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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「地震災害対策計画編」として，鹿嶋市防災会議が策定する計画であり，鹿嶋市の

地域における地震防災対策に関して，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，平成７年１月 17 日に発生した阪神・淡路大震災や平成 23 年３月に発生した東

日本大震災を教訓として，震度７の地震や広域的な被害を発生させる地震など，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大規模地震災害に対処するため，鹿嶋市内での地震

災害に係る災害予防対策，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地震防災対策を整備推進し，市民の生命・身体・財

産を地震災害から保護し，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。 

 

２．構成 

「鹿嶋市地域防災計画」は，この「地震災害対策計画編」のほか，「津波災害対策計画編」，「風

水害等対策計画編」，「危険物等対策計画編」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地震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，大規模地震災害に対する備えを促すものとする。 

 

３．基本方針 

市は，防災に関し，防災関係機関を通じて，必要な体制を確立し，実施責任を明確にするとと

もに，災害予防，災害応急対策，災害復旧及びその他必要な災害対策の基本を定めることにより，

総合的，計画的な防災行政の整備及び推進を図ることを目的としており，計画の樹立及び推進に

当たっては，以下の事項を基本とする。 

（１）災害に強いコミュニティの形成 

（２）災害対策本部の機能の強化 

（３）職員全体の対応能力の強化 

（４）平常時のネットワークを通した災害対応と防災の視点を加えたまちづくり 

 

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，地震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 

 

地震災害防止に関し，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）鹿嶋市防災会議及び鹿嶋市災害対策本部に関すること。 

（２）防災に関する施設，組織の整備と訓練 

（３）災害による被害の調査，報告と情報の収集・伝達及び広報 

（４）災害の防御と拡大の防止 

（５）救助，防疫等り災者の救助，保護 

（６）災害復旧資材の確保 

（７）被災産業に対する融資等の対策 

（８）被災市営施設の応急対策 

（９）災害時における文教対策 

（10）災害対策要員の動員 

（11）災害時における交通，輸送の確保 

（12）被災施設の復旧 

（13）市内の関係団体が実施する災害応急対策等の調整 

 

２．茨城県 

（１）茨城県防災会議及び県災害対策本部に関すること。 

（２）防災に関する施設，組織の整備と訓練 

（３）地震による被害の調査，報告と情報の収集・伝達及び広報 

（４）災害の防御と拡大の防止 

（５）救助，防疫等り災者の救助，保護 

（６）災害復旧資材の確保と物価の安定 

（７）被災産業に対する融資等の対策 

（８）被災県営施設の応急対策 

（９）文教対策 

（10）震災時における社会秩序の維持 

（11）災害対策要員の動員 

（12）震災時における交通，輸送の確保 

（13）被災施設の復旧 

（14）市町村が処理する事務，事業の指導，指示，斡旋等 

（15）災害対策に関する隣接県間の相互応援協力 

潮来保健所 

（１）災害時における医療，助産及び防疫その他保健衛生に関すること。 

企業局鹿行水道事務所 

（１）災害時における飲料水の確保及び施設の応急復旧の支援に関すること。 

潮来土木事務所 

（１）県の所管に係る河川，道路，橋梁等の保全及び応急復旧 
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（２）公共土木施設の災害の概況等の把握及び報告に関すること。 

（３）公共土木施設の災害の応急復旧及びその指導に関すること。 

鹿嶋警察署 

（１）災害時における治安の維持，交通，通信等の確保に関すること。 

鹿島港湾事務所 

（１）公共港湾施設に係る災害の予防，応急対策及び復旧工事に関すること。 

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・調達に関すること。 

（２）他管区警察局及び警視庁との連携に関すること。 

（３）管区内防災関係機関との連携に関すること。 

（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に関すること。 

（５）警察通信の確保及び統制に関すること。 

（６）津波警報の伝達に関すること。 

関東総合通信局 

（１）電波及び有線電気通信の監理に関すること。 

（２）防災行政無線局，防災相互通信無線局，災害応急復旧用無線局及び孤立化防止用無線局

の開設整備についての指導に関すること。 

（３）災害時における非常無線通信の確保に関すること。 

（４）非常無線通信の計画及びその実施についての指導に関すること。 

（５）非常通信協議会の育成及び指導に関すること。 

 関東財務局 

（１）災害復旧事業費の査定立会いに関すること。 

（２）災害つなぎ資金の融資(短期)に関すること。 

（３）災害復旧事業の融資(長期)に関すること。 

（４）国有財産の無償貸付業務に関すること。 

（５）金融上の措置に関すること。 

 水戸原子力事務所 

（１）原子力施設及び放射線施設の安全に係る規制に関すること。 

（２）原子力施設及び放射線施設周辺の環境放射線の監視に関すること。 

（３）原子力災害時における情報の収集及び伝達に関すること。 

  

