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第１節 地域防災計画の目的及び構成 

 

１．目的 

この計画は，災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 42 条の規定に基づく「鹿嶋市地域

防災計画」の「危険物災害対策計画編」として，鹿嶋市防災会議が策定する計画であり，鹿嶋市

の地域に及ぼす可能性のある危険物や原子力発電所による災害等の防災対策に関して，総合的か

つ基本的な性格を有するものである。 

この計画では，市民生活の各分野にわたり重大な影響を及ぼすおそれのある災害に対処するた

め，鹿嶋市内の災害予防対策，災害応急対策及び災害復旧・復興対策に関し，必要な体制を確立

するとともに，茨城県，指定地方行政機関，指定公共機関，指定地方公共機関等（以下，「防災

関係機関」という。）を含めた総合的かつ計画的な防災対策を整備推進し，市民の生命・身体・

財産を危険物等の災害から保護し，被害を軽減して，郷土の保全と市民福祉の確保を期すること

を目的とする。 

また，この計画は，石油コンビナート等災害防止法(昭和 50 年法律第 84 号，以下，「法」とい

う。)第 31条の規定に基づき，石油コンビナート等特別防災区域(以下，「特別防災区域」という。)

および「原子力災害対策特別措置法」（平成 11 年法律第 156 号。以下，「原災法」という。）に基

づき，これらの災害の防止に関する基本的事項を定め，国，地方公共団体，公共機関及び事業所(以

下，「防災関係機関等」という。)の責務を明確にするとともに，それぞれの全機能が総合的に発

揮できるよう防災体制を確立し，もって市民の生命，身体及び財産を災害から保護することを目

的とする。 

 

２．構成 

「鹿嶋市地域防災計画」は，この「危険物等災害対策計画編」のほか，「地震災害対策計画編」，

「津波災害対策計画編」，「風水害等対策計画編」及び「資料編」を合わせた５編で構成する。 

また，この計画は，鹿嶋市及び防災関係機関がとるべき防災対策の基本的事項を定めるもので

あり，市及び防災関係機関は，この計画に基づき，具体的な実施計画を定め，その推進を図るも

のとする。さらに，「自らの身の安全は自らが守る」との観点から，市民及び民間事業者の基本的

な役割にも言及し，危険物等の災害に対する備えを促すものとする。 

 

３．基本方針 

特別防災区域（P3 図-１参照）に係る防災対策については，法に基づき，消防法(昭和 23 年法

律第 186 号)高圧ガス保安法(昭和 26 年法律第 204 号)等の個別法令により規制されている危険物

施設等の保安対策の防災面を含めてさらに強化するとともに，防災関係機関等が一体となって総

合的な防災体制の整備強化を図り，次の方針に基づいて円滑適切な措置を講ずるよう努めるもの

とする。 

 

（１）総合的防災体制の確立及び防災計画実施の推進 

防災関係機関等は，連携協力を密にして総合的防災体制の確立に努めるとともに，積極的

に防災計画の実施の推進を図るものとする。 
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（２）災害防止に関する特定事業者の第一次的責務 

特定事業者（主として石油コンビナート等災害防止法第２条に規定する特定事業所のこと

をいう）及びその他の事業者(以下，「特定事業者等」という。)は，自らの事業所における災

害防止について第一次的責務を有することはもちろんであるが，その他の事業所の災害の発

生及び拡大防止についても当該区域を構成する一員として，他の事業所と協力し，相互に一

体となって防災上必要な措置を講ずる責務を有する。 

（３）市民の安全の優先的確保 

防災の基本は，災害から市民の生命，身体及び財産を確保することにあり，災害発生時に

おいては，市民の安全確保を主眼としてすべての防災活動を実施するものとする。 

 

（４）特定事業者等の防災資機材等の整備充実 

特定事業者等は，防災資機材等を整備する義務があるが，整備にあたっては法定基準のみ

にとどまることなくさらにより一層の充実に努めるものとする。 

なお，防災関係機関は，その業務遂行に必要な防災資機材等の整備に努める。 

 

【特別区域の状況】 

法第２条第２号の規定に基づき，茨城県内で特別防災区域として指定された区域は，次頁（図-

１）の通りである。 

①特別防災区域の名称 

鹿島臨海地区石油コンビナート等特別防災区域 

 ②特別防災区域の指定 

「石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和 51年政令第 192号)に基づき，昭

和 51年７月 14目指定 

 ③特別区域の範囲 

鹿嶋市北浜山，字南浜山及び字海岸砂地，大字泉川字北浜山，字南浜山，字浜屋敷及び字

沢東，大字新浜，大字光字光２番地から４番地並びにこれらの区域に介在する道路の区域。 

 

４．修正 

この計画は，災害対策基本法第 42条の規定に基づき毎年検討を加え，必要があると認めるとき

は修正し，防災対策の確立に万全を期するものとする。 
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第２節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

 

危険物等の災害防止に関し，鹿嶋市，茨城県，指定地方行政機関，自衛隊，指定公共機関，指

定地方公共機関，公共的団体及びその他防災上重要な施設の管理者は，概ね次の事務又は業務を

処理するものとする。 

 

１．鹿嶋市 

（１）現地対策本部の事務 

（２）消火活動の実施 

（３）災害情報の収集、伝達及び災害広報の実施 

（４）市民の避難措置 

（５）被災者の救出及び救護 

（６）災害時における保健衛生，文教及び公害防止対策 

（７）緑地等の整備及び保全 

（８）市の管理に関する施設の災害復旧 

 

２．茨城県 

（１）茨城県石油コンピナート等防災本部の運営 

（２）防災に関する施設及び組織の整備 

（３）防災情報の収集，伝達及び災害原因，被害状況等の調査 

（４）災害広報 

（５）県管理国県道の交通安全確保 

（６）消火薬剤，流出泊処理剤等の防災資機材の備蓄，調達及び斡旋 

（７）自衛隊の災害派遣要請 

（８）災害応急措置の概要等の報告 

（９）特定事業所の防災に関する指導 

（10）危険物，高圧ガス，毒物劇物施設等の保安に関する指導， 監督及び立入検査 

（11）防災教育訓練の実施及び指導 

（12）防災に関する調査研究 

（13）防災緑地等の整備 

（14）公共施設の災害復旧対策 

（15）環境汚染に対する監視，指導 

（16）災害発生時の公害防止対策 

（17）その他必要な応急対策等の実施 

 

３．指定地方行政機関 

関東管区警察局 

（１）管区内各県警察の災害警備活動及び相互援助の指導調整 

（２）他管区警察局及び警視庁との連携 

（３）管区内防災関係機関との連携 

（４）管区内各県警察及び防災関係機関等からの情報収集並びに報告連絡 

（５）警察通信の確保及び統制 
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関東東北産業保安監督部及び関東経済産業局 

（１）第一種事業所の新設等届出に係る現地調査及び工事完了後の確認 

（２）特定事業所に対する立入検査 

（３）電気，ガス等施設及び特定事業所の保安に関する指導，監督及び災害発生時の調査 

（４）生活必需品，復旧資材等防災関係物資の適正な価格による円滑な供給確保 

（５）災害に関する情報の収集及び伝達 

（６）特定事業所となった者に対する防災のための必要な資金の確保 

（７）商工鉱業の事業者の業務の正常な運営の確保 

（８）被災中小企業の振興 

 

関東地方整備局鹿島港湾・空港整備事務所 

（１）直轄港湾における保全と復旧 

（２）直轄港湾内海岸施設の保全と復旧 

 

鹿島海上保安署 

（１）海上交通安全の確保 

（２）海上治安の維持 

（３）海洋汚染及び海上災害の防止 

（４）海難救助並びに天災事変等における援助 

 

茨城労働局 

（１）事業所の労働災害防止 

 

関東地方整備局 

（１）直轄一般国道の保安確保 

１）パトロールの実施 

２）道路情報の収集 

３）道路の維持修繕 

（２）直轄一般国道の交通確保 

１）道路点検 

２）情報連絡 

３）道路の応急復旧 

 

４．自衛隊 

（１）被害状況の把握 

（２）避難の援助 

（３）人命救助 

（４）消防活動 

（５）道路又は水路の啓開 

（６）応急医療救護及び防疫 

（７）人員及び物資の緊急輸送 

（８）給食及び給水 

（９）救援物資の無償貸与又は譲与 

（10）危険物の保安及び除去 
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（11）その他所要の措置 

 

５．茨城県警察本部 

（１）災害情報の収集及び伝達 

（２）災害原因の調査研究 

（３）広報活動 

（４）市民の避難誘導 

（５）被災者の救助 

 

６．鹿島地方事務組合消防本部 

（１）立入検査の実施 

（２）自衛防災組織等の育成指導 

（３）防災協議会の育成指導 

（４）災害情報の収集及び伝達 

（５）災害原因の調査 

（６）防災資機材の整備 

（７）防災組織の整備及び教育訓練 

（８）消火活動等の実施及び自衛防災組織等に対する指示 

（９）被災者の救出救護及び傷病者の救急搬送 

（10）警戒区域の設定 

 

７．特定事業所 

（１）自衛防災組織及び共同防災組織の確立 

（２）防災協議会の設置及び相互応援体制の確立 

（３）特定防災施設等の整備 

（４）防災資機材の整備及び点検 

（５）危険物施設等の自主点検 

（６）防災教育訓練の実施 

（７）安全操業の確保及び労働安全の徹底 

（８）異常現象の通報 

（９）災害応急措置の実施及びその概要等の報告 

（10）公害防止対策 

（11）その他災害の発生及び拡大防止のための必要な措置 

 

８．石油コンビナ－ト等特別防災区域協議会（以下，「防災協議会」という。） 

（１）防災に関する自主基準の作成 

（２）相互応援体制の確立 

（３）防災教育・訓練の共同実施 

（４）防災に関する技術の共同研究 
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第３節 危険物等の状況 

 

１．危険物等の状況 

特別防災区域における石油類の貯蔵取扱量は 879 万 kl(平成 22 年 4 月 l 日)，高圧ガスの処理

量は 69，507万 Nm3/日(同年 4 月 1 日)に達しており，特別区域指定数は約 105 箇所で全国でも上

位にランクされる。 

 

■石油の地区別貯蔵取扱量(平成 22年 10月 1日) 

 

 

屋外タンク貯蔵所(第 4 類石油類)は， 16 万 k1 原油タンクをはじめとして 1 万 kl 以上のもの

90 基， 1 万 kl 未満のもの 794 基，合計 884 基(同年 4 月 l 日)，また，高圧ガス貯槽は，3 万ト

ンのブタンの貯槽をはじめとして 5千トン以上のもの 18基，5千トン未満のもの 161基，合計 179

基が設置されている。 

当該区域は，高松，東部，西部の三地区に別かれており，特に東部地区は，石油類の貯蔵取扱

量及び高圧ガスの処理量の約 95％を占め，防災対策上最も重要な地区である。 

 

■高圧ガスの地区別処理量(平成 22年 12月 1日) 
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■毒物劇物(石災法)の地区別貯蔵取扱及び処理量(平成 20年 4月 l日) 

 

 

■容量別屋外タンク貯蔵所（第 4類石油類)(平成 22年 4月 l日) 

 
■容量別高圧ガス貯槽(平成 22年 12月 1日) 
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２．周辺地域との関係 

鹿島地区は，昭和 38年 7月工業整備特別地域の指定を受け，石油，鉄鋼業等の重化学工業を中

心とした大規模臨海工業地帯の開発が進められてきたが，企業の操業に伴う公害や災害を未然に

防止するため，総合的，科学的な事前調査及び製造工場等建設計画の事前審査等が実施され，工

業地区と住居地区の分離，工場の適正配置及び緩衝緑地の設置など土地の適正利用が図られてき

た。今後は，さらに法の規定に基づき，危険物施設等の設置に係る個別法による許可以前に，そ

れらのレイアウトに関する規制を行い，地域の安全確保を期するものとする。 

本市の特別防災区域に立地している特定事業所は， 新日鐵住金鹿島製鐵所だけであり，当該事

業所の敷地及び危険物施設等から最も近い一般住居までの距離は次の通りである。 

 

事業所 危険物施設等 一般住居までの距離（m） 

新日鐵住金 

鹿島製鐵所 

敷地境界 約 20 

高炉 2,000 

3.3万 kl重油タンク 1,460 

LPGタンク 2,060 
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第2章 危険物等災害予防計画 
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第１節 災害対策に携わる組織の整備 

 

災害対策の総合的かつ円滑な実施を図るため，鹿嶋市及び防災関係機関は，防災体制を整備し，

防災関係機関相互の連携を強化していくものとする。 

 

１．対策に携わる組織の整備  

 

防災関係機関等は，所掌する防災に関する事務又は業務を迅速，的確に処理することができる

よう，常にそれぞれの組織体制の整備を図るとともに，相互に協力して総合的防災体制の確立に

努めるものとする。 

法に基づき，防災関係機関等に設置が義務付けられ，又は設置するよう努めることとされた防

災に関する組織は次の通りである。 

 

（１）石油コンビナート等防災本部 

（２）石油コンビナート等現地防災本部 

（３）自衛防災組織 

（４）共同防災組織 

（５）防災協議会 

 

２．茨城県石油コンビナート等防災本部 

 

茨城県石油コンビナート等防災本部(以下，「防災本部」という。)は，特別防災区域に係る防災

全般をつかさどる総合的防災組織である。 

 

（１）事務 

１）石油コンビナート等防災計画の作成及びその実施の推進 

２）防災に関する調査研究の推進 

３）防災に関する情報の収集及び伝達 

４）災害が発生した場合における防災関係機関等が石油コンビナート等防災計画に基づいて

実施する災害応急対策及び災害復旧に係る連絡調整 

５）石油コンビナート等現地防災本部に対する災害応急対策の実施に関する必要な指示 

６）災害が発生した場合における国の行政機関及び他の都道府県との連絡 

７）その他特別防災区域に係る防災に関する重要な事項の推進 
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（２）組織 

 

 

 

 

茨城県石油 

コンビナート 

等防災本部 

特定地方行政機関 

陸 上 自 衛 隊 

警  察  機  関 

県 

 

特別防災区域所在市 

 

消 防 機 関 

特 定 事 業 所 

そ の 他 

関東管区警察局広域調整部長 

関東東北産業保安監督部長 

鹿島海上保安署長 

関東地方整備局企画部長 

茨城労働局長 

陸上自衛隊施設学校長 

茨城県警察本部長 

副知事 

企画部長 

生活環境部長 

保健福祉部長 

生活環境部 防災・危機管理局長 

商工労働部長 

土木部長 

鹿行県民センター長 

鹿嶋市長 

企業局長 

神栖市長 

鹿島地方事務組合消防本部消防長 

三菱化学株式会社鹿島事業所長 

東京経済産業局総務企画部長 

本部長 

茨城県知事 
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３．茨城県石油コンビナート等現地防災本部 

 

