
「千葉県防災基本条例」に基づく施策の実施状況

第一節　県民による災害予防対策
節 条文

第９条

第１０条

第１２条

指定緊急避
難場所等の
確認等

・県民は、災害から自らの生命及び身体を守るための行動を迅速かつ適切に
とることができるよう、指定緊急避難場所（災害対策基本法第四十九条の四第
一項に規定する指定緊急避難場所をいう。以下同じ。）、避難経路等及び家族
等その安否を確認すべき者との連絡手段を確認するよう努めるものとする。
・避難行動要支援者は、市町村に対し、当該避難行動要支援者に係る災害対
策基本法第四十九条の十第二項各号に掲げる避難行動要支援者名簿の作
成に必要な事項を提供するよう努めるものとする。

・避難場所・避難経路の確認を行っていると回答した県民：51.3％（県政世論調査）
・家族等との安否確認手段（災害伝言板・災害用伝言ダイヤル）を知っていると回答した県民： 55.5％（県政世論調査）
・避難行動要支援者名簿を作成している自治体：27市町村
・避難行動要支援者支援の個別計画を策定済の自治体：5市町村、策定中の自治体：9市町村

・水や食料を備蓄していると回答した県民：78.7％（県政世論調査）
・食料や飲料水、医薬品その他の生活必需物資及びラジオ等の備蓄についての県民だより、ＦＭラジオ放送を通じての広
報啓発（県実施）
・非常用持ち出し袋についての広報啓発（県実施）
・要配慮者に配慮した備蓄等についての県民だよりを通じての広報啓発（県実施）

条例の条項 平成２６年度　取組

防災訓練等
への参加等

・県民は、災害の発生原因となる自然現象の特徴、予測される被害、災害から
自らの生命、身体及び財産を守るための手段その他の防災に関する知識及び
技能（以下「防災知識・技能」という。）を習得するため、防災に関する訓練及び
講習（以下「防災訓練等」という。）に参加し、並びに防災に関する情報（以下
「防災情報」という。）を収集するよう努めるものとする。

・九都県市合同防災訓練（県実施）　　参加機関：約130機関、参加人数：約5,000人
・帰宅困難者訓練（県実施）　　参加機関：約19機関、参加人数：約240人
・津波避難訓練（県実施）　　参加機関：約48機関、参加人数：約2,000人
・市町村による防災訓練　　実施回数：137回　うち地震・津波想定訓練：97回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加人数：地震・津波想定訓練のみ　約254,581人
・自主防災組織による防災訓練　実施回数：2690回
・地域防災力向上セミナー（県実施）　参加人数：1,500人（県内６地域）
・高校生等防災教育基礎講座 （県実施）　開催校：10校、参加人数：5,394人（生徒、地域住民等）
・高校生等防災パワーアップ講座（県実施）　参加人数：25人
・地域・学校防災教育セミナー（県実施）　　参加人数：145人
・市町村による講演会・研修会　　実施回数：47回、実施自治体：24市町村
・自主防災組織による防災知識の啓発活動 　実施回数：1589回

第１１条 建築物の耐
震対策等及
び防火対策

生活必需物
資等の備蓄
等

・県民は、地震による建築物の倒壊等から生命及び身体を守るとともに被災者
の円滑な避難並びに救出及び救護、緊急物資等の輸送等に必要な経路の確
保に資するため、建築物の耐震診断（地震に対する安全性を評価することをい
う。以下同じ。）及び耐震改修（地震に対する安全性の向上を目的として、増
築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをい
う。以下同じ。）、建築物の外壁等の落下を防止するための措置その他の必要
な措置を行うよう努めるものとする。
・県民は、地震が発生した場合における家具、家庭用電気機械器具等の転
倒、散乱等から生命及び身体を守るため、家具、家庭用電気機械器具等の固
定その他の必要な措置を行うよう努めるものとする
・県民は、災害が発生した場合における火災から生命及び身体を守るため、消
火器の設置、防炎性能を有する製品の利用、地震が発生した場合に電流を自
動的に遮断する装置の設置その他の必要な措置を行うよう努めるものとする。

