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【地震災害対策計画編】 

 

■ 想定地震の断層モデル図 
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■ 鹿嶋市防災会議条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は，災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 16 条第６項の規定に基づき，鹿

嶋市防災会議（以下「防災会議」という。）の組織及び所掌事務を定めることを目的とする。 

 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は，次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 鹿嶋市地域防災計画を作成し，及びその実施を推進すること 

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか，法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務に関するこ

と。 

（平２４条例３１・一部改正） 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は，会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は，市長をもって充てる。 

３ 会長は，会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは，あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員の数は 25 人以内とし，次に掲げる者をもって充てる。 

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 

(2) 茨城県知事の部内の職員のうちから市長が任命する者 

(3) 茨城県警察官のうちから市長が任命する者 

(4) 市長の部内の職員のうちから市長が指名する者 

(5) 教育長 

(6) 消防団長 

(7) 女性防災組織を構成する者のうちから市長が任命する者 

(8) 自主防災組織を構成する者のうちから市長が任命する者 

(9) 学識経験のある者のうちから市長が任命する者 

(10) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者 

(11) 前各号に掲げる者のほか，市長が防災上必要と認めて任命する者 

６ 委員の任期は２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，その前任者の残任期間とする。 

（平２４条例３１・一部改正） 

（専門委員） 

第４条 防災会議に，専門の事項を調査させるため，専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は，関係地方行政機関の職員，茨城県の職員，市の職員，関係指定公共機関の職員，関

係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。 

３ 専門委員は，当該専門の事項に関する調査が終了したときは，その職を失うものとする。 

（委任） 
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第５条 この条例に定めるもののほか，防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は，

会長が防災会議にはかって定めるものとする。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（昭和 53年４月１日条例第 12 号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成７年９月１日条例第３７号） 

この条例は，平成７年９月１日から施行する。 

附 則（平成１１年１２月２２日条例第２７号） 

この条例は，平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年９月２０日条例第３１号） 

この条例は，公布の日から施行する。 
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■ 鹿嶋市防災会議委員名簿 

 

会 長  鹿嶋市長   内 田 俊 郎 

No 所属 職名 氏名 備考 

１ 
国土交通省関東地方整備局 

霞ヶ浦河川事務所 
所長 畠山 愼一 １号委員 

２ 鹿島海上保安署 地域防災対策官 福田 秀市 １号委員 

３ 
国土交通省関東地方整備局 

鹿島港湾・空港整備事務所 
所長 神谷 昌文 １号委員 

４ 茨城県鹿行県民センター 次長兼県民福祉課長 河原 徳男 ２号委員 

５ 茨城県企業局鹿行水道事務所 所長 白土 昌夫 ２号委員 

６ 茨城県潮来土木事務所 次長兼道路整備課長 皆川 和彦 ２号委員 

７ 茨城県潮来保健所 所長 湊   孝治 ２号委員 

８ 鹿嶋警察署 署長 川又 則夫 ３号委員 

９ 鹿嶋市 副市長 永野 正道 ４号委員 

１０ 鹿嶋市企画部 部長 千葉   功 ４号委員 

１１ 鹿嶋市総務部 部長 小岩井 善一 ４号委員 

１２ 鹿嶋市市民協働部 部長 大川 文一 ４号委員 

１３ 鹿嶋市市民福祉部 部長 野口   篤 ４号委員 

１４ 鹿嶋市環境経済部 部長 野口 尚登 ４号委員 

１５ 鹿嶋市建設部 部長 志筑 良行 ４号委員 

１６ 鹿嶋市教育委員会 教育長 大橋 正彦 ５号委員 

１７ 鹿嶋市消防団 団長 山田   治 ６号委員 

１８ 女性防災組織 
鹿嶋市婦人防火クラ

ブ委員長 
梅澤 美和子 ７号委員 

１９ 自主防災組織 
浜津賀地区自主防災

組織 
廣岡 洋治 ８号委員 

２０ 学識経験者 筑波大学教授 大澤 義明 ９号委員 

２１ ＮＴＴ東日本茨城支店 支店長 清水健一郎 １０号委員 

２２ 東京電力竜ヶ崎支社鹿島営業センター 所長 大貫 成人 １０号委員 

２３ 鹿嶋消防署 署長 荒井 栄作 １１号委員 

２４ 大野消防署 署長 中川 一男 １１号委員 

２５ 株式会社エフエムかしま 社長 近藤   良 １１号委員 
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■ 防災担当機関及び連絡窓口 

 

