
「千葉県地域防災計画修正（案）」に対する意見と県の考え方 

 

千 葉 県 防 災 危 機 管 理 部 

防 災 政 策 課 政 策 室 

 

１ パブリックコメント実施期間    令和２年４月１０日（金）～５月１１日（月） 

２ 意見提出者数（意見の延べ件数）  ６人（８１件） 

３ 提出された意見の概要と県の考え方 

 ※提出された意見について、趣旨を損なわない範囲で要約させていただきました。 

  また、同内容の意見についてはまとめさせていただきました。 

御意見の概要 県の考え方 

 

別紙のとおり  

  

 

 



番号 該当ページ 御意見の概要 県の考え方

1 総-4-1
１ 地勢　（２）地形
表１ 千葉県の地勢一覧が、最新のデータ（平成３０年度
版）に修正されていない

最新のデータを反映し、修正します。

2
総-4-7
　　　～11

５ 過去の災害（２）風水害に、平成２７年以降発生した災
害（房総半島台風、東日本台風等）が掲載されていない

御意見のとおり、房総半島台風、東日本
台風、令和元年１０月２５日の大雨につ
いて、掲載します。

3 地-2-8

第１節　防災意識の向上
４　自主防災体制の強化
自主防災組織の活動形態の表内
発災時
「１ 情報の収集及び伝達（被害の状況、津波予報及び警
報、ライフラインの状況、避難勧告又は指示など）」のう
ち、津波予報及び警報に「等」を追加し、警報等とする。
※注意報もあるため

御意見のとおり、修正します。

4 地-2-9 ５　防災訓練の充実に、福祉施設関係も追加してほしい

御意見を踏まえ、以下のとおり修正しま
す。
第１節　防災意識の向上
５　防災訓練の充実
（２）市 町 村
　災害時における地域の防災対応能力
の向上を図るため、市町村が中心とな
り、消防機関、自主防災組織、ボランティ
ア（ＮＰＯ）組織、教育機関、福祉施設、そ
の他関係機関と連携し、防災訓練を実施
する。

5
地-2-10
　　　～12

５　防災訓練の充実
（３）防災関係機関
「各機関は、それぞれが定めた防災業務計画に基づいて
訓練を行う。各機関の訓練内容は次のとおりである」
→主な機関に修正

御意見のとおり、修正します。

6 地-2-14

６ 調査・研究
（３）震災関係資料の収集及び被害予測手法等確立調査
ウ 地震に伴う地盤の沈下に関する防止対策の研究
…地下水かん養地域におけるかん養能の維持を図る方
策について研究する」
→かん養機能に修正

御意見のとおり、修正します。

7 地-2-15

第２節　津波災害予防対策
本県は、三方を海に囲まれ、総延長約５３４．３ｋｍに及ぶ
長い海岸線を有していることから、…
→総延長約５３３．５ｋｍに修正

御意見のとおり、修正します。

8 地-2-19

４　津波避難計画
(５）県の津波情報伝達体制の確立
イ　県防災行政無線による伝達
銚子地方気象台から防災情報提供装置…
→銚子地方気象台から気象庁防災情報提供システム…
に修正

御意見のとおり、修正します。

9 地-2-26

第３節　火災等予防計画
１ 地震火災の防止
（１）出火の防止
ア 一般家庭に対する指導
…出火防止対策を推進する
→出火防止対策を推進する。
ウ 火災予防に係る立入検査の強化指導
消防本部は、消防法４条…
→…消防法第４条

御意見のとおり、修正します。

【別紙】

第２章　災害予防計画

第１編　総則

第２編　地震・津波編

第４章　地勢概要等



10 地-2-31
第４節　消防計画
１ 消防体制・施設の強化（防災危機管理部・市町村）
→消防体制・施設の強化（防災危機管理部、市町村）

御意見のとおり、修正します。

11 地-2-32
 ５　消防思想の普及（防災危機管理部）
（４）各種講習会等を開催する
→各種講習会等を開催する。

御意見のとおり、修正します。

12 地-2-36

第５節　建築物の耐震化等の推進
２　建築物等の耐震対策
（６）ブロック塀等の安全対策
ア ブロック塀等の倒壊・落下防止（ア）の記述を、「県や市
町村は、…の促進のための施策を推進する。」という記述
にすることはできないか。