・住宅の耐震化率：約84％（平成25年度）
・無料耐震相談会（県実施）　　開催数：12回、相談件数46件
・家具（冷蔵庫、食器棚、本棚、タンス、テレビなど）の固定化を実施していると回答した県民：58.7%（県政世論調査）
・住宅用火災警報器の設置・普及率：74.5%

第
１
節
　
県
民
に
よ
る
災
害
予
防
対
策

九都県市合同防災訓練をはじめ、市町村や自主防災組織等が実施する防災訓練への参加や、地域
防災力向上セミナー等への参加など、防災に関する知識技能の習得に取り組んでいます。

県政世論調査では、避難場所や避難経路の確認を行っている人の割合は51.3%、家族等との安否確
認手段となる災害伝言板・災害伝言ダイヤルを知っている人の割合は55.5%となっており、約半数が
避難場所や避難経路、家族等との安否確認手段の確認を行っています。

住宅の耐震化や、住宅用火災警報装置等の取組に対し、屋内での家具の固定を行っている人の割合
は低い状況にあります。

・県民は、災害が発生した場合に生命及び最低限度の生活が維持できるよう、
食料、飲料水、医薬品その他の生活必需物資及びラジオその他の情報収集
のための機器を備蓄し、並びに必要に応じてこれらを点検するよう努めるもの
とする。
・県民は、前項の規定により備蓄すべき物資のうち特に必要な物資を避難の
際に迅速に持ち出せるよう努めるものとする。
・前各項の場合において、要配慮者の家族その他の要配慮者を日常的に援護
する者（以下「要配慮者の家族等」という。）は、当該要配慮者に特に必要な物
資に留意するよう努めるものとする。

県政世論調査では、災害に備え食料、飲料水を備蓄していると回答した県民の割合は約8割となって
います。

1



第二節　事業者等による災害予防対策
節 条文

第１３条

第１４条

第１７条

学校等にお
ける防災教
育の実施

・学校（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する幼稚
園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校をいう。以
下同じ。）、保育所（児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第三十九
条第一項に規定する保育所をいう。以下同じ。）等の設置者は、災害が発生し
た場合において幼児、児童又は生徒がその発達段階に応じ自らの判断で適切
に行動することができ、将来における防災対策の担い手となるようにするた
め、防災訓練等その他の防災教育を実施するよう努めるものとする。

条例の条項 平成２６年度　取組

第
２
節
　
事
業
者
等
に
よ
る
災
害
予
防
対
策

防災訓練等
の実施等

第１５条 施設内待機
の周知等

・学校の防災訓練の実施　小・中・高・特別支援学校で実施率100%
・防災授業を実践できる教員の育成研修（県実施）　　受講者　３８３名（教員・管理職）
・学校と地域が連携して行う防災教育（県実施）　命の大切さを考える防災教育公開事業　モデル指定校　8校
・保育所は、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」により、月一回の避難及び消火訓練の実施が義
務付けられている

・事業者は、従業者の防災知識・技能の習得を図るため、従業者に対する防災
訓練等の実施、地域等における防災訓練等への参加その他の必要な措置を
行うよう努めるものとする。
・特定事業者（石油コンビナート等災害防止法（昭和五十年法律第八十四号）
第二条第九号に規定する特定事業者をいう。以下同じ。）及び危険物取扱事
業者（消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）第二条第七項に規定する危
険物を取り扱う事業者をいう。）は、前項の措置を行うに当たっては、災害が発
生した場合において人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれのある物の特
性に特に留意するものとする。

