崎大隊 

土合中隊 

波崎中隊 

第 1 小隊(ポンプ車又は梯子車) 

第 2 小隊(水槽車) 

第 3 小隊(救助工作車) 

救急小隊(救急車) 

第 1 小隊(ポンプ車又は化学車) 

第 2 小隊(水槽車又は高所放水車) 

第 3小隊(救助工作車又は原液搬送車) 

救急小隊(救急車) 

第 1 小隊(消防艇かみす) 

第 2 小隊(水槽車又は化学車) 

第 3 小隊(水難救助車) 

救急小隊(救急車) 

第 1 小隊(ポンプ車) 

第 2 小隊(水槽車) 

第 3 小隊(救助工作車) 

救急小隊(救急車) 

第 1 小隊(化学車) 

救急小隊(救急車) 

消 
 

防 
 

本 
 

部 

大野大隊 大野中隊 

第 1 小隊(ポンプ車) 

第 2 小隊(水槽車) 

救急小隊(救急車) 
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■鹿嶋市消防団の組織 

                      平成 24年 4月 1日現在 

   副団長 小隊長 分団 地区 

  

 

第 1中隊長 

第 1小隊長 

1 大 小 志 崎 

 2 武 井 釜 ・ 共 栄 

 3 浜 津 賀 

 4 荒 井 

  

第２小隊長 

5 青 塚 ・ 天 長 井 戸 

  6 角 折 

  7 荒 野 後 

  8 荒 野 前 

  

第３小隊長 

9 小 山 

  10 林 

  11 中 

  12 奈 良 毛 

  

第 2中隊長 

第 4小隊長 

13 居 合 

  14 棚 木 ・ 立 原 

  15 中 坪 

  16 塙 

  

第５小隊長 

17 津 賀 ・ 掛 崎 

  18 額 賀 

  19 武 井 

  20 志 崎 

  

第３中隊長 

第６小隊長 

21 大 町 

  22 桜 町 

  23 新 町 

  24 神 野 

  

第７小隊長 

25 根 三 田 

  26 大 船 津 新 田 

  27 大 船 津 

  28 大 船 津 

  

第８小隊長 

29 爪 木 

  30 須 賀 

  31 沼 尾 

  32 田 野 辺 

  

第４中隊長 

第９小隊長 

33 山 之 上 

  34 猿 田 

  35 田 谷 

  36 清 水 

  

第10小隊長 

37 明 石 

  38 神 向 寺 

  39 仲 作 

  40 小 宮 作 

  

第11小隊長 

41 下 津 

  42 平 井 押 合 

  43 港 ヶ 丘 

  44 平 井 

  

第５中隊長 

第 12小隊長 

45 平 井 丘 

  46 板 宮 

  47 鉢 形 

  48 木 滝 

  

第 13小隊長 

49 粟 生 

  50 国 末 

  51 泉 川 

  52 長 栖 

  

第 14小隊長 

53 谷 原 

  54 鰐 川 

  55 下 塙 

  56 佐 田 

 ＊    は自動車ポンプ分団 

 

 

 

団  長 
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１）情報収集，伝達 

災害時においては，有線電話の不通，無線障害などにより，状況把握が困難となる可能

性がある。このような通信回線が途絶した場合等を想定した情報収集体制を確立して，火

災発生等の災害情報を迅速に把握する。 

①被害状況の把握 

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初動体制を整える。 

②災害状況の報告 

消防長は，災害の状況を市長及び知事に対して報告するとともに，応援要請等の手続

きに遅滞の無いよう努める。 

 

■情報等連絡系統  

 

 

 

       指示    報告   指示     報告 

 

 

               指示 

 

               報告 

                

                  指示     報告 

 

                   

 

 

 

 

２）大規模災害への対応 

大規模な地震では，火災と要救助者が同時に多発する。これらに対処する要員，資機材，

車両等の消防力は限られるため，活動の優先順位，応援隊との分担を決めて，資源の的確

な配分を行うものとする。 

基本的には，地震時に発生する多様な危険現象のうち，最も被害を増幅するのが二次的

に発生する火災であることから，人命の安全確保を図るための消火活動を優先させること

を原則とし，総力を挙げて出火防止と火災の早期鎮圧及び拡大防止を図る。 

また，災害の初期段階にあっては，市民が被災地区から安全に避難を完了するまで，火

災の鎮圧と拡大防止を図る。 

３）同時多発火災への対応 

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

①避難場所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場所及び避難路確保

の消火活動を行う。 

②重要地域優先の原則 

茨 城 県 災 害 対 策 本 部 

消 防 本 部 

鹿 嶋 消 防署 

大 野 消 防署 

鹿 嶋 市 

災 害 対 策 本 部 

鹿 嶋 市 消 防 団 
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同時に複数の延焼火災を覚知した場合は，重要かつ危険度の高い地域を優先に消火活

動を行う。 

③市街地火災消火活動優先の原則 

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

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

活動に当たる。 

④重要対象物優先の原則 

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

必要な消火活動を優先する。 

⑤火災現場活動の原則 

（ア）出動隊の指揮者は，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，市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）活動障害の考慮 

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

震後の混乱期には様々な障害要因が存在するため，災害時は現場の状況を的確に判断して

臨機応変な活動を実施する。 

５）出動計画 

鹿嶋市消防団の出動計画は次のように定めている。 

①火災出動 

（ア）第１出動 

ア）火災の通報により出動する。ただし，受信者が消防署の車両のみで処理できると

判断した場合は，消防団へは連絡しない。 

イ）規模が小さいと判断される山林原野等の火災 

（イ）第２出動 

ア）通報の状況，地理水利の状況から判断して火災の規模が比較的小さい建物火災 

イ）気象，地理水利の状況から判断して延焼の危険があると思われる山林原野等の火

災 

（ウ）第３出動 

ア）通報の状況から火災が大規模と思われるとき。  

イ）異常乾燥時の延焼火災 

ウ）先着隊から要請があった場合 

エ）災害危険地区火災 

（エ）第４出動 

ア）異常乾燥注意報，火災警報発令中で強風下の延焼火災 

イ）先着隊から要請があった場合 

ウ）延焼拡大のおそれが大きい火災 

（オ）特命出動 

ア）高層建物火災，人命被害のおそれのある場合 

イ）延焼阻止が困難で大部隊の必要な場合 



地震災害 3-4 -105- 

ウ）先着隊から要請があった場合 

エ）消防長，署長，団長が必要と認めた場合 

②災害出動 

（ア）第１出動 

台風が関東地方に接近するおそれがあるか，又は集中豪雨が予想される場合の警

戒出動 

（イ）第２出動 

ア）集中豪雨により河川の水位が上昇し，氾濫のおそれがある場合 

イ）崖崩れにより，住宅道路等に被害が出るおそれがある場合 

（ウ）第３出動 

ア）長時間の集中豪雨により河川が氾濫し，被害が拡大するおそれがある場合 

イ）崖崩れが発生し，住宅道路等への被害が発生し，拡大するおそれがあるとき。 

（エ）特命出動 

第３出動を強化するとともに，地域性を考慮して消防団の総力を結集する必要が

あると認められる場合 

 

（２）消防機関の応援 

１）応援派遣要請及び連携 

大規模な災害時に，消防本部の消防力では十分な活動が困難である場合には，消防長は，

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，電話等に

より他都道府県への応援要請を依頼する。 

２）応援隊との連携 

他地域からの応援隊との連携を円滑にするために，応援活動の開始時に指揮系統，情報

伝達方法を明確にし，混乱なく効率的な対策活動を行うよう努める。なお，指揮系統は，

消防本部の部隊編成を基本として応援隊を位置づけるものとする。 

３）応援隊の派遣 

本市域が被災していない場合は，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。 

 

（３）自主防災組織等による消火活動 

１）出火防止 

市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

市民へ呼びかけ，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。 

２）消火活動 

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

努めるものとする。また，倒壊家屋，留守宅等の出火に関する警戒活動に努めるものとす

る。 

 

※資料編 

 消防団の出動体制 
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２．救急・救助 

 

発災後できるだけ短時間のうちに要救助者を救い出し，医療措置を受けさせることが人命救出

のために必須である。どんなに救出が遅れても３日が時間的な限界である。したがって，大規模

な地震発生による多数の死傷者が発生した場合には，災害対策本部は，消防，警察，自衛隊等の

相互の連携を図りつつ，さらに市民や自主防災組織の協力のもとに，迅速に救急・救助活動にあ

たることとする。 

 

（１）救出の対象者及び活動期間 

市は，災害のために現に生命・身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者をを

捜索し，救出して保護する。 

なお，災害救助法が適用された場合については，「第３章 第７節 ２．災害救助法による救

助の実施」も参照のこと。 

 

救出の対象者 

１）火災の際に火中に取り残された者等 

２）倒壊家屋の下敷きになった者等 

３）水害のために流されたり，又は孤立した地点に取り残された者等 

４）地滑り，崖崩れ等により生き埋めになった者等 

５）その他救出を要する者 

 

（２）消防機関による救助・救急活動 

１）情報収集，伝達 

①被害状況の把握 

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初動体制を整える。 

②災害状況の報告 

消防長は，災害の状況を市長に対して報告するとともに，応援要請等の手続きに遅滞

のないよう努める。 

２）大規模災害への対応 

大規模な地震では，火災と要救助者が同時に多発する。これらに対処する要員，資機材，

車両等の消防力は限られているため，より多くの人命を救出することを原則として，活動

の優先順位，応援隊との分担を決め，資源を的確に配分する。 

①火災が各地に発生し延焼拡大したときは火災防御を優先するが，地域に多数の人的被害

が発生したときは，救助隊・救急隊は人命の救出，救助及び搬送にあたる。 

②火災の発生が少なく先制防御に成功し，地域に大きな人的被害が発生したときは，消防

隊・救助隊・救急隊を集中して人命救助活動に充てる。 

３）救助・救急要請への対応 

発災後，多発すると予想される救助・救急要請に対してあらかじめ定めた救助・救急計

画に基づき次の組織的な対策をとる。 

①救助・救急活動は，緊急性の高い傷病者を優先とし，その他の傷病者はできる限り自主

的な処置を行わせるとともに，他の防災機関との連携のうえ，実施する。 

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

に救助・救急活動を行う。 
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③人的災害の規模の大きい現場を優先して，救助・救急を実施する。 

④負傷者多数の場合は，幼児，高齢者 ，障がい者及び重傷者を優先して救助する。 

４）救助資機材の調達 

家屋の圧壊，土砂崩れ等により，通常の救助用資機材では対応困難な被害が生じた時は，

民間の建設業者等の協力を得て迅速な救助活動を行う。 

５）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（負傷者選別）を行う。 

６）後方医療機関への搬送 

①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。 

②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。 

③重篤傷病者等の搬送について，県防災ヘリコプターの積極的な活用を図る。 

７）応援派遣要請 

消防本部の消防力で十分な救急・救助活動が困難である場合は，消防長は，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処できない時は，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。 

８）応援隊の派遣 

本市域が被災していない場合は，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，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，近隣市での被害に対してはあらかじめ定めた救助・救急活動等

により直ちに出動できる体制を確保する。 

 

（３）警察のとる措置 

警察は，市及び防災関係機関と連携し，負傷者，閉じこめられた者等の救出・救助に当たり，

応急救護処置を施したのち救護班又は救急隊に引き継ぎを行う。 

 

（４）市民及び自主防災組織等による救助・救急活動 

市民及び自主防災組織等は，自発的に被災者の救助・救急活動を行うとともに，救助・救急

活動を実施する各機関に協力するよう努めるものとする。 

 

（５）海上災害対策活動 

地震のため沿岸海面への油，危険物の流出及び船舶火災が発生した場合，又は津波による船

舶の座礁，遭難事故が発生した場合は，各防災関係機関は，相互に緊密に連携し，被害防止

処置を講じるものとする。 

 

１）流出油等応急処置対策 

沿岸の危険物貯蔵施設等の損壊により油等が流出した場合，又はこれに伴う油火災が発

生した場合は相互に緊密な連携のもとに必要な処置を講じ損害の拡大防止又は被害の軽減

を図る。 
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①通報連絡体制   ※図表中 市の下に消防本部を別枠で追加 （）書きは削除 

通報連絡体制は次の通りとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②応急処置 

災害が発生した場合は，直ちに関係機関と通報連絡体制を確立し，人命救助，消火活

動，油拡散防止，付近船舶の安全確保，沿岸市民の安全確保等の応急処置を講じる。 

 

２）海難対策 

津波の襲来が予測されるとき，又は津波による船舶の座礁等の海難事故が発生した場

合は，防災関係機関は相互に協力し，次の処置を講じ，災害の未然防止又は遭難者の救

出及び保護に努める。 

①津波の襲来が予想される場合 

（ア）海上保安機関は，次の各事項について検討し，船舶の安全対策について適切な処

置を講じるものとする。 

ア）避難の要否及び時期 

イ）船舶の入港禁止 

ウ）港内在泊船，修理船の動静把握及び安全対策 

（イ）避難又はその他の安全対策処置の必要があると認められる場合は，海上保安機関

は，直ちに次のように勧告するものとする。 

ア）無線放送 

イ）巡視船艇による港内在泊船舶への通報 

ウ）県漁業無線局，各港湾災害対策協議会等への連絡 

②海難事故が発生した場合 

 海難事故が発生した場合は，海上保安機関及び市は，水難救済会，その他の関係機

関と緊密な連携の元に捜索，救助を実施するものとする。 

３）海上交通安全の確保対策 

①海難船舶又は漂流物その他の物件により船舶交通の危険が生じ又は生じるおそれがあ

るときは，海上保安機関，県及び市町村は，その他関係機関と密接に連携協力して海

上交通の安全確保のための措置を講じるものとする。 

②海上保安機関は，航路標識が破損し又は流出したときは，速やかに復旧に努めるほか，

必要に応じて応急標識の設置に努めるものとする。 

③海上保安機関は，水路の水深等に異常を生じたと認められるときは，必要に応じて水

路測量を行うとともに，応急標識を設置する等により水路の安全を確保するものとす

る。 

発災事業所・ 

船 舶 等 

発 見 者 

海上保安機関 

県 

県 警 察 本 部 

市 

各港湾災害対策 

協 議 会 等 

消 防 本 部 
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３．応急医療 

 

 地震発生時には，救助・医療救護を必要とする多数の傷病者の発生が予想される。このため，

震災時における応急医療体制を確立し，関係医療機関及び各防災関連機関との密接な連携のもと

に一刻も速い医療救護活動を行う。 

 

（１）医療・助産の基本方針 

１）実施責任者 

災害救助法が適用された場合の医療及び助産の実施は，知事が市長の協力を得て行う。

（「第３章 第７節 ２．災害救助法による救助の実施」を参照のこと。）災害救助法が適

用されない場合は市長が実施する。 

２）医療及び助産の範囲 

①医療 

（ア）診療 

（イ）薬剤又は治療材料の支給 

（ウ）処置，手術その他の治療及び施術 

（エ）病院又は診療所への収容 

（オ）看護 

②助産 

（ア）分娩の介助 

（イ）分娩前，分娩後の処理 

（ウ）脱脂綿，ガーゼその他の衛生材料の支給 

③実施期間 

災害の日から 14 日以内（分娩については，災害発生後７日以内の分娩者）とする。 

 

（２）応急医療体制の確保 

被災地内での医療機能の低下，情報設備の破損による機能停止による情報途絶を前提として，

医療救護体制を構築する。 

１）初動体制の確保 

災害時に迅速かつ的確に医療活動を行うために，市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ものとする。 

２）救護班の編成，派遣 

市は，医師会に対し災害の種類及び程度に即応した医療救護活動を要請する。 

また，必要と認められるときは，県，日本赤十字社及びその他関係機関に協力を要請す

る。 

３）医療救護チーム・ＤＭＡＴ※の編成，派遣 

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

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

会等関係団体，災害拠点病院及びＤＭＡＴ指定医療機関に対し協力を要請する。 

また，必要に応じ，国及び県医師会を通じ日本医師会の災害医療チーム（以下「ＪＭＡ
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Ｔ」という。）の派遣を要請する。 

※DMAT：災害急性期に活動できる機動性を持ったトレーニングを受けた医療チーム 

４）医療救護所の設置 

市は，医師会の協力により医療救護所を市内の医療機関に設置する。必要に応じて各ま

ちづくりセンター（公民館）等の避難所，保健センター等にも医療救護所を設置する。 

 

（３）応急医療活動 

１）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。 

２）医療救護チーム・ＤＭＡＴによる医療活動 

①医療救護チーム・ＤＭＡＴの輸送 

医療救護チーム・ＤＭＡＴは，自らの移動手段の確保等に努めるものとする。 

国，県及び市町村は，医療救護活動が円滑に実施できるよう，医療救護チーム・ＤＭ

ＡＴ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。 

②医療救護チーム・ＤＭＡＴの配置 

県ＤＭＡＴ調整本部は，県及び市町村の災害対策本部等と調整のうえ，ＤＭＡＴを被

災地等に派遣・配置する。 

また，県は，病院等から派遣されてきた医療救護チーム（日赤救護班，国立病院や県

医師会等による医療救護チーム，ＪＭＡＴ等）を，市町村災害対策本部等と協議しなが

ら県保健福祉部及び保健所等において調整したうえで，被災地の医療救護所，病院等に

配置する。 

③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通りである。 

（ア）被災者のスクリーニング（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 

④ＤＭＡＴ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。 

⑤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 

災害時の傷病者搬送を円滑に行うために，消防機関と医療機関の間に通信手段を確保したう

えで，消防機関以外の車両等を使った搬送手段の確保やヘリコプターを利用した広域搬送体制

を確立する。 

１）患者受入れ先病院の確保 
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①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（被災をまぬがれた全

