
 
 
 
 
 
 

利根町地域防災計画概要版 
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★ 地域防災計画とは                          
 地域防災計画は、災害対策基本法第 42 条に基づき、利根町に係わる災害から町民の生命・身体・財産を保護し、災

害による被害を軽減することを目的として、災害予防、災害応急対策、災害復旧の実施等を定める計画です。 

 

★ 計画修正の背景                           
 平成 23 年に発生した東日本大震災をはじめ、近年のゲリラ豪雨、竜巻、大型台風等、これまで経験したことのな

いような災害に対応するため、利根町地域防災計画の見直しを行いました。 

見直しにあたっては、災害対策基本法等の改正や国の各種指針に基づくと共に、パブリックコメントの実施による住

民意見を取り入れて策定しました。この計画を実現させるためには、「自助、共助、公助の連携による相互協力」が必

要となります。 

利根町

茨城県

公助の連携

防災関係
行政機関

自主防災組織
等 事業所

町民

共助の連携

自助・共助・公助
の連携

（自助）

 

自助・共助・公助の連携イメージ 

 

自助 
自らの身は自ら守ることです。主に事前の防災対策から、他人に頼れない発災時に、

災害での命を左右するのは、自助努力にかかっています。 

共助 
個人や一家庭の力だけではどうにもならない状況において隣近所同士で助けあう

ことです。特に、発災直後から避難や後片付けの段階では、必要となります。 

公助 
町民の力では、どうにもならない状況での 後の受け皿といえるでしょう。避難所

運営をはじめ被災生活から、仮設住宅や給付金など、生活再建段階で力となります。
 

★ 計画修正の方針                           
・平時における災害教訓の伝承、防災教育の推進 

・災害発生時は「初動・応急・復旧」の対応 

・要配慮者への対応、被災者保護対策の確立 

 

 

★ 計画の構成                             
 利根町地域防災計画は 7 編で構成し、それぞれ次の災害について定めています。 

地域防災計画は、本計画と資料編の 2 分冊としています。 

 

第 1 編 総則 災害履歴、防災関係機関 

第 2 編 災害予防計画 地震や風水害の予防計画 

第 3 編 地震災害応急対策計画 地震災害 

第 4 編 風水害災害応急対策計画 水害（ゲリラ豪雨）、風害（台風、竜巻等） 

第 5 編 大規模事故災害対策計画 航空機災害、道路災害、大規模な火事、林野火災

第 6 編 災害復旧・復興計画 各災害における災害復旧や復興計画 

第 7 編 東海地震の警戒宣言発令に伴う対応措置計画 東海地震 

平成２５年度に修正された地域防災計画の概要 

‘① 

◇共助の連携◇ 

・防災訓練の実施に 

よる役割分担の確認 

・避難や救助 など 

◇公助の連携◇ 

・自衛隊の派遣要請 

・県や国への派遣要請 

 など 



★ 想定される被害                           

● 水害 

 
 

 

 

 

● 地震【茨城県南部でマグニチュード 7.3 の地震（阪神淡路大震災クラス）が発生した場合】 

 

 

 利根川・小貝川が大雨によってはん濫した場合

で 大規模の雨が流域に降った場合を想定してい

ます。 

浸水想定区域内にお住まいの方は、日頃から避

難場所を確認したり、非常持出品を準備する等の

対策をとることが必要です。 

 また、災害発生のおそれがある場合は、早めの

避難を心がけてください。浸水が始まってからの

避難はかえって危険なことがあります。 

※詳細は、町ホームページに「利根町洪水ハザードマップ」

を公開していますので、ご確認ください。 

・川の防災情報（国土交通省） 

  http://www.river.go.jp/ 

・利根川の水位・レーダー雨量情報（利根川下流河川事務所）

http://www.ktr.mlit.go.jp/tonege/suii/index.htm 

・茨城県 土木部 雨量・河川水位情報（茨城県） 

  http://www.kasen.pref.ibaraki.jp/ 

震度は、町内の広い地域で震度６弱が想定され

ています。 

※詳細は、町ホームページに「利根町地震ハザードマップ

（揺れやすさマップ）」を公開していますので、ご確認く

ださい。 

 

