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様式第３号(第７条関係) 

会 議 録 

 

１ 附属機関の会議の名称 

令和２年度 水戸市防災会議 

２ 開催日時等 

   令和３年１月19日（火）から令和３年１月27日（水）まで 書面開催 

３ 委員等の氏名 

(1) 会長 

   高橋  靖 

(2) 委員 

   宮尾 英志  月村 政信  江﨑 雄治  原田 昌直  皆川 和彦  飛田 聡志 

     山崎  剛  遠藤 恵一  田尻  充  秋葉 宗志   荒井  宰    土井 幹雄 

   志田 晴美  小泉 直紀  渡長 勝男   田口 勝一  小森  修  長野 公秀 

   田中 文弥  阿部 重典    服部 隆全  武藤 悟司  任田 正史  石川 真也 

   永嶋 謙一    中山 晴之  堀井 武重  林 由香里  田内  広  砂金 祐年 

松本 千代  原   毅  津田 充寿  大久保博之  井坂 英嗣    保立 武憲 

奥田  猛  樫谷 厚子  菊地 則行  田山知賀子   海老澤逑夫 

(3) 事務局（市民協働部防災・危機管理課） 

小林 良導  坪井 正幸  保科 竜吾  竹内 直人  小林 陽介   加藤木宏志 

大和田浩之  川合 唯史  金子 侑斗  黒澤 康貴 

４ 議題及び公開・非公開の別 

(1) 水戸市国土強靭化地域計画（素案）について【公開】 

(2) 水戸市地域防災計画の一部改定（素案）について【公開】 

(3) 試験研究用等原子炉施設の事故等に備えた避難計画（素案）について【公開】 

５ 会議資料の名称 

資料１－１  水戸市国土強靭化地域計画の概要について 

資料１－２  水戸市国土強靭化地域計画（素案） 

資料２－１  水戸市地域防災計画の一部改定の概要について 

資料２－２  水戸市地域防災計画の修正箇所一覧 

資料２－３  水戸市地域防災計画 風水害対策計画編（素案） 

資料２－４  水戸市地域防災計画 地震災害対策計画編（素案） 

資料２－５  水戸市地域防災計画 津波災害対策計画編（素案） 

資料２－６  水戸市地域防災計画 原子力災害対策計画編（素案） 

資料３－１  試験研究用等原子炉施設の事故等に備えた避難計画の概要について 

資料３－２  試験研究用等原子炉施設の事故等に備えた避難計画（素案） 
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６ 発言の内容 

【委員】（水戸地方気象台） 

地域防災計画（風水害編）64ページ，第２章第15節要配慮者・避難行動要支援者支援計画

の伝達系統図のうち，気象庁大気海洋部の連絡先について，「気象リスク対策課」，「FAX

 03(3211)4923」を削除し，電話番号を「TEL 03(6758)3900」に修正願います。 

同じく伝達系統図のうち，水戸地方気象台の連絡先について，ＦＡＸ番号を「FAX 029(2

27)5230」に変更願います。 

 

地域防災計画（風水害編）79ページ，第３章第３節気象情報等計画に記載の「この特別警

報等は，気象現象の危険度，雨量，水位等の予測値を時間帯ごとに明示して，市町村ごとに

発表される。」のうち，「水位」との文言について，削除願います。 

 

地域防災計画（風水害編）80ページ，第３章第３節気象情報等計画に記載の表「本市にお

ける警報・注意報の種類と発表基準」のうち，藤井川，桜川以外の河川の洪水警報と洪水注

意報の発表基準について，追加願います。 

 

地域防災計画（風水害編）82ページ，第３章第３節気象情報等計画に記載の気象情報に，

「６ 早期注意情報（警報級の可能性）」を追加し，『警報級の現象が５日先までに予想さ

れているときには，その可能性を「早期注意情報（警報級の可能性）」として［高］，［中］

の２段階で発表する。』との文言を追加願います。 

 

地域防災計画（風水害編）83ページ，第３章第３節気象情報等計画に記載の伝達系統図か

ら，「陸上自衛隊施設学校」を削除願います。 

 

地域防災計画（風水害編）83ページ，第３章第３節気象情報等計画に記載の「水戸市地方

気象台」との文言について，「水戸地方気象台」と修正願います。 

 