医療施設）に搬送し，入院・治療等の医療救護を行う。 

消防機関は，県が茨城県救急医療情報コントロールセンターを拠点として県全域の救

急医療施設の応需情報などを収集・提供するので，これを利用して重傷者を搬送するた

めの応需可能な後方医療施設を選定する。 

②被災病院等の入院患者の受入れ 

病院等は，被災により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，ある

いは治療困難等により市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。 

２）搬送体制の確保 

①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茨城県救急医療情報コントロ

ールセンター等の情報に基づき，迅速かつ的確に後方医療施設を選定のうえ，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又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。 

②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，消防機関の救急自動車が確保

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，市又は県が関係機関

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。 

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。 

ア）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 

イ）患者の搬送先の離発着場及び受入れ病院への搬送手配 

３）人工透析の供給 

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。 

市は，市内の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。  

４）人工呼吸療法，酸素療法，経静脈栄養療法，経管栄養療法等 

市は，県，他市町村，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ともに，必要に応じ在宅患者のために医療提供を行

う。さらに，経静栄養剤，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，

関係団体（県薬剤師会，日本産業・医療ガス協会等）に供給を依頼する。 

また，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。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，



地震災害 3-4 -112- 

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。   

５）周産期医療 

    保健所及び市町村の保健師は，被災地の小児慢性疾患児及び妊婦の巡回相談や訪問指導

を実施する。併せて，消防機関への依頼等により適切な患者の搬送を実施する。 

６）医療ボランティアの確保 

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

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

速に対応できる体制を整備する。 

①受入窓口の設置 

災害発生後，直ちに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。 

②受入窓口の運営 

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。 

（ア）ボランティアの募集，登録，協力依頼，派遣 

（イ）県衛生部現地本部との連絡調整 

（ウ）その他   

 

※資料編 

 医療ボランティアの活動内容 

 

４．避難勧告・指示・誘導 

 

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

し，その他災害の拡大を防止するため，市長等は関係機関の協力を得て，市民の避難に関する勧

告・指示及び避難準備情報（市民に対して避難準備を呼びかけるとともに，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という。）等の提供を行

うものとする。 

 

（１）避難のための情報収集 

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

れらの情報は市よりも消防や警察に集まりやすいため，これらの関係機関の連携を密にして情

報の収集に努めるものとする。 

 

（２）避難勧告・指示 

１）避難の基準 

震災時における避難の勧告・指示の基準は次の通りとする。 

①緊急避難 

地震の発生により危険が切迫し，市民を緊急に安全な場所へ避難させる必要があると

認められるとき 

②発災時避難 

地震発生後，火災等二次災害により，市民を安全な場所へ避難させる必要があると認

められるとき 

２）避難が必要となる災害 
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地震発生後，被害の拡大要因となる災害としては次のようなものがある。これらについ

ては十分な警戒を行い，積極的な情報収集に努め，適切な避難勧告・指示を行う。 

   ①津波 

   ②崖崩れ，地すべり 

   ③延焼火災 

   ④危険物漏洩（劇毒物，爆発物） 

⑤余震による建物倒壊 

⑥地震水害（河川，海岸，ため池等） 

⑦その他 

３）避難の勧告又は指示 

①市長 

市長は，火災，崖崩れ，津波，洪水，高潮等の事態が発生し，又は発生するおそれが

あり，市民の生命，身体に危険を及ぼすと認めるときは，消防署長及び警察署長の協力

を得て，危険地域の市民に対し速やかに立ち退きの勧告又は指示を行うものとする。 

②警察官及び海上保安官 

警察官及び海上保安官は，地震に伴う災害の発生により，市民の生命，身体に危険を

及ぼすおそれがある場合において，市長が指示できないと認めるとき，又は市長から要

求があったとき，もしくは市民の生命，身体に危険が切迫していると自ら認めるときは，

直ちに当該地域住民に対し立ち退きを指示するものとする。 

③自衛官 

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は，災害により危険な事態が生じた場合で，警

察官がその場にいないときは，危険な場所にいる市民に避難の指示をするものとする。 

④知事又はその委任を受けた職員 

（ア）知事は，災害の発生により市がその全部又は大部分の事務を行うことができなくな

ったときは，危険地域の市民に対し，速やかに立ち退きの勧告又は指示を行うものと

する。 

（イ）知事又はその委任を受けた職員は，地震に伴う津波の襲来及び地すべりにより著し

く危険が切迫していると認められるときは，当該地域住民に対して立ち退きを指示す

るものとする。 

４）避難勧告・指示の内容 

避難の勧告・指示は，次の内容を明示して実施するものとする。 

①要避難対象地域 

②避難先及び避難経路 

③避難勧告又は指示の理由 

④その他必要な事項 

なお，避難所については，市長が関係機関と協議して最も適当な避難所を指示し，開設

するものとする。（「第２章 第３節 ４．避難収容体制の整備」参照） 

５）避難措置の周知 

避難の勧告又は指示をした者は，当該地域の市民に対してその内容を周知させるととも

に，速やかに関係機関に対して連絡する。 

①市民への周知徹底 

避難の勧告・指示を行った者は，速やかにその旨を市民に対して周知する。また，避

難の必要がなくなった場合も，速やかに周知する。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，視聴覚障がい者への周知徹底を期するとともに，情
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報の混乱を防止する。 

（ア）直接的な周知として，市防災行政無線，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，市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）消防機関，警察，行政委員を通じて周知する。 

（ウ）報道機関等の協力を得て，間接的に市民に広報する。 

②関係機関相互の連絡 

避難の勧告又は指示，及び解除を行った者は，その旨を関係機関に連絡し，現場での

情報混乱を未然に防止する。 

 

（３）警戒区域の設定 

１）警戒区域の設定 

①市長 

市長は，上記のような状況の場合，警戒区域を設定し，災害応急対策に従事する者以

外の者に対して，当該区域への立ち入りを制限，禁止又は退去を命ずる。 

②警察官，海上保安官 

市長又はその職権を行う吏員が現場にいない場合，又は，これらの者から要請があっ

た場合，警察官又は海上保安官は，市長の権限を代行する。この場合は，直ちに市長に

対して通知する。 

③自衛官 

災害派遣を命ぜられた部隊などの自衛官は，市長，警察官，海上保安官が現場にいな

い場合に限り，市長の権限を代行する。この場合は，直ちにその旨を市長に通知する。 

④消防職員又は水防職員 

消防活動・水防活動を確保するために，消防又は水防関係者以外を現場近くに近づけ

ないよう措置をすることができる。(消防法第 28 条，水防法第 14 条) 

２）警戒区域設定の周知 

警戒区域の設定を行った者は，避難の勧告又は指示と同様に，市民への周知及び関係機

関への連絡を行う。 

 

（４）避難の誘導の方法 

市，消防機関，警察等が行う避難誘導は，市民が安全かつ迅速に避難できるよう，次の

事項に留意して速やかに行うものとする。 

特に，災害時要援護者が避難できるよう，あらかじめ定めるマニュアル・計画に沿った

避難支援に努めるものとする 

１）避難経路は，できる限り危険な道路，橋，堤防，危険物取扱施設，その他新たな災害発

生場所を避け，安全な経路を選定すること。 

２）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安全を期すること。 

３）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。 

４）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，近隣住民（自主防災組織）

やボランティアなどの協力を得て，相互の助け合いによる全員の安全避難を図ること。 

５）避難誘導は収容先での救援物資の配給等を考慮して，可能な限り区・自治会等の単位で

行うこと。 

６）避難の際は，市民は貴重品（現金，預金通帳，印鑑等）や防災用品（食糧，日用品等） 

を速やかに持ち出せるよう日頃からの整理に努めること。 
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５．交通路の確保 

 

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，緊急輸送を早期に開始できるよう，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，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。 

 

（１）道路被害状況の把握 

１）道路管理者による調査 

市及び他道路管理者は，所管する緊急輸送道路及び沿道の被害状況，緊急輸送道路上の

障害物の状況を把握するため，速やかに調査を実施するとともに，他の道路管理者と情報

を交換し，応急対策を実施する関係機関に対し調査結果を伝達する。 

２）発見者の通報 

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，速やかに警察官又は災害対策本部に通報するものとする。 

 

（２）県警の交通規制措置 

１）災害応急対策期 

①被災地への流入車両の制限 

震災発生直後において，次により，速やかに被災地を中心とした一定区域内への緊急

通行車両以外の通行を禁止又は制限する。 

（ア）第一次交通規制 

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

する緊急通行車両以外の通行を禁止又は制限する。 

（イ）第二次交通規制 

震災の規模の実態の把握，事態の推移等を勘案しながら，第一次交通規制実施後速

やかに，被災地を中心とした概ね半径 40kmの地点の主要交差点において，被災地方面

に進行する緊急通行車両以外の通行を禁止又は制限する。 

②緊急交通路の交通規制 

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

物資輸送車両等緊急通行車両の円滑な通行を確保するため，緊急通行車両以外の通行を

禁止又は制限する。同法の規定に基づく標識の様式は，次の通りである。 
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■交通規制の標識 
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なお，本市における緊急交通路指定予定路線は，「第２章 第３節 ６．緊急輸送体制

の整備」に示した路線である。 



地震災害 3-4 -117- 

③区域指定による規制 

災害状況により，災害現場及びその周辺の道路全てを緊急輸送のため確保することが

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

制限する。 

④緊急交通路等における警察官等の措置 

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

合は，直ちに立ち退き・撤去の広報・指示を行う。また，著しく障害となる車両その他

の物件については，道路管理者等の協力を得て排除するほか，状況により必要な措置を

講じるものとする。 

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

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

滑な通行を確保するため必要な措置を実施する。 

⑤広報活動 

交通規制状況及び道路の損壊状況等交通に関する情報について，交通情報板，警察車

両，立看板，横断幕，現場の警察官による広報のほか，テレビ，ラジオ等のあらゆる広

報媒体を通じて，周辺住民，ドライバーをはじめ市内外に広く周知する。 

２）復旧・復興期 

①復旧・復興のための輸送路の交通規制 

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

重点が移行する段階においては，災害の状況，災害応急対策の状況等を勘案して漸次見

直しを行い，復旧・復興のための輸送路（復旧・復興関連物資輸送ルート）として運用

する。 

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

外の車両の通行を禁止又は制限する。 

②災害応急対策期交通規制の見直し 

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

も災害応急対策等の推移を勘案しながら，規制区間，箇所等の見直しを行い，実態に即

した交通規制を実施する。 

③広報活動 

復旧・復興期における交通関連情報について，あらゆる広報媒体を通じて市民への周

知を図る。 

 

（３）市及び他道路管理者の交通規制措置 

１）道路管理者 

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ものとする。この場合に警察関係と緊

密な連絡をするものとする。 

２）災害対策本部 

警察官又は道路管理者による規制を待つ暇がないときは，災害対策基本法第 63 条により

警戒区域を設定し，立入りを制限又は禁止し，もしくは退去を命ずるなどの方法により応

急的な規制を行う。 

 

（４）運転者のとるべき措置 

１）走行中の車両の運転者は，次の要領により行動すること。 
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①できる限り安全な方法により車両を道路の左側に停止させること。 

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

況に応じて行動すること。 

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

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

ジンキーは付けたままとし，窓を閉め，ドアはロックしないこと。 

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

駐車しないこと。 

２）原則として避難のために車両を使用しないこと。 

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

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

限されることから，同区域等内に至る運転者は次の措置をとること。 

①速やかに，車両を次の場所に移動させること。 

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

間以外の場所 

（イ）区域を指定して交通の規制が行われたときは，道路外の場所 

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

急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車すること。 

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

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

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

場合，やむを得ない限度において，車両等を破損することがあること。 

 

（６）緊急輸送道路啓開の実施 

市は，行政区域内の緊急輸送道路の被害状況，緊急輸送道路上の障害物の状況を把握し，速

やかに県土木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。 

１）応急対策方法 

①応急対策により早急に交通の確保が得られる場合は，道路の補強，盛土又は埋土の除去，

橋梁の応急補強等必要な措置を講じ，交通の確保を図るものとする。 

②応急対策が長期にわたる場合は，付近の適当な場所を選定し，一時的に代替道路を設置

し，道路交通の確保を図るものとする。 

③一路線が途絶する場合は，道路管理者は適当な迂回路を選定し，交通標示その他交通機

関に対する必要な指示を行うものとする。 

④道路施設の被害が広範囲にわたっている場合で代替の道路が得られない場合は，同地域

の道路交通が最も効果的で比較的早急に応急対策が終了する路線を選び，自衛隊の協力

を得て集中的応急対策を実施し，必要最小限の交通の確保を図る。 

２）復旧順位 

災害の発生により幹線道路が通行不能の状態になった場合，救助活動及び援助物資の供

給を速やかに確保する必要があることから，災害対策本部は，被害の状況に応じ，道路等

の復旧にかかる優先順位を決定し，当該道路の管理者と連携し復旧に努めるものとする。  
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６．緊急輸送  

 

市は，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ため，関

係機関と協議の上，車両やヘリコプター，船舶等の輸送手段の確保を行うほか，救援物資の輸送

拠点の整備等を行う。 

 

（１）緊急輸送体制の構築 

 市は，被害状況を勘案しながら，道路，河川，海，ヘリポート等を総合的に活用し，震災対

策活動の拠点間を効率的に結ぶ緊急輸送ネットワークの整備を図る。また，震災時の物流拠点

として，このような輸送手段の連結性を考慮し，鹿嶋市立ト伝の郷運動公園を指定する。 

 

（２）輸送車両，船舶，ヘリコプターの確保 

災害対策本部の各部や防災関係機関は，原則として自己が保有し，又は直接調達できる車両，

船舶等により，輸送を行うものとするが，災害対策の実施に当たり必要とする車両，船舶等が

不足し，又は調達不能のため輸送が不可能となった場合は，民間業者又は関係機関等に対し調

達の要請をし，輸送力を確保するものとする。 

なお，災害救助法が適用された場合については，「第３章 第７節 ２．災害救助法による救

助の実施」も参照のこと。 

１）車両 

①市有車両の確保 

災害の種類・規模等に応じ，担当部が市有車両から必要な台数を確保するものとする。 

②調達 

車両が不足する場合は，県を通じて，必要数の確保に努めるものとする。 

③配車 

各部への車両の配分は，被害の状況に応じて担当部が定める。 

２）鉄道 

道路の被害等により，車両による輸送が不可能なとき，又は遠隔地において物資を確保

した場合において，東日本旅客鉄道株式会社等に協力を要請するものとする。 

３）船舶 

救難用物資，人員の緊急輸送について特に巡視船艇や船舶を必要とする場合は，県を通

じて第三管区海上保安本部や自衛隊に派遣を依頼する。 

４）ヘリコプター 

ヘリコプターが必要な場合は，「茨城県防災ヘリコプター応援要綱」に基づき，県に対し

て応援を要請する。 

なお，それでも必要な輸送力が確保できない場合には，県を通じて第三管区海上保安本

部や自衛隊に派遣を依頼する。 

 

（３）緊急通行車両 

災害時における応急対策に従事する者の移送及び応急対策に必要な物資の輸送については，

緊急通行車両により行う。 

１）通行禁止及び制限 

緊急輸送を確保するため必要があるときは，県公安委員会の許可を受けて，緊急輸送車

以外の車両の通行を禁止し，又は制限する。この場合において，迂回路が必要あるときは

明示し，一般交通に支障のないようにするものとする。 
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２）緊急通行車両の申請 

①緊急通行車両の実施責任者及び使用者は，知事又は県公安委員会に対し，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求めるものとする。 

②前記により確認されたときは，知事又は県公安委員会から災害対策基本法施行規則第３

条に規程する標章及び証明書の交付を受けるものとする。 

③交付を受けた標章は，当該車両の見やすい部位に表示するものとする。 

④緊急通行車両として必要になることが明らかな車両については，あらかじめ災害応急対

策用として県公安委員会に届出をし，事前に標章等の交付を受けるものとする。 

 

■緊急通行車両の標章  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）緊急輪送の実施 

緊急輸送は次の優先順位に従って担当部が行う。 

なお，救援物資の緊急輸送にあたっては，被害状況によって必要な物資が異なるのに加え，

発災後の時間推移に伴い，物資の充足度や被災者のニーズが異なってくることから，被災地区

の状況に十分配慮して物資を調達し，効率的な輸送を行うこととする。 

１）総括的に優先されるもの 

①人命の救助，安全の確保 

②被害の拡大防止 

③災害応急対策の円滑な実施 

２）災害発生後の各段階において優先されるもの 

①第１段階（地震発生直後の初動期） 

（ア）救助・救急活動，医療活動の従事者，医薬品等人命救助に要する人員，物資 

（イ）消防，水防活動等災害の拡大防止のための人員，物資 

（ウ）市外の医療機関へ搬送する負傷者，重症患者 

（エ）市等の災害対策要員，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 

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

②第２段階（応急対策活動期） 

（ア）前記ア．の続行 

（イ）食糧，水等生命の維持に必要な物資 
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（ウ）傷病者及び被災地外へ退去する被災者 

