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＜別冊 資料集 目次＞ 

 

 

【初動期における各部（課）の重点災害応急対策】 

 

【資料】 

区分 番号 名称 

震災編 第１部 災害に強い小金井市を目指して 

 第２部 施策ごとの具体的計画（予防対策・応急対策・復旧対策） 

 第１章 市民と地域の防災力の向上 

  2-1-1 小金井市防災マップ 

  2-1-2 小金井市自主防災組織運営協議会 

 第２章 地震に強い都市づくり 

  2-2-1 土地利用現況 

  2-2-2 小金井市宅地開発等指導要綱 

  2-2-3 緑の分布状況 

  2-2-4 公園整備状況 

  2-2-5 都市公園以外の緑地整備状況 

  2-2-6 八都県市公共建築物におけるヘリサイン表示に関する申し合わせ事項 

  2-2-7 宅地造成工事規制区域及び急傾斜地崩壊危険箇所の指定状況 

  2-2-8 東京都宅地造成工事規制区域図 

  2-2-9 都市計画図（用途地域図） 

  2-2-10 市内施設概況 

  2-2-11 防火対象物の現況 

  2-2-12 住宅・土地統計調査を基に推計した住宅の耐震化率 

  2-2-13 小金井市が所有する公共建築物の耐震化の状況 

  2-2-14 民間特定既存耐震不適格建築物の耐震化の状況・耐震化率 

  2-2-15 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化状況 

  2-2-16 木造住宅耐震診断・耐震改修助成事業の概要 

  2-2-17 小金井市木造住宅耐震改修助成金交付要綱等 

  2-2-18 小金井市消火器設置要綱 

  2-2-19 小金井市消火器設置状況 

  2-2-20 高圧ガス取扱施設 

  2-2-21 市内における毒劇物保安施設 

  2-2-22 市内における放射性物質保安施設 

  2-2-23 指定文化財一覧 

  2-2-24 高圧ガス大規模漏洩時に係る連絡通報窓口 

 第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保 

  2-3-1 都道及び市道の状況 

  2-3-2 都市計画道路の状況 

  2-3-3 市緊急輸送ネットワーク図 

  2-3-4 都緊急輸送ネットワーク図 



II 

区分 番号 名称 

震災編  2-3-5 緊急道路障害物除去路線図 

  2-3-6 水道施設位置図 

  2-3-7 大震災時における交通規制図（第一次） 

  2-3-8 大震災時における交通規制図（第二次） 

  2-3-9 運転者のとるべき措置 

  2-3-10 給水対策本部組織図 

  2-3-11 指定水道工事店一覧 

 第４章 本部体制及び応急対応力の強化 

  2-4-1 小金井市東日本大震災被災者支援等対策本部設置要綱 

  2-4-2 東日本大震災被災者等避難者への支援・相談窓口 

  2-4-3 各組織の活動態勢 

  2-4-4 自衛隊の連絡先等 

  2-4-5 自衛隊仮泊予定地 

  2-4-6 ヘリコプター発着基準及び表示要領 

  2-4-7 ヘリコプター災害時臨時離着陸場候補地一覧 

 第５章 情報通信の確保 

  2-5-1 防災行政無線固定系子局（同報無線）設置場所一覧 

  2-5-2 MCA無線配置一覧 

  2-5-3 災害時優先電話登録一覧 

 第６章 医療救護等対策 

  2-6-1 新医療資器材等の備蓄リスト 

  2-6-2 遺体収容所における標準的な配置区分図 

  2-6-3 災害救助法による救助の程度・方法及び期間 

 第７章 帰宅困難者対策 

  2-7-1 「行動ルール」及び「帰宅困難者の心得 10か条」 

  2-7-2 帰宅支援の対象道路 

 第８章 避難者対策 

  2-8-1 町丁目別要配慮者数 

  2-8-2 小金井市災害時避難行動要支援者支援事業実施要綱 

  2-8-3 避難場所一覧 

  2-8-4 指定避難所一覧 

  2-8-5 福祉避難所（二次避難所）一覧 

 第９章 物流・備蓄・輸送対策の推進 

  2-9-1 備蓄台帳 

  2-9-2 小金井市震災対策用井戸に関する要綱 

  2-9-3 震災対策用井戸一覧 

  2-9-4 受水槽・高架水槽 

  2-9-5 庁用車一覧 

 第１０章 放射性物質対策 

  2-10-1 小金井市放射線対応に関する危機管理調整会議設置要綱 

 第１１章 住民の生活の早期再建 



III 

区分 番号 名称 