地域防災計画（風水害編）106ページ，第３章第７節水防計画に記載の「水戸地方気象台・

宇都宮地方気象台・常陸河川国道事務所が共同で発表する那珂川洪水予報（注意報・警報又

は情報）は，常陸河川国道事務所から県河川課に通報され，水戸土木事務所を経由して市に

伝達される。」との文言のうち，「又は情報」との記載について，削除願います。 

 

地域防災計画（風水害編）107ページ，第３章第７節水防計画の伝達系統図のうち，気象

庁大気海洋部の連絡先について，「気象リスク対策課」，「FAX 03(3211)4923」を削除し，

電話番号を「TEL 03(6758)3900」に変更願います。 

同じく水戸地方気象台の連絡先について，「技術課」を削除し，ＦＡＸ番号を「FAX 029

(227)5230」に修正願います。 

 

地域防災計画（風水害編）108ページ，第３章第７節水防計画の那珂川避難判断水位連絡

系統図（水位情報周知河川）のうち，水戸地方気象台の連絡先について，ＦＡＸ番号を，「F
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AX 029-227-5230」に修正願います。 

 

地域防災計画（地震編）109ページ，第３章第４節災害情報の収集・伝達計画のうち，表

「水戸地方気象台からの伝達系統」から，「陸上自衛隊勝田駐屯地」を削除願います。 

 

地域防災計画（津波編）41ページ，第３章第２節津波警報等の伝達に掲載の伝達系統図に

ついて， 「水戸地方気象台」から「ＮＨＫ本部」への矢印を削除願います。 

 

【事務局】 

御意見のとおり，修正いたします。 

 

【委員】(日本郵便株式会社水戸中央郵便局) 

地域防災計画（風水害編）９ページ，第１章第３節防災責任者の処理すべき事務又は業務

の大綱，第６指定公共機関のうち，「１ 郵便事業株式会社」を「日本郵便株式会社」と修

正願います。 

また，地域防災計画（地震編）９ページ，第１章第３節防災責任者の処理すべき事務又は

業務の大綱についても同様に修正願います。 

 

地域防災計画（風水害編）191ページ，第３章第23節災害救助法の適用計画，第５郵便事

業に係る特別取扱いのうち，「２ 被災者が差し出す郵便物の料金免除」及び「３ 被災地

あて救助用郵便物の料金免除」に記載の「郵便事業株式会社」を「日本郵便株式会社」と修

正願います。」 

また，地域防災計画（地震編）204ページ，第３章第22節災害救助法の適用計画について

も同様に修正願います。 

 

【事務局】 

 御意見のとおり修正いたします。 

 

【委員】（東日本電信電話株式会社茨城支店） 

地域防災計画（地震編）41ページ，第２章第５節地震に強いまちづくり計画に記載の，「２

 電話施設の耐震化」について，次のとおり修正願います。 

 

---------------------------------〈修正案〉-------------------------------------- 

２ 電話施設の耐震化 

〔東日本電信電話株式会社茨城支店〕 

災害等が発生した場合において電気通信サービスを確保するため，次に揚げる事項を

基本方針として，電気通信設備等の防災に関する計画を策定し実施する。 

 

ア 電気通信設備等の耐災性向上対策 

     耐水，耐浪，耐風，耐雪，耐震，耐火構造化の推進等 
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イ 電気通信システムの信頼性向上対策 

（ｱ）主要伝送路の多ルート化・ループ化（ループ分割等によるサービス影響の極小 

     化等） 

（ｲ）主要中継交換機の分散設置 

（ｳ）通信ケーブル地中化の推進 

（ｴ）大都市におけるとう道（共同溝を含）網の構築 

（ｵ）電気通信設備に対する予備電源の確保 

   （ｶ）重要加入者の高信頼化（協議による２ルート化の推進等） 

   （ｷ）社内システムの高信頼化等 

ウ 重要通信の確保に向けた通信手段の確保対策 

（ｱ）重要通信に関するデータベースの整備（回線リスト等） 

（ｲ）災害時等のトラフィックコントロール 

   （ｳ）そ通状況の常時管理による通信リソースの効率的運用 等 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

【事務局】 

 御意見のとおり修正いたします。なお，項目の番号等については，計画全体との整合を図

り，適宜変更をいたします。 

 