（エ）輸送施設の応急復旧等に必要な人員，物資 

③第３段階（復旧活動期） 

（ア）前記イ．の続行 

（イ）災害復旧に必要な人員，物資 

（ウ）生活用品 

（エ）郵便物 

（オ）廃棄物の搬出 

 

※資料編 

 茨城県防災ヘリコプター応援要綱 

 緊急通行車両確認証明書 

 

７．社会秩序の維持 

 

大規模地震災害が発生した場合，市は応急対策及び復旧・復興対策を迅速・的確に実施し，市

民の生命・身体・財産を保護する。初期的段階においては，被害実態を早期に把握するとともに，

人命の保護を第一とし，避難誘導，負傷者等の救出救助等が重要であるが，初期段階以降は，被

災地区の秩序回復，犯罪の予防等，各種地域安全活動など，市民の安全・安心を図るための広報

及び情報活動を実施する。 

 

（１）行方不明者の調査及び迷子等の保護 

１）行方不明者相談所の開設 

必要に応じ，警察署及び交番その他の場所に，行方不明者相談所を開設し，行方不明者

の捜索及び迷子等の保護に関する相談活動を行う。 

２）迷子等の措置 

①迷子等を保護したときは，避難所，病院その他関係機関・施設に対する必要な照会，手

配を行い，保護者等の発見に努める。 

②保護した迷子等のうち，保護者等の引取人がない者，及びそれが容易に判明しない者に

ついては， 福祉事務所もしくは児童相談所に通告，又は引き継ぐ。 

３）行方不明者の措置 

①行方不明者の捜索願いを受理したときは，避難所，病院その他関係施設に必要な手配を

行うなど，該当者の発見に努める。 

②行方不明者が多数に及ぶときは，必要により部隊を編成し，大規模な被災地域を重点と

した捜索活動を行い，行方不明者の発見に努める。 

 

（２）地域安全対策 

市や警察は，被災地における安全な生活を確保するため，災害の発生に便乗した悪質商法，

窃盗犯等，被災地域における犯罪の予防活動等を実施する。 

１）犯罪の予防等 

①地域安全情報の収集，提供 

被災地における各種犯罪の発生状況及び被災地市民の要望など各種地域安全情報を収

集するとともに，必要な情報を積極的に提供し，被災地における犯罪の未然防止等に努

める。 
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②地域安全活動 

（ア）警戒警備の強化 

被災地及びその周辺における警戒活動を強化して防犯活動に努めるとともに，避難

所，食糧，救援物資，復旧資材その他生活必需物資の集積所等に対する重点的な警戒

活動を行う。 

（イ）相談窓口の開設 

必要により相談窓口を開設し，市民に対する便宜供与，死傷者の確認，その他の相

談活動を行う。 

２）流言飛語に対する措置 

    災害の発生時には流言飛語が発生して市民の不安を招くおそれがあり，パニックや各種

犯罪を誘発する要因ともなることから，市民に対し，災害の実態，避難者の状況，関係防

災機関の活動状況等の情報を積極的に提供し，市民の不安除去に努める。 

 

（３）保安対策 

市及び防災関係機関は，被災地における保安対策として次の措置を講ずるものとする。 

１）地震災害に対する措置 

①鉄砲火薬類の製造，販売業者及び所有者に対し窃盗，紛失事故のないよう厳重な保管指

導に努めるとともに，家屋の倒壊等により保管場所が被災した場合には，関係業者への

保管委託及び警察署での一時預り措置を行う。 

②石油類等危険物及び高圧ガス等の製造・貯蔵施設等に対しては関係機関との連携を図り，

警戒要員を派遣して，警戒区域(警戒線)内の立入り禁止制限，避難誘導，広報等を実施し，

危険物による災害の未然防止と拡大防止に努める。 

  ２）経済事犯等に対する措置 

商品の買占め，不当高価販売，土地家屋等の賃貸もしくは所有権をめぐる紛争等の事案

発生に対処するため，経済事犯をめぐる情報の収集，関係行政機関との連絡を緊密に行う

ほか，悪質経済事犯については重点的な取締りを行う。 
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第５節 被災者生活支援 

 

１．被災者の把握 

 

地震，津波，風水害等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，被災者の把握に関わる業務を積極的に行っていくものとする。 

 

（１）避難者及び要支援者の把握 

市は，発災後，避難者状況を迅速かつ的確に把握するため，各避難所における避難者名簿

を作成するものとする。また，避難所等を中心として，避難所を利用するもの以外の被災者

の把握に努めるものとする。 

 

（２）調査の実施 

１）調査体制の整備 

市は，災害救助法の適用，食糧・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定等被災者に関わる事項の調査について，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

あらかじめ定めておくものとする。 

２）調査の実施 

市は，①に基づき調査を実施する。必要があれば，県に調査を要請する。 

 

（３）調査結果の報告 

災害対策本部は，避難者の状況や各調査よる調査結果を取りまとめ，応急対策活動の方針を

定め各部に伝達する。 

なお，取りまとめた調査結果は，県及び防災関係機関等へ報告するものとする。 

 

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，感染性疾病や食中毒の発生ある

いはプライバシー保護の困難に由来する精神不安定等様々な弊害が現れる。このため，避難所の

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

健康管理等に関する業務を積極的に推進していくものとする。 

 

（１）避難所の開設，運営 

１）避難所の開設 

市は，被害状況により避難所を設置する必要があると認められる時は，次により避難所

を開設する。 

さらに，必要に応じ，県の「災害時支援協力に関する協定」に基づき，被災地以外の地
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域にある施設を含め多様な施設の確保に努める。 

（ア）基本事項 

ア）対象者 

ａ．住家が被害を受け，居住の場所を失った者 

ｂ．現に災害に遭遇した者 

ｃ．災害によって，現に被害を受けるおそれのある者 

イ）設置場所 

ａ．避難場所としてあらかじめ指定している場所の建物（「第２章 第３節 ４．避

難収容体制の整備」参照） 

ｂ．その他必要に応じて，市民の身の安全が確保できる施設等 

ウ）災害救助法による設置費用の範囲及び限度額 

ａ．費用の範囲 

・賃金職員等雇上費 

・消耗器材費 

・建物，器物等使用謝金 

・燃料費 

・仮設便所及び炊事場の設置費等 

・衛生管理費 

ｂ．限度額 

・基本額 

避難所設置費一人１日当たり３００円以内 

・加算額 

冬季（１０月～３月）についてはその都度定める額 

エ）設置期間 

災害発生の日から 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（厚生労働大臣の承認を含む。）を受けるものとする。 

（イ）避難所開設の公示 

市は，避難所を開設したときは，その旨を公示するとともに，収容すべき者を誘導し

保護するものとする。 

（ウ）避難所開設の要請 

市は，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。 

（エ）避難所開設の報告 

市は，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）開設期間の見込み 

なお，災害救助法が適用された場合については，「第３章 第７節 ２．災害救

助法による救助の実施」も参照のこと。 

２）避難所の運営 

市は，大規模な地震が発生した場合の避難所については，市職員のみで運営を行うこと

は困難であるため，あらかじめ避難所となり得る施設の管理者や近隣住民等の協力体制を

確保するものとする。 

その際，女性の参画を推進し，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
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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斡旋等により避

難所の早期解消に努める。 

さらに必要があれば，県，近隣市に対しても協力を要請するとともに，避難所の安全確

保及び秩序維持のために，警察官の配置等についても考慮するものとする。 

なお， 避難所の運営については，施設ごとにあらかじめ運営マニュアルの策定に努める

ものとする。 

３）避難者の状況把握 

避難所の運営担当者は，避難所を円滑に運営するため，避難者名簿を作成するものとす

る。特に，災害時要援護者については，病状の悪化等に対応するため，その状態を詳細に

把握する。 

４）避難所における利用者の心得 

避難所に避難した市民は，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，市は平常時から避難所における生活上の心得について，

市民に周知を図るものとする。 

①避難所運営のための自治組織の結成と組織リーダーへの協力 

②ごみ処理，洗濯，入浴等生活上のルールの遵守 

③災害時要援護者への配慮 

④プライバシーの保護 

⑤その他避難所の秩序維持に必要と思われる事項 

  ５）福祉避難所における支援 

①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

しいケースがあるため，市は，要援護者に配慮し必要な介護や情報提供等の支援を行う

体制を整備するよう努めるものとする。 

なお，福祉避難所の指定については，事前に対象施設と協議を行い，協定等を締結す

るなど環境整備に努めるものとする。 

②福祉避難所の開設 

市は，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。 

③福祉避難所の整備 

福祉避難所は，要援護者の避難生活が長期にわたることも想定し，必要な物資・機材

を確保するよう努めるものとする。 

④福祉避難所の周知 

市は，様々な媒体を活用し，福祉避難所に関する情報を広く市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，事前の周知を徹底するものとする。 

⑤福祉避難所開設の報告 

市は，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。 

（ア）避難者名簿（名簿は随時更新する） 

（イ）福祉避難所開設の目的 

（ウ）箇所名，各対象収容人員（高齢者，障がい者等） 

（エ）開設期間の見込み 

 

（２）避難所生活環境の整備 

１）衛生環境の維持 
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市は，被災者の健康状態に配慮し，避難生活に不可欠なトイレ，手洗い場，床の状態等

の適正管理に努める。また，今後，「災害時保健活動マニュアル」を作成し，段階ごとの具

体的な活動体制整備等に努めること。 

２）対象者に合わせた場所の確保 

市は，避難所に部屋が複数ある場合には，避難者の実態に応じて，柔軟に部屋の割り当

てを図るものする。また，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

の確保をに努めるものとする。 

３）感染症や食中毒の予防に必要な知識の普及 

市は，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

毒等の保健指導を行うものとする。 

 

（３）健康管理 

１）被災者の健康状態の把握 

①市は，県の協力も得て，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

ごとの健康状態の把握を行う。 

②巡回相談で把握した問題等については，上記巡回相談チームによるチームカンファレン

スにおいて効果的な処遇の検討を行う。 

③高血圧や糖尿病等慢性疾患患者に対しては，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。 

④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防止

するため，水分補給や健康体操等の保健指導を実施する。 

⑤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ては，状況の把握とと

もに，県及び関係機関へ協力を要請する。 

２）被災者の精神状態の把握 

①市は，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。 

②市は，幼児や児童の保育について，避難所内の遊び場等の確保に努め，ボランティア等

の協力を得ながら対応に努める。 

③市は，被災によってＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）を示している者について，県

が設置する「心の救護所」にカウンセリング等の適切な対応を依頼するとともに，ＰＴ

ＳＤに関する広報活動に努める。 

３）災害時要援護者の把握 

市は，避難者の中から災害時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。 

４）関係機関との連携の強化 

市は，支援を必要とする被災者に必要なケアの実施を行うとともに，ニーズに応じ，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。 

  

（４）精神保健，心のケア対策 

１）心のケア活動の実施 

①県は，精神保健福祉センター（以下「センター」という。）及び保健所に開設された心の

健康相談窓口について，各種広報媒体を活用し，周知を図る。 

また，県は市の要請もしくは必要に応じ，国や関係団体へ心のケアチームの派遣を要

請する。心のケアチームは，巡回相談チーム等と連携し，精神科医療が必要な者への治
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療にあたるとともに，カウンセリング等適切な対応を行う。さらに，地域の被災者のケ

アを行っている職員の精神的ケアを行う。 

②センターは，原則として，精神科医療機関の現況，保健所や市が行う心のケア活動の情

報の収集及び関係者への情報の提供を一元的に行う。 

また，センターは，保健所，市，心のケアチーム等との連絡・調整を行うものとし，

被災地の保健・医療の現況等に応じた心のケア活動の方針等を示す。 

③保健所及び市は，連携して次のことを実施する。 

（ア）第一段階 

・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 

（イ）第二段階（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 

（ウ）第三段階 

・仮設住宅入居者及び帰宅者等への巡回診療，訪問活動 

・ＰＴＳＤへの対応 

（エ）保健所及び市は，特に，心理サポートが必要となる遺族，安否不明者の家族等に対

しては十分に配慮するとともに，適切なケアを行う。 

（オ）センターは，心のケアに対する正しい知識の普及を図るため，災害時の心のケアや

ＰＴＳＤに関するパンフレット等を作成し，保健所及び市を通じて被災者に配付する。 

 

３．ニーズの把握・相談窓口の設置・生活情報の提供 

  

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，きめ細やかで適切な情報提供を行う。また，被災者の多種多様な悩みに対応するた

め，各種相談窓口を設置するものとする。 

 

（１）ニーズの把握 

１）被災者のニーズの把握 

市は，被災者のニーズ把握を担当する職員を避難所等に派遣するとともに，行政委員，

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，数カ所の避難

所を巡回するチームを設けて，ニーズの把握にあたる。 

①家族，縁故者等の安否 

②不足している生活物資の補給 

③避難所等の衛生管理（入浴，洗濯，トイレ，ゴミ処理等） 

④メンタルケア 

⑤介護サービス 

⑥家財の持ち出し，家の片付け，引っ越し（荷物の搬入・搬出） 

２）災害時要援護者のニーズの把握 

災害時要援護者の抱える問題は通常より深刻である場合が多いため，ボランティア，救

護班等との協力のもと積極的にコンタクトをとるよう努める。 

自力で生活することが困難な高齢者（寝たきり，一人暮らし），障がい者等の次のような

ニーズの把握について，市職員，民生委員，ホームヘルパー，保健師など地域ケアシステ

ムのスタッフによる巡回訪問を通じて，各種サービス供給の早期確保を図るとともに，円
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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等により，

ニーズ把握に努めるものとする。 

① 介護サービス(食事，入浴，洗濯等) 

② 病院通院介助 

③ 話相手 

④ 応急仮設住宅への入居募集 

⑤ 縁故者への連絡 

 

（２）相談窓口の設置  

１）総合窓口の設置 

市は，２）に示す各種の相談窓口を代表する総合窓口を設置するとともに，県，防災関

係機関，その他団体の設置する窓口業務も把握しておき，様々な形で寄せられる問合せに

対して，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津波や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。 

２）各種相談窓口の設置 

市は，被災者のニーズに応じて以下のような相談窓口を設置する。様々な形で寄せられ

る問合せに対して，的確な情報窓口ヘの振り分けを行うように努め，「たらい回し」が発生

しないように十分配慮する。 

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。 

① 生命保険，損害保険（支払い条件等） 

② 家電製品（感電，発火等の二次災害） 

③ 法律相談（借地借家契約，マンション修復，損害補償等） 

④ 心の悩み（恐怖，虚脱感，不眠，ストレス，人間関係等） 

⑤ 外国人（安否確認，震災関連情報） 

⑥ 住宅（仮設住宅，空家情報，公営住宅，復旧工事） 

⑦ 雇用，労働（失業，解雇，休業，賃金未払い，労災補償等） 

⑧ 消費（物価，必需品の入手） 

⑨ 教育（学校） 

⑩ 福祉（障がい者，高齢者，児童等） 

⑪ 医療・衛生（医療，薬，風呂） 

⑫ 廃棄物（ガレキ，ゴミ，産業廃棄物，家屋の解体） 

⑬ 金融（融資，税の減免） 

⑭ ライフライン（電気，ガス，水道，下水道，電話，交通） 

⑮ 手続き（り災証明，死亡認定等） 

⑯ 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）関係機関との協力 

上記の相談窓口は，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。震災後の被災者の相談内容は，その人の生活

すべての問題にかかわるため，行政のみの体制では十分な対応は困難であることを前提にし

て，関係機関・団体との連携を密にする。 

 

（３）生活情報の提供 

市及び防災関係機関は，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
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を活用して積極的に提供する。 

１）テレビ，ラジオの活用 

テレビ局，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，聴覚障がい者のために文字放送による情報の提供に努める。 

２）インターネットの活用 

インターネット（本市のホームページ）を活用して，被災者に不可欠な生活情報の提供

を行う。 

３）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。 

４）震災ニュースの発行 

様々な生活情報を集約して，随時，広報紙の特別版を発行する，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）ＦＭかしまとの連携 

災害発生後には，ＦＭかしまと連携し，災害復興・被災者支援の専門局として位置付け，

連携を図りながら市民及び被災者等への情報提供を行う。 

 

４．災害時要援護者安全確保対策  

 

地震災害時において高齢者・障がい者・外国人等の災害時要援護者は，自力では避難できない

ことや，言葉の障害から的確な避難情報の把握や地域住民との円滑なコミュニケーションが困難

になること等により，非常に危険な，あるいは不安な状態に置かれることとなる。 

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

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

ともに，必要な救助を行うものとする。 

また，災害時要援護者に対する応急救助活動の実施にあたっては，市職員だけでなく，近隣住

民やボランティア組織等，地域全体での協力体制を確保する。 

 

（１）社会福祉施設入所者等に対する安全確保対策   

１）救助及び避難誘導 

社会福祉施設等の管理者は，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。 

市は，施設等管理者の要請に基づき，施設入所者等の救助及び避難誘導を援助するため

に職員を派遣するとともに，近隣市に応援を要請する。また，近隣の社会福祉施設，近隣

住民，ボランティア組織等にも協力を要請する。 

２）搬送及び受入先の確保 

社会福祉施設等の管理者は，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。 

市は，施設等管理者の要請に基づき ，病院等の医療施設及び他の社会福祉施設等受入先

を確保する。 

３）食糧，飲料水及び生活必需品等の調達 

社会福祉施設等の管理者は，食糧，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，市等に対し応援を要請する。 

市は，施設等管理者の要請に基づき，食糧，飲料水，生活必需品等の調達及び配布を行
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う。 

