
 

 

 

 

 

 

 

 

第2章 風水害等予防計画 
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第１節 災害対策に携わる組織の整備 

 

１．対策に携わる組織の整備  

地震災害対策計画編２章第１節第１「対策に携わる組織の整備」に準じる。 

 

２．相互応援体制の整備  

地震災害対策計画編２章第１節第２「相互応援体制の整備」に準じる。 

 

３．防災組織等の活動体制の整備 

地震災害対策計画編２章第１節第３「防災組織等の活動体制の整備」に準じる。 
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第２節 災害予防計画 

 

１．水防計画（避難体制の整備） 

 

地域における水害に対する防止力の向上や洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し被害の軽減

を図るため，水防法に基づき，洪水情報等の提供，浸水想定区域の周知，避難体制の整備など必

要な措置を講ずる。 

 

（１）市は，浸水想定区域の指定があったときは，地域防災計画において，少なくとも当該浸水 

想定区域ごとに次に掲げる事項について定めるものとする。 

１）洪水予報等の伝達方法 

２）避難場所，避難路その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

３）浸水区域内に不特定多数の者が利用する施設や，災害時要援護者が利用する施設で当該

施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要が認められるものがある場

合は，これらの施設の名称，所在地及びこれらの施設への洪水予報等の伝達方法 

 

（２）市は，上記（１）の事項について市民に周知させるため，これらの事項を記載した印刷物

（洪水ハザードマップ等）の配付その他必要な措置を講ずる。 

 

（３）市は，避難指示，避難勧告，避難準備情報（市民に対して避難準備を呼びかけるとともに，

災害時要援護者等，特に避難行動に時間を要する者に対して，早めの段階で避難行動を開始

することを求める情報という。）等について，国又は県及び水防管理者等の協力を得て災害事

象の特性や収集できる情報を踏まえ，避難すべき区域，判断基準及び伝達方法を明確にした

マニュアルを作成する。 

また，避難場所，避難路をあらかじめ指定し，日頃から市民への周知徹底に努めるものと

する。さらに，水防団等と協議し，発生時の避難誘導に係る計画を作成し訓練を行う。 

 

（４）国（気象庁，国土交通省），県及び市は，関係機関の協力を得て，雨量，水位等の情報をよ

り効果的に活用するための内容の拡充を図り，関係行政機関はもとより，報道機関を通じた

一般への提供体制の整備を図る。 

また，市は，災害時要援護者にも配慮した分かりやすい情報伝達の体制の整備を図る。 
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２．土砂災害防止計画 

 

急傾斜地の崩壊，土石流並びに地すべりの発生する危険のある区域における災害予防のため，

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」（以下，「土砂災害防止法」

という。）に基づき，警戒避難体制を整備するほか必要な措置を講ずる。 

 

（１）警戒避難体制の整備 

１）市は，警戒区域の指定があったときは，地域防災計画において，当該警戒区域ごとに次に

掲げる事項について定める。 

①土砂災害に関する情報の収集及び伝達，予報又は警報の発令及び伝達，避難，救助，その

他当該警戒区域における土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項 

②警戒区域内に災害時要援護者が利用する施設がある場合には，当該施設の利用者の円滑な

警戒避難が行われるよう土砂災害に関する情報，予報及び警報の伝達方法 

２）市は，上記①の事項について市民に周知するため，これらの事項のうち避難場所や避難路

等必要な事項を記載した印刷物（土砂災害ハザードマップ等）の配付その他必要な措置を講

ずる。 

３）市は，避難指示，避難勧告，避難準備情報等について，県等の協力を得て災害事象の特性

や収集できる情報を踏まえ，避難すべき区域，判断基準及び伝達方法を明確にしたマニュア

ルを作成する。 

また，避難場所，避難路をあらかじめ指定し，日頃から市民への周知徹底に努めるものと

する。さらに，県等と協議し，発災時の避難誘導に係る計画を作成し訓練を行う。 

４）気象庁，県及び市は，関係機関の協力を得て，雨量等の情報をより効率的に活用するため

の内容の拡充を図り，関係行政機関はもとより，報道機関を通じた一般への提供体制の整備

を図る。 

また，市は，災害時要援護者にも配慮した分かりやすい情報伝達の体制の整備を図る。 

５）市は，避難勧告等の判断基準の設定に土砂災害警戒情報を活用するとともに，必要に応じ

て基準の見直しを行うものとする。 

 