御意見を踏まえ、以下のとおり修正しま
す。
県は、「千葉県コンクリートブロック塀等
安全対策推進要綱」に基づき、市町村と
連携して、適正な築造方法の啓発・普及
に努めるとともに、既設のブロック塀等の
所有者・管理者に対して倒壊を防止し、
安全を確保するため必要な助言又は指
導に努める。
→県は、「千葉県コンクリートブロック塀
等安全対策推進要綱」に基づき、市町村
と連携して、適正な築造方法の啓発・普
及に努める。また、県や市町村は、既設
のブロック塀等の倒壊防止や安全確保
のための施策の推進に努める。

13 地-2-38

３　ライフライン等の耐震対策
（ウ）配電設備
震度６（水平最大加速度0.3G）の地震に対し、…
→水平最大加速度0.3Gの地震に対し、…
とし、以前の震度階は使用しないほうがよい。

御意見のとおり、修正します。

14 地-2-43

４　道路及び交通施設の安全化
（５）鉄道施設等
イ　施設の耐震性
（ウ）首都圏新都市鉄道㈱
…兵庫県南部地震および中越地震…
→兵庫県南部地震及び新潟県中越地震…

御意見のとおり、修正します。

15 地-2-43

（５）鉄道施設等
イ　施設の耐震性
（エ）その他の民営鉄道
ｃ 電気設備の耐震化
電気設備は、普通鉄道構造規則及び電気設備に関する
技術基準…
→鉄道に関する技術上の基準を定める省令、鉄道に関す
る技術上の基準を定める省令の解釈基準及び電気設備
に関する技術基準…

御意見のとおり、修正します。

16 地-2-63

第９節　情報連絡体制の整備
１　県における災害情報通信施設の整備
（５）震度情報ネットワークシステムの整備
「エ　震度情報ネットワークシステムの更新」を削除し、民
間事業者の保有する地震関連情報の共有を実現する施
策を行うため、「民間事業者の震度情報ネットワークシス
テムの連携」を追加すること

千葉県震度情報ネットワークシステム
は、県内全市町村に設置した震度計から
震度情報を即時に収集するもので、地震
発生直後における初動体制の確立を目
的として整備したものです。
また、県では、収集した震度情報を気象
庁及び消防庁（震度4以上）に配信してお
り、気象庁では、この情報をもとにテレ
ビ・ラジオ等の報道機関を通じて、地震
速報として公表しています。
民間事業者の震度情報ネットワークとの
連携については、その必要性も含めて、
関係機関等と検討してまいります。



17
地-2-63
（新規）

１　県における災害情報通信施設の整備
（６）津波浸水予測システムの整備・運用
津波浸水予測システムについては、市町村への運用が開
始されていないことから、地域防災計画に記載するのは
時期尚早であり、該当箇所を削除することが望ましい。

御意見のとおり、該当箇所を削除しま
す。

18 地-2-65
７　ソフトバンク㈱の災害通信施設等の整備
→ソフトバンク㈱における災害通信施設等の整備

御意見のとおり、修正します。

19
地-2-70
　　　　71

第１１節　防災施設の整備
４避難施設の整備
（２）指定避難所の指定等
イ　指定避難所の整備等に、以下の施策を追記すること
「避難生活の環境を良好に保つための設備を稼働させる
ために必要な電源を確保するために常用非常用兼用の
自立・分散型エネルギーの導入を検討する。」

御意見を踏まえ、以下のとおり修正しま
す。
４避難施設の整備
（２）指定避難所の指定等
イ　指定避難所の整備等
（イ）　避難所に指定した建物について
は、必要に応じ、冷暖房施設、換気や照
明など避難生活の環境を良好に保つた
めの設備（その設備を稼働させるために
必要な電源や燃料を含む。）の整備に努
める。
→（イ）　避難所に指定した建物について
は、必要に応じ、冷暖房施設、換気や照
明など避難生活の環境を良好に保つた
めの設備の整備に努める。
（ウ）上記（イ）の設備を稼働させるために
必要な電源や燃料の確保を図る。また、
その際、エネルギーの多様化に努める。