 １．近隣市 

名 称 防災担当課 電 話 番 号 

神栖市 生活環境部消防安全課 0299－90－1111 

潮来市 総務部総務課 0299－63－1111 

鉾田市 総務部総務課 0299－72－0811 

行方市 総務部総務課 0291－33－2111 

 

 ２．鹿島地方事務組合消防本部 

                名  称 電 話  番 号 

 鹿島地方事務組合消防本部 0299－ 96－ 0119 

  大野消防署 0299－ 69－ 0119 

  鹿嶋消防署 0299－ 82－ 0119 

  鹿島港消防署 0299－ 92－ 0119 

  神栖消防署 0299－ 96－ 0119 

  波崎消防署 0479－ 44－ 0119 

  波崎消防署土合分署 0479－ 48－ 0119 

 

 ３．県 

名  称 電 話 番 号 

本 庁 茨城県庁 029－301－ 1111 

出先機関 

潮来保健所 0299－ 66－ 2114 

企業局鹿行水道事務所 0299－ 82－ 1121 

潮来土木事務所 0299－ 62－ 3724 

鹿嶋警察署 0299－ 82－ 0110 

鹿島港湾事務所 0299－ 84－ 7721 

 

 ４．指定地方行政機関 

名  称 電 話 番 号 

関東管区警察局 048－600－6000 

関東総合通信局 03－3243－8668 

関東財務局 029－221－3188 

水戸原子力事務所 029－224－3830 

関東信越厚生局 048－740－0711 

茨城労働局 029－224－6211 

関東農政局 048－600－0600 

関東森林管理局 027－210－1150 

関東経済産業局 048－600－0213 

関東東北産業保安監督部 048－600－0433 

関東地方整備局 048－600－1333 

関東運輸局 045－211－7204 

東京航空局 03－5275－9292 

水戸地方気象台 029－224－1106 

第三管区海上保安部 045－211-1118 
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 ５．自衛隊 

名称（駐屯地） 電 話 番 号 

陸上自衛隊施設学校（勝田） 029－274－3211 

陸上自衛隊武器学校（土浦） 029－887－1171 

陸上自衛隊第１使節団（古河） 0280－32－4141 

陸上自衛隊関東補給処（霞ヶ浦） 029－842－1211 

航空自衛隊７航空団（百里） 0299－52－1331 

 

 ６．指定公共機関 

名  称 電 話 番 号 

日本郵便株式会社鹿嶋支店 0299－82－7188 

日本銀行水戸事務所 029－224－2734 

日本赤十字社茨城県支部 029－241－4516 

日本放送協会水戸放送局 029－232－9885 

東日本旅客鉄道株式会社水戸支社 029－235－3140 

日本貨物鉄道株式会社水戸営業支店 029－227－2113 

東日本電信電話株式会社茨城支店 029－232－4825 

日本通運株式会社 029－224－3113 

東京電力株式会社茨城支店 029－387－3600 

ＫＤＤＩ株式会社水戸支店 029－228－6671 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ茨城支店 029－222－5285 

 

 ７．指定地方公共機関 

名  称 電 話 番 号 

茨城県土地改良事業団連合会 029－225－5651 

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会 029－242－1133 

社団法人茨城県医師会 029－241－8446 

鹿島臨海鉄道株式会社 029－267－5200 

社団法人茨城県トラック協会 029－243－1422 

社団法人茨城県高圧ガス保安協会 029－225－3261 

茨城新聞株式会社 029－221－3121 

株式会社茨城放送 029－244－2121 

 

 ８．公共的団体及びその他防災上重要な施設の管理者 

名  称 電 話 番 号 

エフエムかしま市民放送株式会社 0299－84－7780 

しおさい農業協同組合 0299－90－5511 

鹿島灘漁業組合 0299－82－2089 

鹿嶋市商工会 0299－82－1919 

鹿嶋市建設業協同組合 0299－83－1782 

 

 



 

- 18 - 

 

■ 災害時等の相互応援に関する協定 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は，災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 67 条の規定の趣旨に基づき，県