震災編  2-11-1 都によるがれき処理検討の概要 

  2-11-2 災害時活動拠点施設一覧 

  2-11-3 小金井市に関する災害救助法適用基準 

  2-11-4 災害救助法適用に関わる内閣府令等で定める特別の事情及び基準 

  2-11-5 激甚災害指定基準 

  2-11-6 局地激甚災害指定基準 

  2-11-7 激甚災害法に定める事業及び都関係局 

  2-11-8 災害時における公金の取扱いについて 

  2-11-9 災害時における会計事務処理要領 

  2-11-10 災害時における会計事務処理取扱基準 

  2-11-11 応急仮設住宅建設予定地 

  2-11-12 被災者総合相談窓口の相談分野・相談内容 

  2-11-13 小金井市災害弔慰金の支給等に関する条例・同施行規則 

  2-11-14 小金井市災害見舞金支給規則 

  2-11-15 災害救援品等の支給 

  2-11-16 災害援護資金・生活福祉資金の貸付 

  2-11-17 被災者生活再建支援金の支給 

  2-11-18 中小企業への融資 

  2-11-19 日本政策金融公庫による融資 

  2-11-20 経営資金等 

  2-11-21 災害報告における被害程度の認定基準 

  2-11-22 実費弁済の限度額 

 第３部 災害復興計画 

 第４部 東海地震事前対策 

 第１章 東海地震事前対策の考え方 

  4-1-1 警戒宣言・地震予知情報、注意情報、調査情報 

  4-1-2 気象庁震度階級関連解説表 

 第２章 市、都及び関係防災機関の役割 

 第３章 災害予防対策 

 
第４章 東海地震に関連する調査情報・東海地震注意情報発表時から警戒宣言が 

発せられるまでの対応措置 

 第５章 警戒宣言時の応急活動態勢 

  4-5-1 警戒宣言発令時等の案文 

  4-5-2 警戒宣言時における交通規制図（警視庁） 

  4-5-3 警戒宣言時における運転規制概要図（JR東日本） 

風水害編 

  1 急傾斜地崩壊危険箇所位置図 

  2 大規模盛土造成地マップ 

  3 石神井川及び白子川流域浸水予想区域図 

  4 野川、仙川、谷沢川及び丸子川流域浸水予想区域図 

  5 小金井市浸水予想区域図 

  6 土砂災害警戒区域図 



IV 

【協定】 

区分 番号 名称 

医療関係 

  1 災害時における施設利用に関する協定書（桜町病院） 

  2 災害時における施設利用に関する協定書（小金井太陽病院） 

  3 災害時の救護活動についての協定書（小金井市整復師会） 

  4 災害時の救護活動についての協定書（小金井市薬剤師会） 

  5 災害時の救護活動についての協定書（小金井歯科医師会） 

  6 災害時の医療救護活動についての協定（小金井市医師会） 

  

7 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書（東邦薬品株式会

社） 

  

8 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書（アルフレッサ株式

会社） 

  

9 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書（株式会社スズケ

ン） 

  

10 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書（株式会社メディセ

オ） 

  

11 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書（酒井薬品株式会

社） 

  12 災害時に対応する医薬品の備蓄に関する協定書（小金井市薬剤師会） 

  13 災害時に対応する医薬品等の備蓄に関する協定書（桜町病院） 

  14 災害時に対応する医薬品等の備蓄に関する協定書（小金井太陽病院） 

  

15 災害時における医療救護活動拠点の設置に関する協定書（小金井市医師

会及び小金井太陽病院） 

  16 災害時における施設利用に関する協定書（小金井リハビリテーション病院） 

物資・食料関係 

  

1 災害時における東八道路沿線５市に対する青果物の提供及び避難場所

の敷地利用に関する協定書 

  2 災害時における物資供給に関する協定書（コメリ災害対策センター） 

  

3 災害時における燃料等の供給に関する協定書（東京都石油商業組合多摩

東支部） 

  4 寄託契約書（東京都） 

  5 災害時における物資の供給に関する協定書（株式会社ダイエー） 

  