20 地-2-71

４避難施設の整備
イ 指定避難所の整備等
（カ）避難所に食料（アレルギー対応食品等を含む）、水、
非常用電源、常備薬、炊き出し用具、毛布、簡易ベッド、
仮設トイレ等避難生活に必要な物資等の備蓄に努める。
…
例示にサージカルマスクを追加（感染症まん延防止のた
め）

サージカルマスクや感染症まん延防止の
ための物資は、「避難生活に必要な物
資」に含まれるものと考えており、引き続
き、国の動向を注視し、対応していきたい
と考えています。

21 地-2-71

４　避難施設の整備
イ　指定避難所の整備等
（３）避難路の整備に、災害時無停電電源照明装置の導
入を追記すること

災害時無停電電源照明装置等の設備に
ついては、（３）避難路の整備の文中「避
難誘導標識の設置等」に含まれているも
のと考えています。
夜間等における避難路の視認性などに
ついては、今後とも検討したいと考えてい
ます。

22
地-2-74
（新規）

第１２節　帰宅困難者等対策
５として、　一時滞在施設の開設及び施設の誘導に、災害
時無停電電源照明装置の導入を新設すること

災害時無停電電源照明装置等の設備に
ついては、（３）避難路の整備の文中「避
難誘導標識の設置等」に含まれているも
のと考えています。
夜間等における避難路の視認性などに
ついては、今後とも検討したいと考えてい
ます。

23
地-2-76
　　　　77

第１３節　防災体制の整備
３　市町村の業務継続計画に、市町村長の代行順位、庁
舎の代替、市町村連絡員について、具体的に明記してほ
しい

新旧対照表の２４～２５ページのとおり、
市町村長の代行順位、庁舎の代替等に
ついて、市町村業務継続計画に定めて
おくものとして、明記しました。
これを受け、市町村が、それぞれの業務
継続計画の中で、市町村長の代行順位
や庁舎の代替について、定めていくもの
となります。
なお、市町村へ派遣する県の情報連絡
員については、今回の修正で、地震・津
波編や風水害等編の第２章 災害予防計
画 第１３節 防災体制の整備等に明記し
たところです。



24 地-2-77

３　市町村の業務継続計画
（２）策定に係る重要６要素
ウ電気・水・食料等の確保に、以下の項目を追記すること
「常用非常用兼用の自立・分散型エネルギーの導入を検
討する。」

業務継続計画は、現状に即して、策定す
るものとなっています。
庁舎の電源や燃料等のエネルギーの確
保に関する計画への記載ついては、今
後、検討したいと考えています。

25 地-3-7

第１節　災害対策本部活動
１　県の活動体制
（３）県災害対策本部（イ）本部事務局　ｄ 事務局の事務分
掌等
…石油コンビナート災害対策本部事務局等との兼務を…
→…石油コンビナート等防災本部事務局等との兼務を…

御意見のとおり、修正します。

26 地-3-20

第２節　情報収集・伝達体制
１　通信体制
（２）通信連絡手段の表内
県
１ 千葉県防災行政無線…東日本電信電話㈱の加入電話
（災害時優先電話、非常・緊急通話の利用を含む。）…
１ 千葉県防災行政無線…東日本電信電話㈱の加入電話
（災害時優先電話（削除）の利用を含む。）…
※平成２７年７月末でサービス終了のため

御意見のとおり、修正します。

27 地-3-20

（２）通信連絡手段の表内
　消防本部
１ 消防無線、消防電話等を活用して…
→消防無線（削除）等を活用して…
※消防電話というのは（あるのかもしれないが）一般的で
ない。

御意見のとおり、修正します。

28 地-3-21

１　通信体制
（４）ＮＴＴ「災害時優先電話」、「非常・緊急通話」及び「非
常・緊急電報」
イ 非常・緊急通話（平成２７年７月末まで）
※終了したサービスなので、削除した方がよい。

御意見のとおり、修正します。

29
地-3-40
（新規）

第４節　津波避難計画
１　津波警報等の伝達
（３）県津波浸水予測システムにより津波予測情報等を受
けた県及び市町村等は、沿岸住民等の安全な避難行動
や救援活動、県及び市町村の迅速な津波災害対応など
に活用し、津波被害の軽減に努める。
津波浸水予測システムについては、市町村への運用が開
始されていないことから、地域防災計画に記載するのは
時期尚早であり、該当箇所を削除することが望ましい。