特別防災区域に係る災害が発生し，又は発生するおそれがある場合で，本部長が特に必要があ

ると認めたときは，関係市役所等適切な箇所に現地防災本部を設置する。 

 

（１）事務 

１）災害に関する情報の収集及び伝達 

２）災害応急対策及び災害復旧に関する連絡調整 

３）その他本部長から特に指示された事項 

 

（２）組織 

１）現地本部長は，特別防災区域を管轄する鹿嶋市長又は神栖市長のうちから本部長が指名

するものとする。 

２）現地本部員は，災害の規模態様に応じ本部員のうちから本部長が指名するものとする。 

 

４．県及び特別防災区域所在市(鹿嶋市・神栖市) 

 

県及び鹿嶋市，神栖市は，特別防災区域に係る防災対策上所掌する事務又は業務を遂行するた

め，必要な組織を整備し，職員の配置及び事務の分担を明確にしておくものとする。 

 

５．特定事業所の防災組織 

 

（１）自衛防災組織 

特定事業者は，災害の防止について第一次的責務を有する。このため，法第 16条の規定に

基づき自衛防災組織を整備するとともに，防災管理者及び防災要員を置き，防災資機材等を

充実して万全の自衛措置を講ずるものとする。 

なお，組織の整備にあたっては，事業所の実態に却して災害想定を行い，指揮命令系統及

び任務，活動基準を明確にし，特に夜間，休日等の連絡，活動体制を確立する。 

 

（２）共同防災組織 

特定事業者は，その協議により共同防災組織を設置して防災対策を講ずることが有効かつ

適切と認めるときは，区域の実情に応じた共同防災組織を設置し，常にその整備強化に努め

るものとする。 

東部地区においては，鹿島東部コンピナート保安対策連絡協議会を母体として昭和 52年 4

月 l日共同防災組織を設置した。 

 

（３）広域共同防災組織 

2 以上の特別防災区域にわたる区域(政令第 22 条別表 3)において，直径が 34m 以上の浮き

屋根式屋外貯蔵タンクを持つ特定事業所は，その協議により共同防災組織を設置して防災対

策を講ずることが有効かつ適切と認めるときは，区域の事情に応じた広域共同防災組織を設

置し，常にその整備強化に努めるものとする。 

鹿島臨海地区特別防災区域(該当する特定事業所:新日鐵住鹿島製鉄所，東京電力胸中央火

力事業所鹿島火力発電所，三菱化学側鹿島事業所，鹿鳥石油側鹿島製油所及原油タンク地区)

においては，福島県の広野地区，いわき地区の特別防災区域に該当する特定事業所(該当する
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事業所.東京電力中央火力事業所広野火力発電所，小名浜石油(附及び常磐共同火力悌勿来発

電所)とともに平成 20年 11月 30日常磐地区広域共同防災組織を設置した。 

 

（４）防災協議会 

特定事業者は，特別防災区域に係る防災対策について共同で検討し，協議するため法第 22

条の規定に基づき防災協議会を設置するよう努めるものとする。 

現在，鹿烏臨海地区特別防災区域においては，法第 22条の規定に基づく鹿島臨海地区石油

コンビナート等特別防災区域協議会(昭和 53年 l月 1日設置，以下，「鹿島特災協」という。)

が設置されているほか，特別防災区域が港湾により三地区(高松，東部，西部)に分かれてい

るため，地区ごとに防災協議会が設置されている。 

また，このほか，鹿島港及びその周辺海域における海上災害の防災活動を目的とした鹿島

港災害対策協議会(昭和 50 年 1 月初日設置，以下，「港災協」という。)並びに鹿島臨海地区

特別防災区域及び鹿島港湾における防災体制の確保と災害時の相互連絡体制の強化を図るこ

とを目的とした鹿島臨海地区石油コンピナート等特別防災区域無線連絡協議会(昭和 60 年 4

月 18日設置，以下，「鹿島特災無線協」という。)が設置されている。 

なお，大規模な流出泊災害に対しては，茨城県沿岸流出油災害対策協議会(平成 9 年 6 月

26日設置，以下，「流災協」という)を活用し，対策にあたるものとする。 

(注) 各地区協議会 

①名称 

・高松地区防災協議会(昭和 50年 8月 12日設置，以下，「高松防災協」という。) 

・鹿島東部コンビナート保安対策連絡協議会(昭和 44年 12月 17日設置，以下，「東部保対

協」という。) 

・ 鹿島西部地区保安対策協議会(昭和 49年 4月 1日設置，以下，「西部保対協」という。) 

②業務 

・特別防災区域の災害発生又は拡大の防止に関する自主基準の作成 

・災害発生又は拡大の防止に関する技術の共同研究 

・特定事業所の職員に対する災害の発生又は拡大の防止に関する教育の共同実施 

・共同防災訓練の実施 

 

６．相互応援体制 

 

防災関係機関等は，常に密接な連携を保ち，相互協力に基づく応援体制の確立に努め，災害時

における円滑，適切な応急対策を講ずるものとする。 

 

（１）防災関係機関における相互応援体制 

１）鹿島海上保安署と鹿島地方事務組合消防本部との相互応援体制 

鹿島港港域における船舶火災について消火活動又は火災予防活動を効果的に行うため協

定を締結して，相互応援体制を確立するよう努めるものとする。(昭和 46年 3月協定締結) 

２）鹿島地方事務組合消防本部と他市町村等における相互応援体制 

鹿島地方事務組合消防本部は，特別防災区域に係る大規模災害に備え，他市町村等と協

定を締結して応援要請の体制を確立するよう努めるものとする。 

(注)・銚子市と「消防相互応援協定」を締結。(昭和 45年 4月) 

  ・鹿行広域事務組合と「消防相互応援協定」を締結。（昭和 62年 7月） 

・香取広域市町村事務組合と「消防相互応援協定」を締結。(平成 18年 8月) 
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３）市町村における相互応援体制 

鹿島臨海地区石油コンビナート等特別防災区域を管轄する市は， 不測の災害に対処する

ため，相互応援体制を確立するよう努めるものとする。 

(注) 鹿島地方事務組合消防本部を構成している旧大野村，旧鹿島町，旧神栖町及び旧波崎

町間において「鹿島南部地区広域消防相互応援協定」を締結。(昭和 54年 4月) 

４）関係都県間における相互応援体制 

県は，災害時における関係都県問の相互応援体制を確立するよう努めるものとする。 

(注) 関係都県間(1 都 9 県)において「震災時等の相互応援に関する協定」を締結。(昭和

52年 6月) 

 

（２）第２事業所間における相互応援体制 

事業者は，事業所間における災害予防及び防災時の応援協力の円滑化を図るため協定を締

結し，相互応援体制の強化に努めるものとする。 

(注) 各地域の現状は次の通りである。 

１）高松地区 

高松防災協の構成事業所(10 社)間において「消防防災援助協定」を締結。(昭和 55 年 3

月) 

２）東部地区 

東部保対協の構成事業所(23社)問において「災害時における相互応援協定」を締結。(平

成 13年 4月) 

３）西部地区 

西部保対協の構成事業所(25 社)間において「災害時における相互応援協定を締結。(昭

和 53年 9月) 

４）三地区の相互応援協定 

高松，東部，西部の各地区防災協議会は，災害が発生した場合に協力し被害の軽減を図

るため「鹿島臨海工業地帯 3地区の消防に関する相互応援協定」を締結。(平成 7年 9月) 

５）鹿島港 

港災協の構成事業所間において「鹿島港海上災害時における相互応援協定」を締結。(昭

和 50年 l月) 
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第２節 危険物等の災害予防計画 

            

本市の南東部には「鹿島臨海地区石油コンビナート等特別防災区域」があり，多くの危険物施

設が立地している。当該地区については，「茨城県石油コンビナート等防災計画」（茨城県石油コ

ンビナート等防災本部，平成２３年１月（更新見直し））が策定されており，防災組織や災害想定

に基づく予防対策についても定められている。したがって，区域外の本市域に災害の波及がない

よう，これらの組織との連携，対策との整合を図っていく。 

また，危険物等による災害は，火災と爆発あるいは有害ガス等の漏洩が同時に起こることが多

いが，これは地震等の自然的原因以外に，貯蔵又は取り扱い上の不注意により発生じ，大きな被

害を起こすおそれがある。これらの災害を未然に防止するため，事業所は，災害時における被害

を最小限にとどめるよう，自主保安体制の確立を図るとともに各施設の防災機能の強化と防災資

機材の整備充実を図り，かつ行政機関等の指導を通じて総合的予防対策を講ずるよう努めるもの

とする。 

 

１．予防対策の基本 

 

（１）監督指導体制の確立 

防災関係機関は，相互に連携を密にし，危険物等を取り扱っている事業所に対して関係法

令等を遵守させるとともに総合的な監督指導を行う。 

特に，下請業者を使用する事業所に対しては，作業命令系統及び作業監督責任体制を確立

するよう指導する。 

 

（２）事業所の自主保安体制の確立 

保安管理の目的は，災害を未然に防ぎ円滑な事業所活動を推進することにある。このため，

全従業員が保安管理の意義をよく理解して関係法令に定める保安管理に関する業務を処理す

るとともに事業所の自主的計画に基づく保安管理体制を確立するものとする。 

その具体策は，次の通りである。 

・保安管理の指示命令が十分徹底するような保安責任体制の整備 

・従業員が容易に理解し，安全適切に操作ができるような作業標準の整備とその周知徹底 

・設備機器ごとの点検法の確立と完全実施 

・緊急操作パルプ等の表示の明確化 

・安全教育及び訓練の徹底 

・腐食摩耗等劣化対策の推進 

 

（３）事業所の協力体制の確立 

各事業所は，自主的な予防措置を行うとともに相互に協力して総合的予防体制の確立を図

る。 

 

（４）安全思想の啓発普及 

事業所においては，常に従業員及び下請業者の安全思想の定着高揚を図る。 

 

（５）災害原因の調査研究 
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火災，爆発，有害物質の漏洩等，災害の発生事例を調査，しその原因，問題点を究明して

同種災害の再発防止に努める。 

 

２．保安管理体制の確立 

 

（１）予防関係規程の整備 

１）石油コンビナート等災害防止法関係 

特定事業所の防災管理者は，防災規程を整備し，災害の予防と災害発生時の必要な措置

を迅速かつ適確に実施できる体制を確立する。 

２）消防法関係 

消防計画，予防規程等の関係法令に基づく特別規程に加え社内諸規程を整備し，予防体

制の確立を図る。 

３）高圧ガス保安法関係 

危害予防規程等の関係法令に基づく特別規程に加え社内諸規程を整備し，予防体制の確

立を図る。 

４）毒物及び劇物取締法関係 

毒物及び劇物取締法に基づく危害防止の規程に加え社内諸規程を整備し， 予防体制の確

立を図る。 

５）労働安全衛生法関係 

通常時の体制はもとより，安全管理者等の適正配置，宿直及び日直勤務体制の整備など

により労働災害の発生を未然に防止するとともに，異常事態の発生にし，早急に的確な措

置が行えるよう安全衛生管理体制の確立を図る。 

６）公害防止対策関係 

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律等に基づく公害防止統活者等を整備

するとともに関係法令等を遵守し，公害防止体制の確立を図る。 

７）船舶関係 

危険物積載船舶の所有者等は，関係法令を遵守して，海上災害の発生防止に努める。 

 

（２）施設，設備等の点検・整備 

１）危険物施設等 

事業所においては，危険物施設等を常に正常な状態に保持するよう計画的に点検整備を

行い，保安管理に努める。 

特に，経年劣化が考慮される施設や使用方法，条件等により腐蝕，摩耗等による劣化が

予測される設備については，留意するものとする。 

このため，次のような措置を講ずる。 

・検査組織の確立 

・任務と責任の明確化 

・検査計画・基準方法の確立 

・関係部門との緊密な連絡 

・検査記録，報告の徹底 

・検査結果に基づく整備の徹底 

２）防災施設資機材等の点検整備 

事業所においては，防災施設資機材等の検査計画基準方法を定め，有事の際に迅速かつ

有効に使用し得るよう，常に点検整備に努める。 
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なお，とるべき措置については，前述の(1)と同じである。 

 

（３）安全運転管理の徹底 

製造施設等の安全運転の確保を期するため，運転部門は，他の部門特に保全部門との連携

を密にするとともに，日常運転については，次の事項を順守し，管理の徹底を図るものとす

る。 

１）運転に関する規則・基準等の整備 

・運転管理規則 

・運転技術基準 

・運転操作基準 

・標準運転作業基準 

・緊急措置基準 

・その他 

２）オペレーターに関する事項の徹底 

・任務分担の明確化 

・運転に関する知識技術の習熟 

・適切な安全衛生管理 

３）誤操作防止の徹底 

・現場操作とコントロールルームとの操作上の連絡調整 

・コントロールルームにおける遠隔操作状況の確認 

・現場操作の事前確認 

作業指示の伝達，復命及び指呼確認等 

・重要部分の操作に伴う危険防止措置 

ダブルチェック及び立合制度等の採用 

４）運転パトロールの徹底 

・パトロール，点検の徹底 

・記録及び報告の励行 

５）緊急時対策の確立 

・緊急措置マニュアルの整備及び習熟 

・指揮系統の確立と責任の明確化 

・異常現象の即時通報と緊急措置 

 

（４）火気管理の徹底 

事業所は，日常使用する火気等の取扱いについて，従業員等に対し次の順守すべき事項を

規定し，実施の徹底を図り，火災の未然防止に努める。 

１）火気等の使用制限に関すること。 

２）一時的な火気の使用及びその変更などの防火管理者への連絡，承認 

３）火気等の使用時の順守事項 

４）工事等を行う者の順守事項 

５）その他防災上必要な事項 

 

（５）修理等作業時及び運転再開時の安全確保 

事業所は，施設の修理等作業時，及び施設の運転再開時(立上げ時)における事故発生の防

止に努める。 
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１）作業時(協力会社が実施する場合を含む。)の施設の管理者，熟知者による現場指導，監

督の強化 

２）作業時(協力会社が実施する場合を含む。)の作業環境の適時把握 

３）安全確認用測定機器の充実と操作法の習熟 

４）運転再開時(立上げ時)の作業手順書の充実と事前打合せの徹底 

５）運転再開時(立上げ時)の充分な人員の確保 

 

（６）保安パトロールの徹底 

事業所は，次の事項を順守し単独又は共同して危険物施設等の保安パトロールを実施し，

異常現象の早期発見と迅速適切な応急措置を講ずるよう努める。 

１）パトロール計画の整備 

２）点検監視の徹底 

３）記録及び報告の徹底 

 

（７）防災教育の徹底 

事業所における防災体制の確立を図るため，防災関係機関等は単独又は共同して事業所の

従業員(協力会社の作業員を含む。) に対し防災教育を実施する。 

特に事業所においては，教育計画を整備し，単なる安全意識教育にとどまることなく，具

体的に安全行動が身につく体験教育を通じ，現場に定着するよう努める。 

 