県内の石油コンビナート等防止法における特定事業者では、それぞれ年一回以上の防災訓練を実施
しています。

・九都県市合同防災訓練（県実施）　　参加機関：約130機関、参加人数：約5,000人【再掲】
・帰宅困難者訓練（県実施）　　参加機関：約19機関、参加人数：約240人【再掲】
・津波避難訓練（県実施）　　参加機関：約48機関、参加人数：約2,000人【再掲】
・市町村による防災訓練　　実施回数：137回　うち地震・津波想定訓練：97回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加人数：地震・津波想定訓練のみ　約254,581人【再掲】
・「千葉県石油コンビナート等防災計画」により、特定事業所は単独訓練の他、特別防災区域ごとに防災関係機関と連携し
て行う総合訓練を年１回以上実施する
・危険物施設の安全管理者に対する講習会の開催 （県実施） 37回
・危険物施設への立入検査 （県実施）　7事業所

不特定多数の人が出入りする民間の特定建築物の耐震化率は、約89％となっています。

・特定建築物（民間）の耐震化率：約89％

県内の公立学校では、全ての学校で防災訓練を実施しています。また、県では防災授業を実践でき
る教員の育成に取り組んでいます。

第１６条 事業者は、災害が発生した場合において事業の継続又は早期の再開ができる
よう、あらかじめ、必要な措置を行うよう努めるものとする。

・事業継続計画（ＢＣＰ）関係セミナーの開催（県実施）　参加人数：112人

事業者は、災害発生時に事業の継続や早期の再開のため、事業継続計画（ＢＣＰ）の策定が求めら
れています。

事業の継続
等のための
措置

県、市町村及び事業者で構成する「千葉県帰宅困難者等対策連絡協議会」により、社内報等を活用
した、災害時における一斉帰宅の抑制の広報などが行われています。

・「千葉県帰宅困難者等対策連絡協議会」による社内報等を活用した一斉広報（県実施）
　　　年2回（8～9月、3月）　　8～9月：38機関が実施　、3月：41機関が実施
・家族等との安否確認手段（災害伝言板・災害用伝言ダイヤル）を知っていると回答した県民： 55.5％（県政世論調査）【再
掲】
・民間一時滞在施設数  ・施設数：17施設
・帰宅支援ステーション協力店舗数 3,901店舗

耐震対策等

・事業者は、帰宅困難者の一斉帰宅（被災者の生命及び身体を守るための救
出及び救護が特に必要とされる期間（以下「救出等優先期間」という。）に一斉
に帰宅することをいう。以下同じ。）による事故及び混乱の発生を防止するた
め、従業者に対し、施設内における待機の方針について周知し、及び家族等
その安否を確認すべき者との連絡手段の確認を促すよう努めるものとする。
・事業者は、行政機関が行う一時滞在施設（救出等優先期間において帰宅困
難者を一時的に受け入れる施設をいう。以下同じ。）及び帰宅支援ステーショ
ン（救出等優先期間の経過後に徒歩により帰宅する帰宅困難者に対して飲料
水、便所、情報等の提供を行う施設をいう。以下同じ。）の確保に関し必要な協
力をするよう努めるものとする。

・事業者は、地震による建築物の倒壊等から従業者、施設利用者等の生命及
び身体を守るとともに被災者の円滑な避難並びに救出及び救護、緊急物資等
の輸送等に必要な経路の確保に資するため、建築物の耐震診断及び耐震改
修、建築物の外壁、看板等の落下を防止するための措置その他の必要な措
置を行うよう努めるものとする。
・事業者は、地震が発生した場合における備品等の転倒、散乱等から従業者、
施設利用者等の生命及び身体を守るため、備品等の固定その他の必要な措
置を行うよう努めるものとする。
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第二節　事業者等による災害予防対策
節 条文

第１８条

第三節　自主防災組織による災害予防対策

第２２条

第
３
節
　
自
主
防
災
組
織
等
に
よ
る
災
害
予
防
対
策

防災資機材
の備蓄等

・自主防災組織等は、当該自主防災組織等が迅速かつ適切な災害応急対策
を行うことができるよう、消火並びに被災者の避難並びに救出及び救護に必要
な資機材その他の防災資機材を備蓄し、並びに必要に応じてこれらを点検す
るよう努めるものとする。

