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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。 

 