４）介護職員等の確保 

社会福祉施設等の管理者は，介護職員等を確保するため，施設間の応援協定に基づき，

他の社会福祉施設及び市等に対し応援を要請する。 

市は，施設等管理者の要請に基づき，介護職員等の確保を図るため，他の社会福祉施設

やボランティア等へ協力を要請する。 

５）巡回相談の実施 

市は，被災した施設入所者や他の施設等に避難した入所者等に対して，近隣住民，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。 

６）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，社会福祉施設機能の早期回復を図るた

め，優先復旧に努める。 

  

（２）災害時要援護者に対する安全確保対策  

１）安否確認，救助 

市は，在宅サービス利用者名簿等を活用し，民生委員，近隣住民，福祉団体（社会福祉

協議会，シニアクラブ等），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，救助を行う。 

２）搬送体制の確保 

市は，災害時要援護者の搬送手段として，近隣住民等の協力を得るとともに，公用車や

社会福祉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。 

３）災害時要援護者の状況調査及び情報の提供 

在宅や避難所で生活する災害時要援護者については，安全確保対策を的確に行えるよう

状況把握を早期に行うことが必要である。 

市は，民生委員，ホームヘルパー及びボランティア等の協力を得てチームを編成し，災

害時要援護者のニーズ把握など，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。 

４）食糧，飲料水及び生活必需品等の確保並びに配布を行う際の災害時要援護者への配慮 

市は，福祉避難所の備蓄にあたっては， 災害時要援護者に配慮した食糧，飲料水，生活

必需品等を確保するよう努める。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。 

５）保健・福祉巡回サービス 

市は，医師，民生委員，ホームヘルパー，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，住宅，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・福祉サービスを実施する。 

６）保健・福祉相談窓口の開設 

市は，災害発生後，直ちに保健・福祉相談窓口を開設し，総合的な相談に応じる。 

 

（３）外国人に対する安全確保対策 

１）外国人の避難誘導 

市は，語学ボランティアの協力を得て，各種広報媒体を活用して，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。 
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２）安否確認，救助 

市は，警察，近隣住民，語学ボランティア等の協力を得て，外国人の安否の確認や救助

活動を行う。 

３）情報の提供 

①避難所及び在宅の外国人への情報提供 

市は，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。 

②テレビ，ラジオ，インターネット通信等による情報の提供 

市は，外国人に適正な情報を伝達するため，テレビ，ラジオ，インターネット等を活

用して外国語による情報提供に努める。 

４）外国人相談窓口の開設 

市は，速やかに外国人の「相談窓口」の設置に努め，生活相談に応じるものとする。ま

た，県及び他市が設置する外国人向け相談窓口と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。 

 

５．ボランティア活動の支援 

 

大規模な地震災害が市内に発生した場合，震災応急対策を迅速かつ的確に実施するためには，

市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，市は，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ものとする。 

なお，ここでは一般ボランティアについて記すため，医療，アマチュア無線等の専門ボランテ

ィアについては，それぞれの該当箇所を参照のこと。 

 

 医療 → 「第３章 第４節  ３．医療 （４）後方支援活動 ④医療ボランティア活動」 

 アマチュア無線 → 「第３章 第２節 １．通信手段の確保 （４）アマチュア無線ボ

ランティアの活用」 

 

（１）ボランティアとの役割分担 

１）被災者ニーズの把握と対応者の決定 

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

把握し，市や防災関係機関が行う対策とボランティアに委ねる活動について検討，調整し，

ボランティア派遣の必要の有無について速やかに判断する。 

２）ボランティアからの情報への対応 

ボランティアが被災地で収集したニーズのうち，市が対応すべきものについては速やか

に行政サービスに反映させるため，関係する部署における調整を行う。 

 

（２）ボランティア「受入窓口」の設置・運営 

１）受入体制の確保 

災害発生後直ちに，社会福祉協議会は，市と連携し，ボランティア現地本部を設置する

とともに，ボランティアの受入体制を確保する。 

２）「受入窓口」の運営 

鹿嶋市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

示す通りである。 
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①被災者二一ズの把握，市及び関係機関からの情報収集 

②ボランティア活動の決定及びボランティアの割振り 

③ボランティア活動用資機材，物資等の確保 

④ボランティアの受付 

⑤ボランティア連絡会議の開催 

⑥市との連絡調整 

⑦ボランティア活動のための地図及び在宅要援護者のデータ作成・提供 

⑧ボランティア支援本部へのボランティアコーディネーターの応援要請 

⑨ボランティア保険加入事務 

⑩その他被災者の生活支援に必要な活動 

 

（３）ボランティア「受入窓口」との連携・協力 

１）ボランティア現地本部及びボランティア支援本部との連携 

市は，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人

員を配置し，市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。 

２）ボランティアに協力依頼する活動内容 

ボランティアに協力依頼する活動内容は，主として次の通りとする。 

①災害・安否・生活情報の収集・伝達 

②避難生活者の支援（水くみ，炊き出し，救援物資の仕分け・配布，高齢者等の介護等） 

③在宅者の支援（高齢者等の安否確認・介護，食事・飲料水の提供等） 

④配送拠点での活動（物資の搬出入，仕分け，配布，配達等） 

⑤その他被災者の生活支援に必要な活動 

３）活動拠点の提供 

市は，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。 

  ４）ボランティア保険の加入促進 

    市は，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の加入を促進する。 

  

６．応急教育 

 

教育委員会，私立学校設置者並びに学校等の長（以下，「校長等」という。）は，災害発生時に

幼児・児童生徒（以下，「児童生徒等」という。）の安全を確保するために万全を期すとともに，

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，緊密に連携し，関係機関の協力を得て

応急教育を実施するものとする。 

 

（１）児童生徒等の安全確保 

教育委員会，私立学校設置者並びに校長等は，災害発生が登校時間，在校時間，あるい

は夜間・休日のそれぞれの場合に応じ，あらかじめ整備した連絡系統を用いて体制を整

え，児童生徒等の安全確保あるいは安否確認を行う。 

１）情報等の収集・伝達 

災害発生時間を問わず，市は学校等に対して災害情報を伝達するとともに，学校は災害

に対応する体制を確立する。 

①市は，災害が発生し，又は発生するおそれがある場合，校長等に対し，災害に関する情
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報を迅速・的確に伝達するとともに，必要な措置を指示する。 

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

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

  なお，児童生徒への情報伝達にあたっては，混乱を防止するよう配慮するものとする。 

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

ちにその状況を，市やその他の関係機関に報告する。 

④学校等は停電等により校内放送整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。 

⑤教職員は，夜間・休日の場合の出勤などについて，あらかじめ定めた災害時の体制を確

立する。 

２）児童生徒等の避難等 

①在校・在園時の措置 

在校・在園時に地震が発生した場合，以下のように児童生徒等の避難を実施する。 

（ア）情報の伝達 

児童生徒等への災害情報の伝達にあたっては，混乱を防止するよう配慮して行う。 

（イ）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，避難場所等へに避難

を迅速に指示する。なお，状況によっては，教職員は個々に適切な指示を行うものと

する。 

（ウ）避難の誘導 

校長等及び教職員は，児童生徒等の安全を確保するため，あらかじめ定める計画に

基づき誘導を行う。なお，状況により校外・園外への避難が必要である場合は，市や

その他関係機関の指示及び協力を得て行うものとする。 

（エ）休校・休園措置 

校長等は，必要に応じ休校・休園の措置をとる。 

（オ）下校時の危険防止 

校長等は，下校途中における危険・事故を防止するため，児童生徒等に必要な注意

を与えるとともに，状況に応じ，通学区域毎の集団下校，又は教員による引率等の措

置を講ずる。 

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。 

（カ）校内・園内保護 

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・園内に保護し，速やかに保護者への連絡に努めるものとする。 

なお，この場合，速やかに市に対し，児童生徒等の数その他必要な事項を報告する

ものとする。 

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，共通理解に努めるとともに，引き渡し訓練を実施するものとす

る。 

（キ）保健衛生 

学校等は，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，食糧，

毛布等の備蓄に努めるものとする。 

また，校長等は，災害時において，建物内外の清掃，給食，飲料水等に留意し，児
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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。 

②在校・在園時以外の措置 

（ア）休校・休園措置 

      校長等は，休日や夜間，早朝に休校・休園の措置を決定した場合は，直ちに緊急連

絡網等を活用し，保護者または児童生徒等に連絡するものとする。 

   （イ）安否確認 

      校長等の指示のもとに，教職員は児童生徒等の安否確認を行う。 

（２）応急教育 

教育委員会は，被災した学校の教育活動を早期に再開するための措置を講ずる。特に，被

災した学校等が一部の地域に偏る場合には，無被災地域の学校等による応援協力は応急教育

に際して大きな支えとなることから，学校等間での施設や教職員等に関する相互協力体制を

整備する。 

１）教育施設の確保  

校長等は，相互に協力し教育施設等を確保して，教育活動を早期に再開するため次の措

置を講ずる。 

①校舎・園舎の被害程度を速やかに把握し，応急修理可能の場合は，できる限り速やかに

補修し，施設を確保して，授業の再開に努めるものとする。 

②校舎・園舎の被害は相当に大きいが，一部校舎・園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（保育）を行う。 

③学校・幼稚園施設の使用不可能又は通学・通園が不能の状態にあるが，短期間に復旧で

きる場合は臨時休校し，家庭学習等の適切な指導を行う。 

④校舎・園舎が全面的な被害を受け，復旧に長期間を要する場合は，近隣の余裕のある学

校等に応急収容し，分散授業（保育）を実施する。 

⑤余裕のある学校等がない場合は，まちづくりセンター（公民館），体育館その他の公共施

設及び寺院等を利用して授業（保育）を行う。 

⑥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

早急に校舎・園舎の再建，仮校舎建設の計画を立て，その具体化を図る。 

⑦速やかに校舎の被害状況を安全に確認する体制を日頃から整備するよう努める。 

２）教職員の確保 

校長等は，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。 

①災害の規模，程度に応じた教職員の参集体制を整備する。 

②教職員の不足により，応急教育の実施に支障がある場合は，学校等間における教職員の

応援，教職員の臨時採用等，必要な教職員の確保を図る。 

３）教科書・学用品等の給与 

市は，災害により教科書・学用品等（以下，「学用品等」という。）を喪失又は棄損し，

就学上支障をきたしている小・中学校の児童生徒に対して学用品等を給与する。 

①対象者 

（ア）災害によって住家に被害を受けた児童生徒であること。 

（イ）学用品等がなく，就学に支障を生じている場合であること。 

②給与の品目 

（ア）教科書及び教材 

（イ）文房具 

（ウ）通学用品 

③給与の方法 
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（ア）学用品等は市長が調達する。市長は，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。 

（イ）教科書の支給は，速やかに茨城県教育庁指導課教科書係及び茨城県教科書販売会社

と連絡をとり，必要冊数を確保し，給与するものとする。 

なお，災害救助法が適用された場合については，「第３章 第７節 ２．災害救助法

による救助の実施」も参照のこと。 

 

（３）避難所との共存 

学校等は教育施設であると同時に避難所にも指定される可能性があることから，学校関

係者と地域住民との融和・共存を図ることが必要である。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， 市及び校長等は，教育機能維持に留意し，事前に使

用施設について，優先順位を協議するものとする。 

また，避難所に指定される可能性のある学校は，各学校があらかじめ定める避難所の運 

営マニュアルにおいて，教職員，教育委員会，近隣住民等の役割分担の明確化に努め，児 

童生徒及び近隣からの避難者に速やかに対応できるよう避難所の運営マニュアルの作成を 

行うものとする。 

 

（４）学校給食等の措置 

  教育委員会は，学校給食等の措置において，下記の措置を講ずるものとする。 

１）応急措置  

①学校給食施設，設備及びパンその他の給食物資の納入業務の被害状況を速やかに把握し，

必要に応じ学校給食を中止する。 

②被害状況が判明した後において，具体的な復旧対策を立て，速やかに実施する。 

２）応急復旧措置 

①給食調理場，給食用設備等の清掃及び消毒を徹底的に実施し，衛生管理に遺憾のないよ

うにする。 

②学校給食調理場の衛生検査を実施し，衛生管理に万全を期す。 

③児童生徒等，学校教員及び給食用物資の納入業者の赤痢その他の伝染病の発生状況を調

査確認し，防疫措置を講ずる。 

 

７．帰宅困難者対策 

 

  地震発生直後においては，救助・救援活動，消火活動，緊急輸送道路の応急活動を迅速・円

滑に行う必要があり，帰宅困難者等の発生による混乱等を防止するため，「むやみに移動を開始

しない」という基本原則や安否確認手段について平常時から積極的に広報するとともに，企業

等に対して，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，必要な備蓄等を

促す必要がある。 

 

（１）市の取り組み 

  １）普及啓発 

企業等における一斉帰宅抑制が実行性あるものとなるように安否確認方法等の周知や備

蓄の促進等必要な対策を実施するとともに，各企業等に一斉帰宅抑制に係る普及啓発を行

う。 

２）情報提供 
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市は，交通事業等との連携を図り，鉄道の復旧見込みや路線バス等の運行状況を把握し，

帰宅困難者及び関係者等への情報提供に努める。 

３）交通事業者との連携体制の整備 

市は，帰宅困難者の発生が予想される公共交通機関等がある場合には，交通事業者と災

害時の対応や備蓄等について，連携を図るものとする。 

 

（２）企業等の取り組み 

１）従業員の待機 

企業等は，交通機関が運行停止となり，見通しが立たない場合には，建物や事業所周辺

の被災状況を確認の上，従業員等の安全を確保するため，従業員等を一定期間留めるよう

努めるものとする。 

２）備蓄の確保 

企業等は，従業員が事業所内に待機できるよう，３日分程度の必要な水，食糧，毛布な

どの物資の備蓄に努めるものとする。 

３）環境整備 

企業等は，従業員等を一定期間事業所内に留めておくことが可能となるよう，事業所建

物の耐震化，家具類の転倒・落下・移動防止，ガラスの飛散防止など，従業員等が安全に

待機できる環境整備に努めるものとする。 

４）事業継続計画等への位置づけ 

企業等は，ＢＣＰ（事業継続計画）等において，大規模災害発生時における従業員等の

待機及び帰宅の方針をあらかじめ定めておき，従業員に周知しておくものとする。 

５）安否確認方法の周知 

企業等は，大規模災害時には，電話が輻輳することを踏まえ，事業所と従業員間の安否

確認方法をあらかじめ定めるとともに，従業員とその家族間においても災害時伝言掲示板

や災害用伝言ダイヤル 171，ソーシャル・ネットワーキングサービス（SNS）等の複数の安

否確認手段をあらかじめ確認し，当該手段を利用するよう周知しておくものとする。 

６）市，自主防災組織等との連携 

企業等は，市や周辺の自主防災組織等と，大規模地震発生時の対応を事前にとり決めて

おくなど日頃からの連携に努めるものとする。 

 

（３）大規模集客施設の取り組み 

大規模な集客施設においては，多くの帰宅困難者等の発生が予想されることから，事業者等

は，BCP（事業継続計画）を作成するとともに，市や関係機関等と連携し，利用者を保護するた

め，適切な待機や誘導に努めるものとする。 

 

（４）学校等の取り組み 

学校等においては，日頃から児童生徒等の通学手段を把握し，鉄道を使用する生徒数等の情

報を，災害時に速やかに鉄道事業者に提供できるよう努める。 

 

８．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，市は，動物愛護の観点から，県及び

他市町村等関係機関や県獣医師会，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
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及び適正飼養について支援する。 

なお，対応の際は，「災害時における愛玩動物救護マニュアル（茨城県生活福祉部生活衛生課

平成 24年 12月）」を参考にするものとする。 

（１）留意点 

１）愛玩動物の保護及び適正飼養 

災害時における動物の避難等は，原則として飼い主が責任をもって行うものとするが，

市は，飼い主が避難所に愛玩動物と同行避難できるよう県及び他市町村等関係機関と協力

して必要な措置を講ずるとともに被災した愛玩動物の保護に努める。 

２）協力体制の確立 

市は，災害時において県が設置する「動物救護本部」と連携し，愛玩動物の適正飼養の

支援に努める。 

 

（２）避難所における動物の適正飼養に係る措置 

市は，避難所の設置に際し，愛玩動物を受け入れられるスペースの確保等に可能な限り努

めるとともに，県及び関係機関等と協働して適正飼養の支援に努める。 
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第６節 救援物資の調達・供給 

 

１．食糧 

 

災害によって，炊事はもちろんのこと食糧の確保さえも困難になった場合には，被災者の生命・

身体の安全を確保するために，迅速に食糧の供給活動を行うものとする。また，必要に応じて応

急対策に従事する者に対しても食糧の供給を行う。 

なお，災害救助法が適用された場合については，「第３章 第７節 ２．災害救助法による救助

の実施」も参照のこと。 

 

（１）食糧の調達 

市は，災害の状況及び配給を必要とする者の数を確認し，小売販売業者から食糧を購入し，

被災者に対し食糧の給与を行う。 

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

いる範囲で，知事を通じ水戸食糧事務所長又は政府食糧を保管する倉庫の責任者に対し，「災害

救助法が発動された場合における災害救助用米穀の緊急引渡要領（昭和 61年 2月 10日付食糧

庁長官通達）」に基づき応急用米穀の緊急引渡しを要請し，供給する。 

 