関東信越厚生局  

（１）厚生労働省との連携に関すること。 

 茨城労働局 

（１）工場，事業場における労働災害の防止に関すること。 

（２）災害時における賃金の支払いに関すること。 

（３）災害時における労働時間の延長，休日労働に関すること。 

 関東農政局 

（１）ダム，堤防，樋門等の防災上重要な施設の点検整備等の実施又は指導に関すること。 

（２）防災ダム，ため池，湖岸，堤防，土砂崩壊防止，農業用河川工作物，たん水防除，農地

浸食防止等の施設の整備に関すること。 

（３）災害時における種もみ，その他営農資材の確保に関すること。 

（４）災害時における生鮮食糧品等の供給に関すること。 



地震災害 1-2 -4- 

（５）災害時における農産物，蚕，家畜等に係る管理指導及び病害虫の防除に関すること。 

（６）土地改良機械器具及び技術者等の把握並びに緊急貸出し及び動員に関すること。 

（７）災害による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関すること。 

 関東森林管理局 

 （１）国有林野の保安林，保安施設(治山施設)等の維持，造成に関すること。 

 （２）災害復旧用材（国有林材）の供給に関すること。 

関東経済産業局 

（１）生活必需品，復旧資材など防災関係物資の円滑な供給の確保に関すること。 

（２）商工鉱業の事業者の業務の正常な運営の確保に関すること。 

（３）火薬類，高圧ガス，液化石油ガス，電気，ガスなど地震災害の保全に関すること。 

（４）被災中小企業の振興に関すること。 

 関東東北産業保安監督部 

 （１）火薬類，高圧ガス，液化石油ガス，電気，ガスなど地震災害の保全に関すること。 

 （２）鉱山に関する災害防止及び災害時の応急対策に関すること。 

 関東地方整備局 

（１）防災上必要な教育及び訓練に関すること。 

（２）公共施設等の整備に関すること。 

（３）災害危険区域等の関係機関への通知に関すること。 

（４）災害に関する情報の収集及び予警報の伝達等に関すること。 

（５）水防活動，土砂災害防止活動及び避難誘導等に関すること。 

（６）災害時における復旧資材の確保に関すること。 

（７）災害時における応急工事等に関すること。 

（８）災害復旧工事の施工に関すること。 

（９）港湾施設，海岸保全施設等の整備に関すること。 

（10）港湾施設，海岸保全施設等に係る災害情報の収集に関すること。 

（11）港湾施設，海岸保全施設等の災害応急対策及び復旧対策に関すること。 

（12）河川，道路等社会資本の応急復旧に関すること。 

（13）大規模自然災害発生時の各種の技術的支援（「TEC-FORCE」） 

（14）緊急を要すると認められる場合の緊急対応の実施 

 （15）災害時における情報連絡員（リエゾン）の派遣に関すること。 

関東運輸局 

（１）災害時における自動車運送業者に対する運送の協力要請に関すること。 

（２）災害時における自動車及び被災者，災害必要物資等の輸送力確保に関すること。 

（３）災害時における応急海上輸送の輸送力確保に関すること。 

東京航空局 

（１）災害時における航空機による輸送に関し，安全確保するための必要な措置に関すること。 

（２）遭難航空機の捜索及び救助に関すること。 

（３）指定地域上空の飛行規則とその周知徹底に関すること。 

東京管区気象台 

（１）気象，地象，水象の観測及びその成果の収集，発表に関すること。 

（２） 気象，地象(地震にあたっては地震動に限る)，水象の予測及び警報・注意報並びに台風，

大雨，竜巻等突風に関する情報等を適時・的確に防災機関に伝達するとともに，これら

の機関や報道機関による市民への情報等の周知に関すること。 

（３）気象庁が発表する緊急地震速報(警報)についての周知・広報に関すること。 
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（４）市町村長が行う避難勧告等の判断・伝達マニュアルやハザードマップ等の作成に関する

技術的な支援・協力に関すること。 

（５）災害の発生が予想されるときや，災害発生時における県や市町村に対する気象状況の推

移やその予想の解説等に関すること。 

（６）県や市町村，その他の防災関係機関と連携し，防災気象情報の理解促進，防災知識の普

及啓発活動に関すること。 

第三管区海上保安本部 

（１）情報の収集及び連絡に関すること。 

（２）活動体制の確立に関すること。 

（３）海難救助及び緊急輸送等に関すること。 

（４）流出油等の防除及び危険物の保安の維持に関すること。 

（５）海上交通安全の確保に関すること。 

（６）警戒区域の設定及び治安の維持に関すること。 

（７）関係機関等の災害対策の実施に対する支援に関すること。 

  

４．自衛隊 

（１）防災関係資料の基礎調査に関すること。 

（２）自治体災害派遣計画の作成に関すること。 

（３）茨城県地域防災計画に合わせた防災に関する訓練の実施に関すること。 

（４）人命又は財産の保護のため緊急に行う必要のある応急救援又は応急復旧に関すること。 

（５）災害救助のため防衛庁の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関すること。 

 

５．指定公共機関 

日本郵便株式会社 

（１）被災者に対する郵便葉書等の無償交付に関すること。 

（２）被災者が差し出す郵便物の料金免除に関すること。 

（３）被災地あて救助用郵便物等の料金免除に関すること。 

（４）災害時における郵便局窓口業務の維持に関すること。 

日本銀行(水戸事務所) 

（１）通貨の円滑な供給の確保に関すること 

（２）金融機関の間の資金決済の円滑な確保に関すること 

（３）金融機関の業務運営の確保に関すること 

（４）金融機関による金融上の措置の実施に関すること 

（５）上記各業務にかかる広報に関すること 

日本赤十字社(茨城県支部) 