防災訓練等
の実施等

第２１条

・消火器・バケツ等初期消火用資機材を保有している自主防災組織　  773組織
・救助用資機材（ジャッキ・バール等）を保有している自主防災組織　 2,360組織
・避難救出用資機材（テント、担架等）を保有している自主防災組織　 2,147組織
・救護用資機材（救急医療セット等）を保有している自主防災組織 　   2,990組織
・県による自主防災組織設置促進事業補助金　　市町村を通じて77組織に対し、計8,926千円を補助

・自主防災組織等は、地域住民の防災知識・技能の習得を図るため、防災訓
練等の実施、防災情報の提供、災害の危険性が高い区域の把握その他の必
要な措置を行うよう努めるものとする。
・自主防災組織等は、避難行動要支援者の生命及び身体を守るため、市町村
が行う避難行動要支援者の避難支援等（災害対策基本法第四十九条の十第
一項に規定する避難支援等をいう。以下同じ。）に関する体制の整備に協力す
るよう努めるものとする。

生活関連重
要施設の安
全性の向上

電気、ガス若しくは水道水を供給する施設又は電気通信を行うための施設（以
下「生活関連重要施設」という。）の管理者たる事業者は、その事業が県民生
活にとって重要な役割を果たすことに鑑み、当該生活関連重要施設の地震及
び地盤の液状化に対する安全性の向上を図るものとする。

条例の条項 平成２６年度　取組

第
２
節
　
事
業
者
等
に
よ
る
災
害
予
防
対
策

県、市町村及び事業者で構成する「千葉県帰宅困難者等対策連絡協議会」により、社内報等を活用
した、災害時における一斉帰宅の抑制の広報などが行われています。

「千葉県帰宅困難者等対策連絡協議会」による社内報等を活用した一斉広報（県実施）【再掲】
　　　　　　　　年2回（8～9月、3月）　　8～9月：38機関が実施　、3月：41機関が実施

・自主防災組織による防災訓練の実施回数：2690回【再掲】
・市町村による講演会・研修会の開催　実施回数：47回、実施自治体：24市町村【再掲】
・自主防災組織による活動地域内の防災巡視 実施回数：635回
・自主防災組織による防災知識の啓発活動 　実施回数：1589回【再掲】
・市町村による避難行動要支援者を対象とした避難誘導訓練の実施回数：12回
・避難行動要支援者名簿情報の自主防災組織への提供　実施自治体：17市町村

県内の自主防災組織5,369組織において、防災訓練は2,690回行われています。

県内の自主防災組織5,369組織のうち、2,360組織が救助用資機材（ジャッキ・バール等）を保有し
ています。

生活必需物
資の備蓄等

石油コンビ
ナートの防
災対策

特定事業者は、石油コンビナートに係る災害の特殊性に鑑み、その事業の用
に供する施設について、石油コンビナート等災害防止法その他の関係法令に
基づく防災対策を行うとともに、更なる防災対策の推進に努めるものとする。

第１９条

・石油コンビナート等防災訓練の実施　　県による総合訓練：1回　　特定事業所単独の訓練：142回【再掲】

事業者は、災害が発生した場合において、帰宅困難者となった従業者の一斉
帰宅の抑制を図るとともに、事業の継続又は早期の再開に資するため、食料、
飲料水その他の生活必需物資を備蓄し、及び必要に応じてこれらを点検する
よう努めるものとする。

第２０条

県民生活に直結するライフラインの安全性の向上のため、ライフラインの管理者による施設の耐震化
が進められています。

水道施設の耐震化　　施設の耐震化率…　浄水施設：37.2％　、ポンプ施設：45.1％　、配水池：49.0％
　　　　　　　　　　　　　　 基幹管路の耐震適合率…　用水供給事業体：76.6％　、上水道事業体：46.6％

