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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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