（１）災害時における救護担当部の編成並びに医療及び助産等の救護の実施に関すること。 

（２）災害時における血清製剤の確保及び供給に関すること 

（３）災害救助の協力，奉仕団の連絡調整に関すること。 

（４）義援金品の募集配布に関すること。 

日本放送協会(水戸放送局) 

（１）気象予報，警報等の周知徹底に関すること。 

（２）災害状況及び災害対策室の設置に関すること。 

（３）社会事業等による義援金品の募集，配布に関すること。 

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） 
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（１）鉄道施設等の整備，保全に関すること。 

（２）災害時における救助物資及び避難者の輸送の協力に関すること。 

東日本電信電話株式会社（茨城支店） 

（１）電気通信施設の整備及び点検に関すること。 

（２）災害時における緊急電話の取扱いに関すること。 

（３）被災電気通信施設の応急対策及び災害復旧に関すること。 

東京瓦斯株式会社（東部事業本部） 

（１）ガス施設の安全，保全に関すること。 

（２）災害時におけるガスの供給に関すること。 

（３）ガス供給施設の応急対策と災害復旧に関すること。 

日本通運株式会社（水戸支店） 

（１）救助物資及び避難者の輸送の協力に関すること。 

東京電力株式会社（茨城支店） 

（１）災害時における電力供給に関すること。 

（２）被災施設の応急対策と災害復旧に関すること。 

ＫＤＤＩ株式会社（水戸支店） 

（１）電気通信施設の整備及び点検に関すること。 

（２）被災電気通信設備の応急対策及び災害復旧に関すること。 

株式会社工ヌ・ティ・ティ・ドコモ（茨城支店） 

（１）電気通信施設の整備及び点検に関すること。 

（２）被災電気通信設備の応急対策及び災害復旧に関すること。 

 

６．指定地方公共機関 

 茨城県土地改良事業団体連合会 

（１）土地改良区の農地・農業用施設の復旧に関する指導及び復旧計画書作成に関すること。 

 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会 

（１）災害時におけるボランティアの受入れに関すること。 

（２）生活福祉資金の貸付に関すること。 

 医療関係団体（鹿島医師会） 

（１）災害時における応急医療活動に関すること。 

 水防管理団体 

（１）水防施設資材の整備に関すること。 

（２）水防計画の策定と水防訓練に関すること。 

（３）水防活動に関すること。 

 運輸機関(鹿島臨海鉄道株式会社，社団法人茨城県トラック協会) 

（１）災害時における避難者，救助物資その他の輸送の協力に関すること。 

 ガス事業者 

（１）ガス施設の安全，保全に関すること。 

（２）災害時におけるガスの供給に関すること。 

（３）ガス供給施設の応急対策と災害復旧に関すること。 

一般社団法人茨城県高圧ガス保安協会 

（１）高圧ガス事業所の緊急出動態勢の確立に関すること。 

（２）高圧ガス施設の自主点検，調査，巡視に関すること。 

（３）高圧ガスの供給に関すること。 
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（４）行政機関，公共機関等が行う高圧ガス災害対策の協力に関すること。 

 報道機関(茨城新聞株式会社，株式会社茨城放送) 

（１）市民に対する防災知識の普及と警報等の周知に関すること。 

（２）市民に対する災害応急対策等の周知に関すること。 

（３）行政機関，公共機関等が行う災害広報活動の協力に関すること。 

 

７．公共的団体及びその他防災上重要な施設の管理者 

エフエムかしま市民放送株式会社 

（１）市民に対する防災知識の普及と警報等の周知に関すること。 

（２）市民に対する災害応急対策等の周知に関すること。 

（３）行政機関，公共機関等が行う災害広報活動の協力に関すること。 

農業協同組合，森林組合，漁業協同組合，商工会議所，商工会等の産業経済団体 

（１）被害調査に関すること。 

（２）物資，資材等の供給確保及び物価安定に関すること。 

（３）融資希望者のとりまとめ，斡旋等に関すること。 

一般診療所・病院 

（１）災害時における収容患者に対する医療の確保に関すること。 

（２）災害時における負傷者等の医療救護に関すること。 

 一般運輸事業者 

（１）災害時における緊急輸送の確保に関すること。 
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第３節 鹿嶋市の概況 

 

１． 自然条件 

 

（１）位置 

鹿嶋市は，茨城県のほぼ東南端，東経 140゜39′，北緯 35゜38′に位置している。東は鹿島

灘に臨み，西は北浦を経て潮来市に，北は鉾田市，南は神栖市に接している。 

東西に約７km，南北に約 17km，面積 105.97km2の南北に長い形状をしている。 

 

（２）地形及び表層地質 

鹿嶋市の地形は，中心部や北部を占める洪積台地と，北浦及び利根川沿いと鹿島灘沿岸に広

がる沖積平野に大きく分けられる。 

 

