
 

 

 

 

 

 

 

第２章 地震災害予防計画 
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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  

 

（１）留意点 

 １）職員への災害時の役割と体制の周知徹底 

   市は，職員に対して，日常業務とは異なる災害時の担当業務やその実施体制等について，

活動要領（マニュアル）を作成するなど周知徹底を図るものとする。 

 ２）男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立 

   市及び防災関係機関は，男女双方の視点に配慮した防災を進めるため，防災に関する政策・

方針決定過程及び防災の現場における女性の参画の拡大を積極的に図るものとする。 

 

（２）市の活動体制の整備 

市は，災害時の応急対策活動を円滑に行えるよう，日頃から研修会等を通じ，職員に対し災

害時の役割と体制の周知徹底を図るとともに，地域防災計画に基づき，震災応急対策に関する

活動要領（マニュアル）等の整備を図っていくものとする。 

この際，業務継続計画（BCP）を策定するなど，災害応急対策等の実施に必要となる庁舎の代

替施設の確保や，重要データの保全等に万全を期するものとする。 

また，市の各部課は，災害時に他の部課とも円滑に連携が図れるよう，情報交換を緊密に行

うとともに，研修及び訓練等を共同で行うなど部局間の連係体制を整備しておくものとする。 

 

※資料編 

 鹿嶋市防災会議条例 

 鹿嶋市防災会議委員名簿 

 防災担当機関及び連絡窓口 
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２．相互応援体制の整備  

 

災害対策の総合的かつ円滑な実施を図るため，本市は，応援協定の締結等により，他の地方公

共団体等との相互の連携を強化して防災組織の万全を図るものとする。 

本市が大規模災害に見舞われた場合やその後の復旧・復興対策を行う場合には，本市だけです

べての対策を実施することは困難であり，また隣接する市も同時に大きな被害を受ける可能性も

あるため，近隣の市のみならず，広域的な地方公共団体間の相互応援体制を確立しておくものと

する。 

 

（１）市町村間の相互応援 

 １）協定の締結 

市は，市域にかかる災害について適切な応急措置を実施するため，大規模災害時の応援

要請を想定し，災害対策基本法第 67条の規定等に基づき他の市町村との応援協定の締結を

推進するとともに，既に締結された協定については，より具体的，実践的なものとするよ

う常に見直しを図っていくものとする。 

現在，本市では平成６年８月に県下全市町村と「災害時等の相互応援に関する協定」を

締結しているほか，広域災害に備えて，佐賀県鳥栖市(平成 24年４月)，和歌山県海南市(平

成 24年５月)，青森県五所川原市（平成 24年８月）と相互応援協定を締結している。 

また，消防組織法第 39条の規定に基づき，県下の消防本部間における「茨城県広域消防

相互応援協定」を締結している。 

２）応援要請体制の整備 

市は，災害時（その後の復旧・復興対策を含む。）の応援要請が迅速かつ円滑に行えるよ

う，応援要請の窓口の明確化やその手続，情報伝達方法，派遣職員の編成基準等応援体制

についてのマニュアルや資機材を整備するとともに，職員への周知徹底を図る。 

また，平常時から協定を締結した他市町村との間で，訓練，情報交換等を実施しておく

ものとする。 

３）応援受入体制の整備 

市は，応援要請後，他市町村からの応援部隊が効率的に応援活動を実施できるよう，受

入窓口や指揮連絡系統の明確化及びマニュアルを整備するとともに，職員への周知徹底を

図る。また，平常時から協定を締結した他市町村との間で，訓練，情報交換等を実施して

おくものとする。 

 

（２）県等の機関に対する職員派遣の要請及び斡旋 

市は，災害時の県や国等の機関に対する職員派遣の要請及び斡旋が迅速かつ円滑に行えるよ

う，応援要請手続，情報伝達方法等についてのマニュアルを整備するとともに，職員への周知

徹底を図る。 

 

（３）公共的団体等との協力体制の確立 

市は，市域内又は所掌事務に関係する公共的団体に対して，震災時において応急対策等に対

し積極的協力が得られるよう協力体制を整えておく。 

このため，公共的団体の防災に関する組織の充実を図るよう指導し，相互の連絡を密にして

災害時に協力体制が十分発揮できるよう体制の整備を図る。 
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（４）民間企業等との協力体制の確立 

市は，避難所としての機能，食糧供給の支援等において，民間企業等の有する機能を把握し，

事前に協定を締結し，災害時に協力体制が十分発揮できるよう体制の整備を図る。 

 

（５）他市町村災害時の応援活動のための体制整備 

市は，被災市町村から応援要請を受けた場合において，直ちに派遣の措置が講じられ，かつ

日常業務に支障をきたさないよう，支援対策本部，派遣職員のチーム編成，携帯資機材，使用

車両，作業手順等についてマニュアルを整備しておく。その際，職員は派遣先の被災地におい

て，被災市町村から援助を受けることのないよう，食糧，衣料から情報伝達手段に至るまで各

自で賄うことができる自己完結型の体制とする。また，日常より研修及び訓練の実施を行って

おく。 

 

※資料編 

 災害時等の相互応援に関する協定 

 協定自治体及び協定企業等の一覧 

 茨城県広域消防相互応援協定 
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３．防災組織等の活動体制の整備 

  

大規模な地震災害が発生した場合には，二次災害の防止又は軽減を図るため，市や防災関係機

関のみならず，市民が自主的に防災活動に参加し，地域で助け合っていくことが重要である。こ

のため，災害時に幅広い知識や技能をもって対応できるボランティアの養成及び登録を行うとと

もに，円滑な救援活動が行えるよう平常時からボランティア団体間のネットワーク化を促進して

いくものとする。また，自主防災組織についても活動環境の整備を積極的に行っていくものとす

る。 

その際，男女双方の視点に配慮した防災を進めるため，防災の現場における女性の参画の拡大，

男女共同参加の視点を取り入れた防災体制の確立に努めるものとする。 

 

（１）自主防災組織の育成・連携 

１）自主防災組織の整備 

市は，自主防災組織の結成の促進や育成の強化を図り，消防団とこれらの組織等との連

携等を通じて地域コミュニティの防災体制の充実を図るものとする。 

①普及啓発活動の実施 

市は，防災講演会や研修会の開催，パンフレットの作成等を通じ，市民に自主防災組

織の活動の重要性や役割を啓発していく。 

②自主防災組織の編成 

（ア）市は，原則として，地域既存のコミュニティである区や自治会等による自主防災組

織の結成を促進する。 

（イ）地域内の事業所と協議の上，地域内の事業所の防災組織を自主防災組織として位置

付けて連携を図っていく。 

（ウ）各自主防災組織は，昼夜間及び休日・平日等においても支障のないよう組織を編成

する。 

③自主防災組織の活動内容 

（ア）平常時 

 災害時要援護者を含めた地域住民のコミュニティの醸成 

 日頃の備え及び災害時の的確な行動等に関する防災知識の普及や，地域の危険箇

所の点検・把握等 

 情報収集・伝達，初期消火，避難及び救出・救護等の防災訓練の実施 

 消火用資機材及び応急手当用医薬品等の防災用資機材の整備・点検等 

 災害発生時における，行政や消防団等との連携手段の確保 

（イ）発災時 

 初期消火の実施 

 情報の収集・伝達 

 救出・救護の実施及び協力 

 集団避難の実施 

 炊き出し及び給水，救助物資の分配に対する協力 

 災害時要援護者の安全確保等 

 

２）協力体制の整備及び活動支援 
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市は，自主防災組織間の連携強化を目的として，組織間の情報交換等を行うなど連携体

制を強化する。 

また，市は自主防災組織に対し，その結成及び資機材の整備等について支援及び助成を

行うとともに，自主防災組織のリーダーを養成するための教育，研修等を実施し自主防災

組織の活動の活性化を図る。 

 

（２）事業所防災体制の強化 

消防機関は，学校・病院・大規模小売店等多数の人が出入りする施設について，出火の

防止，初期消火体制の強化等を指導するものとする。 

また，複数の用途が存在し，管理権限が分かれている建物の防災体制については，共同

防火管理体制が確立されるよう指導する。 

  

（３）ボランティア組織の育成・連携 

１）防災ボランティアの定義 

茨城県地域防災計画において，防災ボランティアは一般ボランティアと専門ボランティ

ア（医療，語学，アマチュア無線）とに区分し，次の表に示す関係団体等がそれぞれ受入

れ，派遣等に係る調整を行うこととされている。 

■ボランティアの区分 

区分 活動内容 
養成・登録

の有無 
担当窓口 受入窓口 

一 般 

炊き出し，食事の配布，

水汲み，清掃，救援物資

の仕分け・配布，情報の

収集・提供，介助，手話

等 

養成有り 

登録有り 

県(保健福祉部) 

市町村 

県社会福祉協議会 

市町村社会福祉協議会 

医療 

医療活動(医師・看護師，

臨床検査技師，医療放射

線技師，理学療法士，作

業療法士)，調剤業務，

医薬品の仕分け・管理

（薬剤師），健康管理・

栄養指導（保健師，助産

師，栄養士)，歯科診療

（歯科医師，歯科衛生

士，歯科技工士），メン

タルケア（精神保健福祉

士，臨床心理士），医業

類似行為業務の提供（あ

ん摩マッサージ指圧師，

はり師，きゅう師） 

養成無し 

登録無し 
県（保健福祉部） 

県医師会 

県歯科医師会 

県薬剤師会 

県看護協会 

県助産師会 

県臨床検査技師会 

県診療放射線技師会 

県理学療法士会 

県作業療法士会 

県栄養士会 

県歯科技工士会 

県精神保健福祉士会 

県臨床心理士会 

県鍼灸師会 

県鍼灸マッサージ会 

語学 外国語通訳・翻訳 
養成有り 

登録有り 
県（生活環境部） 県国際交流協会 

ｱﾏﾁｭｱ 

無線 
非常通信 

養成無し 

登録無し 
県（生活環境部） 県（生活環境部） 

したがって，市は一般ボランティアの担当窓口となり，社会福祉協議会において一般ボ

ランティアを受け入れる。 

２）一般ボランティアの担当窓口の設置 

市は，災害発生時におけるボランティア活動を支援するため，あらかじめ一般ボランテ

ィアの「担当窓口」を設置する。市社会福祉協議会は，災害発生時におけるボランティア
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活動の「受入窓口」となることとし，災害発生時には，その活動が円滑に行われるよう，

被災地ニーズの集約体制等あらかじめその機能を整備するものとする。 

市社会福祉協議会は，ホームページに「ボランティアの受入窓口」を掲載するなど，広

く市民に周知する。 

３）「受入窓口」の整備と応援体制の確立 

ボランティアの受入れを円滑に進めるため，市町村社会福祉協議会間における相互応援

協定を締結し，災害時の協力体制強化を図るものとする。 

４）一般ボランティアの活動環境の整備 

①ボランティア活動の普及・啓発 

災害時におけるボランティアの十分な協力と円滑な活動に結びつけるため，市民・企

業等に対するボランティア活動の普及・啓発を行うとともに，学校教育においてもボラ

ンティア活動の普及に努めるものとする。 

②一般ボランティアの活動拠点等の整備 

災害時におけるボランティア活動が円滑に行えるよう，平常時から活動拠点の整備に

努めるとともに，情報通信手段となる非常時用電話，FAX，パソコン等通信機器等の資機

材の整備を進める。 

③ボランティア保険への加入促進 

市は，ボランティア活動を支援するため，ボランティア保険への加入促進を図るとと

もに，ボランティア保険への加入者に対する助成に努める。 

 

（４）企業防災の促進 

１）企業の取り組み 

企業は，災害時の企業の果たす役割(生命の安全確保，二次災害の防止，事業の継続，地

域貢献，地域との共生)を十分に認識し，各企業において災害時に重要業務を継続するため

の事業継続計画(BCP)を策定・運用するように努める。 

また，防災体制の整備，防災訓練の実施，事業所の耐震化・耐浪化，予想被害から復旧

計画策定，各計画の点検・見直し，燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応，

取引先とのサプライチェーンの確保等の事業継続上の取り組みを継続的に実施するなど防

災活動の推進に努める。 

企業等においては，災害発生時に従業員を一定期間事業所等内に留めておくことができ

るよう，従業員に対する安否確認方法の周知や必要な物資等の備蓄など，帰宅困難者対策

に努めるものとする。 

さらに，企業のトップから一般職員に至る職員の防災意識の高揚を図るとともに，優良

企業表彰，企業の防災に係る取り組みの積極的評価等により企業の防災力向上の促進に努

める。 

２）市の取り組み 

市は，こうした取り組みに資する情報提供等を進めるとともに，企業防災分野の進展に

伴って増大することになる事業継続計画(BCP)策定支援等の高度なニーズにも的確に応え

られる市場の健全な発展に向けた条件整備に努める。 

さらに，市は，企業を地域コミュニティの一員としてとらえ，地域の防災訓練等への積

極的参加の呼びかけや，自主防災組織や消防団などと積極的な連携を促すなど，防災に関

するアドバイスを行う。 
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第２節 災害に強い地域づくりの推進 