県内の石油コンビナート等防止法における特定事業者では、それぞれ年一回以上の防災訓練を実施
しています。
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第四節　県による災害予防対策
節 条文

第２３条

第２７条

第２５条 要配慮者に
係る防災対
策への支援
等

第２４条 一斉帰宅の
抑制につい
ての周知等

・県は、帰宅困難者の一斉帰宅による事故及び混乱の発生を防止するととも
に、救出等優先期間の経過後における帰宅困難者の円滑な帰宅を支援する
ため、事業者、市町村その他の関係者と連携しつつ、一斉帰宅の抑制につい
ての周知、一時滞在施設及び帰宅支援ステーションの確保その他の必要な措
置を行うものとする。

防災情報の
提供等

・県は、県民の防災知識・技能の習得を図るため、事業者、自主防災組織等及
び市町村と連携しつつ、防災情報の提供、防災訓練等の実施、防災教育の支
援、過去の災害に関する記録の収集、整理及び保存その他の必要な措置を
行うものとする。

第
４
節
　
県
に
よ
る
災
害
予
防
対
策

「千葉県帰宅困難者等対策連絡協議会」により、事業者や市町村等と連携しての災害時における一
斉帰宅の抑制の広報や、九都県市合同での啓発活動などを実施しています。

・県は、要配慮者の特性を踏まえ、市町村が行う避難行動要支援者の避難支
援等に関する体制の整備に対する支援、要配慮者又は要配慮者の家族等が
主体的に行う防災対策の支援その他の必要な措置を行うものとする。

・県は、市町村が行う避難所（災害対策基本法第四十九条の七第一項に規定
する避難所をいう。以下同じ。）の確保、迅速な開設及び円滑な運営のために
必要な支援を行うものとする。

避難所に関
する市町村
への支援

条例の条項

・避難行動要支援者名簿を作成している自治体：27市町村【再掲】
・避難行動要支援者支援の個別計画を策定済の自治体：5市町村、策定中の自治体：9市町村【再掲】
・福祉避難所指定数 ５７２施設
・「災害時要援護者　避難支援の手引き」を市町村に提供

要配慮者への支援に関する手引き等を通じて、市町村の避難行動要支援者に係る取組を支援してい
ます。

避難所運営に関する手引き等を通じて、市町村の避難行動要支援者に係る取組を支援しています。

・市町村における避難所指定状況 　422施設
（平成25年時点で2,384箇所だったが、平成26年から施設管理者の同意を経ての公示が必要となったため、事務手続中）
・「災害時における避難所運営の手引き」による市町村支援 ・市町村に提供
・「社会福祉施設防災対策の手引き」を市町村、関係施設団体に提供

各種メディア等様々な媒体を活用し、防災情報の提供や各種防災訓練等を実施しています。

・Lアラートによる、テレビ、ラジオ、インターネット等を通じた避難勧告等の情報及び避難所開設情報等の提供の開始
・震度情報ネットワークシステムによる震度情報の収集・提供を県内80ヵ所で実施中
・防災ポータルサイトによる避難勧告・指示情報、避難所開設情報、交通情報、気象ニュース等の提供
・九都県市合同防災訓練（県実施）　　参加機関：約130機関、参加人数：約5,000人【再掲】
・帰宅困難者訓練（県実施）　　参加機関：約19機関、参加人数：約240人【再掲】
・津波避難訓練（県実施）　　参加機関：約48機関、参加人数：約2,000人【再掲】
・地域防災力向上セミナー（県実施）　参加人数：1,500人（県内６地域）【再掲】
・高校生等防災教育基礎講座の開催 （県実施）　開催校：10校、参加人数：5,394人（生徒、地域住民等）【再掲】
・高校生等防災パワーアップ講座の開催（[県実施）　参加人数：25人【再掲】
・地域・学校防災教育セミナーの開催 （県実施） ・参加人数：145人【再掲】
・西部防災センターにおける防災啓発、過去の災害記録写真展示等（県実施） ・来館者数：30,636人
・市町村向けの地震体験車、煙体験ハウスの貸し出し　地震体験車利用者数：約13,830人　煙体験ハウス利用者数：約
3559人
・防災啓発資料の貸し出し　　防災ＤＶＤ貸出本数　97本