１）台地 

茨城県南部の平野部の大部分を占める常総台地は，河川や湖･山地によって 9つのブロッ

クに分けられるが，鹿嶋市はそのうち最も東側の鹿島台地に位置しており，市役所を中心

とした市の中心部や北部に広く分布している。鹿島台地はこれらの台地のうち最も標高が

高く，標高 43m程度の平坦地を形成している。 

２）低地 

鹿嶋市域には，北浦及び利根川沿いに広がる低地と，鹿島灘沿岸に広がる低地が発達し

ている。これらの低地は，「自然堤防」｢後背湿地｣「谷底平野」「旧河道」「湖岸低地」「砂

丘」「人工地盤」の７つに細分できる。以下に，それぞれの特徴を示す。 

３）自然堤防 

鹿嶋市域では常陸利根川沿いに若干見られる。河川が氾濫した際に河川に沿って，粗

粒の土粒子が堆積したもので，現況河川のみならず，旧河道に沿って分布が見られる。

旧河道に発達したものは，その後の洪水により削剥又は埋積されることがあり，地表部

ではパッチ状に分布している。一般的には砂質の堆積物で構成される。 

４）後背湿地 

鹿嶋市域では，鹿島灘沿いの砂丘の裏側や市南部の低地に見られる。洪水時に作られ

た自然堤防の後背が排水不良となり，沼沢地として残ったところである。海岸部でも砂

丘によって閉塞され，その背面に同様なものが形成される。このような後背湿地には湿

地性の植物が繁茂し，有機質に富む粘性土が分布することが多い。地下水位も高いこと

から水田として利用されることが多い。 

５）谷底平野 

鹿嶋市域では，市南部の低地に分布が見られる。河川に沿ってみられる平坦地で，軟

弱な粘性土が厚く堆積していることが多い。大きな河川沿いでは，昔の自然堤防を覆っ

て粘性土が分布していることがあり，また，台地を樹脂状に切り込んで発達している狭

長な谷底平野では後背湿地的な環境を呈し，有機質土が厚く堆積していることもある。 

６）旧河道 

鹿嶋市域ではほとんど見られない。河川が作った河道の跡で，周囲に比べてやや低い

地形をなし，一部は沼沢地となっている。 
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７）湖岸低地 

鹿嶋市域では，北浦沿いの低地がこれに属している。後氷期の湖面が最も高かった時

期の堆積物がその後の水位低下により，取り残されてできた地形である。 

８）砂丘 

鹿島灘沿岸に広く分布しており，古砂丘がそのほとんどを占めており，新砂丘は現在

の海浜沿いにやや高く，狭く発達している。 

９）人工地盤 

鹿島臨海工業地帯に広く分布しており，台地･砂丘･低地を切り盛りしたり，海岸を埋

め立てて造成している。 

 

（３）気候 

本市は，鹿島灘沖を回流する黒潮の影響を受け，夏と冬の気温差が比較的少なく，降雪はほ

とんどない。 

降雨量についてみると，６月の梅雨及び秋の９月，10月にかけて多く，冬の１月頃に少ない

表日本型の気候である。 

このため，冬から春の初めにかけて乾燥した日が続き，火災が発生しやすくなる。さらに，

特に３月，４月には発達した低気圧の通過に伴い，海上では15m/s，陸上では10m/s以上の強い

風が吹くため，海は大しけになり，特に船舶は注意が必要である。 

また，４月下旬から５月上旬にかけて晩霜に見舞われることがある。これは，天気が良く風

の弱い日に起こり，春先の農作物に被害をもたらす。 

６月から７月にかけては梅雨期である。断続的な雨が数日間に及ぶと，田畑の冠水，がけ崩

れ，河川の増水等が問題となる。また，この時期に降水量が少ない場合には，比較的雨の少な

い８月頃には干害が問題となる。 

８月から９月にかけては台風の季節であるが，当地方が台風の直撃を受けることは少なく。

風害に比べ豪雨による被害の方が多くなる。また，海は大しけとなり高波が押し寄せ，満潮と

重なった場合には，海岸の浸食が著しくなる。 
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２．社会条件 

 

（１）人口及び世帯 

平成７年９月１日に大野村を鹿島町に編入して市制を施行し，鹿嶋市が発足した。前身であ

る鹿島町の人口は，昭和 20 年代から 40 年までは 16，000 人台で横這い状態であったが，臨海

コンビナートの築造とともに急激に増加し，昭和 50年には 37，126人と急激な増加をみた。一

方，大野村の人口は昭和 40 年には 10，000 人を下回り減少傾向にあったが，40 年代後半から

増加に転じ，編入直前には 15，000 人弱となっていた。市制施行直後の平成７年国勢調査では

60，667人の人口となり，現在まで微増傾向が続いている。市の人口は平成 24年 1月 1日現在

では 66，580人となっている。 

世帯数も人口と同様に昭和 40年代に急激に増加し，鹿島町では昭和 40年に 3，216世帯であ

ったものが，昭和 55年には 12，115世帯にまで達した。市制施行直後の平成７年国勢調査では

19，851世帯，平成 24年 1月 1日現在では 25，809世帯となっている。 

 

■人口・世帯数の推移 

年次 
人口(人) 世帯数 

鹿島区域 大野区域 鹿島区域 大野区域 

昭和 30年 16，407 11，290 2，839 1，826 

  40年 16，305 9，779 3，216 1，852 

  50年 37，126 11，104 9，138 2，484 

  60年 42，602 13，322 12，842 3，241 

平成６年 46，035 14，919 15，416 4，214 

  ７年 60，667 19，851 

10年 61，851 20，782 

20年 65，193 24，572 

24年 66，580 25，809 

  

人口ピラミッドの変遷を見ると，平成 15年には男女とも「50～54歳」「55～59歳」の世代が

最も多くなっていたが，平成 24年では「60～64歳」「65～69歳」の世代が最も多くなっている。

これにより，今後 10 年間で更に高齢者人口が増加することが予測される。 
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■市の人口ピラミッドの変遷 