6 災害時における農地の活用及び生鮮食料品の調達に関する協定書（東京

むさし農業協同組合） 

  7 災害時の米穀供給に関する協定書（小金井市米穀小売商組合） 

  8 災害時における燃料等の供給に関する協定書（三信石油株式会社） 

  

9 災害時における燃料等の供給に関する協定書（総合エネルギー株式会

社） 

  10 災害時における物資の供給協力に関して（株式会社イトーヨーカ堂） 

  

11 災害時における LPガス等の供給に関する協定（東京都ＬＰガス協会北

多摩南部支部） 



V 

区分 番号 名称 

通信・情報関係 

  1 災害時の情報交換に関する協定 

  2 非常通信の運用に関する協定書 

  3 災害時における災害情報の放送等に関する協定書 

  4 大規模地震等の災害発生における情報収集連絡体制にかかわる協定書 

  5 防災行政無線の再送信連携に関する覚書 

  6 災害に係る情報発信等に関する協定 

相互応援 

  1 小金井市・宇治市災害時相互応援協定 

  2 宗像市と小金井市の災害時相互応援に関する協定書 

  3 小金井市と飯田市の災害時相互応援に関する協定書 

  4 小金井市と北上市の災害時相互応援に関する協定書 

  5 三鷹市、小金井市の消防の相互応援に関する協定書 

  6 武蔵野市、小金井市の消防の相互応援に関する協定書 

  7 府中市及び小金井市の消防の相互応援に関する協定書 

  8 小金井市、小平市及び国分寺市に係る消防の相互の応援に関する協定 

  9 災害時の避難場所相互利用に関する協定書 

  10 震災時等の相互応援に関する協定 

  11 小金井市と久慈市の災害時相互応援に関する協定書 

帰宅困難者対応等 

  

1 災害時における一時滞在施設利用に関する協定書（独立行政法人情報通

信研究機構） 

  2 地震災害時における帰宅困難者対応に関する覚書（武蔵小金井駅） 

  3 地震災害時における帰宅困難者対応に関する覚書（東小金井駅） 

  4 災害時における体育施設利用に関する協定書 

  5 災害時における避難所施設利用に関する協定書 

  6 災害時における一時滞在施設利用に関する協定書（小金井市商工会） 

福祉避難所（二次避難所） 

  

1 災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の設置運営に関する協定書

（医療法人財団 美生会） 

  

2 災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の設置運営に関する協定書

（特定非営利活動法人 木馬の会） 

  

3 災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の設置運営に関する協定書

（社会福祉法人 東京聖労院） 

  

4 災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の設置運営に関する協定書

（一般財団法人 天誠会） 

  

5 災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の設置運営に関する協定書

（社会福祉法人 聖ヨハネ会） 

  

6 災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の設置運営に関する協定書

（特定非営利活動法人 エヌピーオー萼） 



VI 

区分 番号 名称 

  

7 災害時における避難所施設利用に関する協定書（学校法人 ルーテル学

院大学） 

  

8 災害時における二次避難所（福祉避難所）の設置運営に関する協定書 

（社会福祉法人 雲柱社） 

  

9 災害時における避難所施設利用に関する協定書（社会福祉法人 聖ヨハ

ネ会） 

  10 災害時における避難所施設利用に関する協定書（社会福祉法人 まりも会） 

  

11 災害時における福祉避難所施設利用に関する協定書（都立小金井特別支

援学校） 

  

12 災害時における福祉避難所（二次避難所）の設置運営に関する協定書（社

会福祉法人 聖ヨハネ会） 

  

13 災害時における福祉避難所（二次避難所）の設置運営に関する協定書（有

限会社のがわ） 

  

14 災害時における福祉避難所（二次避難所）の設置運営に関する協定書（社

会福祉法人七日会） 

し尿処理・がれき処理関係 

  1 災害時における水再生センターへのし尿搬入及び受入れに関する覚書 

  2 災害時における廃棄物の収集及び運搬の協力に関する協定書（加藤商事） 

  3 災害時における廃棄物の収集及び運搬の協力に関する協定書（志賀興業） 

  4 災害時における廃棄物の収集及び運搬の協力に関する協定書（調布清掃） 

  5 災害時におけるし尿の収集及び運搬の協力に関する協定書（加藤商事） 

  6 災害時におけるし尿の収集及び運搬の協力に関する協定書（志賀興業） 

  7 災害時におけるし尿の収集及び運搬の協力に関する協定書（調布清掃） 

消防水利関係 

  