（８）相互査察の実施 

各事業所は相互に査察を行い自主保安管理体制の強化を図るよう努める。 
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第３節 港湾災害予防対策 

 

鹿島港の特殊性に鑑み，防災関係機関等は，相互に協力し港湾災害の未然防止に努めるものと

する。 

 

１．鹿島海上保安署 

 

海上災害及び海洋汚染に関する防止対策及び関係者の意識高揚を図るため次の施策を行う。 

 

（１）船舶に対し港則法，海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律，その他海事関係法令の

励行及び指導取締り 

（２）岸壁関係者に対し船舶着岸中の安全を確保するために必要な対策及び設備器材の設置又は

改良の指導 

（３）港内工事作業責任者に対し工事作業及び船舶航行の安全を確保するために必要な対策の指 

   導 

（４）港内関係機関団体と合同で海上防災に関する講習会及び訓練の定期的実施 

 

２．茨城県(港湾管理者) 

 

石油流出に備え，オイルフェンス，油処理剤等を廃油処理場，港湾事務所オイルフェンス格納

庫，南公共埠頭オイルフェンス格納庫等に備蓄するとともに監督船「しおかぜ」1 隻を配備し港

湾災害の未然防止に努める。 

 

３．鹿島地方事務組合消防本部 

 

（１）災害に対処するため鹿島港消防署を設置し，化学車，消防艇，消火薬剤等の特殊装備を充

実し，水陸両面からの予防体制を強化する。 

（２）高潮，浮波等による水害発生を考慮し，関係市とともに水防用資機材等の備蓄に努める。 

（３）事業者については，相互協力体制の確立並びに備蓄資機材等の性能維持及び取り扱いを積

極的に指導する。 

（４）埠頭施設における予防の万全を期するため，消防水利，消防設備，電気ガス等の施設の設

置及び係留船舶のうち危険物等を積載する船舶に対して指導，取締りを行う。 

 

４．事業所 

 

（１）着桟船舶からの油流出防止 

１）タンカーの荷役に際しては，オイルフェンスの展張，防除資機材の配備を完全に行うと

ともに，監視体制を強化し， 石油流出災害の防止に努める。 

２）危険物を積載した巨大船の着桟に際しては，警戒船を配備し，接近する船舶を監視する

とともに流出油の早期発見，早期処理に努める。 

（２）着桟船舶の火災爆発防止 

危険物積載船舶の荷役及び停泊については，鹿島港長の監督，指導等に基づき許可を受け，
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また，危険物等施設を有する岸壁を初めて使用する場合，又は使用基準に変更がある場合は，

あらかじめ港長の承認を得る等，災害発生の防止に努める。 

（３）入出港船舶の衝突による油又は危険物の流出と火災爆発防止 

一般船舶及び危険物積載船舶の入出港に際し，航行時の見張りを確実に励行し，特に港内

での衝突による油又は危険物の流出事故の発生を防止するよう関係船舶への要請に努める。 

 

５．鹿島港災害対策協議会 

 

船舶火災及び流出池等の大規模海上災害の未然防止と被害の拡大を防止するため次の業務を行

う。 

 

（１）防災計画の策定 

（２）防災に必要な施設・器材の整備及び備蓄 

（３）防災に関する技術的事項の調査及び研究 

（４）防災に関する研修及び訓練 

（５）災害時における応援体制の整備 

（６）その他防災に必要な事項 
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第４節 航空機事故による災害予防対策 

 

航空機の墜落事故等により発生するおそれのある特別防災区域にかかる災害の防止対策に努め

るものとする。 

 

１．航空安全確保に関する規制措置 

 

特別防災区域及び鹿島港内港での離着陸(水)及び上空の飛行については，次の規制措置が講じ

られている。 

（１）離着陸(水)の禁止 

（２）最低安全高度(当該航空機を中心として水平距離 600m の範囲内の最も高い障害物の上端か

ら 300mの高度)以下の飛行の禁止 

（３）上記（１），（２）の措置は，航空法(昭和 27年法律第 231号)第 81条の 2(捜索又は救助の

ための特例)，自衛隊法(昭和 29 年法律第 165 号)第 107 条の規定に基づく航空機以外のす

べての航空機について適用する。 

 

２．防災関係機関の措置 

 

（１）国土交通省東京航空局新東京空港事務所 

・規制措置について，各航空会社，自衛隊，在日米軍及びその他の関係機関に対し，周知

徹底を図るとともに，同措置の実施に関する技術的指導を行う。 

・規制措置の実施状況を調査し同措置に違反した場合，又は県及び関係市から通報により

違反事項を確認した場合は，直ちに関係機関に対し通報し，規制措置の厳守を指導する。 

（２）茨城県 

規制措置については，関係市及び事業所に対し，不断の啓発を行うとともに， 警察，消防

等の防災関係機関及び国との連携強化に努める。 

（３）鹿嶋市，神栖市及び鹿島地方事務組合消防本部 

・規制区域及びその隣接地において航空機の運航状況を観察し，違反の疑いのあるものを

発見した場合は，直ちに県及び成田空港事務所(TEL0476-32-6410，0476-32-6422)に通報

する。 

・規制措置については， 事業所に対し，不断の啓発を行うとともに，防災関係機関との連

携強化に努める。 
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  ■航空規制区域図 

 

 

  ■報告様式 
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第５節 気象予警報等の収集伝達 

 

気象予警報，火災警報及び津波警報等の収集・伝達については，防災関係機関等は次に定める

計画によるものとする。 

特に，事業所及びその他の関係団体においては，テレビ，ラジオ等により自主的に情報の収集

に努めるものとする。 

 

１．茨城県 

 

水戸地方気象台から発表伝達される次の注意報警報並びに気象情報，地震情報及び津波情報等

について，鹿嶋市，神栖市及び鹿島地方事務組合消防本部に通知する。 

 

２．日本電信電話株式会社 

 

水戸地方気象台が発表する前記の警報及び気象庁が発表する津波警報を鹿嶋市及び神栖市へ通

知する。ただし，津波警報以外の警報については，標題だけでその内容については通知しない。 

 

３．茨城県警察本部 

 

警察は，水戸地方気象台から通知される前記の警報を鹿嶋市及び神栖市へ通知するほか，気象

庁から関東管区警察局を通じて通報される津波警報を伝達する。 

 

４．鹿島海上保安署 

 

水戸及び銚子地方気象台から気象海象に関する注意報警報を入手し，災害が予想される場合は

電話及び無線系により港内事業所，漁業組合及び船舶に対し災害防止上必要な指示とともに伝達

する。 

 

５．鹿嶋市・神栖市 

 

県等から通知された警報は，各市は速やかに管内の防災関係機関に周知するとともに，防災行

政無線，広報車等を通じ市民に周知する。 

なお，災害により津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができなくなった場合は，

市長は独自に津波警報を発令することができる。 

 

６．鹿島地方事務組合消防本部 

 

（１）県等から注意報・警報等を受けたとき，又は自ら火災警報を発令したときは，鹿嶋市交通

防災課及び神栖市防災安全課に伝達するとともに，防災行政無線及び広報車等により市民

に周知する。 
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（２）警報等の通知を受けたとき，事業所への伝達系統は次の通りとする。 

 

 鹿島地方事務組合消防本部  →  代表事業所  →  各事業所  

 

７．日本放送協会等 

NHK 水戸放送局及び茨城放送は，水戸地方気象台から注意報・警報等の通知を受けたときは，

直ちにその旨を放送する。 
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第６節 防災施設資機材等の整備 

 

防災関係機関等は，災害応急対策に必要な防災施設資機材等の整備強化に努めるものとする。 

 

１．防災関係機関 

 

防災関係機関は，災害が発生した場合，迅速かつ適切な応急対策を講じうるよう防災資機材等

の整備強化を図るとともに，その状況を常に把握し相互協力により，効果的な防災活動の実施に

努める。 

 

２．特定事業所 

 

特定事業所は，法令に定める基準により流出油等防止堤，消火用屋外給水施設及び非常通報設

備を設置し，大型化学消防車，大型高所放水車，泡原液搬送車及びその他の防災資機材等の整備，

充実を図るとともに，相互協力により効果的な防災活動が実施できるよう努めるものとする。 

 

３．防災相互通信用無線局の整備 

 

災害応急対策を円滑に実施するため，防災関係機関等は，防災相互通信用無線局の整備に努め

るものとする。 
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第７節 防災教育及び防災訓練の実施 

 

防災関係機関等は，単独又は共同して災害未然防止に関する必要な知識，技術を修得し，災害

時に迅速かつ的確な防災活動が実施できるよう計画的に防災教育及び防災訓練を実施するものと

する。 

特に，特定事業者は，その自衛防災組織が当該事業所の総合的防災組織であるとの認識に基づ

き事業所及び地域の実情を踏まえた防災の教育計画及び訓練計画を整備し，その実施を推進する

ものとする。 

 

１．防災教育 

 

（１）関東東北産業保安監督部 

電気，ガス等に関する安全教育 

 

（２）茨城労働局 

安全衛生に関する教育 

 

（３）鹿島海上保安署 

１）船舶の安全運航教育 

２）海事関係法令の遵守教育 

３）海上災害防止に関する教育 

 

（４）茨城県・鹿嶋市・神栖市 

危険物，高圧ガス，毒物劇物に関する安全教育 

 

（５）鹿島地方事務組合消防本部 

 

１）自衛防災組織及び共同防災組織の活動に関する教育 

２）防災要員に対する防災教育 

３）危険物に関する安全教育 

 

（６）事業所 

 

事業所は，従業員等に対する防災教育の重要性を十分認識し積極的に教育時間を確保する

とともに，教育対象者別に教育内容，実施方法のほか，評価及び記録の活用等を盛り込んだ

計画を作成しその実施の推進を図る。 

特に，教育内容は，危険物等の特性及びその取扱い方法等の一般的基礎知識，プラントの

各種操作基準に関する安全知識，運転に関する異常の監視とその具体的措置，ミスオペレー

ション防止のための安全就労，防災及び消火方法等を事業所の実態に即して計画する。 

また，下請事業所についても同様に徹底して行う。 
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２．防災訓練 

 

（１）訓練の種類 

１）実地訓練 

２）図上訓練 

 

（２）訓練種目 

１）情報収集・伝達訓練 

２）避難救助訓練 

３）資機材調達訓練 

４）危険物等の火災・爆発防御訓練 

５）タンカー火災防御訓練 

６）有毒ガス漏洩除害訓練 

７）流出油処理訓練 

８）その他必要な訓練 

 

（３）訓練の実施区分 

１）単独防災訓練 

防災関係機関等は，単独で定期的あるいは随時実施する。 

２）総合防災訓練 

防災関係機関等は，共同で定期的あるいは随時実施する。 

 

（４）防災協議会の防災訓練 

１）高松防災協，東部保対協及び西部保対協 

消防本部及び構成事業所等が共同して，当該協議会が定める想定訓練計画に基づき，総

合防災訓練を実施する。 

２）港災協 

鹿島海上保安署，消防本部及び構成事業所等が共同して，毎年海上災害を想定した総合

防災訓練を実施する。 
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第８節 防災に関する調査研究 

 

特別防災区域に係る実態を調査するとともに，災害防止に関する各種の調査研究を行うものと

する。 

 

１． 実態調査 

 

（１）実施方法 

防災関係機関は，単独に又は共同して「石油コンビナート防災診断項目」(昭和 51年 11月

1日，消防庁作成)等を準用し調査する。 

なお，必要に応じて立入調査を行う。 

 

（２）主な調査項目 

１）立地条件 

２）安全設計 

３）運転管理 

４）保安管理 

５）その他防災上必要な事項 

 

２． 防災上の調査研究 

 

（１）実施方法 

１）防災関係機関等は，単独又は共同して防災に関する調査研究を行う。 

２）防災本部は，防災に関する調査研究を実施するとともに，必要と認めるときは，専門員

により調査研究を行う。 

 

（２）調査研究の報告 

防災関係機関等は，調査研究結果をまとめたときは，防災本部に報告する。 

 

（３）主な調査研究 

１）石油及び高圧ガス等の製造，貯蔵及び取扱いに係る施設，設備の技術上の安全に関する

こと。 

２）火災，爆発，有害ガスの漏洩及び石油等の流出による災害の防止に関すること。 

３）災害の想定に関すること。 

４）災害の原因に関すること。 

５）火災，爆発等の災害防御技術に関すること。 

６）その他必要と認める事項。 



 

 

 

 

 

 

 

 

第 3章   危険物等災害応急対策計画 
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第１節 動員計画 

 

特別防災区域に係る災害が発生し，又は発生するおそれがある場合，防災関係機関等は，相互

に協力して一体的防災体制を確立し，応急対策活動の万全を期するものとする。 

 

１． 動員計画 

 

（１）防災体制の区分 

災害応急対策の実施体制を災害の規模，態様に応じ，次の通り段階的に区分する。 

１）第一次防災体制 

特定事業所の自衛防災組織(共同防災組織を含む。)及び所轄消防署又は鹿島海上保安署

の防災力で防御し得る程度の災害に対処する体制 

２）第二次防災体制 

第一次防災体制に加え，鹿島地方事務組合本部の全消防署及び相互応援協定に基づく事

業所応援隊等の防災力で防御し得る程度の災害に対処する体制 

３）総合防災体制 

第二次防災体制によっても防御困難なため，国，県，近隣市をはじめ各防災関係機関・

団体，事業所等の総力を挙げて防御しなければならないような災害に対処する体制 

 

（２）茨城県防災本部会議の開催 

１）防災本部員の招集 

防災本部長は，災害の状況により必要と認めるときは，防災本部員を招集し防災本部会

議を開催する。 

２）防災本部の庶務 

防災本部の庶務は，茨城県生活環境部防災・危機管理課が行う。 

３）関係課連絡員の招集 

防災本部長は，災害の規模や内容に応じて県の関係課連絡員を招集するものとする。 
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（３）現地防災本部 

法第 29条の規定に基づく茨城県石油コンビナート等現地防災本部(以下，「現地防災本部」

という。)の設置は次による。 

１）設置基準 

特別防災区域に係る災害が発生し，又は発生するおそれがある場合に，緊急かつ統一的

な防災活動を実施するため，現地防災本部の設置を本部長が認めたとき。 

２）設置者 

本部長 

３）設置手続 

①本部長は，本部員のうちから現地防災本部長及び現地防災本部員を指名し招集する。 

②本部長は，指名外の本部員及び発災事業所に対し，現地防災本部を設置した旨を連絡 

する。 

４）設置場所 

本部長は，現地防災本部を鹿嶋市及び神栖市もしくは，応急対策上適当と認めた場所に

設置する。 

５）組織 

現地防災本部長及び現地防災本部員をもって組織する。 

①現地防災本部長 

本部長は，特別防災区域を管轄する鹿嶋市長又は神栖市長のうちから現地防災本部長を

指名する。 

②現地防災本部員 

本部長は，原則として次の本部員のうちから現地防災本部員を指名する。 

・鹿島海上保安署長 

・茨城県警察本部長 

・茨城県生活環境部危機管理監 

・茨城県土木部長 

・鹿嶋市長又は神栖市長 

・鹿島地方事務組合消防本部消防長 

・三菱化学株式会社鹿島事業所長 

６）所掌事務 

①災害に関する情報の収集及び伝達 

②防災関係機関等が実施する災害応急対策及び災害復旧に関する連絡調整 

③防災本部に対する報告及び連絡 

④その他本部長から特に指示された事項 
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７）連絡員及び派遣員 