また、平成 25 年 12 月の中央防災会議で「首

都直下のＭ７クラスの地震及び相模トラフ沿いの

Ｍ８クラスの地震等の震源断層モデルと震度分

布・津波高等に関する報告書」が公表されました。

報告書によると、本町の想定震度は「震度６弱～

震度６強」が見込まれています。 

町内の広い地域は液状化する危険度が高くなっ

ています。液状化による建物被害が発生する可能

性も大きいと想定されます。 

※詳細は、町ホームページに「利根町地震ハザードマップ

（液状化マップ）」を公開していますので、ご確認くださ

い。 

雨量や河川水位情報の入手先 

50cm 1.0m 2.0m 5.0m 

浸水の目安 
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★ 相互応援体制の整備                         
 

 

 

 

★ 防災組織等の活動体制の整備                     
 

 

 

 

 

 

 

★ 建築物の不燃化・耐震化の促進                    
 

 

 

 

 

 

 

 

★ 災害防止対策の推進                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 緊急輸送の備え                           
 

 

 

 

 

 

 

 

災害への備え （日頃からの準備） 

◇協定の締結◇ 

 町では災害対策の総合的かつ円滑な実施を図るため、各機関（民間団体、民間事業者、 

社会福祉施設等）との相互応援や物資支援等の協定締結を図ります。 

◇町民のとりくみ◇ 

地区の自主防災組織が行う防災訓練や 

各種活動に積極的に参加しましょう。 
 

◇企業のとりくみ◇ 

企業は地域コミュニティの一員であり、地域の防災訓練等へ積極的に

参加し、自主防災組織や消防団等と積極的な連携を図りましょう。 

◇自主防災組織の育成◇ 

 町は、町民に対し自主防災組織の役割

の重要性を啓発するなど、自主防災組織

の結成を促進するとともに、既に活動し

ている、又は活動を始めようとしている

自主防災組織に対しては、組織の核とな

るリーダーの養成を支援します。 

◇町民のとりくみ◇ 

自宅の耐震診断や耐震改修を行いましょう。

また、Ｌ型金具や突っ張り棒等で家具の転倒

防止を行いましょう。 

 

◇町民や企業のとりくみ◇ 

ブロック塀等の倒壊の可能性があるものは

倒れにくい構造にしましょう。 

◇建築物の不燃化の推進◇ 

 町は、建築物の新築や増改築の際に防火指導、既存建築物に

ついては防火上の各種改善指導を行います。 

 

◇建築物の耐震化の推進◇ 

 町は、既存建築物の耐震診断や耐震改修、 

ブロック塀等の耐震化の推進を啓発します。 

◇町民のとりくみ◇ 

地域の危険箇所を確認して自宅周辺や避難路に 

どんなリスク（危険）があるか確認しましょう。 

 豪雨時には日頃の状況と少しでも異なること（にごり水等）が 

ないか自分の目や耳で確認しましょう。 

 

◇所有者等のとりくみ◇ 

 危険箇所での災害発生を防ぐため、 

必要な災害防止対策工事を行いましょう。 

◇急傾斜地崩壊危険箇所の公表◇ 

 町内には急傾斜地崩壊危険箇所が１２箇

所あります。定期的な点検のほか、豪雨時

には防災パトロールを強化します。 

※急傾斜地崩壊危険箇所の詳細については町ホー

ムページ「土砂災害ハザードマップ」を公開し

ていますので、ご確認ください。 
 

◇災害防止対策の推進◇ 

 町は、危険箇所について 

必要な災害防止対策の工事 

等（擁壁、排水施設）の 

施工を所有者や管理者等 

に働きかけます。 

◇企業のとりくみ◇ 

災害発生時には迅速な道路啓開が必要と

なります。町と協定を締結 

する建設業者等は、災害発 

生時に迅速な対応が出来る 

ようにしましょう。 

◇陸上及び空の交通手段によるネットワーク◇ 

 町は、県内の防災拠点や緊急輸送拠点とつながる道路と町役場や

避難所等を結ぶ道路を緊急輸送道路として指定します。また、必要

に応じ緊急輸送の中継基地となる臨時ヘリポートを指定します。 

 

◇緊急輸送に伴う交通規制◇ 

 災害発生時には、救助・救急及び災害の拡大防止等のために交通

規制を実施します。 
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★ 消火活動、救助・救急活動への備え                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 被災者支援のための備え                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 食料や飲料水の備蓄                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 防災教育                              

 
 
 
 

◇町民のとりくみ◇ 

次の対策を行いましょう。 

 ・消火器の準備、使用方法の確認 

 ・お風呂の水のためおき 

 ・住宅用火災警報器の設置 

 