            

１． 防災まちづくりの推進  

 

まちづくりの基本は安全であり，「生活者重視の原点は安全と安心」ということを基本に据えて，

震災による被害を最小限にするために，地震に強いまちづくりを進めることが重要である。 

地震に強いまちづくりを進めるにあたっては，延焼遮断空間等の防災空間の確保，防災拠点の

整備，面的整備による木造密集市街地等の防災上危険な地域の解消，避難地，避難路ネットワー

クの整備等の各種防災対策を，計画的かつ総合的に推進するものとする。 

 

（１）防災まちづくりの視点 

１）計画的な対策の推進 

財政的・時間的な制約のもとで地震に強いまちづくりを着実に推進していくためには，

防災まちづくり事業を計画的に推進することが必要である。したがって，市は，地震被害

想定調査結果などを踏まえて，都市計画的な視点から総合的な防災まちづくりの方針を策

定し，災害危険性が高いと考えられる地域での施設整備など，緊急性・重要性の高いもの

から重点的・集中的に実施し，市全体の安全性の水準を着実に引き上げていく。 

２）都市計画的な観点からの対策の展開 

建築物や各インフラストラクチャーの防災対策をそれぞれ個別に推進するのではなく，

各対策を都市計画的な観点から総合化し，都市構造を耐震強化し，その機能の信頼性を向

上させるように，計画的かつ積極的に防災まちづくりを行っていくことが必要である。 

３）ソフト対策とハード対策の効果的な連携 

防災まちづくりは，大きく予防対策と被害軽減対策に分けられる。しかし，予防対策と

してのハード整備は，短期間で完了するものではなく，まちの構造的な耐震性が十分でな

い段階で大規模地震に見舞われることもあり得る。したがって，発災後の避難や応急対策

活動等の被害軽減策としてのソフト対策が重要であり，そのために避難場所や活動拠点施

設の整備といった「ソフト対策のためのハード整備」も重要である。このようなことから，

ソフト対策とハード対策で密接な連携を取りつつ都市整備を行うことが，被害の発生及び

発生した被害の波及を最小限に押さえるために求められる。 

４）民間企業等との協力体制の整備 

都市基盤を形成しているインフラには，鉄道やライフライン施設等，民間企業の管理す

るものが多く，また，公共施設についても，その設計や施工等の多くは民間企業により実

施されている。防災まちづくりを円滑に実施するためには，これらの関係する民間企業等

との連携が不可欠であり，その協力体制の整備が必要である。 

５）市民主体の防災まちづくりの推進 

防災まちづくりでは，個人の所有物の耐震化や不燃化，又は市街地再開発や土地区画整

理等の市街地開発の実施，インフラ整備にあたっての用地取得等，市民の協力・合意が必

要となってくる。よって，市がまちづくり活動や防災教育を通じて市民に対する普及啓発

を行い，市民の防災まちづくりに対する気運を高めるような措置を講じることが必要であ

る。 

 

（２）防災まちづくり方針の策定 

災害に強いまちづくりの計画的な推進の観点から災害に強いまちづくりの総点検を行い，
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以下の点を主な内容とする防災まちづくりの方針を作成し，これを都市計画マスタープラン

ヘ位置づける。 

１）地震被害想定調査等により把握した市域の災害危険性を踏まえ，防災に配慮した土地利

用計画 

２）災害時の緊急活動を支え，市街地における防災空間を形成する道路や公園等の防災空間

の配置計画 

３）地域における災害対策活動の拠点となる防災活動拠点の配置計画 

４）木造密集市街地等の防災上危険な市街地の解消を図るための土地区画整備事業，市街地

再開発事業等の計画 

上記マスタープランに基づき，道路，公園等の根幹的な公共施設や土地区画整理事業，

市街地再開発事業等の都市計画決定，地区レベルの防災性強化を図るための地区計画制度

の活用，建築物の不燃化等を総合的に推進する。 

 

（３）防災空間の形成 

災害に強いまちづくりを進めるためには，市街地の同時多発的な火災へ対応するための延焼

遮断空間，避難や救急車両の通行のための交通路，防災拠点や避難地などの防災空間の確保が

不可欠である。そのため，市街地における防災空間を形成する道路や公園等の根幹的な公共施

設の整備を推進する。 

 

１）緑地保全地区の指定 

都市緑地保全法に基づき，緑地保全地区を指定し，良好な緑地を保全し，健全な生活環

境を確保するとともに，都市における災害の防止に役立てるものとする。 

２）延焼遮断空間を形成する公園や道路などの整備の推進 

延焼遮断空間を確保するため，幹線道路，都市公園，防災遮断緑地，河川等の整備や建

築物のセットバック，都市防災不燃化促進事業等の総合的な推進を図る。 

３）防災通路や避難路となる道路の整備の推進 

震災時においては，道路は人や物を輸送する交通機能のみならず，火災の延焼防止効果

や避難や緊急物資の輸送ルートとしての機能も有している。また，道路の新設拡幅は，沿

道構築物の不燃化を促し，オープン・スペースとして火災の延焼を防止するなど災害に強

いまちづくりに貢献するところが大きい。 

このため災害時の緊急活動を支える幹線道路の整備や，地域市民の円滑な避難を確保す

るための避難路となる道路の整備を推進する。その際，都市の構造，交通及び防災等総合

的に検討し，特にその効果の著しい広幅員の道路については緊急性の高いものから整備を

促進する。 

また，市街地に存在する細街路の沿道状況等についての現状把握を通じて，危険性が高

いと考えられる街区については，防災性に配慮した道路状況の改善を図る。 

４）防災拠点や避難地となる都市公園及び防災公園，緑地の整備の推進 

防災拠点や避難地として利用できる都市公園及び防災公園，緑地等の整備を推進すると

ともに，これらの公園において耐震性貯水槽など災害応急対応施設の整備を行い，公園の

防災機能の一層の充実を図る。 

５）消防活動空間確保のための街路整備 

市街地においては，消防車両が進入できない狭隘な道路も多く，火災発生の危険性が高

いだけではなく，消防活動の困難が予想されるため，消防活動が効果的に実施できる最低

限の空間としての消防用道路を確保する必要がある。 
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このため，消防活動困難区域においての街路事業等により，消防活動困難区域の解消に

資する道路の計画的な整備を推進する。 

６）防災活動拠点の整備 

市は，災害応急活動の中枢拠点として，地域の防災活動拠点を整備するとともに，災害

現場での災害応急活動を行う地区拠点の整備に努めるものとする。 

 

（４）避難所の整備 

１）本市における避難所の定義 

 

【避 難 所】 

  災害等が発生した場合や，または災害等の発生が予想される場合に，必要に応じ 

 て災害対策本部が指定・開設する施設。市は，この避難所を中心に食糧や日用品， 

毛布の配布等，被災者に対して必要な支援を行う。 

【避 難 場 所】 

災害発生時，市民の安全かつ迅速な避難を推進するため，市があらかじめ指定す 

    る安全性の高い施設や広場。 

     なお，避難場所は，身の安全が確保できるまで，もしくは災害対策本部が指定・ 

開設する避難所への移動を必要とするまでの一時的な場所として位置づける。 

【地区避難場所】 

  緊急時の一時的な対応として，区・自治会等が独自に指定する施設や広場等。（一 

 部，市が指定する避難場所との重複あり。） 

  なお，地区避難場所は，身の安全が確保できるまで，もしくは市が指定・開設す 

 る避難所への移動を必要とするまでの一時的な場所として位置づける。 

 

※上記の定義は鹿嶋市独自の定義です。今後，国・県等の上位計画において用語の定義付

けが行われた場合には，市の定義についても随時検討を行います。 

 

２）避難場所整備計画の作成 

市は，人口の分布，道路状況，避難場所としての活用可能な公共施設の整備状況を勘案

し，避難場所及び避難路等の整備に関する計画を作成する。 

３）避難場所の設置基準 

 市は，延焼火災，山崖崩れ，津波及び建物倒壊等から避難者の生命を保護することを目

的とし，次の設置基準に従って，避難場所の整備を行う。 

①避難場所は，集合した人の安全がある程度確保されるスペースを持った学校，公園，緑

地等とする。 

②避難場所は，字あるいは町丁目単位で検討し，到達距離は１km 以内を目安とし，地域

の実情に応じて設定する。 

 

※資料編 

 都市公園の整備状況 
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２． 建築物の不燃化・耐震化等の推進 

        

地震による建築物の損壊，焼失を軽減するため，耐震化，不燃化を推進していく。特に既存建

築物の耐震改修，応急対策実施上の重要建築物の耐震性の強化を推進していく。 

 

（１）建築物の耐震化の推進 

建築物の被害は，地形，地質及び地盤等の自然条件の影響を受けて被害の要因や内容が異な

り，本市では特に南西部での建築物被害が大きくなると予想されている。したがって，それぞ

れの場所の地形，地質及び地盤等の自然条件に対応した対策を実施していく。 

１）既存建築物の耐震診断・耐震改修の促進 

①耐震改修促進計画に基づく耐震化の推進 

鹿嶋市耐震改修促進計画に基づき，住宅，多数の者が利用する建築物，公共施設の耐震

化を推進する。特に市有施設については，耐震改修プログラムを策定し，計画的な耐震化

を図る。 

②耐震診断基準の周知 

市内の建築士による耐震診断の促進を図るため，(財)日本建築防災協会発行の耐震診断基

準及びその講習会等の案内・周知を行う。 

③住宅の耐震化の促進 

地震による家屋の倒壊等を未然に防止するため，木造住宅耐震診断士による耐震診断を

推進し，木造住宅の耐震化を促進する。 

④広報活動等 

建築技術者及び建築物所有者等を対象に，建築物の耐震化に関する意識啓発を目的とし

た講習会を開催し，併せて，市民等の耐震診断等に関する相談窓口を開設するとともに，

広報活動を展開する。 

⑤所有者等への指導等 

特に，定期報告対象建築物（主に不特定多数の者が利用する建築物）の所有者等を対象

とし，耐震診断・耐震改修の実施を積極的に促進する。 

２）建築物の落下物対策の推進 

落下物対策の効果的な推進を図るため，以下の事項について知識の普及に努める。市は，

地震時に建築物の窓ガラス，看板等落下物による危険を防止するため次の対策を講ずる。 

①一般建築物の落下物防止対策 

地震時における建築物の窓ガラス・看板等の落下物による危険を防止するため，建築物

の所有者又は管理者に対し，窓ガラス・看板等の落下物防止対策の重要性について啓発を

行う。また，体育館等の大空間の建築物の所有者又は管理者に対し，天井の落下防止の改

修の啓発を行う。 

②ブロック塀の倒壊防止対策 

市は，地震によるブロック塀（石塀を含む）の倒壊を防止するため次の施策を推進する。 

（ア）市は，市民に対しブロック塀の安全点検及び耐震性の確保について広報紙等を活用し

啓発を図るとともに，ブロック塀の造り方，点検方法及び補強方法等についてパンフ

レット等を作成し知識の普及を図る。 

（イ）市は，市街地内のブロック塀の実態調査を行い，ブロック塀の倒壊危険箇所の把握に

努める。なお，実態調査は通学路，避難路及び避難所等に重点を置く。 

（ウ）市は，ブロック塀を設置している市民に対して日頃から点検に努めるよう指導すると

ともに，危険なブロック塀に対しては造り替えや生垣き化等を奨励する。 
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（エ）市は，ブロック塀を新設又は改修しようとする市民に対し，建築基準法に定める基準

の遵守を指導する。 

   