1 指定給水拠点における初動応急給水活動に関する覚書及び指定給水拠

点における初動応急給水活動に関する覚書実施細目 

  

2 消防水利の設置等に関する協定書及び消防水利の設置等に関する協定

書に係る実施細目 

  3 消火栓等からの応急給水等の実施等に関する覚書 

  

4 上水道における排水栓の取り扱い等に関する覚書及び上水道における

排水栓の取り扱い等に関する覚書実施細目 

  

5 上水道における消火栓の設置、維持管理等に関する協定書及び上水道に

おける消火栓補償費に関する覚書 

  6 避難所における応急給水栓の設置及び使用に関する協定書 

輸送関係 

  1 災害時における物資の緊急輸送業務の輸送協力に関する協定書 

その他 

  1 災害時における救出救助業務等の協力に関する協定書 

  2 災害時における動物救護活動に関する協定書 

  3 災害時における上下水道の応急復旧等に関する協定書 



VII 

区分 番号 名称 

  4 災害時における応急対策活動の協力に関する協定書 

  5 災害時における理容サービス業務の提供に関する協定書 

  6 災害時におけるボランティア活動支援に関する協定書 

  7 災害時における相互協力に関する覚書 

  8 大規模地震等の災害発生時における初動体制にかかわる協定書 

  9 地域貢献型広告に関する協定書 

  10 災害時の避難場所等における連携・協力体制に関する協定書 

  11 災害時における無人航空機を活用した支援活動等に関する協定書 

  12 災害時における地図製品等の供給等に関する協定書 

  13 災害時における行政手続の支援活動に関する協定書 

 

 

【様式】 

区分 番号 名称 

震災編 第２部 施策ごとの具体的計画（予防対策・応急対策・復旧対策） 

 第２章 地震に強い都市づくり 

  2-5-1 通信の様式 

  2-6-1 医療救護活動の記録及び報告様式 

  2-6-2 助産救護活動の記録・報告様式 

  2-6-3 死体処理票、遺留品処理票、遺骨処理票様式 

  2-9-1 車両調達請求書様式 

  2-9-2 車両運行等の記録様式 

  2-9-3 緊急通行車両関係様式 

  2-11-1 り災証明申請書様式 

  

2-11-1

の 2 

り災証明書様式（居住者） 

  

2-11-1

の 3 

り災証明書様式（所有者） 

  2-11-2 義援金受領書様式 

  2-11-3 住宅応急修理記録簿様式 

  2-11-4 応急仮設住宅入居者台帳様式 

  2-11-5 被害概況速報様式 

  2-11-6 被害概況調様式 

  2-11-7 世帯構成員別被害状況様式 

  2-11-8 災害救助費概算額調様式 

  2-11-9 救助実施記録日計票様式 

  2-11-10 救助日報様式 

  2-11-11 災害救助法に基づく救助措置及び救助費報告様式 

  2-11-12 災害応急対策実施報告様式 

  2-11-13 災害即報 被害確定報告様式 

  2-11-14 職員動員集計票様式 



VIII 

区分 番号 名称 

  2-11-15 公共土木、下水道及び上水道施設被害報告様式 

  2-11-16 教育施設被害状況報告様式 

  2-11-17 市有財産被害報告様式 

  2-11-18 商工業被害状況報告様式 

  2-11-19 農業被害状況報告様式 

震災編  2-11-20 農産物被害状況報告様式 

  2-11-21 被災者台帳（表）様式 

  2-11-22 避難所についての諸記録及び報告様式 

  2-11-23 避難所収容者名簿様式 

  2-11-24 物資経理状況報告様式 

  2-11-25 救助物資等給与状況報告様式 

風水害編 

  1 水防実施状況報告書様式 

  2 公用負担権限委任証明書様式 

  3 公用負担命令票様式 

危機管理編 

  1 危機管理個別マニュアル 

 

 

【参考資料】 

区分 番号 名称 

震災編 第１部 災害に強い小金井市を目指して 

  1-1-1 小金井市防災会議条例 

 第２部 施策ごとの具体的計画（予防対策・応急対策・復旧対策） 

  2-4-1 小金井市災害対策本部条例 

  2-4-2 小金井市災害対策本部条例施行規則 

 