第２６条

平成２６年度　取組

建築物の耐震診断や耐震改修に係る相談や、液状化に関する情報提供を実施しています。

・耐震診断・耐震改修に係る相談窓口の設置 （県実施） 　窓口設置数：県内11ヵ所
・無料耐震相談会の開催 （県実施）　　開催数：12回、相談件数46件 【再掲】
・地盤の液状化対策に係る工法等に関する情報の県ホームページでの提供 （県実施）

・県は、地震及び地盤の液状化に対する建築物の安全性の向上に資するた
め、建築物の耐震診断及び耐震改修、地盤の液状化対策に係る工法等に関
する情報を提供するものとする。

耐震対策及
び液状化対
策に関する
情報提供

・「千葉県帰宅困難者等対策連絡協議会」による社内報等を活用した一斉広報（県実施）【再掲】
　　　年2回（8～9月、3月）　　8～9月：38機関が実施　、3月：41機関が実施
・九都県市共通ポスター「あ！地震！その時あなたは…」作成 [県] ・配布先：96箇所（市町村・県出先機関・関係団体等）
・一時滞在施設数　県指定14施設（県有施設）
・帰宅支援ステーション協力店舗数：3,901店舗【再掲】

4



第四節　県による災害予防対策
節 条文

第２８条

第２９条

第３０条

第３３条

※平成26年度は条例施行の初年度であることから、前年度との比較はありません。

第
４
節
　
県
に
よ
る
災
害
予
防
対
策

公共土木施
設の整備等

・県は、洪水、高潮、津波及び地滑りにより生ずる被害その他の災害の最小化
に資するため、堤防、防潮堤、水門、地滑り防止施設その他の公共土木施設
の整備及び改修を図るものとする。

自主防災組
織等への支
援等

県は、自主防災組織等による防災活動の円滑な実施を図るため、市町村と連
携して、自主防災組織等の結成及び活動に対する支援、自主防災組織等、消
防団等その他の関係者との連絡調整の中心的な担い手となる人材の育成そ
の他の必要な措置を行うものとする。

第３１条

第３２条

・県は、国、他の都道府県、市町村、報道機関、医療機関その他の関係者と連
携して、災害に関する情報の収集及び伝達に係る体制、被災者に対する医療
に係る体制その他の防災に関する必要な体制を整備するものとする。
・県は、災害が発生した場合において優先すべき業務の特定、当該業務を継
続するために必要な人員等の確保等に関する計画を作成するものとする。
・県は、その所有する庁舎その他の災害応急対策の実施上重要な施設につい
て、災害に対する安全性の向上を図るものとする。

体制の整備

物資等の備
蓄等及び供
給体制の整
備等

市町村の物資等の備蓄を補完するため、必要な物資等の備蓄に計画的に取り組むとともに、物資供
給のために事業者との協定締結に取り組んでいます。

・県による「災害時の緊急物資等の備蓄に関する計画」に基づく備蓄の整備
　　H26整備数　食　料：58,000食　　　飲料水：115,000本　　毛　布：4500枚　　　簡易トイレ：400基
　　備蓄量　　　 食　料：403,600食　 　飲料水：230,000本　　毛　布：63,640枚　　簡易トイレ：1,644基
・県の災害時の応援協定締結事業者数：　257事業者