（２）建築物の不燃化の推進 

  １）防火，準防火地域の指定 

市は，建築物が密集し震災により多くの被害が生じるおそれのある地域においては，防

火地域及び準防火地域の指定を行い，耐火建築物又は防火建築物の建築を促進する。この

防火地域は，容積率が 500%以上の商業地域について指定を行うほか，集団的地域として

の「建築密集地域」「公共施設等重要施設の集合地域」あるいは路線的な地域としての「幹

線街路沿いの商業施設等の連たんする地域」等都市防災上の観点から特に指定が必要と考

えられる地域についても容積率の高い地域から順次指定を進める。 

また，準防火地域は防火地域以外の商業地域，近隣商業地域及び建物が密集し，また用 

途が混在し火災の危険が予想される地域等について指定を進める。 

２）建築物の防火の推進 

市は，建築物の新築や増改築の際に建築基準法に基づき防火の指導を行うとともに，既

存建築物については，特に大規模建築物や不特定多数の人が使用する建築物を中心に，建

築基準法及び防火基準適合表示制度等に基づき，防火上・避難上の各種改善指導を行う。 

 

（３）建築物の液状化被害予防対策の推進 

 市内の低地は，液状化の危険性が高く，地盤沈下，陥没による建物の転倒，傾斜，沈下の

おそれがあるため，建築物，地下埋設物，土木構造物等について必要な防止対策を行う。 

 特に，建築物の基礎，杭等については，建築基準法等に定められた構造基準への適合を図

るとともに，液状化危険度の高い地域の建築物について，建築確認申請時等に対策工法を指

導するものとする。 

 なお，「南関東地域直下の地震対策に関する大綱」においては以下の対策の推進が必要とさ

れている。 

 地盤改良，基礎杭の打設等の施設対策の推進 

 液状化危険度を表示した地図等を利用した指導体制の整備 

 大規模開発での液状化対策にむけた連携，調整 

 液状化による被害軽減のための調査研究 

１）液状化予防対策 

①木造建築物については，必要に応じて，地盤が軟弱な区域を指定する。（根拠指定：建築

基準法施行令第 42 条） 

②小規模建築物（階数が 3 以下）を対象に，液状化発生予測手法等を指導する。 

２）液状化対策工法 

地盤に液状化の可能性がある場合，次の対策を指導するものとする。 

①基礎を一体の鉄筋コンクリート造の布基礎とする。 

②締固め，置換，固結等有効な地盤改良を行う。 

③基礎杭を用いる。 

 

（４）防災対策拠点施設の耐震性の確保等 

地震発生後の避難，救護，その他応急対策活動の拠点となる防災上重要な建築物の耐震化は，

震災対策全体に対して果たす役割が大きく，重点的に推進していく必要がある。 

また，地震時の停電に備え，応急対策活動に必要な非常用電源の確保に努めていく必要があ
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る。 

１）市及び防災上重要な施設の管理者による施設の耐震化 

市役所，病院，避難場所でもある小中学校やまちづくりセンター（公民館）等，防災上

重要な施設の管理者は，市が策定した耐震改修促進計画に基づき，県が行っている耐震化

事業に準じて，耐震診断を実施し，補強が必要と判断された建築物については早期に耐震

補強工事を推進するとともに，地震時の停電に備え，バッテリー，自家発電設備等の整備

を推進する。 

２）不特定多数の市民が利用する特定建築物の所有者による施設の耐震化 

不特定多数の市民が利用する一定の建築物（以下「特定建築物」という。）の所有者は，

耐震診断を行い，必要に応じ耐震改修を行うよう努めるものとする。 

市は，特定建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言を行うものとす

る。 

 

３． 土木施設の耐震化等の推進  

 

道路等の公共土木施設は，市民の日常生活及び社会，経済活動上欠くことのできないものであ

り，また，地震発生後の災害復旧の根幹となるべき使命を担っている。したがって，これら土木

施設について，事前の予防措置を講じることは重要である。このため，施設ごとに耐震性を備え

るよう設計指針を考慮し，被害を最小限にとどめるための耐震性の強化及び被害軽減のための諸

施策を実施する。 

特に，市内においては場所によって地形，地質及び地盤等の自然条件が大きく異なり，土木施

設の受ける被害の要因や内容が異なってくることから，その場所の地形，地質及び地盤等の自然

条件に対応した対策を実施していく。 

 

（１）道路施設の耐震化等の推進 

市は，災害応急対策に必要な物資，その他応急措置を実施するための緊急輸送を円滑に行う

ため，平常時から道路，橋梁についての危険箇所及び迂回路を調査して，逐次改良及び補修を

実施するよう努めるものとする。 

１）道路施設の耐震性の向上 

①橋梁部について，落橋防止構造の設置，橋脚補強等を実施する。 

②落石や斜面崩壊などのおそれのある箇所について，落石防止柵，法面保護等の災害防止

対策を実施する。 

２）維持補修及び改良 

災害による被害の軽減を図るために危険箇所については，可能な限りの補修を行い，ま

た，幅員 3ｍ未満の道路で自動車交通の不能な道路並びに通行上危険な所については逐次

改良するよう努めるものとする。 

３）道路ネットワークの確保 

①緊急輸送道路については，非常時の緊急車両の停車，走行が可能となるよう，停車帯，

路肩，歩道等の幅員を広げ，円滑な道路交通の確保に努める。第一次緊急輸送道路につ

いては原則４車線で整備する。４車線での整備が困難な第一次緊急輸送道路については，

非常時の緊急車両の停車，走行が可能となるよう，停車帯，路肩，歩道等の幅員を広げ，

円滑な道路交通の確保に努める。 

また，第二次緊急輸送道路についても，同様の措置を講ずるものとする。 

②市街地の防災拠点間の連絡道路，あるいは避難路の整備を推進する。 
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③市街地の防災区画を形成する道路の整備を推進する。 

④円滑な消防活動の実施やライフラインの安全性の向上のため，広幅員の歩道等を整備す

るとともに電線類の地中化を推進する。  

４）迂回道路の調査 

災害時において道路が被害を受けて，その早期復旧が困難で交通に支障をきたす場合に

対処するために，重要な道路に連絡する迂回道路をあらかじめ調査して緊急事態に備える

ものとする。 

 

（２）鉄道施設の耐震化の推進（ＪＲ東日本（株）千葉支社，鹿島臨海鉄道（株）） 

鉄道事業者は，線路建造物の災害に伴う被害が予想される高架橋・橋梁・盛土・土留・トン

ネル等の定期的な検査を行い耐震性及びその他の災害による被害防止等のチェックを行い，防

災強度を把握し，その機能が低下しているものは，補強・取替え等の事業を推進するものとす

る。 

（３）河川等の耐震化の推進 

市は，河川の管理施設等の耐震性の点検や，耐震性向上の検討を行い，適切な対応策を実施

する。特に，地震による水門，樋管，堤防等の被害のために浸水等の二次災害が懸念される箇

所については，緊急に河川構造物の改築・改良を行う。 

 

（４）ため池等の耐震化の推進 

 市は，ため池等に係る詳細情報の把握を行い，地震時に緊急点検を要するため池を決定し，

県の支援を得て耐震事業化を進める。 

 

４． ライフライン施設の耐震化の推進 

 

電力，電話，ガス，上下水道等のライフライン施設を管理する機関は，地震発生時の応急対策

活動において重要な役割を果たすものである。また，ライフライン施設が被害を受け，その復旧

に長期間を要した場合，市民生活への大きな影響を与えることとなる。 

従って，これらの施設について，関係各機関は，震災後直ちに機能回復を図ることはもちろん，

事前の予防措置を講じることがより重要かつ有効である。このため，施設ごとに耐震性を考慮し

た設計指針に基づき，耐震性の強化及び代替性の確保，系統多重化等被害軽減のための諸施策を

実施して，被害を最小限に止めるよう万全の予防措置を講じていくものとする。 

 

（１）電力施設の耐震化（東京電力（株）茨城支店） 

１）電力施設の現況 

①変電設備 

機器の耐震は，変電設備の重要性，その地域で予想される地震動などを勘案するほか，

電気技術指針「変電所等における電気設備の耐震対策指針」に基づいて設計を行ってい

る。建物については，建築基準法による耐震設計を行っている。 

２）送電設備 

①架空電線路 

電気設備の技術基準に規定されている風圧荷重が地震動による荷重を上回るため，同

基準に基づき設計を行う。 

②地中電線路 

終端接続箱，給油装置については，電気技術基準である「変電所等における電気設備
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の耐震設計指針」に基づき設計を行う。洞動は「トンネル標準示方書（土木学会）」等に

基づき設計を行う。また，地盤条件に応じて可とう性のある継手や管路を採用するなど

耐震性を配慮した設計とする。 

③配電設備 

（ア）架空電線路 

  電気設備の技術基準に規定されている風圧荷重が地震動による荷重を上回るため，

同基準に基づき設計を行う。 

（イ）地中電線路 

  地盤条件に応じて可とう性のある継手や管路を設計するなど耐震性を配慮した設

計とする。 

④通信設備 

屋内設置装置については，構造物の設置階を考慮した設計とする。 

３）耐震化の方針 

電気施設は，過去の地震災害の記録を基に，実際に震動波形を与えた実証試験など，設

備ごとに科学的な分析に基づいた耐震設計方針を定め施工を行う。 

 

（２）電話施設の耐震化（日本電信電話（株）茨城支店） 

１）電気通信設備等の高信頼化 

災害の発生を未然に防止するため，次のとおり電気通信設備及びその付帯設備（建物を

含む。以下「電気通信設備等」という。）の防災設計を実施している。 

①地震等に備えて，主要な電気通信設備等について耐震対策及び耐火構造化を行う。 

（ア）豪雨，洪水，高潮又は津波等のおそれがある地域にある電気通信設備等について，

耐水構造化を行うこと。 

（イ）暴風又は豪雪のおそれのある地域にある電気通信設備等について，耐風又は耐雪構

造化を行うこと。 

（ウ）地震又は火災に備えて，主要な電気通信設備等について耐震及び耐火構造化を行う

こと。 

②電気通信システムの高信頼化 

災害が発生した場合において，通信を確保するため，次により通信網の整備を行ってい

る。 

（ア）主要な伝送路を多ルート構成あるいはループ構成とする。 

（イ）主要な中継交換機を分散設置とする。 

（ウ）大都市等において，とう道（共同溝を含む。）網を構築する。 

（エ）通信ケーブルの地中化を推進する。 

（オ）主要な電気通信設備について，必要な予備電源を設置する。 

（カ）重要加入者については，当該加入者との協議により加入者系伝送路の信頼性を確保

するため，２ルート化を推進する。 

③電気通信処理システムに関するデータベース等の防災化 

電気通信設備の設備記録等重要書類並びに通信処理システム及び通信システム等のフ

ァイル類について災害時における滅失或いは損壊を防止するため，保管場所の分散，耐

火構造容器への保管等の措置を行う。 

④災害時措置計画 

災害時等において，重要通信の確保を図るため，伝送措置，交換措置及び網措置に関

する措置計画表を作成し現行化を行う。 
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（３）上水道施設の耐震化 

市は，水道施設の耐震化，液状化対策について目標を定め，計画的に事業を推進する。この

ため，県企業局鹿行水道事務所等，関係機関へ協力要請を行う。 

１）水道施設の耐震化 

①配水池・貯水池の緊急補強又は更新 

配水池等市街地に存する重要施設のうち耐震性に問題があるものについては，二次災

害を回避するため緊急に補強又は更新を図る。 

②石綿セメント管等老朽管の更新 

石綿セメント管等老朽化した管，耐震性に劣る管路について速やかに更新を終えるこ

とを目標に整備を図る。 

③給水装置・受水槽の耐震化 

利用者の理解と協力を求め給水装置や受水槽の耐震化を進めるよう指導する。特に，

避難所や病院等の防災上重要な施設について優先する。 

④緊急時給水能力の強化 

緊急時の給水量を確保するため，浄水場間を結ぶ緊急連絡管や非常用発電設備を設置

するなど緊急時に備えた施設整備を図る。 

２）行動指針の作成 

市は，災害時の応急給水・応急復旧の行動指針として次の点を定めておく。なお，行動

指針は職員に周知徹底しておくとともに，水道施設の耐震化の進展等，状況の変化に応じ

見直すものとする。 

①緊急時の指揮命令系統，給水拠点及び水道施設並びに道路の図面の保管場所(同一図面の

複数の場所への保管場所を含む。)，指揮命令者等との連絡に必要な手順等を定めること。 

②県及び他の都道府県域から支援者，厚生労働省，自衛隊等の他の機関に対する支援要請

を行う場合の手順を定めること。 

③外部の支援者に期待する役割とその受け入れ体制を定めること。 

（ア）集結場所，駐車場所，居留場所 

（イ）職員と支援者の役割分担と連絡手段 

④市民に理解と協力を呼びかけるために広報する内容等を定めること。 

（ア）緊急時給水拠点の位置等の情報について広報や給水拠点の表示の徹底 

（イ）地震規模に応じた断水時期の目処 

（ウ）市民に求める飲料水の備蓄の量及びその水の水質保持の方法 

⑤他の水道事業者等の応急対策を支援する場合の留意事項を定めること。 

（ア）指揮命令系統の整った支援担当部の編成 

（イ）自らの食事，宿泊用具，工事用資材の携行 

 