御意見を踏まえ、以下のとおり、修正しま
す。
（３）県は、県津波浸水予測システムによ
り得た情報を活用し、迅速な津波災害対
応に努める。

30 地-3-42

第５節　要配慮者等の安全確保対策
１　避難誘導等
（１）避難誘導
ア　避難経路は、・・・この場合、なるべく身体壮健者、その
他適当な者に依頼して避難者の誘導措置を講ずること。
下線部分の削除、もしくは、第３節　地震・火災避難計画
４ 避難誘導等または現行計画の地－３－４１第４節　津
波避難計画　３　住民等の避難誘導と同様の記述とする。

御意見を踏まえ、以下のとおり、修正しま
す。
ア 避難経路は、…なお、この場合、（削
除）避難者の誘導措置を講ずること。

31 地-3-81

第１０節　自衛隊への災害派遣要請
３ 災害派遣要請の手続等（防災危機管理部）
（２）要請手続
イ 災害派遣の要請は、原則として陸上自衛隊は千葉災
害隊区長…
→災害派遣の要請は、原則として陸上自衛隊は千葉隊区
担当部隊長

御意見のとおり、修正します。

第３章　災害応急対策計画



32 地-3-93

第１３節　保健衛生、防疫、廃棄物等対策
４　死体の捜索処理等
（４）その他　イ　海上保安部（署）における計画
（イ）…捜索に当る。
→（イ）…捜索に当たる。

御意見のとおり、修正します。

33 地-3-95

６　清掃及び障害物の除去
（４）健康被害の防止対策
…アスベスト暴露防止措置…
→アスベストばく露防止措置…

御意見のとおり、修正します。

34 地-3-101

第１５節　液状化等によるライフライン関連施設等の応急
復旧
３　電気施設　（１）震災時の活動体制
…東京電力パワーグリッドは…
→…東京電力パワーグリッド㈱は…

御意見のとおり、修正します。

35 地-3-102

４　ガス施設
※例示なのか特定のガス会社の対応か明示されていま
せん。
例えば、東京ガス㈱の防災業務計画には、「非常災害対
策本部」や「大津波警報」に言及した記述はありません。

今回の修正は、令和元年１２月に、県の
「令和元年台風１５号災害対応検証PT」
から、提言された、初動体制を中心に修
正したものです。
４ ガス施設に実施主体を明示すること等
については、次回、計画修正の際に、記
載することを検討してまいります。

36 地-4-2

第１節　被災者生活安定のための支援
１　被災者に関する支援の情報の提供等
県は…提供する
→県は…提供する。

御意見のとおり、修正します。

37 地-4-14
第２節　津波災害復旧対策
…支障が生じるなど、課題が山積みである。
→支障が生じる。（以下削除）

御意見のとおり、修正します。

38 地-4-17

第３節　液状化等によるライフライン関連施設等の復旧対
策
２　下水道施設
（２）下水道施設の復旧
イ処理場、ポンプ場等
（ウ）汚水の沈殿放流（…伝染病予防（滅菌））
→感染症予防

御意見のとおり、修正します。

39 地-4-23

第５節　災害復興
３ 想定される復興準備計画（全庁）
　（１）くらしの復興
…心的外傷やＰＴＳＤ等…
→心的外傷やＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害
（PostTraumatic Stress Disorder）)等…

御意見のとおり、修正します。

40 地-4-24

４　復興対策の研究、検討
今後起こりうる大規模災害に対して、着実かつ円滑な復
旧対策を実施するため、以下の東日本大震災に係る政策
課題ごとの復興施方向性を参考にし、震災後の対策や活
動内容について事前検討し、定めておくものとする。
下線部分に、「インフラ事業者をはじめとする民間事業者
を交えて、」を追記すること

御意見を踏まえ、以下のとおり修正しま
す。
…定めておくものとする。
また、その際、民間事業者等、関係機関
の意見を聴取するよう、努める。

第４章　災害復旧計画



41 地-5-5

第５節　津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な
救助に関する事項
７　県が管理又は運営する施設に関する対策
（１）不特定多数の者が出入りする施設
ア　各施設に共通する事項
⑦　…コンピュータなどの…
　→…インターネットなどの…