内で暴風，豪雨，地震等による災害が発生し，被災市町村独自では十分な応急措置が実施できない

ときに，市町村相互間の応援を円滑に遂行するため，必要な事項について定めるものとする。 

（連絡窓口） 

第２条 市町村は，あらかじめ相互応援に関する連絡担当部局を定め，災害が発生したときには，速

やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。 

（応援の種類） 

第３条 応援の種類は，次の通りとする。 

(1) 食料，飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供 

(2) 被災者の救出，医療，防疫，施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供 

(3) 救援及び救助活動に必要な車両，舟艇等の提供 

(4) 救助及び応急復旧に必要な医療職，技術職，技能職等の職員の派遣 

(5) 被災者の一時収容のための施設の提供 

(6) 前各号に定めるもののほか，特に要請のあった事項 

（応援要請の手続） 

第４条 市町村が応援を要請しようとするときは，次の事項を明らかにして，口頭又は電話により行

い，後に文書を速やかに送付するものとする。 

(1) 被害及び被害が予想される状況 

(2) 前条第１号から第３号までに掲げるものの品名，数量等 

(3) 前条第４号に掲げるものの職種別人員 

(4) 応援の場所及び応援場所への経路 

(5) 応援の期間 

(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

（応援経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は，応援を受けた市町村が負担するものとする。ただし，必要がある場合

には，応援を受けた市町村及び応援を行った市町村が協議して定める事ができる。 

２ 応援を受けた市町村が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく，かつ，当該市町村から要請

があったばあいには，応援を行った市町村は，当該経費を一時繰替え支弁するものとする。 

（連絡会議の開催） 

第６条 この協定に基づく応援が円滑に行われるよう，必要に応じて連絡会議を開催し，生活必需物

資，資器材等提供できる種別・数量など状況の報告をするものとする。 

（他の協定との関係） 

第７条 この協定は，市町村が別に消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 21 条第２号の規定によ

り締結した消防の相互応援に関する協定及び水防に係る応援に関し締結した協定を排除するもの

ではない。 

（実施細目） 

第８条 この協定の実施に関し，必要な事項又はこの協定に定めのない事項については，市町村が協

議して別に定めるものとする。 

第９条 この協定は，平成 6 年 4月 1日から効力を生じるものとする。 

この協定を証するため，この協定書 87 通を作成し，各市町村長記名押印のうえ，各１通を保有す

る。 
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■ 協定自治体及び協定企業等の一覧 

No 相互応援協定名 締結関係機関 協定締結日 協定内容 備考 

1 消防の警察に対する援助協定 
鹿島町，町消防

団，鹿嶋警察署 
S37.3.12 災害援助  

2 消防相互応援協定 鹿島町，神栖町 S38.5.13 火災応援  

3 消防相互応援協定 鹿島町，神栖町 S39.11.1 火災応援  

4 相互応援協定 住友金属工業㈱ S44.4.1 火災防御  

5 
鹿島南部地区広域消防応援協

定 

大 野 村 ， 鹿 島

町，神栖町，波

崎町 

S54.4.1 災害応援  

6 
高松地区防災協議会企業と消

防に関する相互応援協定 

高松地区防火協

議会会員企業 
S54.9.1 火災応援  

7 防災無線運用に関する協定書 
鹿島南部消防本

部 
S62.12.11 移動系無線運用  

8 防災無線運用に関する協定書 
鹿島南部消防本

部 
H8.7.1 固定系無線運用  

9 相互応援に関する協定 県内市町村 H6.4.1 災害時相互応援  

10 防災無線活用に関する協定 東京電力 H10.11.25 電力供給(防災無線)  

11 
災害時相互応援，道路情報提供

に関する協定，覚書 

鹿嶋郵便局，市

内特定郵便局代

表 

H11.4.26 災害時相互応援  

12 排水機機動に関する協定 
湖岸北部土地改

良区 
H13.12.13 災害時排水対策  

13 排水機機動に関する協定 
湖岸南部土地改

良区 
H13.12.13 災害時排水対策  

14 緊急放送に関する協定 FM かしま H13.2.28 緊急放送協定  

15 医療救護に関する協定 市，郡医師会 H13.1.15 災害時医療救護協定  

16 防災無線利用に関する覚書 NTT東日本 H13.2.28 市防災無線利用協定  

17 海難事故等に関する協定 鹿嶋潜水協会 H14.2.15 海難事故等協定  

18 排水機機動に関する協定 
武井，志崎土地

改良区 
H17.3.1 排水対策協定  

19 排水機機動に関する協定 大野土地改良区 H17.3.1 排水対策協定  

20 
災害援助に必要な物資の調達

に関する協定 

いばらきコープ

生活協同組合 
H17.5.19 災害援助物資調達協定  

21 
災害時等におけるレンタル機

材の提供に関する協定 
㈱アクティオ H17.10.11 災害対策協定  

22 
災害時における県立学校の利

用に関する協定 

鹿島高等学校 

鹿島灘高等学校 
H18.3.28 被災者援助活動協定  

23 
災害時の応急措置に関する協

定 

鹿嶋市建設業協

同組合 

H18.3.30 災害応急措置協定  

24 
災害時における県立職業能力

開発校の利用に関する協定 

鹿島産業技術専

門学院 

H18.7.3 被災者救援活動協定  

25 

物資供給に関する協定 大子町森林組合 

㈱アイビーシス

テム 

H18.8.8 災害救助物資調達協定 H21.6.15 

森林組合

申し出に

より終了 
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26 
防災活動協力に関する協定 ㈱チェリオ 