（４）下水道施設の耐震化 

１）既存施設の耐震化 

県及び市は，被災した場合の影響度を考慮して，処理場・ポンプ場・幹線管渠等の根幹

的施設については，より高い耐震性能が保持できるよう配慮する。 

①耐震診断 

新耐震設計基準に適合しない施設を中心に耐震診断を実施する。 

②耐震補強工事 

補強対策工事の年度計画に従い，耐震補強工事を実施する。 

③耐震化の具体例 
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（ア）可とう性・伸縮性を有する継手の採用 

（イ）地盤改良等による液状化対策の実施 

２）新設施設の耐震化 

市は，施設の計画，調査，設計及び施工の各段階において耐震化対策を講ずる。 
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５． 地盤災害防止対策の推進  

 

地震による被害を未然に防止するには，その土地の地盤，地形を十分に理解し，その土地の災

害に対する強さに適した土地利用を行う必要がある。また，災害危険度の高い場所については，

災害防御のための対策を実施して，市民の生命，財産の保全に努めるものとする。 

  

（１）地盤災害危険度の把握 

地盤災害の防止のためには，その土地の性状を知ることが重要である。地盤，地質，地形等

に関する調査は様々な機関により実施されており，これらのデータの一元化を進め，各種の行

政施策へ反映させていくことが必要である。 

１）地盤情報のデータベース化 

市内の地形，地質，土質，地下水位等に関する各種調査から得られる情報を収集，デー

タベース化することにより，地盤災害の危険度の把握に役立てる。 

２）地盤情報の公開 

収集，整理したデータベースを広く公開し，公共工事，民間工事における液状化対策工

法の必要性の判定などに活用していく。 

また，データベースを利用して，地域の災害危険度に関する調査を行い，その結果を防

災カルテや液状化マップ等の防災地図により公開していく。 

３）警戒体制の確立 

地震による土砂災害は，地震後時間をおいて発生することもあり，地震発生後は危険度

の高い斜面を中心に，危険な兆候がないか警戒することが重要である。したがって，平常

時から，斜面の監視体制や通信手段等を確立しておく必要がある。 

 

（２）土地利用の適正化の誘導 

安全を重視した総合的な土地利用の確保を図る。 

１）防災まちづくり方針の策定に基づく安全を重視した土地利用の確保 

市内の災害危険度の把握を的確に行うとともに，これらの災害を周知する。また，災害

に弱い地区については土地利用について，安全性の確保という観点から総合的な検討を行

い，土地利用の適正化を誘導する。 

２）土砂災害危険箇所の周知の徹底と砂防法等の適切な運用 

危険箇所マップの作成等により土砂災害危険箇所の周知を図るとともに，砂防法等の適

切な運用を図る。 

 

（３）斜面崩壊防止対策の推進 

地震による土砂災害から，市民の生命財産を守り，安全で快適な生活環境を確保するため，

区域指定を行い，急傾斜地崩壊対策事業，地すべり対策事業，砂防事業を推進する。 

また，地震が発生すると地盤の緩みが生じ，その後の降雨等による二次災害の発生が懸念さ

れることから，本市も県と連携し，「斜面判定士」制度を積極的に活用する。 

ソフト対策については，危険箇所を地域防災計画に掲載し，危険区域に標識を設置する等を

行い，危険箇所の周知及び土砂災害に対する意識の高揚に努める。 

 

１）急傾斜地の指定及び指定基準の概要 

①指定 

急傾斜地の崩壊により相当数の居住者等に危害が生ずる地域及び崩壊を助長誘発するおそ
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れがある地域を，市長の意見を聞いて，県知事が指定する。 

②指定基準の概要 

傾斜度が 30 度以上，高さが 5ｍ以上の崖で，崩壊により危害が生ずるおそれのある人

家が 5 戸以上ある区域又は官公署，学校，病院，旅館等に危害が生ずるおそれのある区

域。 

 

（４）造成地災害防止対策の推進 

１）災害防止に関する指導，監督 

造成地に発生する災害の防止は，都市計画法及び建築基準法においてそれぞれ規定されて

いる開発許可，建築確認等の審査並びに当該工事の施工に対する指導，監督を通じて行う。 

また，造成後は巡視等により違法な開発行為の取り締まり，梅雨期や台風期の巡視強化及

び注意の呼びかけを実施する。 

２）災害防止に関する指導基準 

①災害危険度の高い区域の開発抑制 

急傾斜地崩壊危険区域及び土砂災害特別警戒区域等，災害危険度の高い区域内の土地に

ついては都市計画法に基づき，原則として開発行為を認めない。 

②人工崖面の安全措置 

宅地造成により生ずる人工崖面は，その高さ，勾配及び土質に応じ，擁壁の設置等の安

全措置を講ずる。 

③軟弱地盤の改良 

宅地造成をしようとする土地の地盤が軟弱である場合は，地盤改良を行う。 

 

（５）地盤沈下防止対策の推進 

広域的な低地化をもたらす地盤沈下は地震水害の被害を増大させる可能性がある。また，地

盤沈下により，建築物や土木建造物等の耐震性が劣化する可能性がある。このため，地盤沈下

が発生しないよう，広域的な地盤沈下の原因である地下水の過剰揚水を規制する。 

 

（６）液状化防止対策の推進 

液状化による被害を軽減するため，市は埋め立て地や旧河道敷等の液状化のおそれのある箇

所等の地盤データの収集とデータベース化の充実に努めるとともに，締固め，置換，固結等の

有効な地盤改良等により液状化防止対策に努める。 

 

※資料 

 急傾斜地危険箇所 

 急傾斜地崩壊危険区域指定箇所 
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６． 教育施設の耐震化の推進 

 

学校，まちづくりセンター（公民館）等の施設は，災害時に避難場所として利用されるなど，

地区の拠点となる施設である。したがって，これらの施設の耐震性を高めておくことは，市民の

生命・身体を守る上で極めて重要である。また，文化財は，地震や火災等の災害に対して脆弱な

構造を持つものが多いことから，その保護に十分な配慮が必要である。 

 

（１）学校，まちづくりセンター（公民館）等の耐震化 

昭和５６年に策定された新耐震設計基準の適用以前に建築された建物は耐震性が十分に確保

されていないことがあり，市内の教育施設もその例外ではないことから，耐震診断を実施し，

結果により，耐震補強に取り組む必要がある。 

学校，まちづくりセンター（公民館）等の施設に関しては，下記の点に留意して点検整備を

進め，安全性の確保を図る。なお，本市における小・中学校は耐震化済みである。 

１）建物及び敷地の点検の励行 

２）危険建物の整理及び改築 

３）排水施設の整備と管理 

４）消防用設備等の防災諸施設の充実 

５）非構造部材である外壁，窓ガラス，壁・天井仕上材，設備の耐震性向上 

６）非常電源，地下水・雨水利用施設，耐震性貯水槽，備蓄倉庫の設置 

７）危険建築物の取り壊し 

 

（２）文化財の保護 

本市は，茨城県の中でも多くの文化財が所在する市である。特に鹿島神宮には国宝「直刀」

をはじめ「鹿島神宮本殿・拝殿・幣殿・石の間」「鹿島神宮楼門」「鹿島神宮摂社奥宮本殿」「鹿

島神宮仮殿」などの重要文化財建造物群は，桃山建築様式を伝えるものとして貴重である。 

さらに，天然記念物としての国指定「ハマナス自生南限地帯」，茨城県指定「鹿島神宮樹叢」

などがある。 

このような国宝及び重要文化財・天然記念物を災害から保護するため，構造強度の点検や，

消防設備の充実に努めるものとする。また，防災施設・設備（収蔵庫・火災報知器・消火栓・

貯水槽・避雷針）の整備の促進を図るとともに，文化財の所在の明確化及び見学者に対しての

防災のための標識等の設置を図る。 

なお，鹿島神宮では火災を防御するために自衛消防隊を組織し，火災報知受信装置，消火栓，

放水銃，小型動力ポンプ，消火器，貯水槽，用水池等を設置している。 

 

※資料編 

 鹿嶋市の教育施設及び防災設備 

 鹿嶋市内の指定文化財 
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第３節 被害軽減への備え 
                      

１． 情報通信ネットワークの整備  

 

 災害発生時には，市，県，国，防災関係機関の間で緊密な情報連絡をとることが，すべての対

策の基本となる。そのため，平常時より，ソフト・ハード両面で情報通信ネットワークの強化を

図るものとする。 

 災害時の通信の基本は防災行政無線等の無線通信であるが，災害時にとりかわされる多種多様

な情報を扱うためには，様々なレベルの情報通信手段を活用したネットワークを形成する。 

 例えば，携帯電話（衛星携帯電話，災害時優先電話を含む），アマチュア無線，インターネ努め

る，エリアメール，インターネット等マルチメディアの活用など，それぞれの利点欠点を考慮し

て使用していくとともに，継続的に平常時から管理・点検しておく必要がある。 

 

（１）情報通信設備の現状 

本市において災害時に情報収集又は情報連絡に使用する通信施設は，次のとおりである。 

 

１）災害対策本部（鹿嶋市役所） 

①鹿嶋市防災行政無線 

 

■鹿嶋市防災行政無線  

シ  ス  テ  ム  名 計 

Ａ基地局 

１無線機 

２統制卓 

３交換制御装置 

４遠隔制御器 

５非常用電源 

Ｂ移動局 

１車載型無線機 

２携帯型無線機１Ｗ 

３携帯型無線機５Ｗ 

 

1 

1 

1 

5 

1 

 

6 

17 

2 

 

②茨城県防災行政無線及び NTT･FAX（82-2934） 

県は，災害時の防災情報通信の基本となる茨城県防災行政無線を設置，運用しており，

県の統制局の下，各地方総合事務所，土木事務所，保健所等の県出先機関，本市を含む

県下の全市町村，消防本部，その他の防災関係機関が結ばれている。 

③有線電話 

(82)2911（代表）～(82)2919 

④非常緊急通話用電話 

(82)2910 

⑤防災行政無線（Ｆ３Ｅ68295） 
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親局     鹿嶋市役所       １局 

鹿嶋消防署（リモコン） １局 

大野消防署（リモコン） １局 

⑥有線電話専用回線 

鹿嶋市役所～鹿嶋消防署 

鹿嶋市役所から 88―――鹿嶋消防署内線番号 

鹿嶋消防署から 8 ―――鹿嶋市役所内線番号 

 

２）鹿嶋消防署 

①電話（加入電話）      (82)7765，(82)0119，(82)1040 

②消防無線 

（ア）基地局(非常用)   1局 

（イ）移動局       8局 

（ウ）携帯局       6局 

（エ）受令局       1局 

 

３）大野消防署 

①電話（加入電話）      (69)0102，(69)0119，(69)0129 

②消防無線 

（ア）前進基地局     １局 

（イ）移動局       ４局 

（ウ）携帯局       ４局 

 

４）その他の防災関係機関 

本市には，各防災関係機関が整備している専用通信設備として次のものがある。 

①関東管区警察局      警察無線設備 

②第三管区海上保安本部   海上保安庁通信設備 

③国土交通省関東地方整備局 建設省無線設備（多重回線） 

④東京電力         東京電力通信設備 

 

（２）情報通信設備の整備 

１）防災行政無線の整備 

市民に対して災害情報等の伝達を図るため，防災行政無線システム（同報無線，移動無

線，戸別受信機等）の整備を図る。 

２）消防救急無線の整備 

消防無線には周波数別に，市町村波，消防救急波，県内共通波，全国共通波がある。特

に，広域応援体制による消火活動を円滑に実施するための整備に努める。 

３）非常・緊急通話用電話 

市は，必要な部署等に災害時優先電話を配置するとともに，登録状況について管理し，

関係機関との情報共有を図る。 

４）多様なネットワークの構築 

災害時にとりかわされる多種多様な情報を扱うためには，様々なレベルの情報通信ネッ

トワークが必要であるため，携帯電話（衛星携帯電話，災害時優先電話を含む），アマチュ

ア無線，インターネットメール，エリアメール，インターネット等マルチメディアの活用
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を図る。 