御意見のとおり、修正します。

地震・津波編附編　東海地震に係る周辺地域としての対応計画

42 東-3-4

第１節　東海地震に備え事前に促進すべき事項の表内
食糧確保の計画化
県農林水産部
災害応急食料の精米計画
発災時における応急食糧の配給において、市町村長が米
穀小売販売業から調達する米穀は精米で引き渡しを受け
るが、政府から直接売却を受けて調達する米穀は玄米で
あるため、市町村は管内の小売販売業者又は卸売業者
等と、精米計画を策定しておくよう指導する。
→政府所有米の供給計画
政府所有米の調達を要するときは、知事は、農林水産省
政策統括官に対し、政府所有米穀の緊急の引渡要請を
行うものとし、当該米穀を買い受ける場合には、米穀の買
入れ・販売等に関する基本要領（平成21年5月29日付け
21総食第113号総合食料局長通知）の規定に基づき、知
事は、政策統括官と売買契約を締結したうえで、政策統括
官と販売等業務委託契約を締結している受託事業体から
当該米穀の引き渡しを受ける。なお、米穀販売事業者か
ら調達する米穀は精米で引渡しを受けるが、政府から直
接売却を受けて調達する場合は、玄米渡しであるから、精
米による供給を受けられるよう、受託事業体へとう精を依
頼する。

御意見のとおり、修正します。

43 東-3-4

学校・病院・社会福祉施設の耐震性の強化
（追加）
県総務部：私立学校等に対して国及び県の補助制度や日
本私立学校振興・共済事業団の融資制度を活用し、速や
かに校舎等の耐震化を進めるよう指導する。

御意見のとおり、修正します。

44 東-3-8

第３節　広報及び教育
１　広報
（１）県における広報
ウ　広報の方法
…映画及びテレビ、ラジオによる県提供番組を通じて…
→…（「映画及び」は削除）テレビ、ラジオによる県提供番
組や千葉県ホームページ（連動する各種インターネット
サービスを含む）を通じて…

御意見のとおり、修正します。

45 東-4-8～

第４節 混乱防止の措置
東海地震注意情報に伴う社会的混乱を防止するため、各
防災機関は次により対応策を講じる。（以下表）
※掲載範囲が不明。例：ソフトバンク㈱もKDDI㈱と同様の
内容で、防災業務計画で東海地震対応を定めている。

今回の修正は、令和元年１２月に、県の
「令和元年台風１５号災害対応検証PT」
から、提言された、初動体制を中心に修
正したものです。
通信事業者にソフトバンク㈱を追加する
ことについては、次回、計画修正の際
に、記載することを検討してまいります。

第５章　南海トラフ地震防災対策推進計画

第３章　事前の措置

第４章　東海地震注意情報から警戒宣言発令までの対応措置



46 東-5-5～

第１節　活動体制
２　市町村・各防災機関の活動体制
※掲載範囲が不明。例：ソフトバンク㈱もKDDI㈱と同様の
内容で、防災業務計画で東海地震対応を定めている。

今回の修正は、令和元年１２月に、県の
「令和元年台風１５号災害対応検証PT」
から、提言された、初動体制を中心に修
正したものです。
通信事業者にソフトバンク㈱を追加する
ことについては、次回、計画修正の際
に、記載することを検討してまいります。

47 東-5-19

第６節　交通対策
１　道路交通対策
（１）県警察のとる交通対策
別表１　広域交通規制対象道路及び広域交通検閲所
※東京外環自動車道については指定されていないのか。

東京外環自動車道についても、指定され
ていることから、修正します。

48 東-5-41

第１０節　救護救援・防疫対策・保健活動対策
３　保健活動対策
（１）県の行う業務
イ　健康福祉センター（保健所）の行う業務
（ア）…はプライバシー保護に十分　注意すること。
→…はプライバシー保護に十分注意すること。

御意見のとおり、修正します。

49 東-6-4

第２節　自主防災組織のとるべき措置の表内
警戒宣言が発令されてから地震発生まで
（５）幼児、児童、生徒、老人、病者の安全対策措置を呼び
かける
→要配慮者の安全確保を呼びかける。