・県は、市町村による物資等の備蓄を補完する役割を踏まえつつ、県民の生命
及び最低限度の生活の維持を図るために必要な物資等を備蓄し、及び点検す
るものとする。
・県は、迅速かつ適切な災害応急対策及び災害復旧対策の実施を図るため、
事業者との間の協定の締結その他の物資等の供給及び役務の提供に係る体
制を整備するものとする。

・県の災害対策本部運営訓練の実施　 災害対策本部立ち上げ訓練（防災危機管理部職員向け図上訓練）の実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉県防災図上訓練（全庁防災関係職員向け）の実施
・県による九都県市合同防災訓練の実施　参加機関：約130機関、参加人数：約5,000人【再掲】
・ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）体制の整備 　指定医療機関数：19病院、ＤＭＡT隊員数：241人
・千葉県広域災害・救急医療情報システムの参加医療機関の増加　システム導入医療機関数：286医療機関
・Lアラートによるテレビ、ラジオ、インターネット等を通じた避難勧告等の情報及び避難所開設情報等の提供開始
　【再掲】
・「千葉県災害医療救護計画」の策定（平成27年３月）
・「県業務継続計画（震災編）－出先機関の部－」の作成
・県有の特定建築物及び応急活動拠点となる建築物等の耐震化率：約91%

県の災害対策本部の訓練や、事業継続計画（ＢＣＰ）の策定などを通じて、防災体制の充実強化に
努めています。

ボランティア
による防災
活動への支
援

県は、専門的な知識及び技術を有する者をはじめとするボランティアによる防
災活動の円滑な実施を図るため、市町村、社会福祉協議会、ボランティア団体
等と連携して、ボランティアの受入れに係る体制の整備、ボランティアの受入れ
に関し専門的な知識及び経験を有する人材の育成の推進その他のボランティ
アによる防災活動への必要な支援を行うものとする。

表彰 県は、地域における防災活動に関し特に顕著な功績があったと認められるも
のを表彰するものとする。

堤防、防潮堤、水門、地滑り防止施設その他の公共土木施設の整備及び改修に取り組んでいます。

・堤防・防潮堤の整備及び改修状況  洪水（1/10規模）に対する対応 　　河川改修　1.5km実施
                                                 　 河川施設の津波対策 　九十九里沿岸河川堤防の嵩上げ　5.2km(片岸延長）実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海岸施設の津波対策    九十九里沿岸堤防の嵩上げ　6.6km実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建設海岸の高潮対策 　市川海岸等で高潮対策を実施中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　港湾海岸の高潮対策   千葉港海岸中央地区で胸壁嵩上を実施中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木更津港海岸木更津地区の防護高さの見直しを行い、胸壁・陸閘の整備に着手
・水門の整備及び改修状況　　（河川）　水門・排水機場について長寿命化計画に基づき整備を実施中：14箇所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（港湾海岸）排水機場について施設個別の維持管理計画に基づき整備を実施中：5箇所
・急傾斜・砂防・地滑り箇所の土砂災害防止施設の整備　　急傾斜地崩壊危険箇所　1箇所解消

地域と連携して防災活動に取り組んでいる団体の表彰を実施しています。

・地域防災力向上知事表彰の実施　　表彰団体：自主防災組織2団体　学校2校

・県による自主防災組織設置促進事業補助金　　市町村を通じて77組織に対し、計8,926千円を補助【再掲】
・災害対策コーディネーター養成講座受講者数：149人
　災害対策コーディネータースキルアップ講座の受講者数：60人
・災害対策コーディネーターの登録者数：821人

自主防災組織や消防団等の活動に対する支援や、災害ボランティアのリーダーの育成に取り組んでい
ます。

ボランティア団体等と連携し、災害ボランティアによる防災活動が円滑に実施されるよう支援していま
す。

・千葉県災害ボランティアセンター連絡会と県による「災害ボランティアセンター運営者養成研修」を実施
　参加者数：42人

条例の条項 平成２６年度　取組
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