（２）食糧の供給品目 

１）災害に応じた品目選定 

食糧の給与にあたっては，災害発生の季節やライフライン機能の被害状況に応じた品目

を選定して給与する。 

２）被災者数及び被災者の考慮 

避難所等における被災者数及び被災者の年齢構成，健康状態等を把握し，状況に応じた

食糧品目の選定及び必要数量の設定を行う。特に，災害時要援護者に配慮した品目の供給

に配慮する。 

３）基本的な品目 

米穀（米飯を含む），乾パン及び食パン等の主食のほか，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を給与するものとする。なお，乳児に対する給与は，

原則として粉ミルクとする。 

 

（３）食糧の給与 

１）食品の配分及び炊き出しの実施 

市は，災害による被災者及び応急対策に従事する者に対する応急食糧の給与を，食品の配分

及び炊き出しの実施によって迅速かつ円滑に行う。 

炊出しの実施方法は次の通りである。 

①炊出しは，避難所内又はその近くの適当な場所を選定し実施する。 

②配分もれ，又は重複支給者がないようにするため，組・班等を組織し，各組に責任者を

定め，対象者を掌握する。 

２）県，近隣市への協力要請 

市は，市内で多大な被害が発生し，市において炊き出し等による食糧の給与の実施が困
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難と認めたときは，県及び近隣市に炊き出し等について協力を要請する。 

県では，市からの要請を受けて，次の措置を講ずることとしている。 

①日赤奉仕団，自衛隊等への応援要請 

②集団給食施設への炊飯委託 

③調理不要な乾パン，食パン等の供給 

 

（４）食糧集積地の指定及び管理 

１）食糧集積地の指定 

市は市役所を食糧の集積地として活用し，調達した食糧の集配を行う。 

２）集積地の管理 

市は，食糧の集積を行う場合，集積地である市役所に管理責任者及び警備員等を配置し，

食糧管理の万全を期するものとする。 

 

（５）担当者 

担当部は，本部長の指示に基づき応急食糧の配給計画を策定し，その他職員と協力して

必要な食糧の調達及び炊き出しを行う。また，炊出しに必要な人員及び設備の確保，食糧

の輸送を行う。 

 

２．水  

 

生命を維持していくために飲料水は不可欠である。災害によって水道機能の停止等により飲料

水の確保が困難になった場合は，市は，水道施設等の被災と同時に活動を開始し，飲料水の供給

に万全を期するとともに，生活用水の確保についても最大限の努力を図る。 

活動にあたっては，飲料水の確保と給水に必要な資材を利用できる機動力を動員し，円滑な給

水作業を維持するものとする。 

なお，災害救助法が適用された場合については，「第３章 第７節 ２．災害救助法による救助

の実施」も参照のこと。 

 

（１）応急給水計画の作成 

１）水道機能の被害状況の早期把握 

飲料水の供給にあたっては，水道機能の被害状況を早期に把握し，断水状況に即した応

急給水計画を確立する。 

２）供給目標水量の設定 

当初の段階では，１日１人当たり３リットルの給水を基準とする。 

さらに，発災から時間が経過するに従って，被災者が求める水は飲料水から生活用水へ

と増加していくため，それに応じた供給目標水量を検討する。トイレ，炊事，風呂，洗濯

等，普段の生活では１世帯当たり１日 200 リットルを使うと言われており，被災後の時間

推移に伴って生活用水についてのニーズも高まってくる。このため，要給水市民数と給水

体制を勘案しながら，漸次，１人当たり給水量を増やしていく。 

 

（２）応急給水資機材の調達 

市は，あらかじ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。
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被害状況によっては給水用の車両や資機材が不足する可能性があることから，相互応援体制に

基づき他市町村の水道事業者に応援を求め，さらに必要と認められる場合は県に調達を要請す

る。 

 

（３）応急給水活動の実施 

市は，浄水場等の水を有効利用し，給水拠点において，さらに給水車等により，応急給水を

実施する。給水拠点からの輸送は，市保有車及び調達車両等によって行うものとする。 

また，本市の資源及び資機材だけでは十分な給水活動が行えない場合は，相互応援体制に基

づき他市町村の水道事業者に応援を求め，なお不足の場合は県に支援を要請する。 

 

１）給水拠点 

本市の給水拠点は以下のとおりである。 

■給水拠点 

名 称 所在地 電話番号 給水能力 

宮中浄水場 宮中 1-13-18 0299-82-2605 3，700ｍ３ 

武井志崎地区簡易水道機場 大字志崎 88-47 0299-69-2391   174ｍ３ 

高天原配水池 港ヶ丘 2-1150-41  600ｍ３ 

大野配水場 津賀 1904-2 0299-69-8197 1，125ｍ３ 

 

２）車両（給水車等）による給水 

避難所等に収容されている被災者及び集団住宅等の被災者で，災害対策本部長が必要と

認めた被災者に対して拠点給水する。 

■給水用資機材 

種 別 容 量 台数・個数 

給水タンク 2㎥ 1台 

給水タンク 1.5㎥ 1台 

給水用ポリタンク 1，000ℓ 2個 

給水用ポリタンク 500ℓ 8個 

給水用ポリタンク 20ℓ 32 個 

 

３）角型ポリ容器等による給水 

ア．病院，診療所等で緊急給水の必要があると災害対策本部長が認めたものに対し，20リ

ットル容器を必要個数配備する。 

イ．一般被災者に対し，災害対策本部長が必要と認めた場合は，10リットル容器でピスト

ン輸送し配備する。 

４）ポリ袋による給水 

避難所が小さく，かつ，点在している場合で，容器等の備えのない被災者及び一般の

被災者に対し配給する。 

５）給水活動の配慮事項 

給水活動の実施にあたっては，次のような点に配慮する。 

①優先的な給水 

継続して多量の給水を必要とする救急病院等に対して，優先的に給水を実施する。 

②的確な広報 

給水の場所や時間等の内容について，防災行政無線，貼り紙，チラシ，マスコミ等を
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用いて迅速かつ確実に伝達する。 

③衛生面の配慮 

水の保管上の注意事項について広報を実施し，応急給水された水の衛生を確保する。 

④災害時要援護者への配慮 

家屋等に被害がない断水地域では，避難所への避難をせず，水道の復旧まで在宅のま

ま過ごす市民も多いと考えられる。しかし，市民の中には，給水拠点まで出向くことが

大きな負担になる災害時要援護者も存在することから，このような災害時要援護者に対

する給水に配慮する。 

⑤市民の協力 

給水時の混乱防止対応や，災害時要援護等，さらには中高層住宅の入居者等に対し行

う水の運搬への支援について，当該者及び自主防災組織，ボランティアに協力を依頼す

る。 

 

（４）取水（水源） 

１）飲料水の取水は，公設消火栓を原則とする。 

２）消火栓取水が不能のときは，各浄水場の貯水池とする。 

■浄水場 

名 称 場 所 電 話 飲料水供給能力 

鹿嶋市宮中浄水場 宮中１-13-18 0299-82-2605 3，500㎥ 

鹿嶋市山崎浄水場 宮中 1655-8 〃 600㎥ 

茨城県企業局浄水場 宮中 3761-1 0299-82-1121 日 30，000 トン 

 

３）上記の①及び②が使用不能のときは，市が定めた井戸で，消毒の必要がある場合は消毒

して，取水使用するものとする。 

 

（５）検水の実施  

市は，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，河川等を飲用しなければならない場合は，それらの水源を浄水処理した水の飲用

の適否を調べるための検査を行う。必要があれば，県に検水の実施を要請する。 

 

３．衣料・生活必需品 

 

家屋の被害等により，衣料や生活必需品等の確保ができなくなった市民に対しては，生活を維

持していくために必要なこれらの物資を迅速に供給するものとする。 

なお，災害救助法が適用された場合については，「第３章 第７節 ２．災害救助法による救助

の実施」も参照のこと。 

 

（１）衣料・生活必需品の給(貸)与の実施 

市は，あらかじめ定めた生活必需品供給計画に基づき，被災者に対する生活必需品の調達，

供給を行う。 

１）衣料・生活必需品の給(貸)与の対象者 

対象者は，災害による住家の全焼，全壊，流失，半焼，半壊又は床上浸水等により日常
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生活に欠くことのできない衣料，寝具その他の衣料品及び生活必需品を喪失し，又は棄損

した者で資力の有無にかかわらず，これらの物資を直ちに入手することができない状態に

あるものとする。 

２）基本的な給(貸)与物資 

給(貸)与を行う物資は，次の通りとする。 

①寝具(毛布等) 

②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) 

③衣料品(作業着，下着，靴下，運動靴等) 

④炊事用具(鍋，釜，やかん，包丁，缶切等) 

⑤食器(箸，スプーン，皿，茶碗，紙コッブ，ほ乳ビン等) 

⑥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) 

⑦その他(ビニールシート等) 

③給(貸)与の方法 

調達，給(貸)与は担当部が担当し，他職員の協力を得て行うものとする。その際，被害

報告をとりまとめた結果に基づいて物資を調達し，作成した供給計画に従って被災者に配

分して，給(貸)与を実施する。 

 なお，衣料・生活必需品調達数量（備蓄によるものを含む）の目安は，過去の災害履歴

及び地震被害想定結果におけるり災者世帯数，り災者数等に基づいて次のように設定して

おく。 

 

■衣料・生活必需品調達数量の目安 

季
節 

内訳 

品名 

第 1次災害り災世帯数 

（30世帯 90人） 

第 2次災害り災世帯数 

（300世帯 900人） 

夏
期
・
冬
季
（
災
害
の
種
類
に
よ
っ
て
異
な
る
。） 

毛布 90 900 

肌着上下 45 450 

ズボン 20 200 

スカート 20 200 

タオル 90 900 

鍋 30 300 

釜 30 300 

バケツ 30 300 

洗オケ 30 300 

洗面器 30 300 

石けん 60 600 

チリ紙 60 700 

冬
季 

ジャンパー（大） 45 450 

ジャンパー（小） 60 450 
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（２）給(貸)与品目についての配慮 

給(貸)与品目は，（１）２）に挙げたものを基本とするが，状況に応じて次のような点を考慮

する。 

１）発災時期，被害や被災者の状況の考慮 

衣料・生活必需品の供給にあたっては，災害発生の季節やライフライン機能の被害状況

に応じた品目を供給する。また，避難所等における被災者の人数，年齢構成，健康状態等

を把握し，状況に即した品目の選定及び必要数量の設定を行う。 

２）ニーズ変化への対応 

避難生活が長期化した場合，被災者の生活必需品に対するニーズも発災直後とは異なっ

てくる。したがって，このような変化に対応した物資の調達・供給を行い，また，被災地

内で必要とされている物資についての情報を被災地外へ発信して効果的な救援物資を要請

するものとする。 

 

（３）県，近隣市等への協力要請 

市は，多大な被害を受けたことにより市内において生活必需品の調達が困難と認めたときは，

県及び近隣市，さらには，災害時相互応援協定を締結する市に対して協力を要請する。 

県は，市からの要請を受けたときは，近隣市との連携を図りながら生活必需品の調達及び給

(貸)与を行う。 
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第７節 災害救助法の適用 

 

１．災害救助法の適用手続き 

 

市内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は，災害救助法（以下，

「救助法」という。）の適用によって被災者の保護と社会の秩序の保全を図る。したがって，市は，

同法の適用に向けて速やかに手続きを実施し，市民に対する救助活動の実施を図る。 

 

（１）被害状況の把握及び認定 

市は，救助法適用の判断及びその手続きを行うにあたり，あらかじめ整備しておいた被害情

報の収集及び伝達体制により，被害の把握及び認定の作業を迅速かつ的確に行う。救助法の適

用にあたっての被害状況の把握及び認定は，次の基準で行う。 

１）被災世帯の算定 

被災世帯の算定は，住家が全壊，全焼，流失等により滅失した世帯を 1世帯とし，住家

が半焼，半壊等著しく損傷した世帯については 1/2世帯，床上浸水，土砂の堆積等により

一時的に居住不能となった世帯にあっては 1/3世帯とみなして算定する。 

２）住家の減失等の算定 

①住家の全壊，全焼，流失 

住家の損壊，焼失もしくは流失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，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。 

②住家の半壊，半焼 

住家の損壊，焼失もしくは流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，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。 

③住家の床上浸水 

上記ア及びイに該当しない場合であって，浸水がその住家の床上に達した程度のもの，

又は，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。 

３）住家及び世帯の単位 

①住家 

現実に居住のために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

等は，それぞれ１住家として取り扱う。 

②世帯 

生計を一にしている実際の生活単位をいう。 

 

（２）救助法の適用基準 

救助法の適用基準は，救助法施行令第 1 条に定めるところによる。災害による被害が次に掲

げる基準に該当し，知事が救助を必要と認めたときに，市町村単位にその適用地域が指定され

る。 

１）市町村における全壊，全焼，流失等による住家の減失した世帯数がそれぞれ次の表に示

す世帯以上に達したとき。(救助法施行令第 1条第 1項第 1号) 
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■救助法の適用基準（令別表第１） 

市町村の人口 住家滅失世帯数 備考 

  5，000人未満 30世帯  

5，000人以上 15，000   〃              40  〃  

15，000 〃 30，000  〃 50 〃  

30，000 〃 50，000  〃 60 〃  

50，000 〃 100，000  〃 80 〃 本市該当基準 

100，000 〃 300，000   〃 100 〃  

300，000 〃  150 〃  

  

２）当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内の被害世帯数が，その人口に応じ，それ

ぞれ次の表第２に示す数以上であって，当該市町村の区域内の被害世帯数がその人口に応

じ，次の表第３以上であること。(救助法施行令第１条第１項第２号) 

 

■救助法の適用基準（令別表第２） 

都道府県の区域内の人口 住家滅失世帯数 備考 

 1，000，000人未満 1，000世帯  

1，000，000人以上 2，000，000 〃 1，500 〃  

 2，000，000 〃 3，000，000  〃 2，000 〃 茨城県該当基準 

 3，000，000 〃  2，500 〃  

 

■救助法の適用基準（令別表第３） 

市町村の人口 住家滅失世帯数 備考 

 5，000人未満  15世帯  

5，000人以上 15，000人未満             20  〃  

15，000 〃 30，000 〃  25 〃  

30，000 〃 50，000 〃  30 〃  

50，000 〃 100，000 〃  40 〃 本市該当基準 

100，000 〃 300，000  〃  50 〃  

300，000 〃   75 〃  

 

３）当該市町村の区域を包括する都道府県の被害世帯数が，その人口に応じ次の表に示す数

以上であって，当該市町村の区域内の被害世帯数が多数あること。(救助法施行令第 1条第

1項第 3号) 

 

■救助法の適用基準（令別表第４） 

都道府県の区域内の人口 住家滅失世帯数 備考 

 1，000，000人未満  5，000世帯  

1，000，000人以上 2，000，000 〃  7，000 〃  

 2，000，000 〃 3，000，000  〃  9，000 〃 茨城県該当基準 

 3，000，000 〃  12，000 〃  

 

４）市の被害が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であって，厚生労働省令で定める基

準に該当したとき。(救助法施行令第 1条第 1項第 4号) 
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（４）適用手続き 

市長は，自地域内の被災状況，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，知事に対して報告する。市長の報告により，知事は，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，市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。 

ただし，救助を要する被害が発生した場合において，事態が急迫して知事の指揮を待つ暇が

ないときは，市長は災害救助法による救助の実施に着手するとともに，直ちにその旨を知事に

報告し，その後の処置について指揮を求める。 

 

■災害救助法適用の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料編 

 茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度，方法及び機関早見表 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害発生 

被害状況の把握 

住家滅失世帯数の算定 

災害救助法の適用基準 

例：市町村単位の指定の場合 

本市内の滅失世帯数 80 以上 

 

滅失世帯 80 以上（本市のみ 

「被害状況報告表」の作成 

知事への報告 

厚生労働大臣

への報告 

 

災害救助法適用の判断 

 

県各部局への

指示 
市への指示 

市 

（市長） 

県 

（知事） 
茨城県災害救助法

施行細則 
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２．災害救助法による救助の実施 

 

救助法が適用された場合は，市民の生命・身体・財産を保護するため，茨城県災害救助法施行

細則に則って速やかに対策を実施する。 

 

（１）救助の実施機関 

救助法に基づく救助は，国の責任において行われるものであるが，その実施については，全

面的に知事に委任されている。 

ただし，救助活動を迅速に実施するため，次の１）～２）に掲げる救助の実施に関する職権

は，市長に委任されている。したがって，これらの救助については，救助法適用の如何を問わ

ず，市長が必要と判断した場合は直ちに実施し，その後，救助法が適用された場合には，市長

は，速やかに委任された救助の実施内容を知事に報告するとともに，経費支払証拠書類の写し

を添えて費用を請求するものとする。 

１）収容施設(応急仮設住宅を除く)の供与 

２）炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

３）被服，寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

４）医療及び助産 

５）災害にかかった者の救出 

６）災害にかかった住宅の応急修理 

７）学用品等の給与 

８）埋葬 

９）死体の捜索及び処理 

10）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 

 

（２）救助の程度，方法及び期間並びに実費弁償等 

救助法による救助の程度，方法及び期間並びに実費弁償等については，資料編に示す通りで

ある。 

 

（３）関係帳票の整備 

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

を実施する。なお，このために，救助関係帳票を事前に準備するとともに，作成方法等につい

ても習熟しておく。 

 

※資料編 

 茨城県災害救助法施行細則 
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３．小災害救助 

 