御意見を踏まえ、以下のとおり修正しま
す。
（５）児童生徒や要配慮者の安全確保を
呼びかける。
併せて、
第１節　県民のとるべき措置の表内
警戒宣言が発令されてから地震発生ま
で
（１２）児童生徒や要配慮者の安全を確
認する。
ア　児童生徒や要配慮者が安全の場所
にいるか確認する。
に修正します。

第３編　風水害等編

第２章　災害予防計画

50 風-2-6
第１節　防災意識の向上
５　防災訓練の充実に、福祉施設関係も追加してほしい

御意見を踏まえ、以下のとおり修正しま
す。
第１節　防災意識の向上
５　防災訓練の充実
（２）市 町 村
　災害時における地域の防災対応能力
の向上を図るため、市町村が中心とな
り、消防機関、自主防災組織、ボランティ
ア（ＮＰＯ）組織、教育機関、福祉施設、そ
の他関係機関と連携し、防災訓練を実施
する。

51 風-2-15

第３節 土砂災害予防対策
２ 土砂災害に対する警戒避難体制の整備（防災危機管
理部、県土整備部、警察本部）
→土砂災害に対する警戒避難体制の整備（防災危機管
理部、県土整備部、警察本部、市町村）

御意見のとおり、修正します。

52 風-2-25
第６節 火災予防対策
１ 火災予防に係る立入検査（防災危機管理部）
→火災予防に係る立入検査（防災危機管理部、市町村）

御意見のとおり、修正します。

53 風-2-25
３ 火災予防についての啓発（防災危機管理部）
→火災予防についての啓発（防災危機管理部、市町村）

御意見のとおり、修正します。

第５章　警戒宣言発令に伴う対応措置

第６章　県民等のとるべき措置



54 風-2-27
第７節　消防計画
１ 消防体制・施設の強化（防災危機管理部・市町村）
→消防体制・施設の強化（防災危機管理部、市町村）

御意見のとおり、修正します。

55 風-2-28
５ 消防思想の普及（防災危機管理部）
（４）各種講習会等を開催する
→（４）各種講習会等を開催する。

御意見のとおり、修正します。

56 風-2-43

第１１節　防災施設の整備
４避難施設の整備
（２）指定避難所の指定等
イ　指定避難所の整備等に、以下の施策を追記すること
「避難生活の環境を良好に保つための設備を稼働させる
ために必要な電源を確保するために常用非常用兼用の
自立・分散型エネルギーの導入を検討する。」

御意見を踏まえ、以下のとおり修正しま
す。
４避難施設の整備
（２）指定避難所の指定等
イ　指定避難所の整備等
（イ）　避難所に指定した建物について
は、必要に応じ、冷暖房施設、換気や照
明など避難生活の環境を良好に保つた
めの設備（その設備を稼働させるために
必要な電源や燃料を含む。）の整備に努
める。
→（イ）　避難所に指定した建物について
は、必要に応じ、冷暖房施設、換気や照
明など避難生活の環境を良好に保つた
めの設備の整備に努める。
（ウ）上記（イ）の設備を稼働させるために
必要な電源や燃料の確保を図る。また、
その際、エネルギーの多様化に努める。

57 風-2-43

４避難施設の整備
（２）指定避難所の指定
イ 指定避難所の整備等
（カ）避難所に食料（アレルギー対応食品等を含む）、水、
非常用電源、常備薬、炊き出し用具、毛布、簡易ベッド、
仮設トイレ等避難生活に必要な物資等の備蓄に努める。
…
例示にサージカルマスクを追加（感染症まん延防止のた
め）

サージカルマスクや感染症まん延防止の
ための物資は、「避難生活に必要な物
資」に含まれるものと考えており、引き続
き、国の動向を注視し、対応していきたい
と考えています。

58 風-2-44

４　避難施設の整備
イ　指定避難所の整備等
（３）避難路の整備に、災害時無停電電源照明装置の導
入を追記すること

災害時無停電電源照明装置等の設備に
ついては、（３）避難路の整備の文中「避
難誘導標識の設置等」に含まれているも
のと考えています。
夜間等における避難路の視認性などに
ついては、今後とも検討したいと考えてい
ます。