【委員】（東京電力パワーグリッド株式会社茨城総支社） 

 地域防災計画（風水害編）182ページ，第３章第21節障害物の除去計画の，第１障害物の

除去 ２道路関係障害物の除去等に，「(3) 樹木倒壊による道路寸断等が予想される箇所

（送配電設備への影響で停電が発生する虞がある場合を含む）については，パトロールの実

施，樹木の所有者・管理者への注意喚起，電力会社等の関係企業・団体と協働した樹木の伐

採等，災害の未然防止の措置に努める。」との文言を追加願います。 

 

【事務局】 

 御意見をいただいた文言については，第３章災害応急対策計画に追加することから，結び

の部分を一部変更し，「(3) 樹木倒壊による道路寸断等が予想される箇所（送配電設備への

影響で停電が発生する虞がある場合を含む）については，パトロールの実施，樹木の所有者・

管理者への注意喚起，電力会社等の関係企業・団体と協働した樹木の伐採等により，迅速か

つ適切な応急措置に努める。」と修正いたします。 

 

【委員】（東京電力パワーグリッド株式会社茨城総支社） 

地域防災計画（風水害編）222～225ページ，第３章第33節電力施設の応急復旧計画につい

て次のとおり修正願います。また，地域防災計画（地震編）215～218ページ，第３章第25節

電力施設の応急復旧計画についても，同様に修正願います。 

 

-----------------------------------＜修正案＞----------------------------------- 

第33節 東京電力パワーグリッド株式会社茨城総支社における電力施設の応急復旧計画 
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第１ 非常災害対策の体制 

第２ 応急復旧の実施 

第３ 災害時における広報 

 

管内において災害が発生した場合，電力施設の応急復旧等を東京電力パワーグリッド株

式会社茨城総支社（以下，「総支社」という。）が行う。 

市は，応急復旧が必要な電力施設の情報提供，または電力復旧の支障となる道路啓開なら

びに障害物の除去等，必要に応じて復旧について協力する。 

 

第１ 非常災害対策の体制  

１ 非常災害対策本部・支部の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 非常態勢の発令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 組織の運営 

  (1) 総支社長および支社長は，情勢に応じ適用すべき体制区分（第１～第３非常態勢） 

を発令する。 

 

第２ 応急復旧の実施  

１ 災害時における基本方針 

(1) 応急工事の基本方針 
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総支社は，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及び情勢の緊 

急度を勘案して，迅速・適切に実施する。 

(2) 応急工事基準 

災害時における具体的応急工事については，次の基準により実施する。 

ア 送電設備 

ヘリコプター，車両等の機動力の活用により仮復旧の標準工法に基づき，迅速 

に行う。 

イ 変電設備 

機器損壊事故に対し，系統の一部変更又は移動用変圧器等の活用による応急措 

置で対処する。 

ウ 配電設備 

非常災害仮復旧標準工法により迅速，適切な復旧を行う。 

エ 通信設備 

可搬型電源，車載型衛星通信地球局，移動無線機等の活用による通信を確保す 

る。 

２ 災害時における復旧計画 

(1) 総支社は，各設備毎に被害状況を把握し，次に掲げる各号の事項を明らかにした 

復旧計画をたてる。 

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 

３ 災害時における情報の収集，連絡 

(1) 情報の収集，連絡 

災害が発生した場合は，次に掲げる情報を迅速，的確に把握し，速やかに連絡す 

る。 

   ア 被害状況の把握において知り得た道路陥没，水没，土砂崩落，樹木倒壊等によ 

る道路寸断等の情報ならびに人身災害の発生等の一般被害情報 

イ 停電の発生状況や復旧見込等，停電に関する情報 

 

第３ 災害時における広報  

１ 災害時における広報 

(1) 広報活動 

災害の発生が予想される場合，又は発生した場合は，停電による社会不安の除去 

のため，電力施設被害状況及び復旧状況についての広報を行う。 

また，災害による断線，電柱の倒壊，折損等による公衆感電事故や電気火災等の 
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２次災害を未然に防止するため，一般公衆に対し次の事項を中心に広報活動を行う。 

ア 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，電線に 

は絶対に触らないことに加え，速やかに通報すること。 

イ 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。 

ウ 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。 

エ その他事故防止のため留意すべき事項 

(2) 広報の方法 

広報については，テレビ，ラジオ，新聞等の報道機関を通じて行うほか，総支社 

が広報車により停電地域へ直接周知を行うが，必要に応じて市所有の広報手段の活 

用について協力要請を行う。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

【事務局】 

御意見のとおり修正いたします。 

また，節の名称変更に伴い，目次についても修正をいたします。 

 