 

（２）土地利用 

鹿嶋市における土地利用は，平成２４年の固定資産税概要調書によれば，「農地」が 2，700ha

と多くを占めており，次いで「宅地」が，2，004ha となっている。近年は，「農地」及び「山

林」が微減傾向で推移し，「宅地」に変更するケースが見られる。なお，更地や公共用地等の「そ

の他」の土地利用が 4，229haを占めている。 

 ■土地利用 

農地 2，700ha 非住宅用地 970 

田 1，356 山林 1，432 

畑 1，344 原野 232 

宅地 2，004 その他 4，229 

住宅用地 1，034 合計 10，597 

 

（３）都市圏及び交通 

首都・東京から 80km 圏に位置し，県都・水戸及び筑波研究学園都市からは 50km 圏，成田国

際空港がある成田からは 30km圏という位置にある。 

鉄道交通は，鹿島神宮駅はＪＲ鹿島線と鹿島臨海鉄道大洗鹿島線とが接続する駅となってい

る。道路交通は，市内を循環するコミュニティバスのほか，東関東自動車道を通じて，首都・

東京及び国際都市・成田を結ぶ高速バスが運行している。また，鹿島港は，国際港湾として首

都圏の物流基地の一つとなっている。 

 

（４）産業 

恵まれた気候を利用した農業に加え，鹿島灘・北浦での漁業が古くから盛んで，今日でも基

幹産業の一翼を担っている。鹿島開発以後は，鹿島臨海工業地帯の造成により全国有数の工業

が発展を遂げ，それに伴う人口増加などにより，商業，サービス業などが発展した。 
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■製造業事業所数及び年間製造業出荷額の推移 

 

  

■観光入込客数の推移 

鹿島神宮を中心とした観光は，Ｊリーグ鹿島アントラーズの人気と相まって全国的な知

名度も高まり，今日では年間 220万人を数え，安定した産業となっている。 
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３．災害履歴 

 

本市における地震，津波，風水害などの自然災害の履歴は，平成 23 年３月 11 日に発生した東

日本大震災における被害が最も大きく，その他の自然災害においては，災害実態は少ない状況で

ある。 

過去に発生した地震の事例をまとめると，茨城県に影響を与えた地震は，以下の３種類に大別

できる。 

 東日本大震災 

 茨城県南部で発生する直下型の地震 

 茨城県沿岸で発生する海洋型の地震 

海洋型の地震による被害は，東日本大震災では最大震度 6 弱を記録している。その他の地震被害は

水戸市から那珂川・久慈川沿岸部が主体であり，県南部の鹿嶋市では過去の地震被害はほとんど発生

していない。 

一方，県南部の直下型地震は主に霞ケ浦周辺から利根川沿いで発生しており，昭和以前の地震

が多く被害の実態の詳細は不明であるが，鹿嶋市にも何らかの影響を及ぼした可能性がある。 

 

■東日本大震災時における鹿嶋市の被害状況 （平成２５年３月３１日現在） 

◆死傷者   死者１名， 負傷者０名， 行方不明者０名  

◆建 物    全壊家屋数      ５１１棟 

  大規模半壊家屋数   ６７８棟 

  半壊家屋数     ２，６７６棟 

 一部損壊家屋数  ３，２８８棟 

   床上浸水戸数     １５５戸 

 床下浸水戸数      ７７戸 

   液状化被害戸数  １，５２９棟 

 津波被害戸数     １５４棟 

◆避難者数            ５，９２９名（２３施設） 

◆り災証明   受付件数：１４，６６０件 

◆道路・排水  損壊箇所 １，１８２箇所，全面通行止 １０５箇所 

◆崖崩れ    損壊箇所 ３２箇所 

◆ライフライン 水  道：漏水 ３０６箇所，断水 １６，６００戸（全戸） 

        下  水：人孔隆起６００箇所（不可延長 L＝２１ｋｍ） 

停電件数：３８，２５６件(５，５２８世帯) 

電柱傾斜： １，３２５本 

鉄道：JR鹿島線鹿島神宮～佐原間   （４/１６復旧） 

鹿島臨海鉄道全線        （７/１２復旧） 

道路：国道１２４号（４/１２復旧） 

茨城鹿島線 （４/２８復旧） 

鹿島港線  （４/１２復旧） 
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■茨城県に被害を与えた地震の表 

北緯 東経
古河
市

水海
道市

龍ヶ
崎市

土浦
市

潮来
町

1
799.9.18
（延暦18）

- - - - - - - - - -

常陸の国鹿島・那珂・久慈・多賀の４郡に津波、
早朝より夕刻まで約15回。波は平常の汀線より
1町（約110ｍ）の内陸に達し、平常の汀線より
20余町（約2.2ｋｍ）の沖まで水が引いた。