（２）がけくずれ対策 

本市には丘陵地及びがけ地周辺までに宅地化した集落，また生業上がけ地周辺に居住を余儀な 

くされているところなど，がけくずれ災害が予想される危険な区域が存在する。 

これらの被害を未然に防止し，又被害を最小限にとどめるため概ね次のような対策を実施する。 

１）危険箇所の実態調査及び防災パトロールの強化 

市は，危険箇所について実態調査を実施し，その情報を基に定期的に防災パトロール等

を実施するほか，大雨など土砂災害を誘発するような状況下においても随時パトロール等

を実施し，災害発生時の被害縮小に努めるものとする。 

  ２）所有者等に対する防災措置の指導 

市は，防災パトロールの結果，著しく危険と判断される急傾斜地においては，その土地

の所有者，管理者又は占有者，被害を受けるおそれのある者に対して，危険である旨の説

明をし，早期に急傾斜地崩壊危険区域に指定して行為制限ができるよう県と調整するもの

とする。 

３）急傾斜地の指定及び指定基準の概要 
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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以上のがけで，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

区域とする。 

 

※資料編 

 急傾斜地危険箇所 

 急傾斜地崩壊危険区域指定箇所 

 

３．交通計画 

 

水害等に備えての道路の災害予防及び維持補修は次によるものとする。 

 

（１）道路建設上配慮すべき事項 

１）平面線形，できるだけ河川との接近や湿地，沼等を避ける。 

２）縦断線形，平たん地における切土法面はなるべく取らず，水田等を通過する場合，洪水

による水位の増に対し安全な高さをとる。 

３）横断こう配，路面水をすみやかに側溝に流下させるに必要なこう配をとる。 

４）路側，横断構造物，切土部において法長が大きく崩土おそれのある箇所，盛土法面で常

に水と接する部分（堤防併用），水田を通る部分等にはコンクリート擁壁，間知石積を施

し法面の保護を図る。 

５）横断排水構造物は，洪水時に十分な排出のできる通水断面とする。 

６）排水側溝，路面水を処理し，すみやかに排水路に導き，地下水が高く路面排水困難な所

は暗渠等を施す。 

 

（２）道路防災事業計画 

災害対策事業等により，災害の発生するおそれのある危険箇所を緊急度の高い箇所から逐次

解消を図る。 

 

４．都市計画 

 

都市災害の未然防止を第一目的とし，併せて土地の合理的利用の増進及び環境の整備改善に資

するため，総合的な都市計画を考慮して次の施策を実施するものとする。 

 

（１）「整備，開発及び保全の方針」の充実 

都市計画法第６条の２に規定する「整備，開発及び保全の方針」の中で，災害に強い都市の

形態を図る観点から都市防災に関する方針を検討する。 

 

（２）防火地域及び準防火地域の指定 
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木造家屋が密集している危険な地域の災害を最小限におさえるため建築物個々の不燃化と

ともに，都市構造そのものを防火的に改造する目的をもって都市計画法の規定に基づき防火地

域及び準防火地域の指定を行うものとする。 

 

（３）建築基準法第 22条に基づく区域指定 

防火地域及び準防火地域以外の市街地について耐火建築物及び簡易耐火建築物以外の建築

物の屋根を不燃材料で造らなければならない区域の指定を行い，火災の延焼防止を図る。 

 

（４）災害危険区域の指定 

地方公共団体は，条例で津波，高潮，出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として

指定し，同区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する

制限で災害防止上必要な措置をとるものとする。（災害危険区域は急傾斜の崩壊による災害の

防止に関する法律第３条１項により指定された急傾斜地崩壊危険区域とする。） 

 

（５）都市計画事業の推進 

市は，災害の未然防止及び拡大防止を図るため都市計画事業を推進するものとする。 

 

５．教育計画 

 