イオン㈱ 

H18.8.8 防災活動協力協定  

27 
災害時における県立学校の利

用に関する協定 

鹿島養護学校 H18.9.19 被災者救援活動協定  

28 
災害時における救援物資の提

供に関する協定 

利根コカ・コー

ラボトリング㈱ 

H21.2.17 災害救助物資調達協定  

29 
災害時における学校の利用に

関する協定 

学校法人鹿島学

園 

H21.8.11 被災者救援活動協定  

30 
災害時における学校の利用に

関する協定 

学校法人清真学

園 

H21.8.11 被災者救援活動協定  

31 
災害時における支援に関する

協定 

鹿嶋市危険物安

全協会 

H21.11.27 災害救助燃料供給協定 

被災者支援活動協定 
 

32 
災害時における救援活動協力

に関する協定 

㈱カワチ薬品 H22.2.18 災害救助物資調達協定 

被災者支援活動協定 
 

33 

災害時における救援活動協力

に関する協定 

NPO 法人コメリ

災害対策センタ

ー 

H23.6.1 災害援助物資調達協定  

34 

災害時におけるスタジアム利

用に関する協定 

茨城県知事・㈱

鹿島アントラー

ズ FC 

H24.3.1 被災者救援活動協定  

35 災害時相互応援に関する協定 佐賀県鳥栖市 H24.4.13 災害時相互応援協定  

36 災害時相互応援に関する協定 和歌山県海南市 H24.5.21 災害時相互応援協定  

37 
災害時の情報交換に関する協

定 

国土交通省関東

地方整備局 

H24.7.2 情報連絡員派遣  

38 
災害時相互応援に関する協定 青森県五所川原

市 

H24.8.3 災害時相互応援協定  

39 
災害時における電気設備の復

旧に関する協定 

関東電気保安協

会鹿嶋事務所 

H24.8.27 電気設備復旧協定  

40 

災害時における放送要請に関

する協定 

行方市長 

エフエムかしま

市民放送㈱ 

H25.1.16 緊急放送協定  

41 

災害発生時における福祉避難

所の設置運営に関する協定 

(福)慈徳会 

(福)神樹会 

(福)鹿嶋市社会

福祉協議会 

(福)至福会 

(福)鹿島更生園 

(福)みのり会 

(福)神和会 

(福)すはま会 

H25.1.31 福祉避難所の設置運営

協定 
 

42 

災害時における応援協力に関

する協定 

有限会社ダスキ

ン土浦 ダスキ

ン鹿嶋支店 

H25.3.27 

 

避難所等衛生管理協定  

43 

災害時における応援協力に関

する協定 

(株)ヴィアン 

ミスタードーナ

ツ鹿嶋支店 

H25.3.27 

 

災害救助物資調達協定  

44 

災害時における応援協力に関

する協定 

サントリーフー

ズ（株） 

北関東ペプシコ

ーラ販売(株) 

H25.3.27 

 

災害救助物資調達協定  
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■ 茨城県広域消防相互応援協定 

 

第 1章 総則 

(目的) 

第 1条 この協定は，大規模かつ広域的な災害に対応するため消防組織法(昭和 22 年法律第 226号)第

21 条の規定に基づき，茨城県下の市町村，消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合(以下

「市町村等」という。)相互の消防力を活用して，災害による被害を最小限に防止するための消防

相互応援について，必要な事項を定めるものとする。 

 

(協定区域) 

第 2 条 この協定の実施区域は，協定を締結した市町村等(以下「協定市町村」という。)の全域とす

る。 

 

(対象災害) 

第 3条 この協定の対象災害は，消防組織法第 1 条に規定する水火災又は地震等の災害(以下「災害」

という。)で，応援活動を必要とするものをいう。 

 

(報告及び連絡調整) 

第 4条 前条に規定する災害が発生したとき，災害が発生した市町村等(以下「発災市町村等」という。)

の長又は消防長(以下「発災市町村等の長」という。)は，県に対し災害の状況等について報告し，

この協定による応援に関して必要な指導及び連絡調整を求めるものとする。ただし，緊急の場合は，

この限りではない。 

 

第2章 相互応援 

(応援要請) 