【委員】（東京電力パワーグリッド株式会社茨城総支社） 

 地域防災計画（風水害編）245ページ，第４章第２節租税及び公共料金等の特例措置計画

の「３ 電気事業（東京電力パワーグリッド株式会社茨城総支社）」を，「３ 電気事業（小

売り電気事業者等）」に修正願います。 

また，地域防災計画（地震編）260ページ，第４章第２節租税及び公共料金等の特例措置

計画についても，同様に修正願います。 

 

【事務局】 

 御意見のとおり修正いたします。 

 

【委員】（東部ガス株式会社茨城支社） 

地域防災計画（風水害編）226ページ，第３章第34節東部ガス株式会社茨城支社の復旧計

画，第２応急復旧の実施 １応急対策のうち，(2)～(4)について，削除願います。 

また，地域防災計画（地震編）223ページ，第３章第28節東部ガス株式会社茨城支社の復

旧計画についても同様に削除願います。 

 

地域防災計画（風水害編）227ページ，第３章第34節東部ガス株式会社茨城支社の復旧計

画，第２応急復旧の実施 ３被害復旧活動資機材の備蓄のうち，(1)について，削除願いま

す。 

また，地域防災計画（地震編）224ページ，第３章第28節東部ガス株式会社茨城支社の復

旧計画についても同様に削除願います。 

 

地域防災計画（地震編）42ページ，第１章第５節地震に強いまちづくり計画，第４ライフ
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ライン施設の耐震化の推進，３ ガス施設の耐震化，(1) 施設の現況，ア ガス供給施設の

うち，「(ｱ)」及び「a」「b」を全文削除願います。 

また， ア ガス供給施設のうち，(ｲ)の，「⑤」を「e」に，「⑥」を「f」に，「⑦」を

「g」にそれぞれ修正願います。 

 

【事務局】 

 御意見のとおり修正いたします。 

 

【委員】（水戸市住みよいまちづくり推進協議会） 

 計画の策定や見直しについては，国や県の方針に加え，市独自の検証などが踏まえられ，

実効性の観点からも評価できる。 

 いずれの対策も市民の安全安心に係る内容であることから，防災知識普及計画に市民に

対する防災普及啓発が位置付けられているが，引き続き，丁寧かつきめ細かな市民への情報

提供を求める。 

 

【事務局】 

 御意見のとおり，あらゆる機会を通じて，市民の皆様への防災啓発を推進してまいります。 

 

【委員】（常磐大学） 

 水戸市国土強靭化地域計画（以下「本計画」）に位置づけられた施策は多岐にわたってい

るが，本計画の記載だけでは具体性に欠けるように思われる。よって，これらを着実，かつ

効果的に進めるためには，個別に事業計画を策定するなどして，実効性のある進行管理を図

る必要があると考える。 

 自助・共助・公助という言葉がある通り，災害に強いまちづくりを進めるためには，行政

の取組「のみ」では不可能である。本計画を進めるにあたっては，民間事業者など行政以外

の主体との連携についても検討し，盛り込まれる必要がある。 

 以上について配慮されたい。 

 

【事務局】 

 本計画に位置付けた施策の実効性を高めるため，個別事業実施計画を作成し，毎年度見直

しを図りながら，計画の進行管理に努めます。 

 また，御指摘のとおり，電力事業者や交通事業者などとの連携をはじめ，自主防災組織等

の地域などとの連携も非常に重要であり，推進施策に位置付けているところです。引き続き，

民間事業者など行政以外の主体との連携による対策について検討を進めます。 

 

【委員】（水戸コミュニティ放送株式会社茨城放送局） 

 企業が果たす責務として，風水害時において，従業員が屋外を移動することがないよう，

出勤方法や，業務体制について，工夫することを追加されたい。 

 

【事務局】 
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御意見を踏まえ，地域防災計画（風水害編）51～52ページ，第２章第13節防災組織等の活

動整備計画，第２企業防災の促進に，「１企業の責務」として，「企業は，豪雨や暴風など

で屋外移動が危険な状況であるときに，従業員等が屋外を移動することのないよう，テレワ

ークの実施，時差出勤，計画的休業など不要不急の外出を控えさせるための適切な措置を講

ずるよう努める。」と追加いたします。 

 

 

 

 