①連絡員 

・現地防災本部員は，その業務を補佐させるため，自機関の職員を連絡員として現地防

災本部に同行させることができる。 

・連絡員は，災害及び自機関の応急措置等に関する情報を把握し，自機関の現地防災本

部員に報告する。 

・連絡員は，現地防災本部の調整事項，防災関係機関等の応急措置，現地防災本部員の

指示事項等を自機関に連絡する。 

②派遣員 

・現地防災本部長は，災害状況等について必要があるときは，発災事業所及び隣接事業

所等に対し従業員の派遣(以下，「派遣員」という。)を要請する。 

・派遣員は，現地防災本部に対し災害状況等を報告する。 

・派遣員は，現地防災本部の調整事項，防災関係機関等の応急措置等を自事業所に連絡

する。 

・事業所は，現地防災本部長から要請があった時，速やかに派遣員を派遣できるようあ

らかじめ指名しておくものとする。 

８）現地防災本部の庶務の補助 

現地防災本部の庶務の補助は，現地防災本部を設置した市職員が行うものとする。 

主な事務は次の通りである。 

①現地防災本部室の設営 

②災害に関する情報の収集・伝達及び記録並びにその印刷・配布 

③防災本部への報告 

④防災本部及び関係機関との連絡調整 

⑤報道機関に対する情報の提供 

⑥その他 

９）現地防災本部の廃止 

①本部長は，現地防災本部長の意見を聴き，災害の状況等からみて現地防災本部設置の必

要がないと認めたときは，防災本部会議に諮り現地防災本部を廃止する。 

②本部長は，現地防災本部を廃止したときは，現地防災本部長，現地防災本部員及び発災

事業所に対しその旨を通知する。 

 

（４）防災関係機関等の動員 

災害時においては，防災関係機関等は，それぞれの動員計画に基づき，業務に関する応急

対策が迅速適切に行われるよう要員を招集し配備する。 
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第２節 災害情報対策 

 

防災関係機関及び特定事業所等は，災害応急対策を迅速，的確に実施するため，円滑な情報の

収集・伝達に努めるものとする。 

 

１． 異常現象の通報 

 

（１）通報の義務 

１）特定事業所を統括管理する者は，当該事業所及び当該事業所のパースに係留中の船舶に

おける異常現象の発生について通報を受け，又は自ら発見したときは，消防本部に直ち

に 119番通報しなければならない。 

なお，異常現象とは，出火・爆発・石油等の漏洩，装置等の破損，暴走反応等を言い，

その範囲は，次の通りである。 

①出火 

人の意図に反して発生しもしくは拡大し，又は放火により発生して消火の必要がある燃

焼現象であって，これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果があるものの利

用を必要とするもの 

②爆発 

施設，設備等の破損が伴うもの 

③漏洩 

危険物，指定可燃物，高圧ガス，可燃性ガス，毒物，劇物，その他有害な物質の漏洩。

ただし，次に掲げる少量の漏洩で泡散布，散水，回収，除去等の保安上の措置を必要とし

ない程度のものを除く。 

・製造，貯蔵，入出荷，用役等の用に供する施設もしくは設備又はこれらに付属する設

備(以下，「製造等施設設備」という。)に係る温度，圧力，流量等の異常な状態に対し，

正常状態への復帰のために行う製造等施設設備の正常な作動又は操作によるもの 

・発見時に既に漏洩が停止しているもの又は製造等施設設備の正常な作動もしくは操作

により漏洩が直ちに停止したもの 

④破損 

製造等施設設備の破壊，破裂，損傷等の破損であって製造，貯蔵，入出荷，用役等の機

能の維持，継続に支障を生じ，出火，爆発，漏洩等を防止するため，直ちに修復，使用停

止等緊急の措置を必要とするもの 

⑤暴走反応等 

製造等施設設備に係る温度，圧力，流量等の異常現象で通常の制御装置の作動又は操作

によっても制御不能なもの等，上記アからエに掲げる現象の発生を防止するため，直ちに

緊急の保安上の措置を必要とするもの 

２）鹿島地方事務組合消防本部消防長は，前項の通報を受けた場合は，その旨を次頁に示す

防災関係機関に対し直ちに通報するものとする。 
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（２）通報の内容 

通報の内容は，具体的かつ簡潔にし，発災時の状況が不明のときは，知り得た情報を直ち

に通報する。 

１）発災事業所名 

２）発災場所 

３）発災時時刻 

４）異常現象等の状況 

①異常現象の種類  ②施設，機器の名称  ③物質の種類 

④毒性の有無    ⑤被害の状況 

５）自衛防災組織の応急措置 

 

（３）特別防災区域にかかる海上災害については，鹿島海上保安署長は下図に示す防災関係機関

に対し直ちに通報する。 

   

■海上災害通報連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

※資料編 

 毒性ガス施設事故通報・記録用紙 

 毒性ガス漏洩事故発生時の通報系統図 
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２． 災害情報の収集・伝達 

 

（１）防災関係機関及び特定事業所等が行う災害情報の収集・伝達の系統は次頁に示す通りとす 

   る。 

 

（２）鹿島臨海地区石油コンビナート等特別防災区域無線連絡協議会防災相互通信用無線局(以下，

「特災無線協無線局」という。)の利用。 

特災無線協無線局を設置している防災関係機関等は，災害が発生し，又は発生のおそれが

ある場合は，特災無線協無線局を利用し，災害情報連絡の迅速・円滑化を図るものとする。 

 

（３）ヘリコプター(茨城県防災ヘリコプター，県警ヘリコプター等)による上空からの災害情報

収集を必要に応じ実施する。 

 

（４）県及び市は，災害時の大気性状及び気象状況について，大気常時監視局からのデータ等の

情報収集を行い，必要に応じ防災本部に状況を報告する。 

 

３． 災害応急措置の概要等の報告 

 

（１）防災関係機関等の報告 

１）概況報告 

災害の発生及びその経過に応じて，鹿島地方事務組合管理者又は鹿島海上保安署長は，

様式の項目について，その他の応急措置を実施した防災関係機関の長及び特定事業者は，

様式の項目について，電話等により防災本部(現地防災本部が設置されている場合は現地防

災本部)に逐次報告する。 

２）最終報告 

鹿島地方事務組合管理者又は鹿島海上保安署長，その他の応急措置を実施した防災関係

機関の長，異常現象の通報をした特定事業者は,それぞれ所定の様式により，応急措置が終

了した後，10日以内に文書で防災本部に報告する。 
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第３節 通信対策 

 

防災関係機関等は，災害時において電話が途絶し，又は利用することが著しく困難になった場

合及び災害地の現場活動においては，次により通信を確保し，円滑な情報連絡を行うものとする。 

 

１． 非常緊急電話の利用 

 

（１）電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 8 条の規定に基づく市外通話は，他の市外通話

に優先して接続されるので，事業所(又は一般人)が利用するときは，102 番をダイヤルし

て通話を申込むものとする。 

また，防災関係機関においては，あらかじめ非常・緊急電話を登録しておくものとする。 

なお，鹿嶋市，神栖市に所在する機関が利用するときは，0299-63-1740をダイヤルし，通

話を申込むものとする。 

 

（２）防災関係機関等は，他の機関が設置又は管理する私設有線設備を利用することができるの

で，必要とするときは利用手続き等についてこれらの機関とあらかじめ協議しておくもの

とする。 

 

２． 無線局の利用 

 

（１）非常無線通信 

電波法(昭和 25 年法律第 131 号)第 52 条第 4 号の非常通信が行なわれる場合は，防災関係

機関等は他の機関等が設置又は管理する無線局を利用することができるので，必要とすると

きはあらかじめこれらの機関等と協議しておくものとする。 

 

（２）防災相互通信用無線局 

防災関係機関等は，災害時における応急対策活動を共同して円滑に実施できるよう防災相

互通信用無線局の利用に努める。 

この際，各機関等が同一周波数 158.35MHz を使用するので，混信を防ぐため，鹿島地方事

務組合消防本部，鹿島海上保安署及び現地防災本部が災害の状況に応じその都度協議して通

信を統制する。 
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第４節 広報対策 

 

災害が発生し，又は発生するおそれがある場合，住民の心身の安定を図るため必要な広報活動

を行うものとする。 

 

１．実施機関 

 

（１）防災本部 

（２）鹿島海上保安署 

（３）茨城県警察本部 

（４）鹿嶋市 

（５）神栖市 

（６）鹿島地方事務組合消防本部 

（７）事業所 

（８）防災協議会 

 

２．広報の内容 

 

（１）災害の状況 

（２）住民のとるべき措置及び心得 

（３）避難の勧告，指示及び避難場所 

（４）災害応急対策の実施状況 

（５）その他必要な事項 

 

３．広報の方法及び防災関係機関等の措置 

 

防災関係機関等は，広報車，防災行政無線及び県防災ヘリコプターの利用並びに報道機関の協

力を得てテレビ，ラジオ，新聞等の広報媒体を活用し，迅速かつ適切に広報する。 

 

（１）防災本部 

１）報道機関へ協力要請 

災害の状況及び応急対策等に関する情報について，県政記者クラブを通じて報道機関へ

提供し，広報について協力を要請する。 

２）広報の調整 

防災関係機関等が実施する広報に関する調整を行う。 

 

（２）鹿島海上保安署 

災害情報に基づき，電話，無線系及び巡視船艇の拡声器により港内事業所，船舶，一般人

に対し災害状況の伝達，避難勧告，応急対策，その他必要な指導の広報活動を行う。 

 

（３）茨城県警察本部 

災害の状況及び避難措置，犯罪予防，交通規制その他警察措置に関する事項について広報
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を行う。 

 

（４）鹿嶋市，神栖市及び鹿島地方事務組合消防本部 

市及び消防本部は，防災関係機関と相互に連絡を密にし，住民に対して広報車，防災行政

無線等により迅速かつ，適切に必要な広報を行うとともに，発災事業所及び関係事業所が実

施する広報について必要がある場合は指示を行う。また，必要な場合には，県防災航空隊に

応援を要請する。 

 

（５）事業所 

１）東部地区 

①住民広報は，発災事業所及び応援センター制により行う。 

②発災事業所は，有毒・可燃性ガスの漏洩により，住民の緊急避難を要するときは，防災

関係機関に必要かつ，正確な情報を迅速に通報するとともに密接な連携を通り，適切な

広報を行う。 

③発災事業所からの要請で駆けつけた各事業所の応援駆けつけ者は広報の応援を行う。 

④応援センター制による広報は，広報エリア及び広報ルートにしたがい行う。 

２）高松地区及び西部地区 

発災事業所の広報車等により住民に対して広報を行う。 
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第５節 避難対策 

 

災害が発生し，又は発生するおそれがある場合に，防災関係機関等は，住民及び従業員の安全

確保を図るため必要な避難措置を講ずるものとする。 

 

１．実施機関 

 

（１）鹿島海上保安署 

（２）茨城県警察本部 

（３）鹿嶋市 

（４）神栖市 

（５）鹿烏地方事務組合消防本部 

（６）事業所 

 

２．避難の勧告又は指示 

 

（１）勧告又は指示の基準 

特別防災区域に係る災害発生時の避難のための勧告及び指示の基準は，原則として次の事

象において，住民の生命及び身体を保護するために必要と認めた場合とする。 

１）石油等の流出，可燃性ガスの漏洩及び機器等の異常圧力上昇により火災又は爆発の危険

が生じた場合，又はそのおそれのある場合 

２）毒性ガスが漏洩した場合，又はそのおそれがある場合 

 

（２）分担 

１）市は，災害が発生し,又は発生するおそれがある場合は，速やかに住民に対し避難の勧告

又は指示を行う。 

２）警察官は，市から要求があったとき，あるいは，市が勧告及び指示することができない

と認めるときは，住民その他の関係者に対し避難のための立退きを指示する。 

３）海上保安官は，海上において人命保護のため必要があるとき，あるいは，市から要求が

あったとき，もしくは市が避難の勧告及び指示することができないと認めるときは，船

舶乗組員及び住民等に対し避難の勧告又は指示を行う。 

４）事業者は，従業員等の生命及び身体を保護するため必要と認めるときは，自主的に避難

の措置を講ずる。 

 

（３）避難の勧告又は指示後の措置 

１）市は，避難の勧告又は指示をしたとき，もしくは警察官，海上保安官から避難の勧告又

は指示をした旨の連絡を受けたときは，防災本部長又は現地防災本部長に報告する。 

２）事業者は，従業員等の避難を実施したときは，速やかに市に報告する。 

 

（４）伝達方法 

１）警鐘，サイレン等 

２）広報無線 
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３）自転車，バイク及び広報車等 

４）テレビ，ラジオ等 

５）ヘリコプター，船舶等 

 

（５）避難勧告文又は指示文 

避難勧告文又は指示文の基本的事項は，次に留意して平常時から作成しておくものとする。 

１）事故発生場所 

○○市○○番地○○工場 

２）避難の理由 

３）避難区域 

○○市○○ 

４）避難所 

○○市の○○公園あるいは○○小学校等 

５）避難に際しての注意事項 

①使用火気の閉栓を確認すること。 

②窓・出入口の戸締りを確認すること。 

③持出品は最小限にすること。 

（例えば非常持出袋など） 

④避難は，警察官,消防職団員,市職員の指示に従うこと。 

⑤その他 

 

３．避難誘導 

 

（１）避難誘導は，市職員もしくは消防職員，警察官，その他指示権者の命を受けた職員が行う。 

（２）避難経路には，原則として，警察官又は市職員を配置し，避難所までの誘導を確実に行う。 

 

４．避難所の管理 

 

避難所内の混乱を防止し，安全かつ適切なる管理を図るため，避難所には市職員を配置する。 

 