本市において住家が 10世帯以上滅失した場合は，茨城県り災救助基金管理規則に基づき，本市

は，以下に定める内容で現に救助を要した額の補助を知事より受けることができる。 

 

（１）被服，寝具等の生活必需品の給付 

金額は，茨城県災害救助法施行規則別表第１第３項第３号の表に定める額。 

 

（２）災害による死亡者の埋葬 

金額は，茨城県災害救助法施行規則別表第１第９項第３号に定める額。 

 

※資料編 

 茨城県り災救助基金管理規則 

 

４．り災証明書の発行 

 

市は，救助の重複防止のために，次のり災証明書を発行する。なお，このり災証明書は，被災

者の生活再建に際しての種々の手続きにも使用できるものとする。また，災害の規模によっては，

各種支援制度が整備され，既存の形式では証明内容が不足する事態が予測される。その際には，

災害の規模や支援制度に適した書式により証明を行うものとする。 
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■り災証明書発行の流れ 

り災証明書発行準備 

・証明書様式印刷 

・会場の確保 

・受付，発行体制の検討 

・設備，機材の用意 

・応援職員等の研修 

被害家屋調査，り災証明等に関する広報 

被害家屋調査本部 

区被害家屋調査本部 

の設置 

調査実施 

（外観目視調査） 

り災台帳の整備 受付・り災証明発行 

り災証明 

申請 

突 合 

災 害 発 生 

被害家屋調査およびり災証明発行の実施方針の確認 

調査実施計画の作成 

・調査用備品の準備 

・応援職員等の研修 

 
 
 
 
 

被 

害 

家 

屋 

調 

査  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

り 

災 

証 

明 

発 

行 

再調査の準備 

再調査実施 

（立入り調査） 

変更なし 判定修正 

判定委員会 

（必要に応じて） 

 
 
 
 

再 
 

調 
 

査 

受付 

再調査 

申請 

り災台帳発行台帳の整備 

り災証明書の修正発行 

 災害の規模等に応じて実施 
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                          平成  年  月  日 

 

鹿嶋市長           様 

 

 

             申請者  住 所 

 

                  氏 名              印 

 

り  災  証  明  願 
 

下記のとおり，り災したので証明願います。 

 

記 

り 災 種 別 

 

及 び 内 容 

地   震 

火   災 

台風  号 

風   雨 

崖 崩 れ 

そ の 他  

 

り 災 日 時 平成  年  月  日    時  分 

り 災 場 所 鹿嶋市 

り 災 者 

住  所  

氏  名  

電話番号  

生年月日  

 

上記のとおり相違ないことを証明する。 

 

 鹿 交 防 第   号 

平成  年  月  日 

 

                 鹿嶋市長    
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第８節 二次災害の防止 

 

１．建築物の応急復旧 

 

市は，地震の発生により破損等し，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

災害を防止していくものとする。また，使用可能な住宅のうち必要なものについて応急修理を実

施し，被災者の居住場所を確保する。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，応急仮設住宅の提供又は応急修理を行い保護していくものとする。 

 

（１）応急危険度判定 

応急危険度判定は次のように実施する。 

１）判定士派遣要請・派遣 

①判定士派遣要請 

市は，余震等による 2次災害を防止するため，応急危険度判定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。 

②判定士の派遣 

県は，市の要請を受け，必要と認められた場合には，直ちに判定士の派遣を行うとと

もに，関係団体と判定士等の派遣について協議する。 

③判定士の受け入れ体制 

判定士等は震災後速やかに市内において判定活動にあたるものとする。 

また，市は，判定士等の行う判定活動について，必要な支援を行うものとする。 

（２）応急危険度判定活動 

１）判定の基本的事項 

①判定対象建築物は，市が定める判定街区の建築物とする。 

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

業を行う。 

③判定結果の責任については，市が負う。 

２）判定の関係機関 

①市は，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。 

②県は，判定士等の派遣計画や判定の後方支援を行う。 

３）判定作業概要 

①判定作業は，市の指示に従い実施する。 

②応急危険度の判定は，「震災建築物等の被災度判定基準及び復旧技術指針被災建築物応急

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。 

③判定の結果は，「危険」，「要注意」，「調査済」に区分し，表示を行う。 

④判定調査票を用い，項目にしたがって調査のうえ判定を行う。 

⑤判定は，原則として「目視」により行う。 

⑥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。 
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（３）被災宅地危険度判定活動 

１）判定の基本的事項 

①危険度判定は，被災した市長が行うものとする。 

②県は，被災した市の要請により，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。 

③判定結果の責任については，市長が負う。 

２）判定の関係機関 

①市は，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。 

②県は，判定士等の派遣計画や後方支援を行う。 

３）判定作業概要 

①判定作業は，市長の指示に従い実施する。 

②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。 

③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。 

④判定調査票を用い，項目に従って調査の上判定を行う。 

 

（４）住宅の応急修理 

１）修理対象世帯 

応急修理は，市町村が，災害のため住宅が半壊又は半焼し，自らの資力では，応急修理

をすることができない世帯に対して行う。 

２）修理の範囲 

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

小限の部分に対して行う。 

３）修理時期 

応急修理は，災害発生から１月以内に完了するものとする。 

４）資材調達 

市において，資材が不足した場合は県に要請し，調達の協力を求めるものとする。 

 

（５）応急仮設住宅の設置 

１）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。設置にあたってはリース方式や民間賃貸住宅などの借り上げによる方法も検討し，

設置方法を決定する。 

２）設置基準 

応急仮設住宅は，住宅が全壊，全焼又は流失し，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。 

３）設置計画の作成等 

市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。県は市町村から

の報告を基に全体計画を作成する。 

４）設置場所の提供等 

①設置場所の提供 

国及び県は，応急仮設住宅の設置計画に応じて，国・県公有地を提供する。 

②設置場所 

設置予定場所は，国，県又は市公有地とするが，私有地の場合は所有者と市町村との

間に賃貸契約を締結するものとし，その場所は飲料水が得やすく保健衛生上適当な場所
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とする。 

５）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と協定を締結し，その協力を得て

建設する。 

６）応急仮設住宅の借り上げ等 

県は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などを市町村へ

提供する。市は必要な住宅の借り上げを行う。 

７）入居者の選定等 

県が，市町村の協力を得て被災者の状況を調査の上，次の基準に基づき決定する。 

①住家が全焼，全壊，又は流失した者であること 

②居住する住家がない者であること 

③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 

（ア）生活保護法の被保護者並びに要保護者 

（イ）特定の資産のない失業者 

（ウ）特定の資産のない未亡人，ひとり親世帯，高齢者世帯，身体障がい者世帯，病弱者 

 等 

（エ）特定の資産のない勤労者，中小企業者 

（オ）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ものとする。 

８）応急仮設住宅の管理 

応急仮設住宅の管理は，当該市町村の協力を求めて県が行う。ただし，状況に応じ当該

市に委任することができる。 

 

※資料編 

 応急危険度判定フローチャート 
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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始め，道路，鉄道等の交

通施設，港湾，河川及びその他の公共土木施設は，市民の日常生活及び社会，経済活動はもちろ

んのこと，地震発生時の応急対策活動においても極めて重要な役割を果たすものである。従って，

これらの施設についての応急対策実施体制を整備し，相互に連携を図りつつ迅速な対応を図るも

のとする。 

 

（１）応急対策実施体制の確立 

１）被害情報の収集・伝達体制の整備 

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

面からも迅速に行っていく必要がある。このため，地震発生後各施設の被害状況を速やか

に把握し，それに対応した応急対策計画を策定し，直ちに対策を実施する。 

なお，事前対策として各施設管理者が施設被害状況の収集・伝達体制の整備を行ってお

くことも必要である。 

２）協力体制の確立 

市や民間事業者などの土木施設管理者は，施設の応急対策に関し，行政と民間事業者，

また地域間や事業者間の連携・協力を図り，効率よく作業を進めるものとする。 

 

（２）道路の応急復旧 

１）応急措置 

市は，被害を受けた道路，橋梁及び交通状況を速やかに把握するため，パトロールカー

により巡視を実施するとともに，市民等からの道路情報の収集に努める。 

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

と，必要に応じて迂回路の選定を行い交通路の確保に努める。 

２）応急復旧対策 

市は，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。（「第３章 第４節 ５．交通路の確保（６）緊急輸送道路啓開

の実施」参照。） 

 

（３）港湾，漁港の応急復旧 

１）被害状況の把握 

港湾施設については， 国土交通省関東地方整備局鹿島港湾・空港整備事務所及び茨城県

鹿島港湾事務所が，鹿島灘漁港の施設については鹿島灘漁港の管理者が水域施設，外かく

施設，けい留施設等の被害状況を調査する。その際，二次災害のおそれのある被災箇所に

ついては，立入禁止のためのバリケードや警告板の設置等を行う。 

２）応急措置の実施 

国土交通省関東地方整備局鹿島港湾・空港整備事務所，茨城県鹿島港湾事務所及び鹿島

灘漁港の管理者は，被害状況の調査に基づき，被災施設の応急工事を実施する。その際，

施設の重要度，必要資機材の入手可能性，工期等を考慮し，優先順位を定めて行うものと

する。 

３）復旧作業の実施 

国土交通省関東地方整備局鹿島港湾・空港整備事務所，茨城県鹿島港湾事務所及び鹿島

灘漁港の管理者は，施設の重要性や暫定利用状況に配慮し，計画的に被災施設の復旧工事
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を実施する。 

（４）鉄道の応急復旧 

東日本旅客鉄道(株)及び鹿島臨海鉄道(株)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。 

【東日本旅客鉄道(株)千葉支社】 

鹿島線において被害が発生した場合，東日本旅客鉄道(株)千葉支社は，防災業務実施計

画の定めるところにより，千葉支社に支社対策本部を，本市内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。 

【鹿島臨海鉄道(株)】 

地震により災害が発生し又は発生するおそれがあるときは，災害対策本部を設置し，別

に定める震災対策計画に基づき職員を動員して応急対策を実施する。 

 

（５）その他土木施設の応急復旧 

  １）河川，砂防及び治山施設の応急復旧 

地震により河川，砂防及び治山施設が破壊，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。 

①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。 

②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。 

③治山施設 

治山施設については，速やかに被害状況を把握し，施設の安全確保を図る。 

  ２）農業用施設の応急復旧 

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。 

①点検 

農業用ため池，農業用用水施設，農業用排水施設，幹線管水路施設については受益土

地改良区が点検を行う。農道については市において通行の危険等の確認，点検を行う。 

②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。 

③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，優先的に配水を行う。 

④農道の交通確保 

市は，路面に崩落した土砂を取り除くなどして，交通の確保を図る。 
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３．土砂災害 

 

（１）急傾斜地の二次災害防止 

本市では，急傾斜地周辺まで宅地化しているところがある。本震では崩壊が発生しなかった

急傾斜地であっても，安定性が低下したために余震やその後の降雨によって崩壊することも考

えられることから，二次災害を未然に防止し，あるいは最小限に留めるための対策を実施する。 

１）情報収集及び調査の実施 

地震によって急傾斜地等の安定性が低下した場合には，亀裂，湧水，浮き石や転石の発

生，竹木等の傾倒など，何らかの変状が見られる可能性が高い。 

したがって，市は，崩壊が生じた場合に近隣住民や家屋に及ぼす影響が大きい急傾斜地

等について，地震後直ちに近隣住民からの情報収集を開始するとともに，変状の有無，地

表水の状況などを調査し，崩壊の危険性がないかどうかを判断する。 

２）応急対策 

調査の結果，危険性が高いと判断された急傾斜地については，関係機関や近隣住民に周

知を図り，不安定土砂の除去や仮設防護柵の設置等，応急工事の実施，さらに警戒避難体

制の整備などの応急対策を行う。なお，応急工事に際しては，特に斜面に対する充分な注

意，監視を行いながら実施するものとする。 

３）避難 

斜面の変状や，余震の推移，降水状況等から，災害発生の危険が予想され，又は危険が

切迫していると考えられるとき，市は，近隣住民に対して次のような避難の勧告及び指示

を行う。なお，避難の勧告及び指示の伝達等については「第３章 第４節 ４．避難勧告・

指示・誘導」に示している。 

①事前避難 

現時点においては差し迫った危険性はないと考えられるが，地震情報や気象予報を勘

案して，念のために避難しておいた方がよいと考えられる場合 

②緊急避難 

危険が目前に迫り，緊急に避難を行う必要があると判断される場合 

③収容避難 

一旦避難したが，その場所がさらに危険な状態になったため，他の安全な避難所へ集

団で緊急に避難する必要がある場合 

 

（２）砂防及び治山施設の応急復旧 

地震により河川，砂防及び治山施設が破壊，崩壊等の被害を受けた場合には，速やかに被害

状況を把握し，施設の応急復旧に努め，被害が拡大しない措置を講ずる。 
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４．水害 

 

本市には，北浦及び鰐川の沿岸に重要水防箇所が多数存在している。これらの堤防が地震によ

り被害を受けた場合，その後の余震や水位上昇によって，沿岸地区がさらに大きな危険にさらさ

れるおそれがある。したがって，二次災害を未然に防止し，あるいは最小限に留めるための対策

を実施する。 

 

（１）被害あるいは変状についての調査 

地震によって堤防の強度が低下した場合，堤体の亀裂や，湧水の発生など，何らかの変状が

見られる可能性が高い。このような変状の有無を調査し，変状が発見された箇所については迅

速に応急補強工事を実施する必要がある。 

市は，地震発生後直ちに，北浦及び鰐川等の堤防の被害や変状について，近隣住民からの情

報を収集するとともに現地を調査し，次に掲げるような項目を把握する。 

１）堤防の表面又は漏水・湧水の状況 

２）堤防の亀裂の有無 

３）堤防や傾斜地周辺の建築物・構造物等の損壊の状況 

４）周辺における市民及び滞在者の数 

５）付近の降雨量 

６）その他二次災害予防又は応急対策上参考となる事項 

調査結果については，県潮来土木事務所及び国土交通省霞ヶ浦河川事務所に報告する。 

 

（２）応急対策・応急復旧 

調査の結果，危険性が高いと判断された堤防については，関係機関や近隣住民に周知を図り，

土のう積み等の応急工事の実施，警戒避難体制の整備などの応急対策を行い，被害が拡大しな

い措置を講ずる。なお，応急工事に際しては，特に充分な注意，監視を行いながら実施するも

のとする。 

堤防及び護岸の破壊等については，クラック等に雨水の浸透による増破を防ぐため，ビニー

ルシート等を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。 

 

（３）避難 

堤防の変状や，余震の推移，降水状況等から，災害発生の危険が予想され，又は危険が切迫

していると考えられるとき，市は，近隣住民に対して次のような避難の勧告及び指示を行う。

なお，避難の勧告及び指示の伝達等については「第３章 第４節 ４．避難勧告・指示・誘導」

に示している。 

１）事前避難 

現時点においては差し迫った危険性はないと考えられるが，地震情報や気象予報を勘案

して，念のために避難しておいた方がよいと考えられる場合 

２）緊急避難 

危険が目前に迫り，緊急に避難を行う必要があると判断される場合 

３）収容避難 

一旦避難したが，その場所がさらに危険な状態になったため，他の安全な避難所へ集団

で緊急に避難する必要がある場合 
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※資料編 

 平成 24年度直轄河川重要水防箇所一覧表 
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第９節 事後処理  

 

１．応急仮設住宅 

 

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て，応

急仮設住宅や公的住宅の空き家を提供し，保護していくものとする。 

また，応急仮設住宅については，「応急仮設住宅建設必携 中間とりまとめ」（平成 24年 5 月：

国土交通省住宅局住宅生産課）の資料も参考とすることが望ましい。 

 

（１）応急仮設住宅の建設 

応急仮設住宅の建設は，救助法が適用された場合は知事が行うものとし，同法の適用に至らなかっ

た場合は市長が実施する。なお，下記の各項の大半は救助法適用の場合の規定であるが，救助法適

用に至らない場合もこれに準ずる。（「第３章 第７節 ２．災害救助法による救助の実施」も参照のこ

と。） 

１）期間 

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。（建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 85条第 3項の期限内） 

２）設置戸数 

市は，県に対して仮設住宅の建設を要請し，原則として全焼，全壊又は流失戸数の３割

以内で，知事が設置戸数を決定する。 

３）設置場所 

仮設住宅の設置予定場所は，私有地又は市有地，国及び県から提供された公有地とする

が，私有地の場合は所有者と市との間に賃貸契約を締結するものとし，その場所は飲料水

が得やすく保健衛生上適当な場所とする。 

４）構造及び規模 

建物の形式は軽量鉄骨組立方式で，１戸当りの規模は 23.1 ㎡（７坪）あるいは 29.7 ㎡

（９坪）を基準とし，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。 

５）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と協定を締結し，その協力を得て

建設する。 

６）建設費用 

応急仮設住宅設置のための費用は茨城県災害救助法施行細則で定める限度額の範囲内と

する。 

７）工事 

市の直営工事又は建設業者との請負契約により実施する。 

 

（２）応急仮設住宅の入居者及び管理運営 

応急仮設住宅への入居によってそれまで生活していたコミュニティを喪失され，被災者の精

神的なダメージからの回復が遅れることもある。従って，コミュニティ単位での入居を進め，

その後の管理運営にあたっても，入居者の精神的な回復が図れるよう留意する。 
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１）入居者の選定 