５）マルチメディア化 

近年の情報通信技術の急速な発展により，音声の他，文字，映像等多様なメディアでの

通信が可能となってきた。これらの技術を取り入れ，より容易な状況把握が可能となるよ

う整備に努める。 

６）情報通信設備の耐震化 

情報通信設備の耐震化対策を十分に行い，災害時の機能確保に留意するものとする。情

報通信設備の設置者は，災害時の機能を確保するため保守点検の実施と的確な操作の徹底

に努めるとともに，次の事項に留意し，その耐震化対策を十分に行うものとする。 

①バックアップ化 

通信回線の多ルート化，制御装置の二重化等に努め，中枢機器や通信幹線が被災した

場合でも通信が確保できるようにする。 

②非常用電源の確保 

地震時の停電に備え，バッテリー，無停電電源装置，自家発電設備等の整備に努める

とともに発電機等の燃料の確保を図る。 

③耐震化，免震化 

通信設備全体に関して，強い地震動に耐えられるような耐震措置を行うとともに，特

に重要な設備に対しては免震措置を施すものとする。 

７）業務継続性の強化 

市は，情報システムの耐災性の向上とバックアップの強化を図り，各種重要データの消

失を防止するとともに，それを扱う情報システムを継続的に維持・稼動させる必要がある。 

 

（３）サーバの負荷分散 

災害時の機器の損傷や電力の枯渇によるサーバの停止，災害発生後のホームページ用サーバ

にアクセスが集中し，情報が閲覧しにくい状況が生じる場合においても，情報発信を継続でき

るよう，ミラーリング（代替）サーバの確保など，サーバの負荷を分散する手段についてイン

ターネットサービスプロバイダ等と調整を図るものとする。 

 

（４）アマチュア無線ボランティアの確保 

市は，災害発生時におけるアマチュア無線ボランティア活動を支援するため，茨城県と協

議の上アマチュア無線ボランティアの担当窓口を定めておく。 
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２． 消火活動，救助・救急活動への備え 

 

地震による火災及び死傷者を最小限にとどめるため，消防力の充実強化，救助・救急体制の整

備など，消防対応力・救急対応力の強化を図る。また，特に初期段階で重要となる市民及び自主

防災組織による初期消火，救出，応急手当能力の向上を図る。 

  

（１）出火予防 

過去の地震事例を中心に出火に結びつく要因を把握し，それらを予防する対策を実施してい

く。特に通電火災等の新たな出火要因に対する対策を十分に検討しておく。 

１）一般火気器具からの出火の予防 

①コンロ，ストーブ等からの出火の予防 

市及び消防機関は市民に対し，地震を感じたら火を消すこと，対震自動消火装置の設

置とその定期的な点検，火気周辺に可燃物をおかないことなどを普及啓発する。 

②電気器具からの出火の予防 

市及び消防機関は市民に対し，地震を感じたら安全が確認できるまで，電気器具のプ

ラグを抜き，，ブレーカーを落とすことなどを普及啓発する。 

③ガス遮断装置の普及 

ガス事業者は，地震を感じた場合，自動的にガスの供給を遮断する機能を有する装置

の普及を行う。 

２）火災予防広報の推進 

次の方法により火災予防広報を推進し，地域市民に対する防火知識を普及し，市民全体

の連帯的防火意識の向上を図る。 

①広報紙，新聞等に積極的に資料を提供し，広報を行う。 

②火災予防運動の実施 

春季火災予防運動（3月 1日～3月 7日）及び秋季火災予防運動（11月 9日～11月 15

日）の期間中，次の広報活動等を行う。 

（ア）ポスター，立看板，横断幕等による広報 

（イ）防災行政無線による広報 

（ウ）広報車，消防自動車による啓発行動 

③防火講演会，映画会等の実施 

３）火災予防査察の実施 

火災予防査察は，消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第 4 条及び第 16 条の 5 に基づき，

消防対象物に対し立入検査を行い，火災危険の排除を促すとともに，違反は是正して火災

予防の徹底を図る。 

４）化学薬品からの出火の予防 

化学薬品を保管している事業所，教育機関，研究機関等は，地震による容器の破損が生

じないよう，管理を適切かつ厳重に行う。また，市及び消防関係機関はその旨を周知，指

導する。 

 

（２）消防力の強化 

地震による火災の消火，人命救助等の初動活動が速やかに実施できる体制を確立するために，

消防本部の消防対応力を強化するとともに，消防車両・資機材の適正配備を行う。 

なお，現状の消防水利状況は下表のとおりである。 

１）消防水利の確保 
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防火水槽の設置及び耐震化を促進するほか，ビル保有水の活用，河川・ため池の利用，

プールの利用など水利の多様化を図るとともに，消火栓使用不能時等の緊急時に備え管内

の水利状況の把握に努める。 

２）消防車両・資機材の充実 

通常の消防力の強化に加え，震災時の活用が期待される可搬式ポンプ，水槽車等の整備

を推進する。 

また，停電による通信機能不能に備え，発電機や消防団無線の充実を図るとともに，消

防機関においては燃料の確保対策や自家発電設備の整備を推進する。 

３）消防団の育成・強化 

震災時の活動が十分にできるよう，資機材の整備，体制の確保，団員の訓練等を総合的

に推進し，消防団の充実強化を図るとともに，震災時活動マニュアル等を整備し，参集基

準の明確化に努める。 

４）広域応援体制の整備 

大規模震災時に相互に応援活動を行うため，鹿島地方事務組合消防本部と他の消防本部

との間での総合消防応援協定を締結する。また，他の消防本部との合同で消火・救助訓練

を実施し，いざという場合の対応力の強化を図る。 

また，応援する立場，応援を受け入れる立場のそれぞれの対応計画を具体的に立案して

おくものとする。その際，情報の共有化，通信手段，指揮系統，資機材の共同利用等につ

いて明確化しておく。さらに，計画に基づき，応援隊との連携を円滑にするための訓練を

重点的に行うものとする。 

⑤防災ヘリコプター等の効果的な運用 

地震後の消防活動需要に適切に対応するため，全国航空消防防災協議会により，防災ヘ

リコプター等の効果的な運用を目的とした調査研究を推進する。 

 

（３）救助力の強化 

１）救助活動体制の強化 

災害現場から要救助者を安全な場所へ救出するため，救助隊の設置を進めるとともに，

救助工作車・救助用資機材等の計画的な整備を促進し，救助活動体制の整備を図る。 

２）救助隊員に対する教育訓練の実施 

大規模かつ広域的な災害に対応するため，救助隊員に対する教育訓練を充実強化し，適

切な状況判断能力と救助技術の向上を図る。 

３）消防団の育成・強化 

前項３）に準ずる。 

４）総合応援体制の整備 

前項４）に準ずる。 

 

（４）救急力の強化 

１）救急活動体制の強化 

大規模な震災によって大量に発生することが予想される傷病者に対し迅速・的確な応急

処置を施し，医療機関への効率的な搬送をする体制を確立するため，次の事業を推進する。 

①救急救命士の計画的な養成 

②高規格救急自動車・高度救命処置用資機材の整備促進 

③救急隊員の専任化の促進 

④救急教育の早急かつ計画的な実施 
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⑤管内の医療機関との連携強化(緊急時の通信機能の確保) 

⑥市民に対する応急手当の普及啓発 

２）防災ヘリコプター等による傷病者の搬送体制の確立 

大規模災害時に予想される交通の途絶等に対応するため，「第２章 第３節 ６．緊急輸

送への備え」に示す臨時ヘリポート（飛行場外離着陸場）の整備，関係機関との連携強化

を図り，防災ヘリコプターによる救急搬送体制を確立する。 

３）集団救急事故対策 

消防機関は，集団災害発生時を想定した救急事故対策訓練を，救急業務計画に基づき，

関係機関との連携により実施する。 

 

（５）地域の初期消火・救出・応急手当能力の向上 

地震の規模が大きい場合，消防機関等の防災関係機関のみでは十分な消火活動，救助活動が

不可能となる可能性が高い。したがって，市民は自主防災組織を中心に自らの地域は自らで守

るという気概のもと，初期消火・救出・応急手当能力の強化に努めることとする。 

１）初期消火力の向上 

自主防災組織を中心とし，消火器，バケツ，可搬ポンプ等の消火資機材を備えるととも

に，防火用水の確保，風呂水のためおきなどを地域ぐるみで推進する。また，事業所にお

いても，地域の自主防災組織等との連携を図り，自らの初期消火力の向上に努める。 

２）救出・応急手当能力の向上 

①救出資機材の備蓄 

自主防災組織等は，家屋の倒壊現場からの救出などに役立つ，ジャッキ，バール，の

こぎり，角材，鉄パイプなどの救出資機材の備蓄や，地域内の建築業者等からの調達を

推進する。市はこうした地域の取り組みを支援する。 

②救助訓練 

自主防災組織を中心として家屋の倒壊現場からの救助を想定した救助訓練を行う。市

はその指導助言にあたるとともに訓練上の安全の確保について十分な配慮をするものと

する。とくに，救急隊到着前の地域での応急手当は救命のため極めて重要であることか

ら，市は市民に対する応急手当方法の普及啓発を図る。 

 

※資料編 

 防火対象物(消防法施行令による) 

 消防水利及びポンプの充足状況 
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３． 医療救護活動への備え 

 

地震災害においては，広域あるいは局地的に，多数の傷病者が発生することが予想され，情報

の混乱と医療機関自体の被災などがあいまって，被災地域内では十分な医療が提供されないおそ

れがある。 

これら医療救護需要に対し迅速かつ的確に対応するため，平常時より，市及び医療機関等は医

療救護活動への備えを図る。 

 

（１）医療救護施設の確保 

１）医療救護施設の耐震性の確保 

医療救護施設管理者は，の医療救護施設について計画的に耐震診断を行い，必要に応じ，

耐震・免震改修を行う。 

２）ライフライン施設の代替設備の確保 

①自家発電装置の整備 

医療救護施設は，ライフラインが寸断された場合でも，診療能力を維持するため，3

日分程度の電気供給が可能な自家発電装置の整備を図ること。 

②災害用井戸等の整備 

医療救護施設は，ライフラインが寸断された場合，診療能力を維持するための水を確

保するため，自家用の井戸を確保する必要がある。また，貯水されている水の漏洩を防

ぎ，その利用を図るため，受水槽（貯水槽）の耐震性を強化する。 

３）情報伝達体制の確立 

大規模災害発生時には公衆回線の途絶，輻輳等が十分予想される。そのために，平常時

から無線等震災時災害医療に係る情報連絡体制を確立するものとする。 

 

（２）後方医療施設との連携体制の整備 

市内拠点病院は，県が指定した，後方指定病院との間で，災害時における情報連絡や負傷者

の搬送について協議のうえ体制を確立するものとする。 

 

（３）医療関係者に対する訓練等の実施 

１）病院防災マニュアルの作成 

病院の防災にあたっては，災害により病院が陥る様々な場合に応じて，適切な対応が行

われる必要がある。したがって，病院は，防災体制，災害時の応急対策，自病院内の入院

患者への対応策，病院に患者を受け入れる場合の対応策等について留意した病院防災マニ

ュアルを作成するとともに，災害時に重要業務を継続するため，事業継続計画(BCP)の策定

に努める。 

なお，この内容について定期的に検証し，必要に応じて見直しを図る。 

２）防災訓練の実施 

防災は，日常からの心構えが重要であり，訓練を通じて，病院防災マニュアルの職員へ

の徹底が必要である。病院は，年 2 回の防火訓練に加え，年 1 回以上の防災訓練の実施に

努める。 

また，防災訓練の実施にあたっては，夜間時の発災を想定した訓練も交えて実施すると

ともに，地域の防災関係機関や地域市民との共同による防災訓練の実施に努める。 

また，医療関係機関は，病院，市が実施する防災訓練に積極的に参加する。 

３）災害医療専門家の養成 
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地震災害時には，同時に多くの死傷者が発生し，かつ医療施設・設備・資機材が不十分