（１）避難所の安全管理上適当な収容人員の把握に努め，収容能力からみて危険があると判断し

たときは，速やかに適切な措置を講ずる。 

（２）危険を及ぼすおそれのある物品等の搬入を阻止するほか，混乱の原因となる行為を制止す

る等，避難所内の秩序の維持に努める。 

（３）災害発生状況，風向き，周囲の状況その他万一危険が迫った場合の再避難経路について常

に情報を収集し，把握に努める。 

（４）避難所内に傷病人がいることを認めた場合には，速やかに適切な措置を講ずる。 

（５）避難所内又は周囲に防御可能と考えられる火災等が生じたときは，避難者に協力を求め，

安全を確保する。 

（６）給食，給水その他当面必要とされる物質の配給等に当っては迅速かつ，適切な処置を行い，

収容者の不平不満のないように努める。 

※資料編 

 毒性ガス漏洩事故時の避難勧告文の標準文例 

 可燃性ガス漏洩事故時の避難勧告文の標準文例 
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第６節 救急搬送対策 

 

防災関係機関等は，災害による傷病者を速やかに医療機関に救急搬送するものとする。 

 

１．救急情報の連絡 

 

（１）発災事業所は，火災，爆発，有毒ガスの漏洩等により傷病者が発生し，事業所で措置でき

ない場合は，直ちに消防本部へ通報する。 

（２）消防本部は，所轄消防署に救急隊の出動を指令する。 

（３）消防本部は，救急病院等の受入状況を速やかに把握し，救急隊に連絡する。 

（４）事業所は，独自に救急搬送を実施した場合は，その旨を消防本部へ報告する。 

（５）消防本部は，救急搬送の実施状況を速やかに防災本部へ報告する。 

 

２．救急出動体制 

 

（１）消防本部救急隊の出動は，消防計画の定めによる。 

（２）消防長は，災害の状況により他の事業所救急隊に，また必要に応じ県防災ヘリコプターに

出動を要請する。 

（３）救急出動体制の基準は次の通りとする。 
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第７節 医療救護対策 

 

防災関係機関は，災害による傷病者に対して速やかに医療救護を行うものとする。 

 

１．実施機関 

 

（１）茨城県 

（２）鹿嶋市 

（３）神栖市 

（４）日本赤十字社茨城県支部 

（５）事業所 

 

２．実施機関の措置 

 

（１）茨城県，日本赤十字社茨城県支部 

茨城県地域防災計画（地震災害対策計画編）に準じて実施するものとする。 

（２）鹿嶋市 

  鹿嶋市地域防災計画（地震災害対策計画編）に準じて実施するものとする。 

（３）事業所 

１）傷病者に対し，適切な応急処置を行う。 

２）多数の傷病者が発生し応急措置に長時間を要する場合，又は医療機関への収容が困難な

場合は現場応急救護所を設置し，適切な措置を講ずる。 
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第８節 公害防止対策 

 

公害防止関係機関は，日頃より環境汚染等に対する監視，指導に努めるとともに，災害発生時

には災害に伴う環境汚染の拡大防止を図るものとする。 

 

１．実施機関 

 

（１）茨城県 

（２）鹿嶋市 

（３）神栖市 

（４）事業所 

 

２．実施機関の措置 

 

（１）茨域県 

・災害発生により環境汚染等が発生するおそれがあるときは，事業所に対し，公害防止対

策を行うよう指導する。 

・災害発生による環境汚染等が起こらないよう公害監視体制の強化を図る。 

・災害による環境汚染が発生したときに，事業所を指導し，環境汚染等の拡大防止を図る。 

 

（２）鹿嶋市及び神栖市 

・災害発生により環境汚染等が発生するおそれがあるときは，現地へ係員を派遣し状況の

把握に努めるとともに，県へ報告する。 

・災害による環境汚染等が発生したときには，県と連携を通りながら，事業所を指導し，

環境汚染等の拡大防止を図る。 

 

（３）事業所 

・災害発生に伴って流出した有害物及び油等が公共用水域等に流入及び地下浸透しないよ

う適切な措置を講ずる。 

・消火薬剤等が公共用水域に流出したときは，直ちに拡散防止の措置を講ずる。 

・環境汚染等が発生したときは，その範囲及び被害の調査を行うとともに，その結果を県

及び関係市に報告する。 
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第９節 防災資機材等調達対策 

 

災害の状況によっては，防災資機材等を多量に必要とするので，迅速に調達できるよう対策を

講ずるものとする。 

 

１．実施機関 

 

（１）鹿島海上保安署 

（２）自衛隊 

（３）茨城県，鹿嶋市，神栖市 

（４）鹿島地方事務組合消防本部 

（５）事業所 

（６）防災協議会 

 

２．調達先 

 

防災関係機関等は，あらかじめ関係機関，団体，事業所等の保有する防災資機材等の種類及び

数量等を常に把握し，調達先を明確にしておくものとする。 

 

３．調達方法 

 

（１）調達手続 

防災資機材等を調達する場合は，調達先に対し次の事項を明らかにして行う。 

１）災害の状況及び調達理由 

２）防災資機材等の種類及び数量 

３）輸送方法 

４）その他必要事項 

 

（２）輸送方法 

防災資機材等の緊急輸送は，原則として発災事業所又は防災資機材等の不足をきたした機

関が行うものとし，これが不可能又は著しく困難な場合は，調達先に依頼するほか次の方法

により行う。 

ただし，発災事業所が広域共同防災組織を構成する特定事業所であり，浮き屋根式屋外貯

蔵タンクの全面火災が発生もしくは拡大が懸念され，大容量泡放射システムの搬送が必要な

場合には，当該輸送計画に基づく方法も行う。 

１）陸上輸送 

①防災関係機関等の車両 

②運送業者の車両 

③災害派遣要請による自衛隊の車両 

２）海上輸送 

①海上運送業者の船舶 

②海上保安庁の巡視船艇 
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③災害派遣要請による自衛隊の船舶 

３）航空輸送 

①災害派遣要請による自衛隊の航空機 

②県防災ヘリコプター 
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第１０節 災害警備対策 

 

災害が発生し，又は発生するおそれがある場合に，特別防災区域及びその周辺における公共の

安全と心身の安定を図るため，防災関係機関等は相互に協力し，次の措置を講ずるものとする。 

 

１．実施機関 

 

（１）鹿島海上保安署 

（２）茨城県警察本部 

（３）鹿嶋市 

（４）神栖市 

（５）鹿島地方事務組合消防本部 

 

２．実施機関の措置 

 

（１）鹿嶋市及び神栖市 

市は，災害が発生し，又は発生するおそれがある場合に必要があるときは，自ら又は警察

官もしくは海上保安官に要求して警戒区域を設定する。 

（２）茨城県警察本部 

警察官は，市から要求があったとき，もしくは，市が警戒区域を設定できないと認めると

きは，自ら警戒区域を設定する。この場合は，警察官は直ちに市に通知する。 

（３）鹿島海上保安署 

海上保安官は，市から要求があったとき，もしくは，市が警戒区域を設定できないと認め

るときは，自ら警戒区域を設定する。この場合，海上保安官は直ちに市に通知する。 

（４）鹿島地方事務組合消防本部 

防御活動を円滑に実施するため災害の規模，態様等に応じ，警戒区域を設定する。 

 

３．警戒区域の設定基準 

 

災害が発生し，又は発生するおそれがある場合に，住民，従業員及び船舶乗組員の生命又は身

体に対する危険防止のため，特別防災区域及びその周辺地域並びに周辺海域において警戒区域を

設定する必要があると認めるとき。 
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第１１節 自衛隊の災害派遣要請 

 

地震災害対策計画編第３章第３節１「自衛隊派遣要請・受入体制の確保」の定めるところに

よる。 
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第１２節 二次災害の防止 

 

地震による危険物等災害を最小限にとどめるためには，危険物等施設の被害程度を速やかに把

握し，二次災害を防止するための応急措置を講じて施設の被害を最小限にとどめ，施設の従業員

や周辺住民に対する危害防止を図るために，関係機関は相互に協力し，総合的な被害軽減対策を

確立するものとする。 

本市南東部に位置する鹿島臨海地区石油コンビナート等特別防災区域については，本地域防災

計画とは別に，茨城県石油コンビナート等防災本部による「茨城県石油コンビナート等防災計画」

が確立されている。したがって，災害時には，同計画に基づく万全の応急対策が実施されると考

えられるが，情報連絡体制をはじめとして，茨城県石油コンビナート等防災本部及び域内特定事

業所の防災組織との連携を強固なものとし，危険物に起因する二次災害の防止を図る。 

 

１．地震発生時の初動 

 

（１）被害状況の緊急点検 

地震による危険物等施設の損壊を早期に発見することは，その後の二次災害を防止あるい

は軽減するために極めて重要なポイントである。したがって，危険物等取扱事業所は，地震

が発生した場合，被害状況を緊急に点検する。 

（２）連絡体制の確保 

地震により危険物等施設が損傷した場合，危険物等の流出等二次災害の発生する恐れがあ

るため，これらの事故に対する対策に万全を期するため，危険物等取扱事業所は，直ちに他

事業所や防災関係機関との情報連絡体制を確保する。 

 

２．危険物等流出対策 

 

地震により危険物等施設が損傷し，河川，海域等に大量の危険物等が流出又は漏洩した場合は，

市，県，並びに危険物等取扱事業所は次の対策を講じ，迅速かつ適切にその被害の防止に努める。 

（１）流出対策の連携 

危険物等取扱事業所は，地震等により危険物等流出事故が発生した場合，速やかにその状

況を把握し，市，県，海上保安機関等に通報するとともに，防災関係機関，隣接事業所とそ

れぞれの対策等について相互に密接な連携を図り，応急措置を迅速かつ的確に行う。 

（２）危険物等取扱事業所の自衛対策 

危険物等取扱事業所は，危険物等が大量に流出した場合には拡散を防止するため，あらか

じめ定めた防災マニュアルに基づき，迅速に危険物等の作業の停止，施設等の緊急停止，オ

イルフェンスの展張等の自衛措置を実施するとともに，化学処理材等により処理する。 

（３）県への報告 

市は，危険物等取扱事業所から危険物等流出の連絡を受けた場合には，速やかに被害状況

を調査し，その結果を県に報告する。報告を受けた県は，防災関係機関と連携を図り，速や

かに応急処置を実施する。 

（４）近隣住民に対する広報 

地震等により危険物等流出事故が発生した場合，近隣住民の安全を図るため次により広報
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活動を実施する。 

①危険物等取扱事業所 

危険物等取扱事業所は，広報車，拡声器等を利用し，迅速かつ的確に広報するとともに

市，県，防災関係機関に必要な広報を依頼するものとする。 

②市 

市は，広報車，防災行政無線等により災害の状況や避難の必要性等の広報を行うととも

に，県及び報道機関の協力を得て周知を図る。 

 

３．石油類等危険物施設の安全確保  

 

（１）事業所における応急処置の実施 

地震による被害が発生した場合，危険物施設の管理者は各危険物施設の災害マニュアルな

どに基づく応急処置を適正かつ速やかに実施する。また，被害状況等については消防，警察

等防災関係機関に速やかに報告する。 

（２）被害の把握と応急措置 

市は，管轄範囲の危険物施設の被害の有無を確認し，被害が生じている場合は，消火・救

助等の措置を講じる。また，被害状況を県に対して報告し，自地域のみでは十分な対応が困

難な場合には応援を要請する。 

 

４．高圧ガス及び火薬類取扱施設の安全確保 

 

高圧ガス取扱事業所，液化石油ガス販売事業者及び火薬類取扱事業所は，地震発生後，緊急に

行う高圧ガス設備等の点検や応急措置について定めた防災マニュアルに基づき適切な処置を行う。 

 

５．毒劇物取扱施設の安全確保 

（１）施設の調査 

毒劇物取扱施設の管理者は，毒物又は劇物のタンク及び配管に異常がないかどうかの点検

を行う。 

施設外への毒物又は劇物の流出等をおこす恐れがある場合，又は流出等をおこした場合に

は，直ちに応急措置を講ずるとともに，保健所，警察署又は消防機関に連絡し，併せて市に

連絡する。 

 

（２）施設付近の状況調査及び住民の避難誘導 

市は，毒物又は劇物の流出等の届出を受けた場合には，速やかに施設付近の状況を調査し，

県に報告する。 

また，市は，警察署，消防機関と協力のうえで住民への広報活動及び避難誘導を行う。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

第４章   災害復旧・復興対策計画 
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第1節 災害復旧 

 

防災関係機関は，被災した公共施設の原形復旧にあわせて，災害の再発を防止するため必要な

施設の新設及び改良等の措置を講じ，早期復旧を図るものとする。 

 

１．災害復旧事業実施体制 

 

国の所管に係る公共土木施設については，国が災害復旧事業を実施しその他の公共土木施設災

害で公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和 26 年法律第 97 号)の適用を受けるものについ

ては，当該災害復旧事業として実施し，同法の適用を受けないものについては茨城県及び関係市

が行う。なお，通信・電力施設の復旧についてはそれぞれの公共機関が実施する。 

 

２．公共施設別災害復旧対策 

 

（１）道路等 

関東地方整備局常陸河川国道事務所，茨城県潮来土木事務所及び関係市は，所管に係る道

路，橋梁等で特別防災区域に係る災害復旧及び産業活動等に重大な影響を及ぼす路線につい

ては， 速やかに応急工事を施工し，道路機能の早期回復を図るとともに本工事の実施を推進

する。 

 

（２）港湾施設 

関東地方整備局鹿島港湾空港整備事務所，鹿島海上保安署及び茨城県鹿島港湾事務所は，

所管に係る港湾施設が被災しその機能を失った場合は，速やかに応急復旧を図るとともに本

工事の実施を推進する。 

 

（３）下水道施設 

茨城県鹿島下水道事務所は，下水道施設が被災し特別防災区域に係る災害復旧及び産業活

動等に重大な影響を及ぼす場合は，速やかに応急復旧を図るとともに本工事の実施を推進す

る。 

 

（４）上水道及び工業用水道施設 

茨城県企業局鹿行水道事務所及び鰐川浄水場は，県営の上水道及び工業用水道施設が被災

した場合は.速やかに応急復旧を図るとともに本工事の実施を推進する。 

 

（５）公害監視施設 

茨城県は，所管する公害監視施設が被災した場合は，速やかに応急復旧を図るとともに本

工事の実施を推進する。 

 

（６）電力施設 

東京電力(株)茨城支店は，災害応急対策及びプラントの保安電力確保のため応急復旧を図る

とともに本工事の実施を推進する。 
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（７）通信施設 

東日本電信電話(株)茨城支店は，通信途絶の解消及び重要通信の確保に留意し，災害の状況，

電気通信設備の被害状況並びにそれらの重要度を勘案のうえ応急復旧を行うとともに本工事

の実施を推進する。 

 

（８）その他の公共施設 

市民生活及び産業活動に重大な影響を及ぼすその他の公共施設についても災害復旧の実施

責任者は総力をあげて復旧にあたる。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

第５章   原子力災害対策計画 
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第１節 計画の目的 

 