◇地域のとりくみ◇ 

自主防災組織等は、初期消火等の防災訓練、救

助訓練を定期的に実施しましょう。また、 

応急手当は救命のために極めて重要で 

あることから、専門家による講習会等 

には積極的に参加しましょう。 

◇出火予防◇ 

 町は消防本部と協力して、「地震を感じたらすばやく火

を消す、定期的な清掃と点検等」の普及啓発を図ります。

 

◇消防力の強化◇ 

 消防組織の育成や強化を図り、消防水利の確保や消防車

両・資機材の充実に努めます。また、相互応援体制の整備

に努めます。 

 

◇救助力・救急力の強化◇ 

 救助隊の設置や救助活動体制の整備を図ります。 

 関係機関との連携強化による救急搬送体制の確立を図

ります。 

◇町民のとりくみ◇ 

指定緊急避難場所・指定避難所や 

避難する道（避難路）を確認し、付近 

の危険箇所も把握しましょう。 

また、家庭で防災の話し合いを行い、連絡方法や

集合場所などをあらかじめ決めておきましょう。 

 

◇地域のとりくみ◇ 

自主防災組織等は地域内の高齢者や障がい者な

ど、災害時の避難行動に際し支援を必要とする方の

把握に努め、避難誘導を速やかに行える体制を作り

ましょう。 

◇避難所の整備◇ 

 避難所となる学校施設は耐震補強が完了し、耐震性が確

保されています。今後は施設の壁や天井等の耐震診断を実

施し、さらなる耐震化を進めます。また、通信機材、非常

用発電設備等の整備に努めます。 

 

◇避難所の指定◇ 

 町は、災害の危険から緊急に逃れるための避難所等（指

定緊急避難場所、指定避難所、福祉避難所）を指定します。

 

◇避難行動要支援者名簿の作成◇ 

 町は避難行動要支援者の名簿を作成します。 

また、この名簿の情報提供に際しては個人情報の取り扱

いに十分留意します。 

◇町民のとりくみ◇ 

低 3 日分の食料・飲料水・生活必需品の備蓄、非常持出品の準備を行いましょう。

 

◇地域のとりくみ◇ 

自主防災組織等でも食料・飲料水・毛布等の備蓄に努めましょう。また、家庭での

備蓄を呼びかけましょう。 

◇防災用備蓄の推進◇ 

 町は、備蓄施設や必要

な食料等を確保します。 

 また、他の自治体や企

業と災害時応援協定を

締結に努めます。 

◇非常持出品◇ 

○非常食、飲料水 ○携帯トイレ ○貴重品 ○懐中電灯 ○携帯ラジオ  

○乾電池     ○携帯電話の充電器 ○救急医薬品・お薬手帳 

○ヘルメット・軍手 ○ろうそく・ライター 等 

‘④ 

◇町民のとりくみ◇ 

町や地域が開催する

講習会等に参加して、

災害や防災に関する知

識を習得しましょう。
 

◇自助・共助の推進◇ 

 個々人の自覚に根ざした「自助」、地域コミュニティ等による「共助」が連携して 

減災のための社会をつくる町民運動の展開を図ります。 

 

◇児童生徒等への防災教育◇ 

 児童生徒に対し防災教育を行い、防災に関する知識の啓発、 

防災意識の高揚を図ると共に防災訓練の充実に努めます。 



 
 

 

★ 町の体制                              
 大規模な災害が発生した場合、「利根町災害対策本部」を設置し、災害応急対策活動を行います。 

 町だけでは災害応急対策活動が十分に行えない場合は、県や国、自衛隊等に応援要請を行い、人員や資機材を確保し

て態勢を整えます。また、ボランティア現地本部を利根町民すこやか交流センターに設置し、ボランティア活動を支援

します。 

★ 避難行動要支援者への配慮                      
 

 

 

 

 

 

 

★ 救出・救助・医療活動等                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 飲料水・食料・生活必需品の供給                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇地域のとりくみ◇ 

災害発生時には、隣近所にお住いで居宅に取り残され

た避難行動要支援者に声をかけ、安否確認や避難の支援

を行いましょう。 

 

◇避難行動に支援が必要な町民のとりくみ◇ 

 隣近所と日頃から交流を深めるよう

にして、地域で助け合える関係づくり

に努めましょう。 

災害応急活動（災害時の行動） 

◇消防活動・水防活動◇ 

消防本部と消防対策部（消防団）が連携して消防活動（消火・救急・

救助）を行います。 

水害のおそれがある場合は、水防団（消防団）が水防活動を行います。

 