な状態での医療措置を余儀なくされる可能性があることから，トリアージ（負傷者選別）

の実施など平常時の医療とはかなり異なる対応が必要となる。したがって，限られた医療

資源を十分に活用するために，災害医療の知識と経験の豊富な専門家の養成を図る。  

  ４）医療関係団体との協力体制の強化 

市は，災害時における医師や看護師等の派遣をはじめとした医療救護活動について，医

療関係団体との協定の締結を進めることにより協力体制の強化を図る。 

さらに，医療関係団体は，県・市が実施する防災訓練に積極的に参加するものとする。 

 

※資料編 

 市内医療機関 

 歯科医療及びその他の医療機関 

 管外医療機関 

 

４．被災者支援のための備え 

 

発災後，危険を逃れるために避難する市民を受け入れる場所を確保するとともに，住居等を喪

失するなど引き続き救助を必要とする者に対しては，収容保護を目的として施設を提供すること

が必要である。このため，避難場所としての施設の指定及び整備を積極的に行っていくものとす

る。 

また，住宅の被災等による各家庭での食糧，飲料水，生活必需品の喪失及び流通機能の一時的

な停止や低下等が起こった場合には，被災者への生活救援物資の迅速な供給が必要である。この

ため，災害発生直後から被災者に対し円滑に食糧，生活必需品及び飲料水の供給が行えるよう物

資の備蓄並びに調達体制の整備を行っていくものとする。 

 

（１）避難所の指定・開設 

市は，災害発生後，居住場所を確保出来なくなった者に対しての収容保護を目的として，被

災状況に応じて避難所を指定・開設する。 

なお，避難所は，あらかじめ市が定める避難場所の中から，施設の被害状況や市民の避難状

況を配慮のうえ指定・開設するものとし，避難場所は，物資の運搬，集積，炊事，宿泊等の利

便性を考慮し，まちづくりセンター，学校，幼稚園，保育園等の公共施設とする。 

さらに，必要に応じ，県の「災害時支援協力に関する協定」に基づき，ゴルフ場の活用や民

間施設の活用を図るほか，被災者用の住宅として利用可能な公営住宅や空屋等の把握に努め，

災害時に迅速に斡旋できるよう，あらかじめ体制を整備するものとする。 

また，効率的な運営を行うための避難所運営マニュアルの整備に努めるものとする。 

 

（２）避難場所の耐震性の確保・代替施設の確保 

市は，平常時より建物の耐震診断を積極的に推進していくものとし，特に，避難場所に指定

されている公共施設・学校施設等で，昭和 56年度以前に建築された建物については，耐震診断

した結果に基づき，必要に応じて補強や耐力度調査による改築に努めるものとする。 

なお，大規模な地震が発生した場合には，指定している避難所が被災することも想定される

ことから，事前に代替施設を選定しておくものとする。 

（３）避難場所の備蓄物資及び設備の整備 

市は，避難場所又はその近傍において地域完結型の備蓄施設を確保し，必要な食糧等を確保
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するとともに，通信途絶や停電等を想定し，通信機材や非常用発電設備等設備の整備，に努め

るものとする。主なものは次に示す通りである。 

１） 食糧，飲料水（断水を想定した井戸水の活用を含む） 

２） 生活必需品 

３） ラジオ，テレビ 

４） 通信機材（衛星携帯電話，特設公衆電話，市町村防災行政無線を含む） 

５） 放送設備 

６） 照明設備(非常用発電機，太陽光発電等再生可能エネルギーを活用したものを含む) 

７） 炊き出しに必要な機材及び燃料 

８） 給水用機材 

９） 救護所及び医療資機材（常備薬を含む） 

10）物資の集積所（備蓄倉庫等） 

11）仮設の小屋又はテント，仮設のトイレ 

12）工具類 

また，避難場所の設備の整備については，出入口の段差の解消や表示の外国語併記のほか，

空調，洋式トイレなど高齢者や障がい者等の災害時要救護者や専用の物干し場，更衣室，授乳

室の設置など乳児や女性への配慮を積極的に行っていくものとする。 

 

（４）協力体制の整備 

直下型地震など被害が市内に限られるような災害が発生した場合には，避難場所の開設につ

いて，近隣市との相互利用及び相互応援ができることが望ましい。このため，災害時に近隣市

やその他関係機関と連携が図れるよう協力体制を整備しておく。 

 

（５）最大規模の被害を想定した対策の対応 

備蓄・調達数量の目標値は，県内での被害が最大となる地震を想定して設定することが必要

である。 

 

（６）ライフライン施設の被害に対応した備蓄品目の確保 

電気，水道，ガス等県民生活に必要不可欠なライフライン施設の供給停止等に対応した食糧，

飲料水及び毛布等生活必需品を確保することが必要である。 

 

（７）発災時の確実かつ迅速な対応及びリスクの分散 

災害時に確実かつ迅速な対応を図るため，集中備蓄を行うとともに，広域的な分散備蓄を行

い，災害時のリスクを分散させる必要がある。 

 

（８）ニーズに応じた調達・確保 

被災地で求められる物資は，時間の経過とともに変化することをふまえ，時宜を得た物資の

調達に留意するとともに，夏期には扇風機等，冬期には暖房器具，燃料等を含めるなど被災地

の実状を考慮した物資の調達・確保を行う必要がある。 

 

（９）災害時要援護者に配慮した備蓄・調達 

高齢者，障がい者等災害時要援護者に配慮した備蓄品目を選定し，必要量を確保することが

必要である。 
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※資料編 

 鹿嶋市避難場所一覧 

 

５．災害時要援護者の安全確保のための備え 

 

近年の災害では，自力で避難することが困難な高齢者，障がい者や日本語での災害情報が理解

できにくい外国人などいわゆる災害時要援護者と呼ばれる方々の犠牲が多くなっている。 

このため，市及び災害時要援護者を受け入れる社会福祉施設等の管理者（以下「施設等管理者」

という。)等は，地震災害から災害時要援護者を守るため，安全対策の一層の充実を図り，平常時

から災害時要援護者を支援する体制を整備するよう努めていくものとする。 

 

（１）災害時要援護者に配慮した社会環境の整備 

１）バリアフリー化の促進 

市は，路面の平坦性や有効幅員を確保した避難路の整備，車いすにも支障のない出入口

のある避難場所の整備，明るく大きめの文字を用いた防災標識の設置等，災害時要援護者

に配慮した防災基盤の整備はもちろんのこと，都市施設全般のバリアフリー化を促進して

いくものとする。 

２）行政と市民及びボランティア等との協力体制の整備 

広域にわたって被害をもたらす地震災害においては，行政が対応できる範囲に限界も生

じるため，市民やボランティア等と協力しあい，一体となって災害時要援護者の安全確保

に取り組んでいくことが必要である。したがって，市は，施設等管理者，近隣住民，自主

防災組織等の協力やボランティア等とのネットワークにより，平常時から災害時要援護者

を地域で支える体制を整備するものとする。 

 

（２）社会福祉施設等の安全体制の確保 

１）防災組織体制の整備 

施設等管理者は，災害時に備えてあらかじめ防災組織を整え，職員の職務分担，動員計

画及び避難誘導体制等の整備を図るとともに，地震防災応急計画を作成する。また，施設

入所者の情報（緊急連絡先，家族構成，日常生活自立度等）について整理・保管する。 

市は，社会福祉施設等における防災組織体制の整備を促進し，また地震防災応急計画作

成についての指導・助言を行い，施設入所者等の安全確保を図る。 

２）緊急応援連絡体制の整備 

地震発生時期は，事前には特定できないため，夜間，休日等，施設職員が少ない状況で

考えうる最悪の場合にも対応できるよう，災害時要援護者の安全確保体制の整備を行うこ

とが必要である。 

したがって，施設等管理者は，非常用通報装置の設置など，災害時における通信手段等

の整備を図るとともに，他の社会福祉施設との相互応援協定の締結，近隣市民，ボランテ

ィア組織等との連携等施設入所者等の安全確保についての協力体制を整備する。 

また，市は，福祉関係団体と災害時要援護者の支援に係る協定の締結等を進めることに

より，協力体制の強化を図るとともに，施設相互間の応援協定の締結，施設と近隣住民，

ボランティア組織等の連携の確保について必要な援助を行う。 

 

３）社会福祉施設等の耐震性の確保 

施設等管理者は，震災時における建築物の倒壊等を未然に防止するため，耐震診断の実
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施や耐震補強工事に努めるものとし，市はこれを促進する。 

また，市は災害時要援護者の避難所の拠点となる公立社会福祉施設（ウェルポート鹿嶋

の郷等）について，施設入所者等の安全確保を図るため，計画的に耐震診断を行い必要に

応じ耐震補強工事を行う。 

４）防災資機材の整備，食糧等の備蓄 

施設等管理者は，非常用自家発電機等防災資機材を整備するとともに，食糧，飲料水，

医薬品等の備蓄に努める。 

５）防災教育，防災訓練の実施 

施設等管理者は，施設職員等に対し，防災知識や災害時における行動等についての教育

を行うとともに，夜間又は休日における防災訓練や防災関係機関，近隣住民，ボランティ

ア組織等と連携した合同防災訓練を定期的に実施する。 

また，市は，施設等管理者に対し，防災知識及び意識の普及，啓発を図るとともに，防

災関係機関，近隣市民，ボランティア組織等を含めた総合的な地域防災訓練への参加を促

進する。 

 

（３）在宅災害時要援護者の救護体制の確保 

１）災害時要援護者の状況把握 

地震災害時に迅速な救助活動を実施するためには，平常時から災害時要援護者の所在等

の状況について把握しておくことが必要である。 

したがって，市は，在宅サービスや民生委員活動，見守り活動および保健所等の協力に

より把握した災害時要援護者名簿及び災害時要援護者避難支援プラン個別計画（災害時要

援護者の所在，家族構成，緊急連絡先，日常生活自立度，かかりつけ医，避難手段，避難

所までの避難ルート等の情報）の整理・保管等を行うことにより，災害時要援護者の所在

や介護体制の有無等の把握に努める。 

また，民生委員，消防団，警察，保健所等関係機関との連携を図り，個人情報の取り扱

いに十分留意しつつ災害時要援護者に係る情報の共有化に努める。 

２）情報伝達システムの整備 

市は，震災時における迅速かつ適切な情報提供を行うため，聴覚障がい者など情報入手

が困難な障がい者に対して，ファクシミリなど通信装置の給付や障がい者団体との連携に

より情報伝達体制の確立に努める。 

特に，市は，災害時要援護者が迅速に避難できるよう，防災関係機関及び福祉関係者と

協力して，情報伝達体制の整備に努める。 

３）相互協力体制の整備 

市は，民生委員を中心として，災害時要援護者の近隣住民，災害時要援護者を対象とす

る地域ケアシステムの在宅ケアチームやボランティア組織などとの連携により，災害時要

援護者安全確保に係る相互協力体制の整備に努める。 

４）防災知識の普及・啓発，防災訓練の実施 

市は，近隣住民，地域ケアシステムの在宅ケアチームやボランティア組織などの協力に

より，災害時要援護者やその家族を含めた防災訓練の実施に努める。 

 

（４）外国人に対する防災対策の充実 

市は，日本語を理解できない外国人のために，外国語による防災に関するパンフレットを

作成し，外国人との交流会や外国人雇用事業所等様々な交流機会や受入れ機関などを通じて

配布を行い，防災知識の普及・啓発に努める。 
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※資料編 

 鹿嶋市内福祉施設一覧表 

 一人暮らし・寝たきり高齢者，身体障がい者の状況 

 

６．緊急輸送体制への備え 

 

地震による被害を最小限にとどめるためには，地震発生後の消防や人命救助，応急復旧や救援

のための物資輸送等の効果的な実施が必要である。そのためには，緊急通行車両の調達と，その

交通経路（緊急交通路）の確保のための道路啓開等を，地震発生後，迅速に行うことが望まれ，

その事前対策として，緊急輸送道路を指定・整備し，道路啓開資機材，車両の調達体制及び緊急

通行車両，船舶等の調達体制を整備していくものとする。 

 

（１）緊急輸送道路の指定 

市は，陸上，河川及び空の交通手段を活用した効率的な緊急輸送を行うため，地域特性（人

口，交通，防災拠点施設等の配置等）や地震被害想定結果等に基づいて，市内の防災拠点及

び避難場所や，本市と隣接市とを結ぶ緊急輸送道路を県との調整のもと，下記のように選定

し，緊急輸送道路の指定を行う。 

 