第 5 条 この規定に基づく応援要請は，発災市町村等の長が，次のいずれかに該当する場合に，他の

協定市町村の長又は消防長に行うものとする。 

(1) その災害が，協定市町村に拡大し，又は影響を与えるおそれのある場合 

(2) 発災市町村等の消防力によっては，防ぎょが著しく困難と認める場合 

(3) その災害を防ぎょするため，協定市町村が保有する車両及び資器材等を必要と認める場合 

(4) その他必要と認める場合 

2 前条に規定する県に対する報告及び前項に規定する応援要請は，次の各号に掲げる事項を明らかに

して，電話等により行い，後に文書を速やかに提出するものとする。 

(1) 災害の種別 

(2) 災害発生の日時，場所及び被害の状況 

(3) 要請する車両，資器材等の種別及び数量並びに人員 

(4) 応援隊の到着希望日時及び集結場所 

(5) その他必要事項 

 

(応援隊の派遣) 

第 6 条 前条の規定により応援要請を受けた協定市町村(以下「応援市町村等」という。)の長又は消

防長(以下「応援市町村等の長」という。)は，特別の事由がない限り，残留警防力に支障のない範

囲において応援を行うものとする。 

2 応援市町村等の長は，応援隊を派遣するときは，出発時刻等必要事項を遅滞なく発災市町村等の長

に通報するものとする。 

3 応援市町村等の長は，応援隊を派遣することができない場合には，その旨を速やかに発災市町村等

の長に通報するものとする。 

 

(消防用資器材等の調達手配) 

第 7 条 応援市町村等の長は，発災市町村等の長から消防用資器材等の調達及び輸送について依頼を

受けた場合は，速やかに手配するとともに，その結果を発災市町村等の長に通報するものとする。 

(応接隊の指揮) 

第 8 条 応援隊の指揮は，発災市町村等の長が応援隊の長を通じて行うものとする。ただし，緊急の
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場合は，直接隊員に行うことができる。 

 

(報告) 

第 9条 応援市町村等の長は，応援活動の結果を速やかに発災市町村等の長に報告するものとする。 

2 発災市町村等の長は，災害活動終了後速やかに災害の概要を応援市町村等の長に報告するものとす

る。 

 

第 3章 連絡会議 

(連絡会議) 

第 10 条 協定事務の円滑な推進を図るため，必要の都度，市町村等の消防機関間において連絡会議を

開催するものとする。 

 

(協議事項) 

第 11 条 連絡会議は，次の各号に掲げる事項について行うものとする。 

(1) 消防相互応援に関すること 

(2) 市町村等の消防現況，消防事象，特殊災害等の資料の交換に関すること 

(3) 市町村等間の部隊派遣計画及び合同訓練に関すること 

(4) 警防技術に関すること 

(5) 消防用資器材等の開発及び研究資料の交換に関すること 

(6) その他必要な事項 

 

第 4章 経費負担 

(経費の負担) 

第 12 条 応援出動に要する経費の負担については，次の各号に定めるところによる。 

(1) 応援市町村等が負担する経費 

ア 人件費，消費燃料等の経常的経費 

イ 応援職員(消防団員を合む。以下同じ。)が応援業務により負傷し，疾病にかかり又は死亡した

場合における公務災害補償に要する経費 

ウ 応援職員が発災市町村等への往復の途中において第三者に損害を与えた場合の賠償費 

工 第 7 条の規定に基づき，消防職員をして輸送及び連絡等に要する経費 

(2) 発災市町村等が負担する経費 

ア 応援市町村等の要請にかかわる救援物資及び第 7条に規定する消防用資器材等の調達経費 

イ 応援活動が長時間にわたる場合の燃料の補給及び食糧並びに消火薬剤等の支給に要する経費 

(3) 前各号に定める経費以外の経費については，その都度発災市町村等と応援市町村等との間で協議

し定めるものとする。 

 

第 5章 雑則 

(他協定との関係) 

第 13 条 この協定は，市町村等の長が別に消防組織法第 21 条により締結している消防の相互応援に

関する他の協定を排除するものではない。 

 

(実施細目) 

第 14 条 この協定の実施について必要な事項は，市町村等の長が協議して定めるものとする。 

 

(疑議) 

第 15 条 この協定について疑義の生じた事項及びこの協定に定めない事項については，協定市町村の

長が協議して定めるものとする。 

 

(協定書の保管) 

第 16 条 この協定を証するため協定市町村の長は，それぞれ記名押印のうえ各 1 通を保管する。 

 

付則 

この協定は，平成元年 4月 1 日から効力を生ずる。 