 この計画は「災害対策基本法」（昭和 36 年法律第 223 号）及び「原子力災害対策特別措置法」

（平成 11年法律第 156号。以下，「原災法」という。）に基づき，原子力事業者の原子炉の運転等

（加工，原子炉，貯蔵，再処理，廃棄，使用（保安規定を定める施設））により放射性物質又は放

射線が異常な水準で事業所外へ放出されることによる原子力災害の発生及び拡大を防止し，原子

力災害の復旧を図るために必要な防災対策に関し，国（指定地方行政機関を含む。），県，市町村，

指定公共機関及び指定地方公共機関等の防災関係機関が，必要な体制を確立するとともに，防災

に関してとるべき措置を定め，そのもてる機能を有効に発揮して，総合的かつ計画的な原子力防

災事務又は業務の遂行により，住民の安全を図ることを目的とする。 

 また，放射性物質の事業所外運搬中において放射性物質又は放射線が異常な水準で輸送容器外

へ放出されることによる原子力災害に関しては，「茨城県地域防災計画」の「危険物等災害対策計

画」により対応するものとする。 

 この計画の専門的・技術的事項については，原子力規制委員会（旧原子力安全委員会）が定め

た「原子力施設等の防災対策について」（以下，「原子力防災指針」という。）を十分尊重するもの

とする。 

 なお，この計画は，「鹿嶋市地域防災計画」の「危険物等災害対策編（原子力災害対応）」とし

て定めるものであり，この計画に定めのない事項については，「茨城県地域防災計画（原子力災害

対策計画編）」に準拠するものとする。 
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第２節 計画の対象となる範囲及び対応 

 

１．原災法対象事業所及び所在・関係周辺市町村等の範囲 

 

本県には多くの原子力事業所があり，そこで扱われる放射性物質の種類，量，使用方法は様々

である。 

本計画の対象となる原子力事業所は，原災法第 2 条第 4 号に規定する原子力事業所とし，原子

力防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲は，原子力規制委員会（旧原子力安全委員会）の定

めた「原子力防災指針」に示されている「防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲（EPZ）の目

安」を基準とする。 

原災法対象事業所及び「EPZ」を含む市町村は，表 1の通りである。 

また，所在・関係周辺市町村に加え，「EPZ」の近隣の市町村においても住民への広報を行うこ

とが重要である。このため，住民への広報を重点的に行う市町村は，各地区の所在・関係周辺市

町村（全て）に加え，東海・那珂地区にあっては水戸市及び常陸大宮市，大洗・鉾田地区にあっ

てはひたちなか市とする。 

 

２．計画における対応 

 

本計画では，表 1 に掲げる事業所を対象に，原子力災害が発生する場合を想定し，以下の対応

を図ることとする。 

 

（１）様々な事態に対して応用が可能なように，原子力事業所ごとに原子力施設の特徴を踏まえ

た「避難計画等の基本型」の作成方針をあらかじめ規定する。 

 

（２）避難等の実施を想定とした，次のような県等の行う各種防災対策活動を規定する。 

・緊急時環境放射線モニタリングの実施 

・広報の実施 

・避難・屋内退避等の方法 

・緊急被ばく医療の実施 

・飲食物等の摂取制限の措置 

・緊急輸送の体制の確立 

・関係機関等への協力要請 

・その他防災対策活動に必要な事項 
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表 1 主な原子力事業所及び「防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲」注 1）等 

地

区 
原子力事業所の名称 許可等区分注 2） 

範囲注 3） 

(EPZ) 
所在市町村 

関係周辺 

市 町 村 

東 

 

海 

・

那 

 

珂 

 

地 

 

区 

・日本原子力発電（株） 

 東海発電所・東海第二発電所 

（略称：原電東海） 

原  子  炉 約 10km 東海村 

日立市 

常陸太田市 

ひたちなか市 

那珂市 

・独立行政法人 

 日本原子力研究開発機構 

 東海研究開発センター 

 原子力科学研究所 

（略称：機構東海原研） 

原 子 炉 

使 用 

廃棄物埋設 

約 1,500km 東海村 － 

・国立大学法人東京大学大学院 

  工学系研究科 原子力専攻 

（略称：束大東海） 

原 子 炉 

使 用 
約 100m 東海村 － 

（財）核物質管理センター 

 東海補償措置センター 

（略称：核管理センター） 

使 用 約 500m 東海村 － 

・独立行政法人 

 日本原子力研究開発機構 

 東海研究開発センター 

 核燃料サイクル工学研究所 

（略称：機構東海サイクル研） 

再 処 理 

使 用 
約 5km 注 4） 東海村 

日立市 

常陸太田市 

ひたちなか市 

那珂市 

・原子燃料工業㈱東海事業所 

（略称：原燃工） 

加 工 

使 用 
約 500m 東海村 － 

・三菱原子燃料㈱ 

（略称：三菱原燃） 
加 工 約 500m 

東海村 

那珂市 
－ 

・ニュークリア・デベロップメント㈱ 

（略称：NDC） 
使 用 約 500m 

東海村 

 
那珂市 

大

洗

・

鉾

田

地

区 

・独立行政法人 

 日本原子力研究開発機構 

 大洗研究開発センター 

（略称：機構大洗） 

原 子 炉 

使 用 

廃棄物管理 

約 8km 
大洗町 

鉾田市 

水戸市 

茨城町 

・日本核燃料開発㈱ 

（略称：日本核燃） 
使 用 約 500m 大洗町 － 

※注 1）：「防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲」（EPZ：EmergencyPlanning Zone） 

 注 2）：核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号。）の許可等の     

区分による。 

 注 3）：同一原子力事業所において，許可等の区分が複数ある場合は，各々の許可等に係る施設の防災対策         

を充実すべき範囲のうち，最大の範囲を記載してある。 

 注 4）：独立行政法人日本原子力研究開発機構東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所の範囲は         

約 5km であるが，従来から，日本原子力発電（株）東海発電所・東海第二発電所の範囲を準用している。 
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第３節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

 

 原子力防災対策に関し，県，市町村，指定地方行政機関，自衛隊，指定公共機関，指定地方公

共機関，公共的団体及びその他防災上重要な施設の管理者は，職員の教育・訓練，設備・資機材

の整備等により各機関自らの事務又は業務を処理するために必要な体制を平常時から整備してお

くほか，概ね次の事務又は業務を処理するものとする。 

 

１．その他の市町村（鹿嶋市） 

（１）市に対する広報及び情報伝達 

（２）避難所の開設，避難誘導等への応援 

 

２．茨城県 

（１）地域防災計画（原子力災害対策計画編）の作成及び修正 

（２）環境放射線の監視 

（３）災害状況等の把握及び関係機関への通報連絡 

（４）県災害対策本部等の設置・解散 

（５）自衛隊・国の専門家等の派遣要請，受入 

（６）所在・関係周辺市町村の防災対策に関する指示，指導，助言及び協力 

（７）隣接県，市町村等への防災対策に関する情報伝達，応援協力要請等 

（８）ボランティアの受け入れ 

（９）緊急時環境放射線モニタリングの実施 

（10）県民に対する広報及び情報伝達 

（11）住民の避難・屋内退避等，救助及び立入制限に関する所在・関係周辺市町村への指示 

（12）緊急被ばく医療措置の実施 

（13）飲食物の摂取制限に関する所在・関係周辺市町村等への指示 

（14）緊急輸送及び必要物資の調達 

（15）環境中の放射性物質の除去等 

（16）各種制限措置の解除 

（17）被害状況の調査及び被災者の生活の支援 

 

３．茨城県教育委員会 

（１）幼児，児童，生徒への防災知識の普及 

（２）幼児，児童，生徒の避難・屋内退避等の実施 

（３）避難・屋内退避等に係る学校施設の使用への協力 

 

４．茨城県警察本部 

（１）防護対策区域に係る立入制限，交通規制，住民の避難誘導等の警備 

 

５．所在・関係周辺市町村 

（１）地域防災計画（原子力災害対策計画編）の作成及び修正 
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（２）災害状況等の把握及び関係機関への通報連絡 

（３）消防対策 

（４）市町村災害対策本部の設置・解散 

（５）ボランティアの受入 

（６）住民に対する広報及び情報伝達 

（７）住民の避難・屋内退避等，救助及び立入制限 

（８）緊急被ばく医療措置への協力 

（９）被ばく者，一般傷病者の救急搬送 

（10）飲食物の摂取制限等 

（11）緊急輸送及び必要物資の調達・供給 

（12）環境中の放射性物質の除去等 

（13）各種制限措置の解除 

（14）被害状況の調査及び被災者の生活の支援 

（15）県の行う原子力防災対策に対する協力 

 

６．所在・関係周辺市町村教育委員会 

（１）幼児，児童，生徒への防災知識の普及 

（２）幼児，児童，生徒の避難・屋内退避等の実施 

（３）避難・屋内退避等に係る学校施設の使用への協力 

 

７．指定地方行政機関 

（１）関東管区警察局 

１）管区内各県警察の災害警備活動及び相互援助の調整 

２）警察通信の確保と統制 

３）管区内各県警察及び防災関係機関等からの情報収集並びに連絡・通報 

（２）水戸原子力事務所 

１）環境放射線監視への協力 

２）緊急時環境放射線モニタリングへの協力 

３）災害に関する情報の収集及び伝達 

（３）関東財務局 

１）地方公共団体に対する災害融資 

２）原子力災害時における金融機関の緊急措置の指示 

３）国有財産の無償貸与 

（４）関東信越厚生局 

１）関係職員の現地派遣 

２）関係機関との連絡調整 

（５）関東経済産業局 

１）原子力事業所の災害に関する情報収集及び防災に関する協力 

２）生活必需品，普及資材など防災関係物資の円滑な供給確保 

３）商工鉱業の事業者の業務の正常な運営確保 

４）被災中小企業の振興 

（６）関東東北産業保安監督部 
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１）原子力事業者の災害に関する情報収集及び防災に関する協力 

（７）茨城労働局 

１）労働者の被ばく管理の監督指導 

２）労働災害調査及び労働者の労災補償 

３）原子力事業所の事故の際における労働者健康管理の指示 

（８）関東農政局 

１）主要食糧の需給調整 

２）被災地周辺農林畜水産物等の安全性の確認 

３）災害時における生鮮食料品等の供給 

４）被災農林漁業者等への災害金融措置の要請 

５）風評被害等の防止対策 

（９）関東地方整備局 

１）道路・河川・公園等所管施設利用者への管理者としての情報の収集・提供 

２）港湾施設の整備 

３）防災施設の整備・確保 

（10）関東森林管理局 

１）国有林野等の被害状況に関する情報の収集及び提供 

２）国有林林産物等の汚染対策 

（11）関東運輸局 

１）自動車運送業者に対する運送協力要請 

２）自動車及び被災者，災害必需物資等の輸送調整 

３）応急海上輸送の輸送力の確保 

（12）東京航空局（百里空港事務所） 

１）原子力施設上空の飛行規制とその周知徹底 

２）飛行場使用の相互調整 

（13）第三管区海上保安本部 

１）海上における緊急時環境放射線モニタリングの支援 

２）通行船舶に対する航行の制限及び航泊禁止等の措置 

３）海上における救助・救急活動 

４）緊急輸送に関すること 

５）海上における治安の確保 

（14）東京管区気象台 

１）気象状況の把握 

２）気象に関する資料・情報の提供 

３）緊急時環境放射線モニタリングへの支援 

（15）関東総合通信局 

１）電波及び有線電気通信の監理 

２）防災及び災害対策用無線局の開設，整備についての指導 

３）災害時における非常通信の確保 

４）非常通信訓練の計画及びその実施についての指導 

５）非常通信協議会の育成及び指導 
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８．自衛隊 

（１）緊急時環境放射線モニタリングの支援 

（２）被害状況の把握 

（３）避難の援助 

（４）行方不明者等の捜索援助 

（５）消防活動 

（６）応急医療，救護 

（７）人員及び物資の緊急輸送 

（８）危険物の保安及び除去 

（９）その他災害応急対策の支援に関すること 

 

９．指定公共機関 

（１）東日本電信電話株式会社（茨城支店） 

１）公共機関等の防災関連の重要通信及び避難所等の臨時回線の優先的確保 

（２）株式会社エヌ・ティ・テイ・ドコモ（茨城支店） 

１）防災関係機関や避難所等の通信の確保 

（３）KDDI株式会社（水戸支店） 

１）防災関係機関や避難所等の通信の確保 

（４）日本銀行（水戸事務所） 

１）現地金融機関の緊急措置についての指導 

（５）日本赤十字社（茨城県支部） 

１）医療救護活動の実施 

２）災害救助への協力 

（６）日本放送協会（水戸放送局） 

１）広報 

２）原子力災害情報及び各種指示等の伝達 

（７）東日本高速道路株式会社（関東支社） 

１）高速自動車国道等の交通の確保 

（８）独立行政法人日本原子力研究開発機構 

原子力緊急時支援・研修センター等を通じての次のような原子力防災対策への支援・協力 

１）国，県，所在・関係周辺市町村が実施する原子力防災対策への積極的な支援・協力 

（緊急時環境放射線モニタリング，緊急被ばく医療活動，広報活動等） 

２）原子力事業者が実施する原子力防災対策への専門的・技術的支援（事故拡大防止，汚染 

拡大防止等） 

３）原子力防災に必要な教育・訓練 

（９）日本原子力発電株式会社 

１）国，県，所在・関係周辺市町村が実施する原子力防災対策への積極的な支援・協力 

（緊急時環境放射線モニタリング，緊急被ばく医療活動，広報活動等） 

２）原子力事業者が実施する原子力防災対策への専門的・技術的支援（事故拡大防止，汚染 

拡大防止等） 

３）原子力防災に必要な教育・訓練 
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（10）東日本旅客鉄道株式会社（水戸支社），日本貨物鉄道株式会社（水戸営業支店） 

１）災害対策用物資及び避難者の輸送への協力 

（11）日本通運株式会社（水戸支店） 

１）災害対策用物資の輸送への協力 

（12）東京電力株式会社 

１）災害時における電力供給に関すること 

（13）日本郵便株式会社 

１）災害時における郵便局窓口業務の維持に関すること 

２）被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

３）被災者が差し出す郵便物の料金免除 

４）被災地あて救助用郵便物の料金免除 

 

１０．指定地方公共機関 

（１）社団法人茨城県医師会 

１）緊急被ばく医療等の医療救護活動への協力 

２）健康影響調査（健康診断等）への協力 

（２）運輸機関（茨城交通株式会社，関東鉄道株式会社，鹿島臨海鉄道株式会社，社団法人茨城

県トラック協会，日立電鉄交通サービス株式会社，JRバス関東株式会社，社団法人茨城県

バス協会） 

１）避難者及び災害対策用物資の輸送協力 

（３）報道機関（株式会社茨城新聞社，株式会社茨城放送） 

１）広報 

２）原子力災害情報及び各種指示等の伝達 

 