（１）防災上必要な教育の実施 

１）学校等の長（以下，「校長等」という。）は，児童生徒等の安全を図るため，防災計画を

作成し，安全教育が適切に行われるよう努める。 

２）教育委員会は，防災対策資料の作成・配布及び研修を実施し，関係教職員の災害及び防

災に関する専門的知識のかん養及び技能の向上に努める。 

３）市及び教育委員会は，まちづくりセンター（公民館）等社会教育施設における諸活動並

びに社会教育等団体の諸活動を通じ，防災思想の普及を図る。 

 

（２）防災上必要な訓練の実施 

１）校長等は，児童生徒等の安全を図るため，地域の実情に応じた避難等の防災上必要な訓

練を定期的に実施する。 

２）校長等は，関係教職員に対し，地域の実情に応じ，災害の状況を想定した警報の伝達，

初期消火等の防災上必要な訓練を定期的に実施する。 

３）学校等は，地域社会で実施する合同訓練には，積極的に参加するよう努める。 

 

（３）消防・避難及び救助のための施設・設備等の整備 

校長等は，災害発生の場合，迅速かつ適切な消防・避難及び救助が実施できるよう消防・

避難及び救助に関する施設・設備等の整備及び救急医療用資材等の備蓄に努める。 

 

（４）学校等施設・設備の災害予防措置 

校長等は，災害による学校等施設・設備の被害を予防し，児童生徒等の安全と教育活動の

実施を確保するため，次の計画について実施する。 

１）学校等施設・設備を火災及び台風等の災害から防護するため，建物の建築にあたっては，
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鉄筋コンクリート造，鉄骨造等による不燃堅牢構造化を促進する。 

２）校地等の選定・造成をする場合は，がけ崩れ・台風等の災害に対する適切な予防措置を

講ずる。 

３）学校等施設・設備を災害から防護するため，定期的に安全点検を行い，危険箇所，補修

箇所等の補強補修等を実施し，特に電気工作物，電気用品，ガス設備，その他の危険物が

ある施設では，適切な管理に努める。 

 

（５）文化財保護 

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，倒木の防止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 

 

６．農地農業計画 

 

（１）農地計画 

農地や農業用施設への災害を未然に防ぐため，老朽化したため池の改修や農地等に冠水被

害が発生している地域の排水改良等を目的とした以下の対策を実施する。 

１）土地改良事業 

災害に強い農業経営を図るため，土地改良事業を推進するほか，併せて農業用地及び排

水路等についても整備を進める。 

■土地改良事業 

土地改良事業名 面積 完了日 

鹿島湖岸南部土地改良事業 327ha 昭和 46年完了 

鹿島海岸土地改良事業  95ha 昭和 64年完了 

鹿島湖岸北部土地改良事業 329ha 平成２年完了 

鰐川土地改良事業 137ha 平成７年完了 

２）湖岸堤防整備 

北浦に隣接する農用地を直接外水から保全するため，堤防，樋門及びこれらの付帯施設

の新設又は改修を行う。 

３）ため池等整備事業 

築造後における自然的，社会的状況の変化等に対応して早急に整備を要する農業用のた
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め池（災害防止用のダムを含む。以下同様），頭首工，樋門，水路等の用排水施設の改修又

は当該施設に代わる農業用用排水施設の新設並びにこれらの附帯施設の新設又は改修を行

う。 

４）湛水防御事業 

既存の農業用排水施設の耐用年数が経過する以前において，立地条件の変化により，湛

水被害を生ずるおそれのある地域（原則としてかつて応急の湛水排除事業が実施された地

域）で，これを防止するために排水機，排水樋門，排水路等の新設又は改修を行う。 

５）水質障害対策事業 

農業用用水路・排水路の水質汚濁による農作物等への被害を解消するため，用排水路の

新設，改修又は水質浄化施設の整備を行う。 

６）地盤沈下対策事業 

地盤の沈下を防止するため，地下水の採取が法令等により規制されている地域において，

地盤の沈下に起因して生じた農用地及び農業用施設の効用の低下を従前の状態に回復する

ために農業用排水施設の新設又は改修を行う。 

 