◇医療活動◇ 

被災情報をもとに医療救護所を設置し、医療活動を行うとともに、必

要に応じ取手市医師会や県に応援を要請します。 

また、負傷者が多数発生した場合は医療救護チーム（ＤＭＡＴ）の派

遣を要請します。 

 避難所等で飲料水・食料・生活必需品を提供します。 

 

◇飲料水の供給◇ 

町は、救護所・病院・社会福祉施設・ 

避難所で優先給水活動を実施します。 

飲料水兼用耐震性貯水槽（利根中、旧布川小に設置） 

からの給水活動も実施します。 

 

◇食料・生活必需品の供給◇ 

町の備蓄物資等で不足する場合は、国・県からの支援の

ほか、相互応援協定の締結先からの支援を受けて提供しま

す。 

◇町民のとりくみ◇ 

 井戸を所有している家庭では、災害時の飲料水とし

ての提供に協力しましょう。 

また、家庭内で備蓄している食料や生活用品（衣料

や毛布）等の余裕がある場合には地域や避難所等に提

供するなど、お互いに助け合いましょう。 

 

◇地域のとりくみ◇ 

 避難所に避難していない被災者 

（高齢者等の配慮者）に支援物資 

を配布するときは、自主防災組織 

や自治会等が協力しましょう。 

◇町民や地域のとりくみ◇ 

ケガをしていない方は安全を確認し

た上で、自主防災組織が行う初期消火

活動に協力しましょう。 

 また、自主防災組織 

が行う要救出者の救出 

や負傷者の搬送等に 

協力しましょう。 

‘⑤ 

◇安否確認・救助活動◇ 

 発災時には避難行動要支援者名簿等を 

活用し、民生委員、自主防災組織、福祉 

団体、ボランティア組織等の協力を得て、 

安否確認や救助活動を行います。 

 

◇情報の発信◇ 

 発災時には避難情報、災害情報等を防災行政無線や

自主防災組織等を通じて伝えるなど、情報の周知漏れ

がないよう努めます。 

◇家庭での備蓄品◇ 

○3 日分の食料・飲料水 ○簡易食器・ラップ等  

○毛布・寝袋等 ○トイレットペーパー  

○燃料（卓上コンロ、ガスボンベ等） 

○使い捨てカイロ ○マスク 等 



★ 避難対策                              

● 避難情報と避難行動 

 町では、災害が発生した場合、または災害のおそれがある場合は、避難情報を発令します。 

避難情報の種類に応じて避難を開始してください。 

緊急度 避難情報の種類 避難情報が発令される状況 町民に求める行動 

 

低 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 

避難準備情報 

（避難行動要支援者避難） 

避難行動要支援者等、特に避難行動に時

間を要する方が避難行動を開始しなけれ

ばならない段階であり、 

人的被害の発生する 

可能性が高まった状況 

避難行動要支援者等、特に避難行動に時間

を要する方は、計画された避難場所への避

難行動を開始（避難支援者は支援行動を開

始）してください。 

上記以外の方は、家族等との連絡・非常用

持出品の用意等、避難準備をしてください。

避難勧告 

通常の避難行動ができる方が避難行動を

開始しなければならない段階であり、人

的被害の発生する可能性が明らかに高ま

った状況 

通常の避難行動ができる方は、計画された

避難場所等への避難行動を速やかに開始し

てください。 

避難指示 

前兆現象の発生や、現在の切迫した状況

から、人的被害の発生する危険性が非常

に高いと判断された状況 

避難勧告等の発令後で避難中の住民は、確

実な避難行動を直ちに完了してください。

避難指示が出ても避難出来ていない場合

は、直ちに避難行動に移るとともに、その

いとまがない場合は生命を守る 

低限の行動をとって 

ください。 

堤防の隣接地等、地域の特性等から人的

被害の発生する危険性が非常に高いと判

断された状況 

人的被害の発生した状況 

● 避難場所・避難所 

場所 指定緊急避難場所 

 