2
818.-.-
（弘仁9）

36.5° 139.5° - 7.5 8.99 5.03 3.64 4.29 - 関東諸国

相模・武蔵・下総・常陸・上野・下野等、山崩れ
谷埋まること数里。
百姓の圧死者多数。

3
1420.9.7
（応永27）

- - - - - - - - - -
常陸多賀郡の河原子および相賀に津波寄するこ
と4時間に9回。地震記事なし。

4
1677.11.4
（延宝5）

35.5° 142.0° - 8.0 - - - - 3.82
磐城・常陸・安房・
上総・下総

水戸領内で潰家189、溺死36、舟破損または流
失353。
磐城から房総にかけて津波襲来。

5
1855.11.11
（安政2）

35.65 139.8 - 7.0 - - - - - -

江戸地震。激震地域は江戸の下町で、なかでも
本所、深川、浅草、下谷、小川町、曲輪内が強
く、山の手は比較的軽かったが、土蔵の全きも
のは一つもなかった。民家の潰も多く14,346軒。
土蔵潰1,410。死者は1万位。布佐、布川で破損
家あり。水戸の下町で瓦落ち蔵大痛、上町でも
瓦落ち、土蔵少損、土浦で蔵の潰。大破あり。

6
1895.1.18
（明治28）

36.1° 140.4° - 7.2 3.92 6.87 8.49 10.90 9.95 霞ケ浦付近

特に被害の大きかったのは水戸市下市、那珂郡
湊町、鹿島郡豊津村、新治郡石岡町であった。
筑波郡では家屋全潰１、破損77、土蔵半潰２
（死者４、負傷34、全壊53、半壊1565：県資料に
よる）