１１．公共的団体及びその他防災上重要な施設の管理者 

（１）農業協同組合 

１）汚染農産物の出荷制限等応急対策の指導 

２）食糧供給支援 

（２）森林組合 

１）汚染林産物に関する対策の指導 

（３）漁業協同組合 

１）漁船等への広報協力 

２）汚染水産物の出荷制限等応急対策の指導 

（４）商工会議所，商工会 

１）救助用物資，復旧資材の確保，協力，斡旋 

（５）学校法人 

１）幼児，児童，生徒への防災知識の普及 

２）幼児，児童，生徒の避難・屋内退避等の実施 

３）避難・屋内退避等に係る学校施設の使用への協力 

（６）社団法人茨城原子力協議会 

１）広報 
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２）県・市町村が実施する災害応急対策への協力 

（７）原災法対象原子力事業所（指定公共機関としての業務を除く） 

１）原子力事業者防災業務計画の作成及び修正 

２）原子力施設の危険時の措置を含む防災管理 

３）防災上必要な社内教育及び訓練 

４）自衛防災組織の充実・強化 

５）環境放射線監視の実施及び協力 

６）通報連絡 

７）事故拡大防止及び汚染拡大防止措置 

８）災害状況の把握及び報告 

９）緊急時環境放射線モニタリングの実施及び協力 

10）緊急被ばく医療活動の実施及び協力 

11）その他，県，所在・関係周辺市町村が実施する原子力防災対策への積極的な協力 

（８）その他の原子力事業所（指定公共機関としての業務を除く） 

１）緊急時環境放射線モニタリングヘの協力 

２）その他，県，所在・関係周辺市町村が実施する原子力防災対策への積極的な協力 

（９）報道機関（日本放送協会（水戸放送局），株式会社茨城新聞社及び株式会社茨城放送を除く） 

１）広報 

２）原子力災害情報及び各種指示等の伝達 

（10）社団法人茨城県放射線技師会，社団法人茨城県看護協会，社団法人茨城県薬剤師会 

      及び社団法人茨城県臨床検査技師会 

１）緊急被ばく医療活動への協力 

２）健康影響調査（健康診断等）への協力 
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第４節 国・県・市町村等の連携 

 

 国（特に原子力防災専門官），県，所在・関係周辺市町村，警察，自衛隊，海上保安庁，消防機

関，原子力事業者，指定（地方）公共機関等は，地域防災計画（原子力災害対策計画編）の作成

及び修正，原子力事業者の防災体制に関する情報の収集及び連絡，地域ごとの防災訓練の実施，

緊急事態応急対策拠点施設（オフサイトセンター）の防災拠点としての活用，住民等に対する原

子力防災に関する情報伝達，事故時の連絡体制，防護対策などの対応等について，「茨城県原子力

防災連絡協議会」の場等を通じて，平常時から密接な連携を図るものとする。 

【オフサイトセンターについて】 

県は，原子力災害発生時における関係機関の情報等の集約・発信及び基本的な応急対策の検討，

協議，決定を行うなど以下の基本的機能を担わせるため，ひたちなか市西十三奉行地区に緊急事

態応急対策拠点施設（以下，「オフサイトセンター」という。）を整備し，その充実に努める。 

図 1 原子力緊急事態宣言発出後における応急対策等の内容と国，県，市町村等の役割分担 

応急対策等の内容 
事故発生原 

子力事業所 
国 県 市町村 

原子力緊急時支援・研 

修センターが行う協

力活動 

○緊急時環境放射線モニタリング 

            －計画段階 

計画の策定 

（オフサイトセンター） 

 

 

計画原案の作成 

         －実施段階  

実施 

敷 地 内 

敷地境界 

 

 

実施 

(環境放射能監視センター)  

固定観測局 

 緊急時環境放射線モ 

ニタリングの実施に 

係る調整（各機関間 

の活動の調整） 

○情報の集約・整理 

○住民への広報 

 

－計画段階 

オフサイトセンターでの決定事項， 

事故状況や応急対策の実施状況な 

どの基本情報の集約・整理・発信 

（オフサイトセンター） 

国・県と共同で原子 

力防災情報ネットワ 

ークを運営 

 －実施段階  

実施 

 

実施 

 

実施 

 

実施 

防災無線等 

専門家・技術者等の 

派遣の調整 

○事故を終息させるための対策 

 

－計画段階 

検討・協議・決定 

(オフサイトセンター) 

  事故の状況，進展等 

の分析 

対策の原案の作成 

 －実施段階 実施    専門家・技術者等の 

派遣，資機材の貸与 

等の調整（各機関間 

の活動の調整 

○住民がとるべき行動の基本的指針 

（避難等の措置など） 

－計画段階 

検討・協議・決定 

(オフサイトセンター) 

放射線・放射能の影 

響の予測 

 ・避難等の措置の実施 

・安定ヨウ素剤服用の実施 

・飲食物接種制限の実施 

(飲食の禁止，出荷の制限，食料の確保等) 

   

実施 

実施 

実施 

実施 

実施 

 

○緊急被ばく医療 

 

－計画段階 

  計画の策定  放射線管理の観点か 

らの専門的・技術的 

助言 

 －実施段階   実施  

 

(避難所) 

専門家・技術者等の 

派遣，資機材の貸与 

等の総括（各機関間 

の活動の調整） 

（スクリーニング） 
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図 2 オフサイトセンターと原子力緊急時支援・研修センターの連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村 

国 

県 

指定期間等 

の支援機関 

事故発生原 

子力事業所 

○基本的な応急対策の決定 

・事故を終息させるための対策 

      →→検討・協議・決定 

・住民がとるべき行動の基本的指針 

（避難・屋内退避等の措置など） 

      →→検討・協議・決定 

 

○緊急時環境放射線モニタリング 

・緊急時モニタリング計画の策定 

 

 

○情報の集約・整理，住民への広報 

・オフサイトセンターでの決定事項，事故状況や 

 応急対策の実施状況などの基本情報の集約・ 

 整理・発信 

オフサイトセンター 

○緊急時環境放射線モニタリングの支援 

・緊急時モニタリング計画の原案の作成 

・各支援機関が行う実施に係る調整 

 

○情報の集約・整理，住民への広報の支援 

・国・県と共同で原子力防災情報ネットワークを 

 運営 

・県・市町村の住民問合せ窓口などへ支援 

 （専門家・技術者等の派遣の調整など） 

○応急対策の技術的支援 

・事故を終息させるための対策 

         →→検討（分析・提案など） 

・住民がとるべき行動の基本的指針 

         →→検討（分析・提案など） 

 

・県が行う緊急被ばく医療→→検討・実施 

 （放射能管理の観点からの提案，活動） 

・原子力関係の指定公共機関などの各支援機関が 

 行う応急対策の実施に係る調整 

 （専門家・技術者等の派遣の調整など） 

原子力緊急時支援・研修センター 

支 

援 
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第５節 情報伝達・広報体制の確立 

 

１．情報伝達・広報の手段の整備 

市は，関係機関相互の連絡体制を確立し，常時緊密な連携を図るものとする。 

 

２．広報の体制 

市は，災害対策本部等からの市民への指示や情報の伝達が正確かつ迅速に行われるよう，以

下の事項をはじめとして，体制の充実に努める。 

 

（１）広報文例の作成 

国，県，所在・関係周辺・近隣市町村は，原子力の専門家，社会学者，報道機関等と十

分に協議し，以下の点を考慮して広報文例を作成する。 

１）市民への知識の普及の度合いを勘案し，科学的根拠だけでなく市民の感覚を最大限に

考慮して，市民が理解できるよう（中学生が理解できるよう）情報を整理する。 

２）放射線量のデータを伝達する場合には，その意味合いを理解するための情報（平常時

の数値，法令等の基準・指標）を必ず付記する。 

３）事故発生事業所の場所，避難対象区域，交通規制の状況等の情報を伝達する場合には，

テレビ等で生中継ができるよう必ず地図を用いる。 

 

（２）報道機関との連携強化 

国及び県は，指定（地方）公共機関として指定されている報道機関が，住民広報用サー

バーから入手した情報を基に，災害対策基本法に基づく協力の一環として確実に広報を行

えるよう，あらかじめ協議を行う。 

 

（３）外国人も含めた「住民問合せ窓口」対応体制の整備 

１）国，県，所在・関係周辺・近隣市町村は，原子力の専門家，社会学者，報道機関等と

十分に協議し，あらかじめ Q＆A集を準備しておく。 

２）県災害対策本部に寄せられる問合せのうち技術的事項の解説等については，支援・研

修センターで対応できるよう，相互に転送が行える機能を整備する。 

３）事故発生時に個人の安否等の情報を確認できるようにするため，特定事象が発生した

場合には NTT の災害用伝言ダイヤルが開設されるよう，あらかじめ協議する。 
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第６節 市民に対する防災知識の普及 

 

 市は，原子力災害の特殊性を考慮し，市民に対して，平常時から原子力の基礎知識及び防災

対策に関する次に掲げる事項について，地図も用いて分かりやすく記述したパンフレット，ハ

ンドブック，副読本，ビデオ，ホームページ等を作成し，積極的に広報を実施する。 

 その際，学校等とも連携し，総合的な学習の時間の活用など学校における知識の普及に努め

るとともに，災害時要援護者にも配慮して広報を行うものとする。 

 

１．原子力施設の概要 

２．原子力施設の安全確保 

３．放射性物質，放射線の性質 

４．放射線による健康への影響 

５．環境放射線モニタリング 

６．原子力災害時の市民への広報手段 

７．原子力災害時に県等が講じる防災対策の内容，その意味 

８．原子力災害時に市民が取るべき行動，留意すべき事項 

（避難等の方法や経路，交通規制が実施された場合の車両の運転者の義務等） 

９．各地区の住民のためのコンクリート屋内退避所・避難所 

10．安定ヨウ素剤の効果，副作用 
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第７節 広 報 

 

１．所在・関係周辺・近隣市町村の行う広報 

（１）市は，あらかじめ作成する広報文例及び Q＆A 集に従い，市の状況に応じ次の事項につ

いて広報を行うものとする。 

１）事故の状況及び環境への影響とその予測 

２）国，県，市町村及び防災関係機関の対策状況 

３）市民のとるべき行動の指針及び注意事項 

４）コンクリート屋内退避所，避難のための集合場所及び避難所 

５）その他必要と認める事項 

 

（２）市は，防災行政無線，ホームページ，広報車，立看板等できる限りの手段を用いて広報

の徹底を図るものとする。 

 

２．事故の各段階に応じた広報 

（１）事故発生時における広報については，次に掲げる各段階等に応じ，迅速かつ的確な広報

を行う。 

１）事故発生時 

２）特定事象発生時（本部設置時） 

３）防護対策区域設定時 

  また，次に掲げる場合等には適宜その内容を広報するとともに，定期的な広報に努める。 

４）事故等の状況変化があった場合 

５）緊急時モニタリング結果が集約された場合 

６）放射性物質の放出等の状況変化があった場合 

 

（２）広報媒体としては，それぞれの持つ特徴を踏まえ，以下の通りとする。 

１）事故の状況，県の対応状況等，多くの情報を提供する場合や，市民に一般的な注意を

促す場合には，テレビ，ラジオ等を活用する。 

２）市民に避難・屋内退避等の具体的な行動を求める勧告・指示等を行う場合には，確実

に伝達するため，あらゆる広報媒体を活用する。特に，防災行政無線の屋外子局の聞き

取りにくい地域，人の多く集まる場所等においては，広報車等を活用し，重点的に巡回

させる。 

 

（３）各段階の広報において，特に留意すべき点は以下の通りである。 

１）事故発生後，初期の段階 

・「落ち着いて，指示を待つことが重要」ということに重点を置く。 

２）市民に具体的な行動を求める段階 

・対象となる地域名，とるべき行動を具体的に示し，あらゆる広報媒体を活用し対象

地域を中心に，重点的な広報を行う。 

・対象地域外では，対象地域でないことを明確にした上で，協力を求めるための広  

報を広範囲にわたって行う。 
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３）避難・屋内退避等の市民に求める行動が地域に応じて異なる場合 

・それぞれの措置の相違を具体的に説明する。 

・それぞれの対象地域を具体的な地域名等で明示し，地域に応じた広報を行う。 

４）避難所等における広報 

・退避所，集合場所，避難所等においては，情報不足によるパニックを回避するため，

定期的に情報を提供する。 

 

※資料編 

 原子力災害時の避難勧告文の標準文例 
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第８節 避難・屋内退避等 

 

１．避難・屋内退避等の基本方針 

（１）避難・屋内退避等の指標 

放射性物質の放出等に伴う放射線被ばくから市民を防護するため，状況に応じて，市民

に対して「自宅等への屋内退避」，「避難」又は「コンクリート屋内退避」措置を講ずる。 

これらの避難・屋内退避等の措置についての指標は表 2の通りとする。 

 

表 2 避難・屋内退避等の指標 

屋外にいる場合に予測される被ばく線量 

（予測線量）   （mSv） 防 護 対 策 の 内 容 

           （注 1） 外部被ばくによる 

実 効 線 量 

外部被ばくによる 

等 価 線 量 

10～50 100～500 

市民は，自宅等の屋内へ退避。その際，窓を閉め気密 

性に配慮。但し，施設から直接放出される中性子線又

はガンマ線の放出に対しては，災害対策本部の指示に

より避難する。 

50 以上 500 以上 
市民は，コンクリート建屋の屋内に退避，又は避難。 

                    （注 2） 

 

（注 1）防護対策の内容は以下の通り。 

「屋内退避」 

自宅等の屋内に退避することにより，その建物の持つしゃへい効果及び気密性に

よって放射線の防護を図る 

「コンクリート屋内退避」 

原則として住民が短時間で退避できる範囲にある放射線防護効果のより高いコ

ンクリート構造の建屋内に退避する 

「避難」 

原則としてコンクリート屋内退避所を集合場所として，放射線被ばくをより低減 

できる地域に移動する 

（注 2）外部被ばくによる実効線量が 50mSv 以上，内部被ばくによる等価線量（放射 

   性ヨウ素による小児甲状腺の等価線量・ウランによる骨表面又は肺の等価線量 

    ・プルトニウムによる骨表面又は肺の等価線量）が 500mSv 以上の場合には， 

    原則，避難の措置を講じる。 

     但し，原子力発電所等の放射性物質放出事故であって直ちに避難する市民等 

    が避難中に被ばくする可能性が高いと判断される場合には，一時的にコンクリ 

    ート屋内退避の措置を講じ，その後，事故発生事業所の近傍から順次避難を実 

    施する。 

 

（２）避難・屋内退避等の対応方針 

１）原子力発電所等の放射性物質の放出の態様に対する避難・屋内退避等の対応方針 

①原子力発電所等で事故が発生し，放射性物質が環境中に放出される事態となった場合，
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その放出態様には多様性がある。 