59
風-2-45
（新規）

第１２節　帰宅困難者等対策
５として、　一時滞在施設の開設及び施設の誘導に、災害
時無停電電源照明装置の導入を新設すること

災害時無停電電源照明装置等の設備に
ついては、（３）避難路の整備の文中「避
難誘導標識の設置等」に含まれているも
のと考えています。
夜間等における避難路の視認性などに
ついては、今後とも検討したいと考えてい
ます。

60 風-3-7

第１節　災害対策本部活動
１　県の活動体制
（３）県災害対策本部（イ）本部事務局　ｄ 事務局の事務分
掌等
（追加）
班員は、石油コンビナート災害などの複合災害に対応す
るため、石油コンビナート等防災本部事務局等との兼務を
できるだけ避け、いかなる災害が同時多発的に発生した
場合でも、迅速かつ機動的な応急対応が実行できるよう
体制の強化を図る。

御意見のとおり、修正します。

第３章　災害応急対策計画



61
風-3-20
　　　　21

第２節　情報収集・伝達体制
１　通信体制
（４）ＮＴＴ「災害時優先電話」、「非常・緊急通話」及び「非
常・緊急電報」
イ 非常・緊急通話（平成２７年７月末まで）
※終了したサービスなので、削除した方がよい。

御意見のとおり、修正します。

62
風-3-25～
（新規）

２　気象注意報・警報等の伝達及び気象業務の整備
（２）気象通報組織の整備
ウ　大雨警報・洪水警報の危険度分布等
流域雨量指数の予測値
…常時10 分ごとに更新している
…常時10 分ごとに更新している。

御意見のとおり、修正します。

63
風-3-25～
（新規）

セ　特別警報・警報・注意報等の伝達系統図
図の下
１　二重枠で囲まれている機関は気象業務法施行令第８
条１号の…
→…気象業務法施行令第８条第１号の…

御意見のとおり、修正します。

64 風-3-54

第５節　要配慮者等の安全確保対策
１　避難誘導等
（１）避難誘導
ア　避難経路は、・・・この場合、なるべく身体壮健者、その
他適当な者に依頼して避難者の誘導措置を講ずること。
下線部分の削除、もしくは、第３節　地震・火災避難計画
４ 避難誘導等または現行計画の地－３－４１第４節　津
波避難計画　３　住民等の避難誘導と同様の記述とする。

御意見を踏まえ、以下のとおり、修正しま
す。
ア 避難経路は、…なお、この場合、（削
除）避難者の誘導措置を講ずること。

65 風-3-84

第９節　広域応援の要請及び県外支援
２　他都道府県等に対する応援要請
（１）九都県市災害時相互応援に関する協定
→九都県市災害時相互応援等に関する協定

御意見のとおり、修正します。

66
風-3-84
　　　  85

２　他都道府県等に対する応援要請
（４）全国都道府県における災害時の広域応援に関する協
定
＜資料編１－13 九都県市災害時相互応援に関する協定
＞
＜資料編１－13 全国都道府県における災害時の広域応
援に関する協定＞
→全国都道府県における災害時等の広域応援に関する
協定
九都県市災害時相互応援等に関する協定
全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協
定

御意見のとおり、修正します。

67 風-3-92

第１０節　自衛隊への災害派遣要請
３ 災害派遣要請の手続等（防災危機管理部）
（２）要請手続
イ 災害派遣の要請は、原則として陸上自衛隊は千葉災
害隊区長…
→災害派遣の要請は、原則として陸上自衛隊は千葉隊区
担当部隊長

御意見のとおり、修正します。

68 風-3-103

第１３節　保健衛生、防疫、廃棄物等対策
４　死体の捜索処理等
（４）その他　イ　海上保安部（署）における計画
（イ）…捜索に当る。
→（イ）捜索に当たる。

御意見のとおり、修正します。

69 風-3-105

６　清掃及び障害物の除去
（４）健康被害の防止対策
…アスベスト暴露防止措置…
→アスベストばく露防止措置…

御意見のとおり、修正します。



70 風-4-19

第４節　災害復興
３ 想定される復興準備計画
　（１）くらしの復興
…心的外傷やＰＴＳＤ等…
→心的外傷やＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害
（PostTraumatic Stress Disorder）)等…

