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茨城県
常総市役所

○1階の電源設備が水に浸かる

○非常用設備も水に浸かる

○市役所は機能停止

○平⾯駐⾞場の公⽤⾞⽔没

○救援に来た⾞両も⽔没
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ハザードマップの被害想定

常総市役所＝⽔深１〜２ｍ＝四⽇市市役所

水害ハザードマップ 津波避難マップ
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洪⽔が、

市庁舎の地下へ

流れ込む経路

市庁舎地下の、

電気設備、空調設備、

給排水設備、

エレベーター設備などが、

水に浸かって、機能停止
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津波浸水時における市庁舎設備の状況について
財政経営部管財課

分類 対象機器 設置場所 想定される被害
津波浸水時に

動作可能な設備

受水槽 地下2階

揚水ポンプ 地下2階

高架水槽 PH屋上階 ○

汚水槽 地下2階

排水ポンプ 地下2階

冷温水発生器 地下2階

中央監視装置 地下1階　電気室

1階～3階系統空調機 地下1階

議場、議会系統空調機 PH2階 空調機械室

一般階系統空調機 PH2階 空調機械室

ガス設備 ガスメーター 地下2階

・　感震遮断等によりガスメーターが停止。
・　湯沸し室のガス設備が使用不可。また、冷温
　　水発生器の燃料を供給しているため、空調が
　　使用不可。

放送設備　本体 11階　電話交換機室 ○

マイク（電話交換室、危機
管理室）

11階　電話交換室
6階　　危機管理室

○

マイク（警備室、電気室） 地下1階　警備室、電気室

放送設備

・　地下警備室、電気室のマイクは浸水のため使用不
可。
・　それ以外のマイクは使用可能。

※　84時間の連続運転可能
　　 燃料（A重油）の補給があれば、それ以上の
　　 運転が可能。

空調設備

・　庁舎内の冷暖房の使用不可。（危機管理室、IT推
進課以外）
・　庁舎内の空調（換気）使用不可
・　冷暖房、空調については、発電機に接続されてい
ないため、停電時使用不可。

平成28年6月17日

給水設備

・　水の使用が制限される。

　（高架水槽分の水のみ使用可能、最大36m3)

排水設備

・　トイレ、流しなどの排水が使用不可。

市庁舎地下に⽔が浸入した時の被害想定１：管財課
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空調無しで、夏等に泊まり込みで、
連日の災害救助が出来るのか。

トイレが使えない建物での人間活動
は、半日が限度。



市庁舎地下に⽔が浸入した時の被害想定２：管財課
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制御盤、モーター
（1～2号機、4～6号機）

地下1階　電気室

制御盤、モーター
(3号機）

ＰＨ2階　ＥＶ機械室

スプリンクラーポンプ 地下2階

粉末消火設備 地下2階

消火ポンプ 地下2階

火災報知設備設備
受信機

地下1階　警備室

電話設備 電話交換機 11階　電話交換器室

・　使用可能（災害時優先電話20回線）

※　84時間の連続運転可能
　　 燃料（A重油）の補給があれば、それ以上の
　　 運転が可能。

○

蓄電池 ＰＨ2階　蓄電池室 ○

無停電電源装置 市庁舎7階　ITマシン室 ○

非常用発電機 地下1階発電機室

非常用発電機 芝生広場　発電機架台 ○

非常用発電機 芝生広場　発電機架台 ○

重油タンク 芝生広場　地下 ○

送油ポンプ 芝生広場　発電機架台 ○

直流電源盤 ＰＨ2階　蓄電池室 ○

中央監視装置 地下1階電気室

蓄電池 ＰＨ2階　蓄電池室 ○

・　危機管理室内はすべて通常通り使用可。
・　その他フロアは各フロア災害用照明（1スパンに2灯
程度）と非常用コンセント（1フロア4ヵ所）が使用可。
・　免震層の津波排水用ポンプが使用可。

※　84時間の連続運転可能
　　 燃料（A重油）の補給があれば、それ以上の
　　 運転が可能。

IT用発電設備

・　ITマシン室サーバー使用可
・　ITマシン室空調機使用可
・　ネットワーク使用可能

※　84時間の連続運転可能
　　 燃料（A重油）の補給があれば、それ以上の
　　 運転が可能。

本庁舎用
発電設備

エレベーター設備

・　1～2号機、4～6号機は制御盤、モーターとも地下に
あるため使用不可。
・　3号機は津波浸水時はエレベーターシャフト内に浸
水しているため、使用不可。

消火設備

・　各階消火栓、スプリンクラー（11階のみ設置）
　  が使用不可のため、火災の際に初期消火活
    動が消火器のみとなる。
・　火災報知設備の使用不可。
・　火災時のベルが鳴らない。また、火災場所
　　の特定ができない。