そのため，市民に対して避難・屋内退避等の防護措置を実施する際は，各地域に予測

線量を表 2に示す指標との比較だけでなく，予測される放射性物質の放出開始までの

時間及び放出継続時間等も踏まえて対応するものとする。 

②国，県，所在・関係周辺市町村等は，オフサイトセンターの原子力災害合同対策協

議会において，事故の状況や緊急時モニタリングの結果などを踏まえた SPEEDI ネ

ットワークシステムによる予測線量の予測結果をもとに，避難・屋内退避等の措置

の必要性を検討・協議する。 

その場合，予測被ばく線量が「避難又はコンクリート屋内退避」の指標値（外部被

ばくによる実効線量：50mSv，内部被ばくによる等価線量：500mSv）を超える地

域での対応は原則，避難を優先させ，以下の方法により避難誘導を実施することを

検討・協議する。 

（ア）避難対象地域の外側にある避難所に徒歩等で移動できる地域の市民等は，避難所

に徒歩等で移動する。 

（イ）それ以外の市民等は，あらかじめ指定する集合場所へ徒歩等でいったん移動し，

そこから市が手配する搬送車両により避難所へ移動するか，又は，自家用車を用

いて避難対象地城外の避難所等に避難する。 

但し，直ちに避難をすると市民等が避難中に被ばくする可能性が高いと判断され

る場合（放射性物質が一時的に大量に放出される場合など）には，一時的にコン

クリート屋内退避又は自宅等への屋内退避の措置を講じ，その後，事故発生事業

所の近傍から市が手配する搬送車両又は自家用車により順次避難を実施する。 

③事故の状況や風向に応じて，あらかじめ定める「避難計画等の基本型」を柔軟に応

用して対応するものとする。 

なお，避難・屋内退避等の措置の判断に必要な情報が得られない状況が長く続く場

合には，市民心理を考慮して，ある程度の範囲の地域に対して，念のための予防的

措置として，避難・屋内退避等を講じることも検討する。 

２）核燃料加工施設等の臨界事故に係る避難の対応方針 

①核燃料加工施設等で臨界事故が発生した場合，直ちに原子力施設から中性子線やガン

マ線が全ての方位へ等しく放射される。周辺の住民はこの直接放射線により被ばくす

ることになるため，事故の状況や進展予測等を踏まえ，必要に応じ，避難の措置を講

じる。（中性子線やガンマ線は風の影響を受けないので，気象条件を考慮する必要は

ない。） 

②国，県，所在・関係周辺市町村等は，直ちに，専用通信回線，TV 会議システム等を

通じて（オフサイトセンターが立ち上がった後は同センターの原子力災害合同対策

協議会において），避難の措置の必要性を検討・協議する。 

なお，予測線量を計算・推定している時間的余裕がない場合には，事故の状況に応

じ，国が公示する緊急事態応急対策実施区域又は「原子力防災指針」に示されてい

る「防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲のめやす」に含まれる全地域をその

まま避難対象地域とすることも検討・協議する。 

③事故発生事業所から避難等の要請があった場合の対応 

（ア）県又は市町村は，オフサイトセンターが立ち上がる前の初期段階において事故発

生事業所からの避難等の要請があった場合には，これに従い直ちに避難等の措置

を講じる。 

（イ）これと並行して，国，県，市町村等は，直ちに事故発生事業所等や専門家と協議

し，必要に応じ当初の避難等の措置を修正する。 
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２．防護対策区域の指定及び避難・屋内退避等の実施の指示等 

（１）防護対策区域の指定 

本部長又は所在・関係周辺市町村長は，独自の判断又は国の指導，助言もしくは指示（オ

フサイトセンターが立ち上がった後は同センターの原子力災害合同対策協議会の協議結

果）に基づき，予測線量が表 2の指標の各欄に掲げる線量に達し，又は達するおそれのあ

ると予測される地域について，「避難」，「コンクリート屋内退避」，「自宅等への屋内退避」

の区域（防護対策区域）を指定する。 

その際，防護対策区域の設定は，発電所等は以下の１）及び２）を合わせた形状を基本

とし，また，核燃料加工・使用施設や小規模の試験研究炉における事故の場合は，以下の

１）により防護対策区域（事故施設を中心とした円形を避難区域）を指定するものとする。 

なお，防護対策区域は，行政区画上その地区・集落等を単位として扱うものとする。 

１）事故施設を中心とした円形 

２）事故施設を中心として，16方位のうちの風下方位及びその両隣方位を含めた 3方位分

（角度 67．5度分）の扇形 

 

３．避難・屋内退避等の実施方法 

（１）自宅等への屋内退避の実施方法 

防護対策区域の所在・関係周辺市町村長は，対象地域の住民に対し，自宅等の屋内に退

避し，窓を閉めるなど，必要な指示又は勧告をする。 

（２）避難及びコンクリート屋内退避の実施方法 

１）避難所等への移動 

防護対策区域の所在・関係周辺市町村長は，避難及びコンクリート屋内退避の対象地

域の住民に対し，「避難計画等の基本型」においてあらかじめ指定した次の施設に移動

するよう指示又は勧告する。 

①各地区の住民のための避難所及びコンクリート屋内退避所 

②避難所又はコンクリート屋内退避所に徒歩で移動することが困難な地域の住民のた

めの集合場所 

また，所在・関係周辺市町村長は，住民の移動に際し，携行品は最小限にとどめるよ

う指示するものとする。 

２）コンクリート屋内退避所等からの搬送 

その後，所在・関係周辺市町村長は，避難対象地域内にあるコンクリート屋内退避所

等に徒歩で移動した住民に対しては別に指定する避難所へ，コンクリート屋内退避対象

地域内にある集合場所に徒歩で移動した住民に対してはコンクリート屋内退避所又は避

難所へ，手配した車両により搬送を行う。 

３）留意事項 

①所在・関係周辺市町村長は，避難及びコンクリート屋内退避の措置を講じるにあたっ

ては，乳幼児，児童，妊婦及びその付添人を優先する。 

②所在・関係周辺市町村長は，災害時要援護者に十分配慮し，徒歩又は自家用車による

避難が困難な場合は，手配した車両により搬送するものとする。 

③所在・関係周辺市町村長は，避難者等の搬送の車両が不足する場合は，本部長に対し

応援を要請するものとする。 

④所在・関係周辺市町村長は，避難及びコンクリート屋内退避の対象地域並びに避難所

等に職員を派遣するとともに，関係機関，自主防災組織等の協力を得て，住民に対す



 

危険物等 5-8 -72- 

る避難所等への移動の指示，誘導，避難所等への搬送の乗車割当等の業務を円滑，迅

速に行う。 

⑤所在・関係周辺市町村長は，学校，病院等の規模の大きな施設の生徒，住民の避難

又はコンクリート屋内退避を実施する場合は，当該施設の管理者及び関係機関との

連絡を密にし，迅速かつ適切に行われるよう配慮するものとする。 

⑥所在・関係周辺市町村長は，自主防災組織等による協力を得て，避難所等における

住民の収容・保護及び避難所等の運営・管理を行うとともに，避難者及びコンクリ

ート屋内退避者に係る情報の早期把握に努め，本部長あて報告するものとする。 

⑦所在・関係周辺市町村長は，本部長と連携し，住民の安否情報の提供等に資するた

め，各地区毎の住民の最終的な収容施設の所在等について，幅広く広報を行う。 

４）協力要請 

本部長は，あらかじめ別に定めるところにより関係原子力事業所，自衛隊，海上保安

庁，関東運輸局（茨城運輸支局長）及び輸送機関に対し，避難者等の緊急輸送について

協力を要請する。 

４．飲食物，生活必需品等の供給 

市は，避難所，コンクリート屋内退避所等において必要となる飲食物，生活必需品等を調

達し，供給するものとし，調達が困難な場合には本部長及び近隣の市町村長に協力を要請す

る。 
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第９節 緊急被ばく医療 

 

１．緊急被ばく医療の体制 

原子力災害時には，事故発生事業所周辺の住民及び当該事業所従業員等のうち，放射線被ば

く又は放射性物質による汚染（以下，「被ばく等」という。）を受けた者のほか，事故発生事業

所での負傷者及び原子力災害時の混乱等により生じる一般傷病者等の医療体制を設ける。 

緊急被ばく医療は，次の 3段階により行うものとする。 

（１）初期被ばく医療：次の機関が実施する。 

１）救護所の医療救護班 

２）次に掲げる初期被ばく医療機関 

医療法人群羊会久慈茅根病院 

医療法人渡辺会大洗海岸病院 

株式会社日立製作所日立総合病院 

独立行政法人国立病院機構茨城東病院 

水戸赤十字病院 

３）原子力事業所の医療施設 

４）当該医療の一部又は全部を担える医療機関等 

（以下，上記２），３），４）を「初期被ばく医療を担う医療機関」という。） 

救護所の医療救護班は，スクリーニングチーム，一次診断除染チーム及び救護チーム

（健康相談チームを兼ねる。）を編成する。 

（２）二次被ばく医療：水戸医療センター及び県立中央病院が実施する。その他，当該医療が

担える医療機関（以下，「二次被ばく医療を担う医療機関」という。）でもその一部を実

施する。 

（３）三次被ばく医療：放射線医学総合研究所及び当該医療を担うネットワーク組織医療機関

に搬送して実施する。 

一般傷病者の医療は，事故発生事業所周辺の医療機関，特に，災害拠点病院及びその他

の救急医療を担う医療機関の協力を得て行うものとする。 
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第 10節 飲食物等に関する措置 

 

 市は，緊急時モニタリング等の結果に基づき，飲料水，食料等について，放射性物質の濃度

が表 3の基準を超え，又はそのおそれがあると認められる場合は，国の指導・助言もしくは指

示に基づき，速やかに次の措置を講ずるものとする。 

 なお，オフサイトセンターが立ち上がった後，同センターの原子力災害合同対策協議会にお

いて，飲食物等に関する措置について協議し，当該措置について結論を得た場合には，国から

県への指示，又は本部長から所在・関係周辺市町村長への指示があったものと見なすものとす

る。 

表 3 飲食物等の摂取制限に関する指標 

対  象 放射性ヨウ素(混合核種の代表核種:Ⅰ-131) 

飲 料 水  
3×102Bq/kg 

牛 乳 ・ 乳 製 品  

野菜類(根菜，芋類 

を除く。) 
2×103Bq/kg 

 

対  象 放 射 性 セ シ ウ ム 

飲 料 水  
2×102Bq/kg 

牛 乳 ・ 乳 製 品  

野 菜 類  

5×102Bq/kg 穀 類 

肉，卵，魚その他 

 

対  象 ウ   ラ   ン 

飲 料 水  
20 Bq/kg 

牛 乳 ・ 乳 製 品  

野 菜 類  

1×102Bq/kg 穀 類 

肉，卵，魚その他 

 

対  象 

プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種

(238Pu，239Pu，240Pu，242Pu，241Am，242Cm，
243Cm，244Cm の放射能濃度の合計) 

飲 料 水  
1 Bq/kg 

牛 乳 ・ 乳 製 品  

野 菜 類  

10 Bq/kg 穀 類 

肉，卵，魚その他 

 

（注）乳児用として市販される食品の摂取制限の指標としては，ウランについては 20Bq／kg

を，プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種については 1Bq／kg を適用するもの

とする。 

ただし，この基準は，調理され食事に供される形のものに適用されるものとする。 
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１．飲料水に関する措置 

本部長は，所在・関係周辺市町村長に対し，当該区域内住民の汚染水源の使用禁止，汚染飲

料水の飲用禁止等の措置を講じるよう指示する。 

 

２．食料等に関する措置 

本部長は，所在・関係周辺市町村長に対し，当該区域内の住民，農畜水産物等の集荷機関，

市場等に食料等の摂取及び採取の禁止，出荷制限等必要な措置を講じるよう指示するとともに，

県が指示すべき広域の団体等に対しては直接指示する。 

 

３．飲料水及び食料等の供給 

本部長は，所在・関係周辺市町村長に対し，飲料水あるいは食料等の摂取制限等の措置を指

示したとき，又は団体等に対し直接指示したときは，所在・関係周辺市町村長及び防災関係機

関の長と協力して必要な飲料水，食料等の確保・供給に努める。 
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第 11節 被害状況の調査等 

 

１．市民の登録 

市は，国・県と連携して，医療措置及び損害賠償の請求等に資するため，原則として避難所

及びコンクリート屋内退避所に収容した市民について，あらかじめ定める記録票により登録す

る。 

 

２．被害調査 

市は，国・県と連携して，次に掲げる事項に起因して市民が受けた被害を調査する。 

（１）避難・屋内退避等の措置 

（２）飲料水，食料等に関する各種規制措置 

（３）立入禁止措置 

（４）その他必要と認める事項 

 

３．汚染状況図の作成等 

市は，国・県と連携して，緊急時モニタリングの結果に基づき，被災地域の汚染状況図を作

成するとともに，医療及び損害賠償請求等に必要な資料及び記録を整備するものとする。 

 

４．被災者の生活の支援 

市は，被災者の自立的再建を促進し，安定した生活の早期回復を図るため，国と連携すると

ともに，他市町村及び関係機関と協力し，必要に応じ，義援金品の募集・配分，租税の減免に

努めるとともに，資金の融資・貸付，損害賠償が円滑に行われるよう次のような窓口を設置す

る。 

 

（１）市民相談総合窓口の設置 

市民からの健康上の相談，放射能の影響，損害賠償関係，農作物の汚染など，各種相談

に対応するために，総合窓口を設置する。 

 

（２）被災中小企業者，農林水産業者への支援 

被災中小企業者，農林水産業者に対する援助，助成措置について広く広報するとともに，

相談窓口を設置する。 

 

（３）損害賠償関係 

被害の補償が迅速，的確に行われるよう補償対策の窓口を設置する。 
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第１２節 市民等の健康影響調査等の実施 

 

１．健康影響調査 

 

（１）市は，所在・関係周辺市町村と協力し，防護対策を講じた当該地域住民等に対して，支援・

研修センター等の専門家の助言を得るとともに，あらかじめ設置した原子力事故関連健康

影響調査委員会（仮称）の検討結果を踏まえて，必要に応じ健康影響調査（健康診断等）

を実施し，市民等の健康維持を図る。 

 

（２）健康影響調査は，必要に応じ，茨城県医師会，茨城県放射線技師会，茨城県看護協会，茨

城県薬剤師会及び茨城県臨床検査技師会等の協力を得て実施する。 

 

２．健康相談 

 

市は，原子力事故関連健康影響調査委員会（仮称）の意見を聞いて，必要に応じ心のケアを

含む健康相談を実施する。 

 

３．飲料水・食品の安全確認 

 

市は，防護対策区域の指定及び飲食物等の摂取制限に関する措置を解除した後において，当

該地域住民等から要請があったときは，飲料水及び食品の放射能測定を実施し，その安全性を

確認する。 

 

４．物価の監視 

 

市は，国，県・市町村及び関係機関と連携し，生活必需品の物価の監視を行うとともに，速

やかにその結果を公表するものとする。 

 