7
1896.1.9
（明治29）

36.5° 141.0° - 6.6 - - - - - 鹿島灘
水戸付近から久慈・那珂両川の沿岸地方で家
屋・土蔵の小被害あり。

8
1897.1.17
（明治30）

36.2° 139.9° - 5.6 - - - - - 利根川流域

特に結城郡宗道村では、土蔵壁に亀裂を生じ
た。
茨城県南西部で震度大。

9
1899.4.15
（明治32）

36.3° 141.0° - 5.8 - - - - - 茨城県沖
霞ケ浦・利根川付近に小被害。

10
1921.12.8
（大正10）

36.0° 140.2° - 7.0 4.12 9.37 11.50 12.00 6.24 茨城県龍ヶ崎
茨城県龍ヶ崎で墓石多く倒れ、田畑・道路に亀
裂。

11
1922.5.9
（大正11）

36.0° 140.0° - 6.1 - 7.55 3.64 3.62 - 茨城県谷田部
土浦で電話線切断３。
館野の高層気象台で壁に亀裂を生ず。

12
1923.1.14
（大正12）

36.1° 139.9° - 6.1 3.53 5.11 - - - 水海道付近
東京で傷１。
家屋小破数軒。

13
1923.9.1
（大正12）

35.2° 139.3° - 7.9 4.30 4.58 4.50 3.86 3.32 関東大地震
被害は県で死５、傷40、全潰517、半潰681。

14
1930.6.1
（昭和5）

36.57° 140.62° 30 6.5 - - - - - 那珂川下流域

水戸（煉瓦堀倒る）、久慈（崖崩れ１、倉庫傾斜
１、煙突倒壊１）、鉾田（石垣崩る）石岡（土蔵に
亀裂）、真壁・土浦（壁の剥落）などの被害が
あった。

15
1931.9.21
（昭和6）

36.15° 139.23° 0 6.9 4.82 - - - - 西埼玉地震
茨城県で傷１、非住家全潰２、半潰１、煙突倒壊
１の被害があった。

16
1938.5.23
（昭和13）

36.65° 141.58° 0 7.0 - - - - - 塩屋崎沖
茨城県で煙突５本折損し、磯原で土蔵の倒壊１
の被害があった。

17
1938.9.22
（昭和13）

36.4° 141.02° 30 6.5 - - - - - 鹿島灘
水戸（震度Ⅴ）で僅少被害。

18
1938.11.5
（昭和13）

37.33° 142.18° 30 7.5 - - - - - 福島県東方沖
茨城県で微小被害。
田中で42cm、祝で88cmの津波があった。

19
1974.8.4
（昭和49）

36°01′ 139°55′ - 5.8 - - - - - 茨城県南西部

負傷者は埼玉8人、東京9人、千葉・茨城各1
人、ショック死東京・茨城で各1人。震央付近で
屋根瓦の落ちた家が10数件あった。

20
1983.2.27
（昭和58）

35.94° 140.16° 72 6.0 - - - - - 茨城県南部
茨城県南部で傷２、住家破損111、文教施設２、
道路２、水道施設13の被害があった。

21
1987.12.17
（昭和62）

35.35° 140.48° 58 6.7 - - - - - 千葉県東方沖
利根川流域で1000棟以上の瓦に被害。

22
2000.7.21
（平成12）

36°32′ 141°07′ - 6.4 - - - - - -

茨城県沖の地震。
那珂町で住家一部破損2棟、阿見町で断水など
の小被害。

23
2004.10.6
（平成16）

35°59′ 140°05′ - 5.7 - - - - - -
つくば市・関城町で震度5弱を記録。人的・物的
被害は無し。

24
2005.2.16
（平成17）

36°02′ 139°53′ - 5.3 - - - - - -

石岡市・牛久市・つくば市で重傷者各1名、土浦
市・総和町・利根町・藤代町で軽傷者各1名、
龍ヶ崎市ではブロック塀が長さ10ｍにわたり倒
壊。

25
2005.4.1
（平成17）

35°44′ 140°37′ - 6.1 - - - - - -
本県における震度5強は震災階級改訂後初観
測。人的・物的被害は無し。

26
2005.8.16
（平成17）

38°09′ 142°17′ - 7.2 - - - - - -

宮城県沖の地震。
日本原子力研究所東海研究所（JRR-4)が自動
停止。人的・物的被害は無し。

27
2005.10.19
（平成17）

36°23′ 141°03′ - 6.3 - - - - - -
鉾田市で軽傷者1名、物的被害無し。

28
2008.5.8
（平成20）

36°13′ 141°36′ - 7.0 - - - - - -

水戸市で震度5弱を記録。常総市で軽傷者1名、
下妻市で6棟、土浦市で1棟が住家一部破損。

29
2008.7.5
（平成20）

36°38′ 140°57′ - 5.2 - - - - - -
日立市で震度5弱を記録。人的・物的被害は無
し。

30
2011.3.11
（平成23）

36°06′ 142°52′ - 9.0 - - - - - -

8市で震度6強、21市町村で震度6弱を観測。同
日15：15に茨城県沖で最大余震（Ｍ7.7）が発生
し、鉾田市で6強、神栖市で6弱を観測。人的被
害：死者24名、行方不明者1名、重症33名、軽
傷674名
住家被害：全壊3,070棟、半壊23,988棟、一部
損壊173,624棟
床上浸水1,719棟、床下浸水711棟
（平成24年2月3日現在）

＊）速度振幅は金井の式による(－は3kine以下である) 参考文献　　宇佐美龍夫(1987)　：新編　日本被害地震総覧

注：1926年以降の震央の位置・マグニチュードについては気象庁資料による。
　　

　　被害摘要は2004年から消防庁による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

地域 被害概要
各地域の速度振幅(kine=cm/s)震央位置

No. 発生年月日
深さ
(km)

マグニ
チュード
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第４節 地震被害の想定 

 

１．被害想定実施の意義 

 

大規模地震による被害を予防，軽減し，また，発生した被害に即して有効な対応策をとれるよ

うな，実効性のある地域防災計画とするためには，地震が発生した場合に本市がどのような状況

に置かれるのか，どのような種類の被害がどれくらいの規模・数量で発生するのかを想定してお

くことが有効である。すなわち，発生の可能性がある地震（想定地震）によって引き起こされる

被害を可能な限り具体的かつ定量的に予測することにより，地域防災計画が主たる対象として考

える災害の内容（前提条件）を明らかにすることができる。地震の被害は，自然現象に起因する

ゆえに不確実性を内包しており，想定結果も「確率」であるという認識は必要であるが，この想

定結果を踏まえることによって，人材，資機材，財源のより効率的な配置や投入が可能となる。 

 

２．想定地震 

 

首都圏での直下型の地震（マグニチュード７級）の発生については，大陸プレート，フィリピ

ン海プレート及び太平洋プレートが互いに接し，複雑な応力集中が生じていることなどから，あ

る程度の切迫性を有していることが明らかにされており，茨城県に影響を及ぼす地震としては，

茨城県南部地震（マグニチュード７．３）が中央防災会議により想定されている。 

茨城県沖を含む三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間地震（津波地震）については，

茨城県及び福島県沖の海溝寄り部分では，複数の領域を震源域とした地震の発生可能性があると

されており，発生した場合は，マグニチュード（Mt）８．６～９．０と地震調査研究推進本部に

より推定されている。 

東海地震（震源地：駿河湾，マグニチュード：８程度）が発生した場合，概ね県南部で震度５

弱，その他の地域は震度４以下と予想されており，近い将来大規模な地震が発生すると考えられ

ている。 

上記以外の地震についても，過去には，茨城県南部，茨城県沖，福島県沖で震度５を記録し被

害が発生しており，発生確率については算出されていないが，太平洋プレート内部での周期の短

い強震動の地震も想定されている。しかし，地震発生の切迫性を判断することは困難であり，今

後の研究成果を待つ状況にある。 

これらの状況を踏まえ，本市における地震被害想定調査では，平成９年に中央防災会議が示し

た地震モデルの中で，鹿嶋市に一番影響が大きいと考えられる南関東地域直下を想定した調査結

果を活用することとした。 

 なお，東日本大震災の地震規模を考慮し，茨城県により新たな被害想定が公表された場合は，

その結果を踏まえ，本計画を見直すものとする。 
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■想定地震の断層モデルのパラメータ 

マグニチュード Ｍ ７．０ 

断層の 

原点位置 

北緯（°） ３５．７８ 

東経（°） １４０．４０ 

長さ Ｌ（ｋｍ） ３０ 

幅  Ｗ（ｋｍ） ３０ 

深さ Ｈ（ｋｍ） ４７ 

走向 φ（°） ２９６ 

傾き δ （°） ２３ 

ﾗｲｽﾞﾀｲﾑ τ（秒） １．０ 

破壊伝播速度 Vr（㎞/ｓ） ２．７ 

Ｓ波速度 Vs（㎞/ｓ） ３．７ 

 

３．被害想定の前提条件 

 

地震による被害は地震発生の時刻，季節，天候等の諸条件によって大きく変化する。とくに

地震時の火災については，「夏」よりストーブなどを使用する「冬」の方が，また，「昼」より

炊事の時間帯である「夕方」の方が出火要素も多く，「強風」の場合ほど延焼の危険性が高い。

したがって，今回の被害想定調査では，被害が大きくなる条件として＜冬・夕＞と，比較的火

災による被害が起こりにくい条件として＜夏・昼＞の２つのケースを考えている。 

 