指定避難所 福祉避難所 

役割 
災害の危険から緊急に逃れるため

に避難する場所です。 

 災害により、建物の倒壊、焼失等

で住居の使用が困難となった住民を

受入れ、臨時に生活できる施設です。 

障がい者等で特別な配

慮を必要とする住民を受

け入れる施設です。 

指定場所 

羽根野台中央公園、貝塚公園、文小学校 

利根中学校、文間小学校、利根っ子運動公園

日本ウェルネススポーツ大学第２キャンパス

日本ウェルネススポーツ大学第１キャンパス

風の公園、布川小学校、旧東文間小学校 

利根東部農村集落センター 

利根町民すこやか交流センター 

布川地区コミュニティセンター 

柳田國男記念公苑 

日本ウェルネススポーツ大学第２キャンパス 

日本ウェルネススポーツ大学第１キャンパス 

利根中学校、文間小学校、布川小学校 

文小学校、旧東文間小学校、利根町公民館 

利根町生涯学習センター 

文間地区農村集落センター 

利根東部農村集落センター 

利根町保健福祉センター

※洪水時等に不適となる避難所もあるので、町ホームページで、ご確認下さい。 

● 避難所での生活 

 長期にわたる避難生活となる場合には、多くの町民と共同生活を送ることになります。そのため、避難者による避難

所の運営が必要となります。具体的には以下に示す項目等が考えられます。 

 ・避難所運営体制の確立、避難所生活ルールの作成、配慮者の支援 

・食料や飲料水等の配給、炊き出しの実施、物資の仕分け及び配布への協力 

・防犯パトロールの実施、プライバシー保護への配慮 

 ・女性への配慮（着替え、授乳、物干しスペースの確保等） 

 ・ペットの同行避難への対応（ルール化） 

・避難生活の中長期化への対応（入浴支援、感染症対策等） ほか 

‘⑥

利根町

避難者

避難所運営の責任

避難所運営に参加



★ 災害情報の伝達・災害時の広報・情報等の入手方法           
 

 

 

 

 

 

 

 
 

● 情報の収集、町からの情報伝達                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

● 緊急地震速報（NHK）及び携帯会社の災害伝言板ＱＲコード           

 携帯電話やスマートフォンから安否情報の登録や確認をすることができます。 

ＮＨＫ ドコモ ‘ａｕ Softbank EMOBILE WILLCOM 

      

※登録方法、登録可能な地域、登録件数、通話料等の詳細は、各社の「災害用伝言板」の案内ページでご確認を。 
 

 改訂された利根町地域防災計画（本編、資料編）は、町公式ホームページをご覧ください。 

http://www.town.tone.ibaraki.jp/ 

 

利根町地域防災計画 概要版 平成 26 年 3 月発行 

 利根町 総務課 消防交通係 

 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町大字布川 841-1 

  電話 0297-68-2211（代表） 

 

◇町民のとりくみ◇ 

町からの情報を、お手持ちの携帯電話やスマートフォンまたはパソコン等から入手するには、『情報メール一斉

配信サービス』に登録して、いざという時に町から正確な情報が入手できるようにしましょう。 

災害時にはデマ（ウソ、間違い情報）が広がりやすいので、正確な情報の入手に努めてください。 

 

◇地域のとりくみ◇ 

地域住民への情報伝達の際は、高齢者や障がい者等の配慮者へは直接声をかけるなど、 

地域で連携してきめ細やかな対応を心掛けましょう。 

‘⑦ （平成 26 年 3 月作成） 

災害時には、避難情報や被害情報などを、「情報メール一斉配信サービス、エリアメール、防災行政無線、広報車

による巡回」で町民への広報を行います。 
 

◇情報メール一斉配信サービス◇ 

町からの情報を、お手持ちの携帯電話やスマートフォンまたはパソコン等にお届けします。 

 登録はこちら                         
 【空メール送信用ＱＲコード】

 

利根町公式ホームページ　　情報メール一斉配信サービス

http://www.town.tone.ibaraki.jp/dir.php?code=974  

 
 

◇エリアメール◇ 

 町からの情報を、NTTdocomo、KDDIau、Softbank の携帯電話、スマートフォン等にお届けします。町が情

報を発信した時点で利根町の区域内にいる方に届きます。登録は必要ありませんが、メール等の 

受信できる環境の設定が必要になる場合があります。 

※地震発生に関するエリアメールは、気象庁から直接配信されています。 
 

◇防災行政無線◇ 

 通常は、時報や小学生の見守り案内等により機器の点検を兼ねた放送を行っています。 

災害発生時には、町からの災害情報を放送するほか、武力攻撃やテロ等、国からの緊急 

情報は、J-ALERT（ジェイ・アラート）で受信し、自動でそのまま放送されます。 
 

◇広報車による巡回◇ 

 限られた地域への情報提供や防災行政無線の補完としての広報活動を行います。 