市は，県に協力して被災者の状況を調査し，これを踏まえて，県が次の基準により入居

者を決定する。救助法適用に至らない場合もこれに準ずる。また，民生委員等の意見を参

考にするとともに，災害時要援護者の優先入居にも努めるものとする。 

①住家が全焼，全壊，又は流失した者であること 

②居住する住家がない者であること 

③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 

（ア）生活保護法（昭和 25年法律第 144号）の被保護者並びに要保護者 

（イ）特定の資産のない失業者 

（ウ）特定の資産のない未亡人，ひとり親世帯，高齢者世帯，障がい者世帯，病弱者等 

（エ）特定の資産のない勤労者，中小企業者 

（オ）前各号に準ずる経済的弱者 

２）管理運営 

救助法適用の場合は，県が応急仮設住宅の管理を行い，市はこれに協力する。ただし，

状況に応じて市は県から管理の委任を受ける。救助法適用に至らない場合は市が管理する。 

応急仮設住宅地区の運営にあたっては，集会場等を設置して入居者のコミュニケーショ

ンを円滑にするとともに，市の福祉担当者やボランティアの連携により生活支援の活動を

行う。 

 

（３）公的住宅等の提供 

市は，市内あるいは近隣市の公的住宅等に空き家がある場合は，関係機関にも協力を求め，

被災者，特に災害時要援護者に対し優先的に提供する。 

 

（４）野外収容施設の設置 

災害により被害を受け，又は受けるおそれのある者を収容するため，付近に適当な収容施設

がないとき又は収容施設に全員を収容できないときは，必要に応じ付近の適当な場所にテント

等野外施設を設置する。 

 

２．捜索及び遺体処理  

 

市は，災害により現に行方不明の状態にある者や，周囲の事情により既に死亡していると推定

される行方不明者等の捜索を行うとともに，災害の際に死亡した者について死体識別等の処理を

行うほか，死体の埋葬を実施する。 

 

（１）捜索及び遺体処理の実施 

救助法が適用された場合の捜索及び収容並びに埋葬は知事が行うが，知事の職権の一部が委

任された場合は，市長が行うものとする。また，救助法が適用されない場合は，市長が行うも

のとする。 

救助法適用の場合の捜索及び遺体処理は，次の基準で実施するものとし，救助法適用に至ら

なかった場合もこれに準ずる。（「第３章 第７節 ２．災害救助法による救助の実施」も参照

のこと。） 

１）災害時において死亡していると推定される者及び死亡した者の遺体について，関係機関

は，一致協力して遺体の発見に努力する。 

２）発見死体，漂着死体，その他の事故死体は，知事又は市長が開設した遺体収容所へ収容
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する。 

３）市長は，遺体収容所を開設できるように，公共施設等適当な場所をあらかじめ選定して

準備しておくものとする。 

４）期間は災害発生の日から 10日以内とする。 

 

（２）行方不明者等の捜索 

市は，災害により現に行方不明の状態にある者や，周囲の事情により既に死亡していると推

定される行方不明者等を，消防職員，消防団員，自主防災組織をはじめとする地元のボランテ

ィア等の協力を得て，捜索隊及び作業班を編成して捜索する。この場合，警察と連絡をとり，

協力を得て，作業の円滑を図るものとする。 

市だけでは十分な対応ができない場合，市は，県，近隣市，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。応援要請の手続きは「第 3章 第３節 応

援・派遣」を参照のこと。  

 

（３）遺体の処理 

遺体の処理は市が実施するものとする。ただし，救助法を適用したときには県及び市が行う。

さらに，県及び市だけでは対応が困難な場合は，国，その他関係機関の応援を得て実施するも

のとする。 

なお，災害という混乱状況の中でも，死者の人格を尊重し，遺族，親近者の感情に十分配慮

して対処する。 

１）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，市は，腐敗防止

上又は遺体の識別作業上必要な措置である遺体の洗浄・縫合・消毒等の措置を講じ，遺体

を一時保存し，身元確認，検案，埋葬に備える。 

２）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，又は，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，医師の協力を得て実施する。ただし，遺体が多数の場合等で十分な対応が困難

な場合には，県，日本赤十字社茨城県支部，関東信越地方医務局等へ協力を依頼するもの

とする。 

３）遺体の収容(安置)，一時保存 

検視，検案を終えた遺体は，市が設置する遺体収容所(安置所)に収容する。 

①遺体収容所の設置 

市は，被害地域の周辺の適切な場所(公共施設，寺院，公園等)に遺体の収容所(安置所)

を設置する。死者が多数発生した場合は，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，近隣市に収容所の設置・運営の協力を要請するものとす

る。 

②棺等の確保 

市は，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。 

死者が多数発生した場合には，身元確認，死亡認定の諸手続，火葬場の手配等にかな

りの時間を要する場合も考えられる。特に夏期は衛生状態を良好に保つため，棺，ドラ

イアイスの準備等を近隣市，業者の協力を得て十分に行う。 

③身元確認 
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市は，警察の協力を得て，遺体の身元を確認し，氏名及び住所，性別，発見場所，身

長，特徴等を記載して遺体処理票及び遺留品処理票を作成の上，１体毎に表示して納棺

する。また，市長は，埋火葬許可証を発行する。 

縁故者による遺体引き取りの申し出があった場合は，十分調査し，確認のうえ引渡す

ものとする。 

④身元不明遺体の集中安置 

身元確認のため収容所に一時保存しておく期間は，３日程度とする。 

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には，遺骨・遺品共に少な

く，身元確認に長期間を有する場合も考えられることから，市は，公共施設等に集中安

置場所を設定し，身元不明遺体を集中安置する。 

 

（４）遺体の処理 

市は速やかに遺体の処理を行うものとする。 

遺体の処理は市が実施し，原則として火葬とする。ただし，救助法適用時には県が行うこと

もある。 

１）他市町村への協力要請 

死者が多数発生した場合や火葬場に支障が生じた場合等，市の保有する火葬能力では短

期間での火葬が困難となる状況が考えられるため，被害が軽微な近隣市に対して火葬場の

利用を要請する。近隣市でも対応が不可能な場合は，県を通じて千葉県内市町村にも応援

を要請するものとする。 

２）緊急措置 

①火葬場が確保できない場合は，応急仮設火葬場を設置し火葬する。応急仮設火葬場を設

置する場合は，知事の許可を受けて設置する。 

②死者が多数のため一時的に火葬処理が困難なときは，市の指定した場所へ土葬する。 

③災害応急埋葬場は，墓地並びに各寺院等の墓地の中に場所を確保する。 

３）身元不明遺体の処理 

身元不明遺体については，遺体処理票及び遺留品処理票の作成や，遺体の撮影を行い，

衣類の一部を切り取って保管する等証拠の保全に努めたうえで，市民の協力を得て身元確

認のための手配を行い，火葬を実施する。 

遺骨は，納骨堂又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。無

縁の遺骨は，無縁墓地に埋葬するものとする。 

 

（５）費用 

市が支弁できる費用は，茨城県災害救助法施行細則に準ずる。 

 

３．防疫 

 

災害による衛生環境の悪化や，被災者の身体的・精神的な抵抗力の低下を背景として，被災地

に伝染病等が発生する可能性があるため，防疫活動を迅速に行い，混乱の防止を図るものとする。 

 

（１）防疫体制の確立 

市は，災害時における応急防疫に関する計画及び実施を行うが，必要に応じ県（保健所）及

び関係機関，近隣市の協力を得るものとする。 

１）組織体制整備 
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市は，伝染病などの蔓延及び食中毒発生の未然防止を目的として防疫体制をつくるとと

もに，県が市町村の防疫担当者を対象として行う研修も活用して，必要な教育訓練を行う。

また，必要な消毒薬・器具機材や要員の確保が迅速にできる防疫措置体制システムを整備

する。 

 

（２）応急防疫活動の実施 

市は，伝染病予防法（明治 30 年法律第 36 号）に基づく防疫措置等を行うものとするが，独

自に実施できない場合は，県に対し応援の要請を行う。 

１）防疫措置情報の収集・報告 

市は，災害発生後，県，警察及び消防等とも連絡をとり，被害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，被災者にかかる伝染病患者や食中毒の発見に努めるととも

に，発見した場合又は疑いのある場合など，市又は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を活用し，定期的な状況の把握に努める。 

２）防疫計画の策定 

市は，地理的環境諸条件や過去の被害の状況などを勘案し，災害予想図を作成するとと

もに，県とも協議して，できるだけ詳しい防疫計画を樹立する。防疫業務の実施方法は次

のとおりである。 

①清掃方法 

伝染病患者及び保菌者発生家屋内外，便所，給食施設の清掃 

②消毒方法 

薬品による消毒の実施 

③鼠族昆虫等駆除方法 

汚染地域の鼠族昆虫等の発生場所に対する薬剤の散布及び発生原因の除去 

④臨時の予防接種 

伝染病予防上必要があるときは，臨時の予防接種を実施する。 

⑤検病調査 

患者及び保菌者の早期発見に努めるため，迅速かつ計画的に検病調査（健康診断及び

検便）を行う。 

３）薬剤・器具機材・人員等の確保 

市は，災害時の防疫措置に必要な薬剤・器具機材等を迅速に調達し，防疫活動を行う人

員を確保する。また，必要に応じ，薬業団体，近隣市，県などの協力を求める。 

①機材 

市が保有している消毒用噴霧機等の整備点検を行うとともに，他の関係機関から借用

する。 

②薬剤 

市で備蓄保管している薬剤を確認し，不足分については県に斡旋を要請するとともに，

業者より購入する。 

４）防疫班の編成 

防疫班は，担当部を中心として，応援職員及び作業員等により編成する。 

５）消毒の実施 

浸水家屋，鼠族昆虫駆除等の消毒は，次の基準による。 
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■消毒の実施基準  

浸水程度 
クレゾール 

（家庭配布用，室内） 

生 石 灰 

（家庭配布用，便所等） 

８％次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ 

（家庭配布用） 

床  上 1戸当り 200 ｸﾞﾗﾑ 1戸当り 6 ｷﾛｸﾞﾗﾑ 1戸当り 200 ｸﾞﾗﾑ 

床  下 1戸当り 100 ｸﾞﾗﾑ 1戸当り 6 ｷﾛｸﾞﾗﾑ  

なお，市民においても，行政委員等を通じて上記の基準により配布された薬剤を用いて，

自ら家屋等の消毒を行うよう指導する。 

 

６）患者等の措置 

被災地において，感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき就

業制限又は入院勧告を要する感染症の患者又は無症状病原体保有者が発生した場合，同法

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

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

７）予防教育及び広報活動の実施 

市は，応急的な避難所などで避難生活が夏期において，長期化する場合などでは，避難

所等における衛生確保を図るとともに，生活者に対し災害時の伝染病や食中毒予防等に関

する教育を行う。また，パンフレット，広報車及び報道機関等を活用して広報活動を実施

する。 

８）給食施設の衛生指導 

被災地において供給される炊き出しによる食事及び他の場所から調達される弁当などの

食品の安全を確保するため，炊き出し場所や弁当調製施設における衛生指導を行う。 

 

（３）記録の整備及び状況等の報告 

市は，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

疫活動状況等を潮来保健所長に報告する。 

 

（４）医療ボランティア 

市は，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依頼し，消毒の指導等

について協力をあおぐ。 

 

（５）その他 

その他，災害防疫の実施にあたっては，災害防疫実施要綱（昭和 40 年 5 月 10 日衛発第 302

号厚生省公衆衛生局長通知）より行う。 

 

４．清掃 

 

災害による大量の廃棄物（粗大ごみ，不燃性ごみ，生ごみ，し尿等）や倒壊物・落下物等によ

る障害物の発生，並びに感染症等の発生は，市民の生活に著しい混乱をもたらすことが予想され

る。このため，災害時の特に処理施設の被害，通信，交通の輻輳等を十分考慮した上で，市は，

大量の廃棄物やし尿の処理を迅速に行い，市民の保健衛生及び環境の保全を積極的に図っていく

ものとする。 

なお，清掃事業は，市町村が個別に行う事業であるため，被災地域が局所的となるような場合

は，特に市町村間での協力が有効である。このため，近隣市，また，民間の関連事業者に対して
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も応援を要請できるようあらかじめ広域処理体制の整備に努める。 

（１）ごみ処理 

１）ごみ排出量の推定 

市は，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

を策定するよう努める。 

２）作業体制の確保 

市は，迅速に処理を行うため，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，あらかじめ近隣市，民間の廃棄物処理事業者，土木・運送事業者等に対して，災害

時に人員，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しておく。 

３）ごみ処理対策 

①状況把握 

市は，職員による巡視，市民から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。 

②市民への広報 

市は，速やかに仮集積場及び収集日時を定めて市民に広報する。 

③収集運搬処理 

市は，市民によって集められた仮集積場のごみを管理し，あらかじめ選定した処分場

にできるだけ速やかに運び処理する。その際，被災地におけるごみの排出量が市の収集

運搬能力を超え，その処理が緊急を要する場合は，近隣市や他の民間廃棄物処理事業者

に依頼し，トラック等車両及び作業員を確保して収集運搬を能率的かつ衛生的に実施す

るものとする。 

さらに，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。 

④処理方法 

（ア）水分の多い難燃性のごみは，埋立場に運搬し，埋立処分するものとする。 

（イ）可燃性の大型のごみは，焼却（破砕を含む。）と埋立とにより処理するものとする。 

（ウ）被災が広域にわたり，しかも環境上緊急を要する場合は，選定し，確保した処理場

において焼却又は処分することとする。ただし，野焼き等は新たな環境汚染の原因

となることから実施しない。 

４）処分場の選定 

予定していた処分場が被災等により使用できない場合は，次により処分場の選定を行う

ものとする。 

①塵芥を埋立できる場所であること。 

②地理的条件を考慮し，災害時の危険性を予想して選定すること。 

③人家から相当の距離を有し，衛生上影響のない場所であること。 

 

（２）し尿処理 

１）し尿処理排出量の推定 

市は，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，

市は，地区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，作業計画の策定に努める。 

２）作業体制の確保 
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市は，し尿処理の実施に必要な人員，資機材等の確保に努め，また，し尿処理施設の処

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，近隣市へ収集，処理

の応援要請を行うものとする。 

３）し尿処理対策 

①状況把握 

市は，職員による巡視，市民から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。 

②市民への指導 

水洗トイレを使用している世帯に対しては，使用水の断水に対処するため，水の汲み

置き，生活用水の確保等を指導するものとする。 

③仮設トイレの設置 

市は，必要に応じて避難所，又は地区毎に仮設トイレを設置する。 

④収集運搬 

（ア）被災の状況に応じ市の指定委託業者の清掃車（バキュームカー）を動員し，集中的

に配置し，能率的かつ衛生的に収集し処理するものとする。 

（イ）収集を要する量が指定委託業者の収集能力を超え，その処理が緊急を要する場合は，

近隣市を通じ業者に依頼し，清掃車及び作業員を確保して収集運搬するものとする。

また，必要があれば，県に応援を要請する。 

⑤処理 

被災地から収集したし尿は，通常の処理方法で衛生的に処理する。一時に大量のし尿

を処理する必要が発生した場合は，近隣市に依頼し，処理を要請する。 

 

５．障害物の除去 

 

地震による倒壊物・落下物等による障害物は，応急対策活動に支障となるばかりでなく，市民

生活の復旧ペースに影響することが予想される。このため，処理施設の被害や交通状況等を十分

考慮した上で，大量の解体・がれき処理等の活動を迅速に行い，応急対策活動の円滑化，市民生

活の復旧を促進するものとする。 

 

（１）障害物除去の実施者 

１）道路 

道路法に規定する道路管理者である国土交通大臣，知事，市長が行うものとする。 

２）日常生活に欠かすことのできない場所 

救助法を適用した場合は知事が行うが，同法が適用されない場合は市長が行う。（「第３

章 第７節 ２．災害救助法による救助の実施」も参照のこと。） 

 

（２）作業体制の確保 

障害物の除去は市により行うが，迅速に障害物の除去，解体及びがれき処理を行うには資機

材・労力が不足する場合は，関係機関及び民間事業者の協力のもとに，平常作業員及び臨時雇

い上げによる応援体制を確立する。 

また，あらかじめ近隣市，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しておく。 

さらに市は，障害物の除去について自衛隊の協力を必要と判断した場合は，県を通じ派遣を

求め，その協力のもとに実施するものとする。 
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（３）障害物除去基準 

障害物除去の基準は以下のとおりとする。 

１）対象 

①日常生活に欠くことのできない場所（居宅，炊事場，便所等）で，自分の資力をもって

障害物の除去ができないもの 

②半壊家屋を優先し，次に床上浸水家屋に及ぶものとする。 

③障害物除去対象者は，次により選定する。 

（ア）生活保護受給者を第一次順位とする。 

（イ）半壊等の損害の著しき者を第二次順位とする。 

２）期間 

実施期間は，災害発生の日から 10日以内で市が指定した日数とする。 

 