（２）農業計画 

１）災害の未然防止対策 

①気象情報等の情報の伝達体制の確立 

災害からの農作物被害を防ぐため，気象注意報等の情報の伝達体制を確立し，農家等の

事前対策に供する。 

②農業共済加入率の向上 

農作物被害による損失に備えて，農業共済加入を促進する。 

２）農林漁業災害対策委員会の設置 

長期的な異常気象などにより，農作物への影響が予測される場合や，台風等の災害によ

り被害が生じた場合には，必要に応じて対策委員会を設置し，被害農家の救済対策，災害

による農作物被害の軽減及び未然防止対策等について検討する。 

 

（３）資材の確保 

１）防除器具の整備 

病害虫防除器具並びに災害防護器具を整備し，円滑に使用できるようにする。 

２）薬剤等 

災害の発生が予測される場合は薬剤等が迅速に確保されるよう全農いばらき等を通じて

必要量の備蓄を行う。 

３）飼料 

災害に備え，最低数日間の飼料を備蓄する。 

 

（４）家畜対策 

１）低湿地畜舎は周囲の盛土や排水路の整備を行う。 

２）増浸水の場合を想定して避難移動場所の確保を図る。 

３）倒壊流失の懸念のある畜舎の補修を行う。 
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７．防災教育の実施 

地震災害対策計画編２章第４節第１「防災教育の実施」に準じる。 

 

８．防災訓練の実施 

地震災害対策計画編２章第４節第２「防災訓練の実施」に準じる。 

 

９．防災組織等の活動体制の整備 

地震災害対策計画編２章第１節第３「防災組織等の活動体制の整備」に準じる。 

 

１０．水防計画 

 

（１）水防管理団体の責任(水防法第 3条) 

水防管理団体は，管轄区域内の水防活動が十分に行われるよう次の事項を整備確立し，そ

の責任を果たさなければならない。水防管理団体たる市は，これらに従って応急対策活動を

実施する。 

１）水防組織の確立 

２）水防団，消防団の整備 

３）水防倉庫，資機材の整備 

４）通信連絡系統の確立 

５）平常時における河川，海岸，堤防，ため池等の巡視 

６）水防時における適切な水防活動の実施 

①水防に要する費用の自己負担の確保 

②水防団又は消防団の出動体制の確保 

③通信網の再点検 

④水防資機材の整備，点検及び調達並びに輸送の確保 

⑤雨量，水位観測を的確に行うこと 

⑥農業用取水堰及び水閘門，ため池等の操作 

⑦堤防，ため池等決壊及び決壊後の措置を講ずること 

⑧水防上緊急に必要あるときの公用負担権限の行使 

⑨市民の水防活動従事の指示 

⑩警察官の出動を要請すること 

⑪避難のための立退きの指示 

⑫水防管理団体相互の協力応援 

⑬水防解除の指示 

⑭水防てん末報告書の提出 

 

（２）水防計画 

本市には，北浦及び鰐川の沿岸に重要水防箇所が多数存在している。これらの堤防において

水位上昇による溢水や決壊が発生した場合，沿岸地区がさらに大きな危険にさらされる。した

がって，被害を未然に防止し，あるいは最小限にとどめるための対策を実施する。 

 

※資料編  平成 24年度直轄河川重要水防箇所一覧表 
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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  

地震災害対策計画編２章第３節第１「情報通信ネットワークの整備」に準じる。 

 

２．消火活動，救助・救急活動への備え 

地震災害対策計画編２章第３節第２「消火活動，救助・救急活動への備え」に準じる。 

 

３．医療救護活動への備え 

地震災害対策計画編２章第３節第３「医療救護活動への備え」に準じる。 

 

４．被災者支援のための備え 

地震災害対策計画編２章第３節第４「被災者支援のための備え」に準じる。 

 

５．災害時要救護者の安全確保のための備え 

地震災害対策計画編２章第３節第５「災害時要救護者の安全確保のための備え」に準じる。 

 

６．緊急輸送体制への備え 

地震災害対策計画編２章第３節第６「緊急輸送体制への備え」に準じる。 

 

７．物資の備蓄・受入体制の整備 

地震災害対策計画編２章第３節第７「物資の備蓄・受入体制の整備」に準じる。 

 

 