■緊急輸送道路 

路線名 起点側 終点側 備考 

国道 51号 稲敷市県境(千葉県)から 
水戸市三の丸(水戸

駅前交差点)まで 
県指定第一次緊急輸送道路 

国道 124号 神栖市県境(千葉県)から 宮中国道 51号交差点 〃 

県道茨城鹿島線 
東茨城群茨城町長岡 

国道 6号分岐から 

東茨城群茨城町長岡 

主要地方道大洗友部

線分岐まで 

県指定第二次緊急輸送道路 

県道荒井行方線 
鹿嶋市荒井 国道 51 号分

岐から 

行方市主要地方道水

戸神栖線分岐まで 
〃 

県道栗生木崎線 
鹿嶋市栗生 県道鹿島港

線分岐から 

鹿嶋市泉川  国道

124号交差まで 
〃 

県道鹿島港線 
鹿嶋市明石 国道 51 号分

岐から 

鹿嶋市平井 県道栗

生木崎線交差まで 
〃 

 

（２）啓開・輸送体制の整備 

１）民間企業等との連携体制の整備 

緊急輸送道路の道路啓開の作業等は，建設会社等の協力により行われるため，関連業界

団体を通じて，建設会社等との地震発生後の効果的な連携が講じられるよう，平常時より，

防災訓練等や協定締結等による体制を整備しておく。 

また，市等による緊急通行車両等が不足した場合においては，民間からの車両等の調達

の必要があるため，関連業界団体を通じて，平常時より協定等を締結し調達体制を整備す

るものとする。 

２）地震発生時の情報連絡手段の整備 

民間企業等との連携体制を効果的に活用し，迅速に道路啓開や緊急輸送に着手するため

には，地震発生後に有効に機能する関係者間の情報連絡手段の確保が必要である。したが

って，電気通信設備に被害が発生した場合においても，確実に情報連絡ができる環境を整

備するものとする。 
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（３）ヘリポート，港湾・漁港の指定・整備 

市は，緊急輸送の中継基地となる臨時ヘリポート（飛行場外離着陸場）を下表のように指定

するとともに，緊急物資等の大量輸送機能を果たし得るように鹿島港及び鹿島灘漁港の整備に

ついて，関係機関との調整を図る。 

さらに，これらの場所を災害時に有効に利用し得るよう，関係機関に対し周知徹底を図るな

ど所要の措置を講じるものとする。 

 

  ■臨時ヘリポート（飛行場外離着陸場） 

地 点 名 住 所 

鹿嶋市立鹿島中学校校庭 鹿嶋市宮中 2398-1 

鹿嶋市立大野中学校校庭 鹿嶋市津賀 1925-1 

高松緑地運動公園 光 1 

津賀森林公園 津賀 1392 

はまなす公園球場 角折 2096-1 

カシマサッカースタジアム B駐車場 神向寺後山 26-2 

 

（４）総合的な輸送ネットワークの構築 

緊急輸送道路や港湾・漁港及びヘリポート等を総合的に活用し，応急対策活動の拠点間を効

率的に結ぶ輸送ネットワークの整備を図る。このネットワークを踏まえて，震災時の物流拠点

としては，こうした陸上，海上及び空の各輸送手段の連結性を考慮し，「鹿嶋市立ト伝の郷運動

公園」を充てるものとする。 

 

（５）災害時の交通に関する情報の周知 

災害時には，緊急輸送道路を中心に交通規制を実施することがある。したがって，一般車両

等の混乱を防止するため， 

ア．緊急交通路指定路線及び震災発生時の交通規制内容 

イ．震災発生時における運転者のとるべき措置 

等について，各種広報媒体，パンフレット等により，広く市民に周知しておくものとする。 

 

（６）地域特性と対策の対応 

地域の社会特性（人口，交通及び防災拠点施設等の整備状況及び交通利便性等）や想定され

る被害特性（地域の孤立可能性等）を基に，緊急輸送道路の指定，整備を行うことが必要であ

る。 

 

※資料編 

 鹿嶋市有車両 
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７．物資の備蓄・受入体制の整備 

 

住宅の被災等による各家庭での食糧，飲料水，生活必需品の喪失，流通機能の一時的な停止や

低下等が起こった場合には，被災者への生活救援物資の迅速な供給が必要である。このため，災

害発生直後から被災者に対し円滑に食糧，生活必需品及び飲料水の供給が行えるよう物資の備蓄

並びに調達体制の整備を行っていくものとする。 

 

（１）食糧，生活必需品，給水資器材の備蓄における共通事項 

１）協力体制の整備 

直下型地震など被害地域が限られるような災害が発生した場合には，生活救援物資の供

給について相互応援ができることが望ましい。したがって，他市町村やその他関係機関と

の間で，災害時の物資調達・供給の協力体制を整備する。 

また，避難所生活等において不足する食糧，生活必需品については，生産者及び販売業

者と十分協議し，その協力を得るとともに，事業者と物資調達に関する契約及び協定の締

結，更新に努めるものとする。 

２）備蓄数量の設定 

備蓄・調達数量の目標値は，地震被害想定調査に基づき，市内での被害が最大となる地

震を想定して設定する（「第１章 第４節 ４．被害想定結果」のり災者数及び避難者数を

参照）。 

３）備蓄品目の選定 

電気，水道，ガス等市民生活に必要不可欠なライフライン施設の供給停止等に対応して

加熱不要の食糧，飲料水，毛布等生活必需品の品目を選定し，確保する。 

また，高齢者，障がい者等の災害時要援護者，さらには乳幼児，女性に配慮した備蓄品

目を選定し，必要量を確保することが必要である。 

４）分散備蓄の実施 

災害時におけるリスクを少なくし，発災時の迅速な対応を図るため，中心的な備蓄場所

である市役所以外に，各まちづくりセンター（公民館）への備蓄を基本とし，地域の実情

にあわせた分散備蓄を行う。 

 

（２）食糧の供給体制の整備 

１）市の備蓄・調達 

市は，想定されるり災者数及び避難者数の概ね 3 日分を目標として食糧の備蓄に努める

ものとする。備蓄食糧については毎年点検を行い，補充・更新を図る。 

また，市において，十分な量を確保できない場合を想定し，県や他市町村，さらには災

害協定を締結している民間企業等との連絡・協力体制の整備を図っておくものとする。 

なお，備蓄・調達品目の設定においては，アレルギー対策等についても考慮することと

する。 

①主食    パン，乾パン，おかゆ，即席メン等 

②副食    缶詰，野菜，漬物，飲料（缶，ペットボトル）等 

③調味料   みそ，しょうゆ，塩，砂糖 

④乳児給与  粉ミルク 

２）市民及び地域，事務所等の備蓄 

市民は，災害時におけるライフラインの寸断や食糧等の流通途絶，備蓄箇所の被災等に

よる支援の途絶等を想定し，前記 １）市の備蓄・調達に掲げる品目等，必要な物資を概ね
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３日分備蓄するとともに災害時に非常持出ができるよう努めるものとする。なお，アレル

ギー保有者については，個々の症状に応じた備蓄に努めるものとする。 

さらに，事業所等においては，災害発生後，安全が確保されるまでは従業員等を一定期

間事務所内に留めておくことができるよう，食糧等必要な物資を概ね３日分備蓄するよう

努めるものとする。 

 

（３）生活必需品の備蓄及び調達体制の整備 

１）市の備蓄・調達 

市は，想定されるり災者数及び避難者数を目標として，避難所生活等において必要不可

欠な毛布等の備蓄に努めるものとする。また，日常生活に欠くことのできない，被服，寝

具その他の衣料品及び生活必需品を喪失し，日常生活を営むことが困難な者に対し，急場

をしのぐ程度の生活必需品を給与又は貸与する。 

２）市民及び事業所等の備蓄 

事業所及び市民は，日常生活に必要となる品目（寝具，日用品雑貨，衣料品，炊事用具，

食器，光熱材料等）を，世帯人員数，各自の従業員数等に合わせて適量備えるものとする。 

３）物資の受入れ 

調達した生活必需品の受入センターとして，備蓄拠点でもある市役所を充てる。ただし，

市民への速やかな支給が必要とされる物資については，直接避難所で受入れる。 

さらに，災害時における物資の支給・受入に関わる体制を明確にし，市民と市職員が協

力して作業を行えるようにしておく。 

 

（４）応急給水体制の整備 

１）応急給水資機材の備蓄及び調達体制の整備 

市は，地震により水道施設が損壊し，供給が不能となった場合，速やかに応急給水活動

が行えるよう，次の応急給水資機材の備蓄及び調達体制の整備に努める。さらに，県企業

局鹿行水道事務所等関係機関へも協力要請を行う。 

また，特に地震災害に備え，給水地域の各家庭において，容量 10～20リットルのポリ容

器を常備しておくよう，市民に周知徹底を図るものとする。 

２）防災井戸の整備 

市は，避難所又はその周辺地域において，防災井戸の整備に努めるものとする。また，

災害時において，飲用の適否を行うため，市は，防災井戸における水等を飲用しなければ

ならない場合に，飲用の適否を調べるため，水質検査が行える体制を整備しておくものと

する。 
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８．燃料不足への備え 

 

（１）連絡体制の整備 

大規模地震が発生した場合には，電話の輻輳等による通信の断絶が危惧されるため，市は，

あらかじめ石油業協同組合等との間で連絡方法を複数用意するとともに，日頃から伝達手段に

ついて確認しておくものとする。 

 

（２）燃料の優先供給を行うべき重要施設の指定 

市は，災害時において，優先的に燃料を供給すべき重要な施設をあらかじめ指定し，自家発

電用燃料の供給方法を定めるものとする。 

 

（３）応急復旧等を実施する車両の指定 

市は，災害時において，応急復旧や市民の生活を維持するために優先的に燃料を供給すべき

車両をあらかじめ指定するとともに，優先供給するための給油所も指定しておくものとする。 

 

（４）市民への普及啓発 

市は，応急対策や市民生活の維持のために必要な施設や車両への優先的な燃料供給について，

市民への理解を促進するとともに，災害に備え，市民や事業者に対し，燃料の備蓄等自らでき

る備えについての啓発を行うものとする。 

 

（５）重要施設・災害応急対策車両等の指定 

  １）災害応急対策車両の指定 

市及び防災関係機関等は，災害応急対策を行うための車両を，あらかじめ指定しておく

ものとし，指定車両には別に定める基準に基づき，ステッカーを作成し備えるものとする。 

  ２）重要施設・災害応急対策車両管理者等の責務 

重要施設の管理者は，災害に伴う停電が発生した場合においても，最低限３日間継続し

て電力を賄うことができるよう，自家発電設備を備えるとともに，必要な燃料の備蓄を行

う。 

災害応急対策車両に指定された車両の所有者又は使用者は，日頃から燃料を満量近く給

油しておくことを心掛けるものとする。 

上記の対策を含め，重要施設及び災害応急対策車両の管理者は，災害発生時にも必要最

低限の業務が継続できるよう，業務継続計画を策定するものとする。  

 

（７）災害応急対策車両専用・優先給油所の指定 

  市は，協定に基づき，災害発生時において災害応急対策車両が専用又は優先により給油を受

けるべき給油所をあらかじめ指定しておくとともに，災害対応力の強化に努める。 

 

（８）平常時の心構え 

  市は，災害発生時の燃料の供給不足に伴う混乱を防止するため，日頃から市民及び事業者等

に対し，車両の燃料を日頃から半分以上としておくよう心掛けるなど，災害発生時に備えた燃

料管理などの普及啓発を行う。 

日常生活や事業活動において，車両が必要不可欠な市民及び事業所は，車両の燃料を日頃か

ら半分以上としておくよう心掛けるなど，自助努力に努める。 

車両の燃料は日頃からこまめな給油を心掛ける。 
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第４節 防災教育・訓練 

 

１． 防災教育の実施 

 

地震による被害を最小限にとどめるためには，市民一人ひとりが日頃から地震災害に対する認

識を深め，災害から自らを守り，お互いに助け合うという意識と行動が必要である。このため，

市及び防災関係機関は，平常時から，防災計画及び防災体制，災害時の心得，避難救助の措置等

について効果的な広報を行い，防災知識の普及に努めるものとする。 

防災は市民全てに関係するテーマであるため，学校教育，社会教育のあらゆる機会を通じて幅

広い層に対する教育を実施していく。特に，災害時の地域活動の中心となる自主防災組織，事業

所を通じた教育を重視する。 

また，市及び防災関係機関の職員等は，市民の先頭に立って対策を推進していく必要があるた

め，地震災害とその対策に関する知識の習得と高い意識の醸成に努めるものとする。 

 