（４）障害物除去の実施 

市は，職員による巡視等から迅速に被災地域の状況を把握し，それに基づき，住宅，所管

の道路及び河川・港湾・漁港施設について，障害物の除去，解体を実施する。除去作業にあ

たっては，県，近隣市，民間事業者等による応援協力体制を活用する。 

１）建築関係障害物 

市は，災害によって破損あるいは倒壊した建物，又は建物周辺に運ばれた土石，竹木等

で日常生活に著しく支障を及ぼす障害物について，被災地における状況を把握し，必要と

認められる場合は除去を実施する。 

２）道路開係障害物 

各道路管理者は，管理区域内の道路について路上障害物の状況を把握し，道路交通に著

しい障害を及ぼしているものについて除去を実施する。その際，あらかじめ指定された緊

急輸送道路を最優先とし，各道路管理者間の情報交換は緊密に行うものとする。（「第３章 

第４節 ５．（６）緊急輸送道路啓開の実施」を参照のこと。） 

３）河川・港湾・漁港関係障害物 

市は河川，港湾及び漁港管理者の協力を得て，各管理者が所管する河川，港湾及び漁港

区域内の航路等について沈船，漂流物等障害物の状況を把握し，船舶の航行が危険と認め

られる場合は除去を実施する。   

 

（５）がれき処理 

除去，解体した障害物（がれき）は，最終的な処分方法を決定するまで，定められた場所

に仮置きし，有害物や再資源化可能なもの等に分別するものとする。野焼きによる処分は有

害物質の発生をもたらすため行わない。 

１）集積場所の確保 

震災によって発生するがれきは，建物の倒壊状況によっては大量になる可能性がある。

市は，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，近隣市に対して集積場所

の確保を要請する。 

集積場所としては，次の基準により災害発生場所の近くに設けるものとする。 

①交通に支障のない国有地，県有地，市有地を選ぶものとする。 

②国有地，県有地，市有地に適当な場所がないときは私有地を使用するが，やむを得ざる

とき以外は，所有者の了解を求め事後の処理は万全を期するものとする。 

２）分別処理の努力 

がれきは可能な限り分別を行うことが望ましいことから，集積場所において再資源化や
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有害物質の除去を行う。 

３）最終処分場の確保 

がれき等（災害廃棄物）の処理・処分を円滑に行うために，県が処理施設や最終処分場

の確保を図ることから，市は，近隣市や民間の廃棄物処理業者等とともに，これに協力す

る。 

 

６．ライフラインの応急復旧  

 

上下水道，電力，ガス及び電話等のライフライン施設は，市民の日常生活及び社会，経済活動，

また，地震発生時における被災者の生活確保などの応急対策活動において重要な役割を果たすも

のである。これらの施設が震災により被害を受け，その復旧に長期間要した場合，都市生活機能

は著しく低下し，まひ状態も予想される。このため，それぞれの事業者は，復旧時までの間の代

替措置を講じるとともに，迅速に応急復旧体制を整備する。 

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

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

のため，各ライフライン事業者は，被害情報の収集・伝達体制を確立する。 

また，地震によっては，本市だけでなく広範囲かつ大量にライフライン施設の被害が発生し，

当該事業者だけでは復旧が進まないこともある。したがって，市及び各事業者は相互に連携を図

りつつ，また，県内及び県外の同業者に協力を求めて応援体制を確立し，円滑な対策の実施を図

るものとする。 

 

（１）電力施設の応急復旧（東京電力（株）茨城支店） 

１）応急復旧の実施 

①通報，連絡 

通報，連絡は，「通信連絡施設及び設備」に示す施設，設備及び加入電話等を利用して

行うこととする。 

②災害時における情報の収集，連絡 

（ア）情報の収集，報告 

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

迅速，的確に把握し，速やかに上級本(支)部に報告する。 

ア）一般情報 

ア．気象，地象情報 

イ．一般被害情報 

一般公衆の家屋被害情報及び人身災害発生情報並びに電力施設等を除く水道，

ガス，交通，通信，放送施設，道路，橋梁等公共の用に供する施設をはじめとす

る当該受持区域内全般の被害情報 

ウ．対外対応状況 

地方公共団体の災害対策本部，官公署，報道機関，需要家等への応対状況 

エ．その他災害に関する情報(交通状況等) 

イ）電力被害情報 

ア．電力施設等の被害状況及び復旧状況 

イ．停電による主な影響状況 

ウ．復旧機材，応援隊，食糧等に関する事項 

エ．従業員の被害状況 
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オ．その他災害に関する情報 

（イ）情報の集約 

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

ら収集した情報を集約し，総合的被害状況の把握に努め，関係機関に報告する。 

（ウ）通話制限 

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

限その他必要な措置を講じる。 

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

支店及び第一線機関等にあってはその長の判断により通話制限その他必要な措置を

講じる。 

③災害時における広報 

（ア）広報活動 

災害の発生が予想される場合，又は発生した場合は，停電による社会不安の除去の

ため，電力施設被害状況及び復旧状況についての広報を行う。 

また，災害による断線，電柱の倒壊，折損等による公衆感電事故や通電による火災

を未然に防止するため，一般公衆に対し広報活動を行う。 

ア）無断昇柱，無断工事はしないこと。 

イ）電柱の倒壊・折損，電線の断線，垂下等設備の異常を発見した場合は，速やかに

当社事業所に通報すること。 

ウ）断線，垂下している電線には絶対に触らないこと。 

エ）浸水，雨漏りなどにより冠水した屋内配線，電気器具等は危険なため使用しない

こと。 

オ）屋外に避難するときは安全器又はブレーカーを必ず切ること。 

カ）その他事故防止のため留意すべき事項。 

（イ）広報の方法 

広報については，テレビ，ラジオ，新聞等の報道機関を通じて行うほか，広報車等

により直接当該地域へ周知する。 

④対策要員の確保 

（ア）対策要員の確保 

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

気象，地象情報その他の情報に留意し，非常体制の発令に備える。 

イ）非常体制が発令された場合は，対策要員は速やかに所属する本(支)部に出動する。 

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

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

事する。 

（イ）対策要員の広域運営 

復旧要員の相互応援体制を整えておくとともに，復旧要員の応援を必要とする事態

が予想され，又は発生したときは応援の要請を行う。 

⑤災害時における復旧資材の確保 

（ア）調達 

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

のいずれかの方法により速やかに確保する。 

ア）現地調達 

イ）本(支)部相互の流用 
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（イ）輸送 

災害対策用の資機材の輸送は，あらかじめ調達契約をしている請負会社の車両，舟

艇等により行う。 

（ウ）復旧資材置場等の確保 

災害時において，復旧資材置場及び仮設用用地が緊急に必要となり，この確保が困

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

る。 

⑥災害時における危険予防措置 

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

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

る。 

⑦災害時における基本方針 

（ア）応急工事の基本方針 

災害に伴う応急工事については，恒久的復旧工事との関連ならびに情勢の緊急度を

勘案して，迅速・適切に実施する。 

（イ）応急工事基準 

災害時における具体的応急工事については，次の基準により実施する。 

ア）送電設備 

ヘリコプター，車両等の機動力の活用により仮復旧の標準工法に基づき，迅速に

行う。 

イ）変電設備 

機器損壊事故に対し，系統の一部変更又は移動用変圧器等の活用による応急措置

で対処する。 

ウ）配電設備 

非常災害仮復旧標準工法により迅速，適切な復旧を行う。 

エ）通信設備 

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

⑧復旧計画 

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

た復旧計画をたてると同時に，上級本(支)部に速やかに報告する。 

ア）復旧応援要員の必要の有無 

イ）復旧要員の配置状況 

ウ）復旧資材の調達 

エ）電力系統の復旧方法 

オ）復旧作業の日程 

カ）仮復旧の完了見込 

キ）宿泊施設，食糧等の手配 

ク）その他必要な対策 

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

な指示を行う。 

⑨復旧順位 

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

原則とするが，災害状況，各設備の被害状況，各設備の被害復旧の難易度を勘案して，

供給上復旧効果の最も大きいものから復旧を行う。 
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■電力施設の復旧順位 

設備名 復  旧  順  位 

送電設備 

① 全回線送電不能の主要線路 

② 全回線送電不能のその他の線路 

③ 一部回線送電不能の重要線路 

④ 一部回線送電不能のその他の線路 

変電設備 

① 主要幹線の復旧に関する送電用変電所 

② 都心部に送配電する送電系統の中間変電所 

③ 重要施設に配電する配電用変電所(この場合重要施設とは，配電設備

に記載されている施設をいう。) 

配電設備 

①  病院，交通，通信，報道機関，水道，ガス，官公庁等の公共機関，

避難所，その他重要設備への供給回線 

②  その他の回線 

通信設備 

① 給電指令回線ならびに制御保護及び監視回線 

②  災害復旧に使用する保安回線 

③  その他保安回線 

 

（２）電話施設の応急復旧（日本電信電話(株)茨城支店）  

１）電話停止時の代替措置 

①臨時回線の設置 

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

機関等の通信を確保するため設置する。 

②臨時電話・電報受付所の設置 

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

する。 

③非常用公衆電話の設置 

孤立化する地域をなくすため，避難所及び地域の主要場所に非常公衆電話を設置する。 

④通信の利用制限 

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

づき規制措置を行い，利用制限を行う 

⑤電話の輻輳対策 

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

しを可能とする，災害用伝言ダイヤル“171”を提供する。 

２）応急復旧の実施 

①災害対策本部の設置 

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

それぞれ災害対策本部を設置する。 

東日本電信電話株式会社茨城支店災害対策本部組織図 

 

 

 

 

 

 

 



地震災害 4-3 -172- 

②動員  

（ア）部内復旧要員の確保 

ア）ＮＴＴ茨城支店の社員を派遣し復旧に充てる。 

イ）前記の措置によっても復旧要員が不足する場合は，各県支店及び支社，さらに本

社から社員の派遣を受ける。 

（イ）部外復旧要員 

被害が甚大で，日本電信電話株式会杜(本社・関東支杜・茨城支店・被災地支店)の

社員のみで復旧が困難な場合は，通信建設会社に応援を要請する。 

③情報の収集・伝達 

災害に関する情報を各支店より収集し，関東支杜及び本社に伝達する。なお，県及び

関係機関等とも連絡を密にし，復旧作業の円滑かつ効率的な実施を図る。 

④復旧工事の順位 

［電気通信サービスの復旧順位］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）その他新規のサービスについては，別途定めるものとする。 

 

（ア）この復旧順位表は，通信途絶の解消及び重要通信の確保の上で必要な最小限の回線

を示すものであって，具体的な回線数の決定，次順位回線への復旧移行時期，その他

特に定めない事項については，被害の状況，通信そ通状況，回線構成，災害時優先電

話の有無等の実情を考慮し，社内関係機関及び関係会社と協議の上，事業部門の長が

判断する。 

（イ）利用者が複数の回線を契約している場合，同一設置場所にある電話，ＩＳＤＮ，専

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

（ウ）公共の利益のために特に必要があると認めたときは，後順位の回線であっても繰り

上げて復旧できるものとする。 

順位 復  旧  回  線 

第 

１ 

順 

位 

電 話 サ ー ビ ス 

・重要通信を確保する機関（第１順位）の加入電話回線各１回線以上 

・交換局所前（無人局を含む）に公衆電話１個以上 

・ＺＣ以下の基幹回線の 10％以上 

総 合 デ ィ ジ タ ル 

通 信 サ ー ビ ス 

・重要通信を確保する機関（第１順位）の各第１種，第２種双方につい

て，１契約回線以上。なお，システム利用のユーザ回線については各事

業所毎に１契約回線以上 

・ＺＣ以下の基幹回線の 10％以上 

電 報 サ ー ビ ス ・電報中継回線の１回線以上 

専
用
サ
ー
ビ
ス
等 

専 用 サ ー ビ ス 
・重要通信を確保する機関（第１順位）の専用回線各１回線以上 

・テレビジョン放送中継回線１回線（片方向）以上 

国際通信事業者

回線 

・対地別専用線の 10％以上 

国内通信事業者

回線 

・対地別専用線の 10％以上 

社 内 専 用 線 ・第１順位復旧対象回線の復旧に必要な社内専用線 

パケット交換サービス 
・重要通信を確保する機関（第１順位）の当該回線各１回線以上 

・第１順位復旧対象回線の復旧に必要な中継回線数 

第 

２ 

順 

位 

電 話 サ ー ビ ス 
・重要通信を確保する機関（第２順位）の加入電話回線各１回線以上 

・人口１千人当たり公衆電話１個以上 

総 合 デ ィ ジ タ ル 

通 信 サ ー ビ ス 

・重要通信を確保する機関（第２順位）の各第１種，第２種双方につい

て，１契約回線以上。なお，システム利用のユーザ回線については各事

業所毎に１契約回線以上 

専 用 線 サ ー ビ ス 等 ・重要通信を確保する機関（第２順位）の専用回線各１回線以上 

パケット交換サービス 
・重要通信を確保する機関（第２順位）の当該回線各１回線以上 

・第２順位復旧対象回線の復旧に必要な中継回線数 

順３ 第１順位，第２順位に該当しないもの 

 



地震災害 4-3 -173- 

（エ）対地別の復旧順位はネットワーク構成の上位局相互間の回線を優先する。 

（オ）端末回線，中継回線，市外回線が同時に被災した場合，そ通状況を考慮し，均衡を

図って復旧する。 

［契約約款に基づき重要通信を確保する機関］ 

 

 

 

 

 

 

 

⑤復旧工事 

復旧工事は，前記の復旧順位に基づき，次の方法により順次仮復旧する。 

なお，復旧活動の進展にともない，本復旧を実施する。 

（ア）可搬無線機及び移動無線車等の災害対策機器による通信の確保 

（イ）臨時回線の設置 

（ウ）回線の分断もしくは延長又は中継順路の変更 

（エ）特設公衆電話の設置 

（オ）その他 

⑥機器・資材の確保 

茨城支店が保有する災害対策機器等を運用するが，各種復旧用機器・資材等が不足す

るおそれがある場合は，各県支店の支援で対応する。 

 

（３）上水道施設の応急復旧 

１）上水道停止時の代替措置 

応急給水活動を「第 3章 第６節 ２．水」に示した要領で実施する。 

２）応急復旧の実施 

①作業体制の確保 

市は，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，市のみでは作業が困難な場合は，県に対し協力を要請する。 

②応急復旧作業の実施 

市は，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，避難所，福祉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。 

 

■応急復旧の行動指針 

 施設復旧の完了の目標を明らかにする。 

 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。 

 施設復旧にあたる班編成(人員・資機材)の方針を明らかにする。その際，被災して集合

できない職員があることを想定する。 

 被災状況の調査，把握方法を明らかにする。 

 応急復旧の資機材の調達方法を明らかにする。 

 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。 

順 位 復  旧  回  線 

第１順位 気象機関，水防機関，消防機関，災害救助機関，警察機関，防衛機関，輸送の確保に直

接関係のある機関，通信の確保に直接関係のある機関，電力の供給の確保に関係のある

機関 

第２順位 ガス・水道の供給の確保に直接関係のある機関，選挙管理機関，預貯金業務を行う金融

機関，新聞社，通信社，放送事業者及び第１順位以外の国又は地方公共団体 

第３順位 第１順位，第２順位に該当しないもの 
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（ア）配管設備破損の場合 

配水管の破損が小規模な場合は，応急修理により給水を開始するほか，弁操作によ

り他系統の管網より給水を行う。また，配水管の破損が大規模な場合は，復旧が困難

な地区に対して路上又は浅い土被りによる応急配管を行い，仮設共用栓を設置する。 

（イ）水源施設破壊の場合 

取水施設が破壊され復旧困難な場合は，河川水路の最寄り地点に応急的ポンプ設備

を設けて，仮設配管によって導水路へ連絡する。 

（ウ）水道水の衛生保持 

上水道施設が破壊されたときは，破壊箇所から有害物等が混入しないよう処理する

とともに，特に浸水地区等で悪水が流入するおそれがある場合は，水道の使用を一時

停止するよう市民に周知する。 

③応急復旧資機材の確保 

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

する。 

④市民への広報 

水道事業者等は，断減水の状況，応急復旧の見通し等について，市民への広報を実施

する。 

 

（４）下水道施設の応急復旧 

１）下水道停止時の代替措置 

①緊急汲取りの実施 

市は，便槽等が使用不能となった地域に対し，応急的に部分汲取りを実施する。 

②仮設トイレの設置 

市は，避難所等に仮設トイレを設置する。 

２）応急復旧の実施 

①作業体制の確保 

市は，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，市のみでは作業が困難な場合は，県に対し協力を要請する。 

市が協力要請を行った場合，県は，被害を受けていない県の処理場での受入れ，及び

近隣市処理場への受入れに対する協力依頼など，広域的な相互補完体制の確保に努める。 

②応急復旧作業の実施 

市は，次の通り応急復旧作業を実施する。 

（ア）下水管渠 

管渠，マンホール内部の土砂の凌渫，止水バンドによる圧送管の止水，可搬式ポン

プによる下水の送水，仮水路，仮管渠の設置等を行い，排水機能の回復に努める。 

（イ）ポンプ場，終末処理場 

停電のため，ポンプ施設の機能が停止した場合は，自家発電により運転を行い，機

能停止による排水不能が生じない措置をとる。また，断水等による二次的な被害に対

しても速やかな対応ができるよう努める。 

終末処理場が被害を受け，排水機能や処理機能に影響が出た場合は，まず，市街地

から下水を排除させるため，仮設ポンブ施設や仮管渠等を設置し，排水機能の応急復

旧を図る。次に，周辺の水環境への汚濁負荷を最小限に止めるため，処理場内の使用

可能な池等を沈殿池や塩素消毒液に転用することにより簡易処理を行うとともに，早

急に高度処理機能の回復に努める。 
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③市民への広報 

市は，被害状況，応急復旧の見通し等について，市民への広報を実施する。 

 