御意見のとおり、修正します。

71 放-1-1
しかし、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災によ
る福島第一原子力発電所事故に…
→東京電力福島第一原子力発電所事故に…

御意見のとおり、修正します。

72 ―
第３章　防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大
綱に、「資源エネルギー庁」を追加し、「電源車の派遣」を
処理すべき事務として位置付け

73 ―
第３章　防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大
綱の「東京電力パワーグリッド㈱」に、災害時の電力供給
に関すること（電源車の派遣を含む）を明記

74 ―
電源車の派遣（要請手順の確立）、発災時の倒木の伐採
対策、備蓄情報の共有・物資搬送手段の多重化、直結給
水栓の周知の記述を追加を追加

75 ―

千葉県復旧対策本部要綱の廃止が必要
①千葉県復旧対策本部と、災害復旧・復興本部は役割・
構成員がほぼ重複しており、混乱を招く。
②現行計画において、復旧対策本部の言及は１か所の
み。
③平成２１年８月１日最終改正で、既に実態を反映してい
ない。

御指摘を踏まえ、第４章 災害復旧計画、
第４節 激甚災害の指定に記載のある
「＜資料編1－11 千葉県災害復旧対策
本部設置要綱＞」を削除します。

76 ―
指定公共機関、指定地方公共機関が、本編と資料編で一
致していない

本編を修正したのち、指定公共機関及び
指定地方公共機関が一致するよう、資料
編も修正してまいります。

77 ―
千葉県地域防災計画の表記は、県公用文作成の手引に
準じた表記とすること
「県内」と「県下」等表現を統一すること

御意見を踏まえ、今後修正を図ってまい
ります。

78 ―

地域防災計画には「計画」という言葉が多く使われてい
る。
県民がわかりやすいよう、「分野」、「分類」、「施策」などと
いった文言にしたほうがよいのではないか。

庁内で、御意見を共有し、県民がわかり
やすい計画となるよう努めてまいります。

79 ―
防災訓練や要支援者に関わる問題として、ヘルプマーク
所有者への配慮の文言を追加してほしい

要支援者に関しては、地震・津波編や風
水害等編の第３章 災害応急対策計画
第５節 要配慮者等の安全確保対策に記
載しているところです。
また、県では、「災害時における要配慮
者及び避難行動要支援者の避難支援の
手引き」を作成し、千葉県地域防災計画
の要配慮者支援対策を具体化していま
す。

第４編　放射性物質事故編

地域防災計画全般への意見

その他

今回の修正は、令和元年１２月に、県の
「令和元年台風１５号災害対応検証PT」
から、提言された、初動体制を中心に修
正したものです。
電源車の派遣等、停電対応については、
次回、計画修正の際に、記載することを
検討してまいります。

第４章　災害復旧計画

第１章　基本方針

「令和元年房総半島台風等への対応に関する検証報告書」の反映



80 ―
地域防災計画と千葉県防災基本条例や千葉県大規模災
害時応援受援計画の関わりを明記してほしい

「千葉県防災基本条例」と「千葉県地域
防災計画」の関わりは、以下のように総-
1-1に記載しているところです。
「千葉県防災基本条例」
県民、事業者、自主防災組織等の自助・
共助の自主的かつ積極的な取組を一層
推進するため、制定
「千葉県地域防災計画」
これら各主体の役割を明らかにし、地震
津波災害、風水害等の各種大規模災害
等の各段階に応じた予防、応急対策、災
害復旧について、必要な対策の基本を定
めたもの
また、「千葉県大規模災害時応援受援計
画」等の他計画と地域防災計画の関わり
については、次回、計画修正の際に、図
の形でまとめることなどを検討してまいり
ます。

81 ―

地域防災計画は、災害が起きた時にどう対処するかとい
う点に偏っている。大切なのは地震や暴風雨に見舞われ
た時、災害が起きないように普段から治水、治山等の予
防に努めることが重要であると考える。

御意見のとおり、災害の予防は重要であ
ることから、引き続き、地域防災計画の
災害予防計画の充実に努めてまいりま
す。