（１）防災教育の内容 

防災教育の内容としては，次のような項目を想定する。 

①防災制度の概要 

②災害の一般知識 

③災害の種別と特性（地震，風水害，崖崩れ） 

④災害対策基本法及び関係法の説明 

⑤災害に対する心構え 

⑥被害報告及び避難方法の徹底 

⑦過去の災害の紹介 

⑧災害復旧等の生活確保に関する知識 

 

（２）市民向けの防災教育 

市民一人ひとりが平常時から災害に対する備えを心掛けるとともに，発災時には自らの身の

安全を守るよう行動することが重要である。 

さらに，災害時には，初期消火，近隣の負傷者を救助するなどの，防災への寄与に努めるこ

とが求められるため，市及び防災関係機関は，自主防災思想の普及，徹底を図るものとする。 

 

１）普及啓発すべき内容 

市及び防災関係機関は，市民に対し，地震災害時のシミュレーション結果などを示しなが

らその危険性を周知させるとともに，以下の事項について普及・啓発を図るものとする。 

①「自助」「共助」の推進 

（ア）概ね 3日分に相当する量の食糧及び飲料水等の備蓄 

非常持出や定期的な点検，玄関や寝室への配置などについても推進する。 

（イ）家具・ブロック塀等の転倒防止対策 

寝室等における家具の配置などについても，見直しを推進する。 

（ウ）災害時の家族内の連絡体制の確保 

発災当初の安否確認等による輻輳を回避するため，災害用伝言板や災害用伝言ダイヤ
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ル，ソーシャル・ネットワーキングシステム（SNS）等の利用及び複数の手段の確保を促

進する。 

（エ）地域で実施する防災訓練への積極的参加 

初期消火など初歩的な技術の習得や地域内での顔の見える関係の構築を促進する。 

②緊急地震速報 

地震による大きな揺れの到達に先立ち，気象庁から発表される「緊急地震速報」につい

て，水戸地方気象台は，講習会等を利用してその特性と限界，具体的内容，発表時に利用

者がとるべき行動等について広報を行うとともに，資料を積極的に配布して，十分な周知

を行う。 

○ 緊急地震速報（警報）の実施及び実施基準等 

気象庁は，地震動により重大な災害が起こるおそれのある場合は，強い揺れが予想され

る地域に対し，緊急地震速報（警報）を発表する。また，これを報道機関等の協力を求め

て市民等へ周知する。 

（注）緊急地震速報（警報）は，地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を

解析することにより，地震の強い揺れが来る前に，これから強い揺れが来ることを

知らせる警報である。ただし，震源付近では強い揺れの到達に間に合わない場合が

ある。 

③地震保険の活用 

地震保険は，地震等による被災者の生活安定に寄与することを目的とした公的保険制 

度であり，被災者の住宅再建にとって有効な手段の一つであることから，市は，その制度

の普及促進に努めるものとする。 

④防災関連設備等の準備 

（ア）非常用持出袋 

（イ）消火器等消火資機材 

（ウ）住宅用火災警報器 

（エ）その他防災関連設備等 

 

２）普及啓発手段 

防災に関する知識を普及させるため，効果的な広報媒体を活用して知識の普及を図る。 

①印刷物による普及 

市及び防災関係機関は，広報等を通じた防災関係記事の掲載やパンフレット等の作成・

配布により，災害・防災に関する知識の普及，防災意識の高揚を図る。 

②講習会等の開催  

市及び防災関係機関は，防災をテーマとした講演会，講習会，シンポジウム，座談会等

を催し，市民に直接参加を呼びかけるほか，自主防災組織や事業所単位での参加も呼びか

け，知識の普及，意識の高揚を図る。また，特に防火管理者，危険物取扱者，事業所等に

おいて直接防災の任にあたる者に対しては講習会を催すものとする。 

なお，テキスト中心では十分な教育効果が得られにくいため，体験・参加型の催しを組

み合わせることとする。 

③報道機関による普及 

新聞，テレビ，ラジオ等の報道機関に対し，本市の防災計画及び災害注意事項等の資料

を提供し，普及についての協力を依頼する。 
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④その他のメディアの活用 

（ア）防災に関するＤＶＤ等の貸出 

（イ）インターネット（市のホームページ）の活用 

⑤防災訓練を通じた教育 

各種防災訓練を実施し，適切な応急活動の修得と防災知識の普及を図る。 

なお，テキスト中心の教育では十分な教育効果が得られにくいため，体験・参加型の教

育を行うものとする。 

 

（３）児童生徒に対する防災教育 

１）児童生徒に対する防災教育 

①幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校(以下，「学校」という。)において

は，学校等で策定した計画に従って，児童生徒の発達段階に応じた防災教育を行い，防

災に関する知識の普及啓発，防災意識の高揚を図る。 

   ②地理的要件など地域の実情に応じ，火災や津波，がけ崩れ，液状化など，様々な災害を

想定した防災教育を行う。 

   ③災害時に一人ひとりがどのように行動すべきかなどを自ら考え，学ばせることや，学校

と地域が連携した実践的な防災教育の視点による指導を行う。 

なお，実施にあたっては，登下校時など学校外も含めたあらゆる場面を想定し，授業

等による指導や避難訓練等の体験的学習の充実に努める。 

２）指導者に対する防災教育 

指導のための手引書等の作成・配布及び避難・救助等に関する研修会を通じて，指導者

への防災教育を行い，資質の向上を図る。 

 

（４）市及び防災関係機関の職員等に対する防災教育 

 市及び防災関係機関は，職員等に対し，災害に関する豊富な知識と適切な判断力を養成する

ため，以下の様な防災教育・研修に努める。 

１）応急対策活動の習得 

被災者救護活動，情報収集活動，応急復旧活動等の現場活動に従事する職員等に対して，

現場での活動を示した応急計画（マニュアル）により対策の周知徹底を図る。 

また，災害用伝言板や災害用伝言ダイヤル等安否確認手段の使用方法や家具転倒防止対

策など，災害予防に関する基礎的な知識について，日頃から市民へ普及啓発できるよう周

知徹底を図る。 

２）研修会及び講演会の開催 

防災関係機関の担当者，大災害を経験した自治体の担当者，学識経験者等を講師として

招き，研修会や講演会の開催により. 職員等の資質の向上を図る。 
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２． 防災訓練の実施 

 

災害時の迅速かつ適確な行動のためには，日常からの訓練が重要である。防災に関する知識及

び技能の修得と併せて，市民に対する防災知識の普及を目的とし，関係機関相互の連携のもとに，

災害時の状況を想定した具体的かつ効果的な訓練を定期的，継続的に実施する。 

 

（１）県総合防災訓練        

県及び実施場所となった県内市町村等が主催して実施する訓練であり，本市も積極的に参

加する。 

１）訓練種目 

①災害対策本部設置，運営 

②交通規制及び交通整理 

③避難準備及び避難誘導，避難所の設置・運営 

④救出・救助，救護・応急医療 

⑤ライフライン復旧 

⑥各種火災消火 

⑦道路復旧，障害物排除 

⑧緊急物資輸送 

⑨無線による被害情報収集伝達 

⑩災害時要援護者の支援（避難所への避難等） 

⑪応急給水活動 

また，訓練にあたっては，展示・体験スペースを設置し，市民が災害用伝言ダイヤル

や災害用伝言板，救急法等を体験できる機会を積極的に設けるよう努める。 

２）訓練参加機関 

県内の多くの市町村，防災関係機関が参加するほか，自主防災組織，ボランティア組織，

一般県民に対しても広く参加が呼びかけられる。応援の派遣，受入を中心とした他県との

合同の訓練も行われる。 

 

（２）市が実施する訓練 

市は，庁内訓練のほか，防災関係機関や事業所，市民等を対象とした複合的・総合的な訓練

を主催するものとする。訓練は，地震や津波，風水害に伴って発生する各種災害の防御と被災

者の救援・救護等を中心に，以下のような種類を実施する。 

訓練の時期及び場所は，訓練の種類によって，最も訓練効果のある時期，場所等を選び実施

する。なお，訓練の実施結果については記録しておくものとする。 

１）総合防災訓練 

前項の「県総合防災訓練」と同様に，多岐にわたる災害応急対策を，市及び防災関係機

関や事業所，市民等を対象として実施する。 

なお，訓練においては，具体的な状況想定に基づく図上での対策シミュレーションを併

せて実施し，これにより，計画内容の習熟だけでなく，計画自体の検証，関係機関間での

役割の明確化等を図る。 

２）避難訓練 

避難指示，勧告及び避難誘導等により，地域住民を安全に避難所へ避難させるための訓
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練を行う。 

①市全体の避難訓練 

災害時における避難勧告及び立ち退き等の円滑，迅速，確実を期するため，市が中心

となり警察，消防及びその他の関係機関の参加のもと，市民の協力を得て実施するもの

とする。 

②特定施設における避難訓練 

市は，病院及び社会福祉施設等において，利用者の生命・身体の安全を図り，被害を

最小限にとどめるため，施設管理者に対し避難訓練を中心とする防災訓練を実施するよ

う指導する。 

③学校と地域が連携した訓練の実施 

市は，学校と連携し，児童生徒及び地域住民を対象とした避難訓練，防災訓練を実施

する。その際，学校における避難所運営や炊き出し等の実践的な訓練を行うよう努める。 

３）非常参集訓練 

市は，勤務時間外の災害発生を想定して，災害に対処するために必要な人員を早期に動

員し，活動体制を確立するための非常参集訓練を行い，災害時の迅速な職員参集による即

応体制の強化に努めるものとする。また，非常参集訓練と同時に，本部運営訓練及び情報

収集伝達訓練も合わせて実施する。 

４）通信訓練 

 

市は，地震の発生を想定し，災害情報の収集・伝達及び被害状況の収集・報告等，迅速

かつ的確な災害状況の把握を行い，防災体制を確立できるよう，定期的に通信訓練を行う。

また，有線及び防災行政無線が使用不能になったときに備え，茨城地区非常通信協議会が

実施する非常通信訓練に参加し，非常時の通信連絡の確保を図る。 

５）災害救助訓練 

市は，大量の要救助者及び被災者が発生した場合における人命救助，救出，医療救護，

救急及び被災者に対する給水，給食等市民の生命，身体を災害から保護するための訓練を

行う。 

６）水防訓練 

市は，関係団体と連携し，風水害の防御と避難者の安全確保等，風水害による被害を軽

減するための水防活動訓練を行う。 

７）消防訓練 

市は，関係団体と連携し，消火，延焼の防止，人命の救助その他の消防作業及び救急業

務を習熟するための消防活動訓練を行う。 

 

（３）防災関係機関の訓練 

各防災関係機関は，市に準じて各種訓練を独自に実施するとともに，必要に応じて，市と共

同して訓練を実施，あるいは市の訓練に対して協力を行うものとする。 

 

（４）事業所，自主防災組織及び市民等の訓練 

地震被害は地区によりその様相が異なることから，地盤，土地利用，建築物状況，道路状況，

人口及び防災施設状況等の地区の特性を踏まえて，事業所や自主防災組織等がそれぞれに工夫

した訓練を実施するものとする。 
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①事業所における訓練 

各事業所は，その定める消防計画に基づき防災訓練を定期的に実施するものとする。 

また，地域の一員として，市，消防及び地域の防災組織の行う防災訓練にも積極的に参

加し，事業所の特性に応じた防災対策行動により地域に貢献するよう努めるものとする。 

②自主防災組織における訓練 

自主防災組織は，地域住民の防災行動力の強化，防災意識の向上，組織活動の習熟及び

関連防災機関との連携を図るため，市及び防災関係機関の指導のもと，地域の事業所とも

共同して，組織的な訓練を実施するよう努めるものとする。 

なお，自主防災組織からの指導協力の要請を受けた防災関係機関は，関連する諸機関と

の連携を図り，積極的に自主防災組織の活動を支援するものとする。 

③市民の訓練 

市民一人ひとりの災害時の行動の重要性に鑑み，市及び防災関係機関は，防災訓練に際

して広く市民の参加を求め，市民の防災知識の普及啓発，防災意識の高揚及び防災行動力

の強化に努めるものとする。 

また，市民は，防災対策の重要性を理解し，各種の防災訓練への積極的・主体的な参加，

防災教育施設での体験訓練，家庭での防災訓練の実施等，防災行動を継続的に実施するよ

う努めるものとする。 