危機管理室以外の電気使用が極めて制限され
る中、各部署固有の救援業務が行えるのか。

中央監視装置が浸水して電気は使えるのか。



中消防署中央分署への災害対策本部移転：危機管理室

・コンビナート災害に迅速な対応ができるのか。
・中⼼市街地に住む⼈々を⾒捨てて逃げるのか。

市庁舎が機能停止したら、

保安要員１人を残し、

中央分署へ災害対策本部を
移転。

中消防署中央分署

市庁舎

活断層 活断層
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• 0.5〜2.0ｍの浸水を想定

• 電気室・機械室等の設備関連室、備蓄倉庫等は、浸水しない高さに

• 電⼒の引込や配線経路の⼆重化・⼆系統化

• 耐震性貯⽔槽、非常⽤汚⽔貯留槽

• 空調付き備蓄倉庫（温度管理が必要な、⾷料・医薬品等）

• 消耗品保管（災害混乱により、商品納入が滞る可能性に備える）

• 災害支援団体の活動スペース、避難者受入スペース

• 24時間体制で従事する職員の仮眠室等

鳥取市新本庁舎建設基本計画（現在は、基本設計・実施設計）
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大津波を想定した官庁

施設の機能確保の在り

方について

国⼟交通省

〜社会資本整備審議会

答申〜

津波想定高さより上階への

主要室、重要な設備機器

等の配置 など。
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Ｌ２：最大クラスの津波

Ｌ１：発⽣頻度の⾼い津波



中心市街地を守るために、市庁舎強靭化を

本庁舎機能停止対応施設

・２階以上に電気室や機械室等配置
・耐震性貯水槽、非常用汚水貯留槽
・温度管理可能な災害備蓄倉庫
・災害対策本部、災対従事者仮眠室
・避難場所、救援物資集積場
・救援車両立体駐車場(普段は一般用)
・屋上ヘリポート など

本庁舎補強施設

・電力引込二重化・非常発電装置増設

本庁舎建て替え用地

・四日市活断層が動く直下型地震等で、
本庁舎に修復不可能な損傷が生じた
場合の、本庁舎建て替え用地
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“遷宮方式”による本市中枢機能の継続性確保

短期～中期の対策

・Ａ：本庁舎
・Ｂ：非常用電源増設など

平屋程度の賑わい施設
・Ｃ：地震や水害でも機能停止しない

サブ庁舎、立体駐車場、
屋上ヘリポートなど

中期～長期の対策

・Ａ：本庁舎が、修復不可能な損傷を
受けた場合、取り壊して広場化

・Ｂ：新本庁舎建設
・Ｃ：災害に強いサブ庁舎として、

使用継続

ＡとＢは、遷宮方式の本庁舎
建替え用地として活用する。
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都市要覧（中核市市⻑会 2016年3月）図書館比較

市⺠100人当たり図書館蔵書冊数
本市：138.4冊（津市：380.0冊）
※津市⺠は、県⽴図書館約89万冊も⾝近で利⽤可。

県⽴蔵書含む津市：696.0冊→本市と津市の教育格差は、５倍！

中核市45市、中核市候補市11市

の中で、本市は 最下位
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同格都市の図書館（ビル型 ・ 同一縮尺）

⼀宮市⽴中央図書館（３層） 豊⽥市⽴中央図書館（５層）

四日市市庁舎東側広場

ビル化しても、同格都市と比べて、
ワンフロアが狭く、
使いにくい図書館になる。
同格都市と同じ床面積を
確保するなら、10層位必要。
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市庁舎東側と鵜の森公園との敷地比較（同一縮尺）

市庁舎東側広場

図書館には、あまりにも狭い

鵜の森公園 （市庁舎東広場の４倍）

同格都市並みの図書館の建築が可
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公園面積 ： 21,678㎡

利⽤可能⾯積：約 8,000㎡

(鵜森神社と泗翠庵等を除いたエリア)

敷地面積：約2,000㎡



⽴体都市公園制度を活⽤した図書館整備

• 図書館は、公園に建ててもよい施設（都市公園法）

• しかし、公園敷地の12/100までしか建てられない。
（四日市市都市公園及び公園施設の設置基準等
を定める条例）

• ⽴体都市公園制度を活⽤すれば、屋上を公園整備
することで、公園敷地の80/100まで建てられる。
（近隣商業地域：建蔽率80/100）

• ⽴体公園制度を活⽤した施設整備の例
地下：駐⾞場、１・２階：図書館、屋上：公園

• 先進事例：渋⾕区 宮下公園（計画中）
１・２階：駐⾞場・商業施設、屋上：公園
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以上の案の法令適合性について、

国⼟交通省公園緑地・景観課に

確認済み



中心市街地の安全と賑わいのために

市庁舎
＜防災拠点＞
大災害でも、
行政機能を
守り抜く

諏訪公園
＜水の広場＞
すわ公園交流館
淡水水族館など

市民公園
＜時空の広場＞
商業施設
博物館など

鵜の森公園
＜森の広場＞

慰霊碑・句碑・城跡・神社
図書館（本の森）など

くすのき
パーキング
水害時には機

能せず、公用
車駐車場不適
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市⺠の命を守りきる、市庁舎東側広場に

•市庁舎東側広場は、水害で機能停止が免れない本庁舎

の、バックアップ機能を持たせるべき。

•災害に強い強靭化した市庁舎こそが、市⺠の命と、

中心市街地を守る。
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