■被害想定に用いた前提条件 

名称 冬・夕 夏・昼 

季 節 冬（２月） 夏（７月） 

曜 日 平日 平日 

時間帯 午後６時頃 午後０時頃 

天 候 晴れ 晴れ 

湿 度 ６０％ ９０％ 

風 向 西北西（N105゜Ｅ） 北北西（N165゜Ｅ） 

風 速 ７．５m/s １．３m/s 
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４．被害想定結果 

 

被害想定は，地震動及び液状化の想定結果をもとに，ライフライン被害，交通施設被害，建

物被害及び地震火災，人的被害について実施した。その結果の要点は次の通りである。 

 

（１）地震動及び液状化 

鹿嶋市域の予想震度は，概ね震度５強が想定されるが，北浦の湖岸を中心に一部震度６弱と

なるところが見られる。 

また，液状化の危険度が非常に高いのは，市南部の低地及び北浦沿いの湖岸低地であり，海

岸部でも南部で危険度の高いところがある。 

 地表加速度が 300～350galとなるのは，国道 51号沿いの北浦に近い低地部とそれより北

側の北浦湖岸の一部である。 

 地表加速度が 250～300gal となるのは，主に北浦湖岸低地部であり，市南部の低地でも

一部に見られる。 

 地表加速度が 200～250gal となるのは，主に砂丘・湖岸低地の一部分と，沖積の低地部

である。 

 台地部及び低地でも締まった砂が卓越しているところでは，地表加速度は 150～250gal

と小さな値を示す。 

 

（２）ライフライン被害 

ライフラインの被害想定は，上水道，下水道，電気，電話について行った。都市ガスについ

ては本市では普及していないため，被害想定を実施していない。 

１）上水道 

市内での水道管の被害は 11 箇所，断水世帯は 2，909 世帯にのぼると想定される。被害

が大きいのは，地震動が大きい北浦沿岸や液状化危険性の高い市南部である。 

２）下水道 

市内での下水道管の被害は 4.4 箇所と想定され，液状化の危険度の高いところや設備が

集中している市街地で被害発生が多くなっている。500ｍメッシュ毎の被害は 1箇所以下で

ある。 

３）電気 

市内での被害は電柱 109本，架空線 524 条，地下ケーブル 0.001km，停電 4，800世帯と

想定される。被害は，地震動が大きく，液状化の危険度が高い市南部の低地及び北浦沿岸

のほか，設備が集中している市街地に多い。 

４）電話 

市内での被害は電柱 31本，架空線 104条，地下ケーブル 0.06kmと想定される。被害は，

地震動が大きく，液状化の危険度が高い市南部の低地及び北浦沿岸のほか，設備が集中し

ている市街地に多い。 

 

（３）交通施設被害 

地震による交通施設の被害は，地震直後の避難行動や消火活動に影響を及ぼすばかりでなく，

救護活動や震災復旧のための資材輸送を考える上でも重要な要素であることを踏まえ，道路及

び鉄道について被害想定を行った。 
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１）道路 

国道では国道 51 号で 1箇所，国道 124号で 2箇所の被害が予測される。なお，ここでい

う被害は，車両等が通行できなくなる箇所を意味している。 

２）鉄道 

ＪＲ鹿島線での被害は 1 箇所以下となるが，鹿島臨海鉄道では 5 箇所程度の被害の発生

が予測される。 

 

（４）建物被害及び地震火災 

１）建物被害 

市内の建物の総数は約 27，000 棟であり，このうち 600 棟弱が大破以上の被害を受ける

と想定される。建物の種類としては木造が一番多く，次いでＳ系非住家となっている。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

２）地震火災 

火災は，＜夏・昼＞の場合は発生しないと予測されるが，＜冬・夕＞の場合は３件発生

する。しかし，消防力や自主消火により消し止められるため，延焼は発生せず焼失棟数は

３棟にとどまる。 

 

（５）人的被害 

人的被害の想定は，市内の人口分布・全壊棟数・焼失棟数をもとに行った。焼失棟数が関係

するため，＜夏・昼＞と＜冬・夕＞では若干結果が異なるものの，死者およそ 10名，負傷者 200

名強，り災者 900名，避難者 5，000名程度と想定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料編 

 想定地震の断層モデル図 

 震度分布図 

 地表加速度分布図 

■建物の被害想定結果

建物の種類 棟数 大破棟数 大破率

木造 22,701 374 1.65

ＲＣ系 341 6 1.76

Ｓ系非住家 1,969 139 7.06

Ｓ系住家 1,437 26 1.81

その他 828 39 4.71

合計 27,276 584 2.14

＊ＲＣ：鉄筋コンクリート

＊Ｓ  ：鉄骨

■人的被害想定結果 （単位：人）

夏・昼 死　者 10

負傷者 210

罹災者 900

避難者 5,240

冬・夕 死　者 14

負傷者 260

罹災者 910

避難者 5,250
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 液状化危険度分布図 

 水道管の被害想定結果図 

 下水道の被害想定結果図 

 電力（電柱）の被害想定結果図 

 電話（電柱）の被害想定結果図 

 道路の被害想定結果図 

 鉄道の被害想定結果図 

 建物（大破棟数）の被害想定結果図 

 火災（冬夕）の被害想定結果図 

 


