
平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 総務部消防地震防災課 課長名 吉田 雅一 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

 防災体制・危機管理体制の充実を図ることにより、テロなど様々な危機に対応するとともに、自然災害、事故災害

の発生時には被害を最小限に抑え、県民の生命や財産を守ります。 

２ 施策の概要 

施策名 防災・危機管理体制の充実強化 
施策 
コード

４ － ０ ２ ０ ８

アクションプラン 
における位置付け 

防災体制の強化と災害に強い県づくり 

上位政策 
計画等 

千葉県地域防災計画 
千葉県国民保護計画 
あすのちばを拓く１０のちから 

関係
課名

 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「課の使命・役割」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

被災者数 

※死傷者及び住家に被害を受けた人数 

355名 

（17年） 

軽減に努めます。 

（毎年） 

332名 

（18年） 
Ａ

災害による住家被害数 

※全半壊、一部損壊、床上床下浸水 

122棟 

（17年） 

軽減に努めます。 

（毎年） 

288棟 

（18年） 
Ｂ

自主防災組織の組織率 
53.0％ 

(17年度) 
60％（18年度） 
70％（22年度） 

53.8％ 

（18年度） 
Ｃ

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

  

目標の 

達成状況総括 

防災・危機管理体制の充実強化に向けて概ね順調に進んでいます。 

この理由として、①防災情報ターミナルちば整備事業を推進し、防災情報システムの整備を

完了したこと、また、防災行政無線について県内５６市町村の整備を完了したこと、②津波ハ

ザードマップ作成ワークショップを住民参加で行ったこと、③災害時にヘリコプターから公共

建築物の識別を容易にするため、ヘリサイン（屋上に施設名を表示）を２２施設で実施したこ

と、④帰宅困難者対策として、千葉マリンスタジアム（幕張）から小岩菖蒲園（東京都江戸川

区）まで約２０キロの徒歩帰宅訓練を実施したこと、⑤千葉県地域防災計画の見直しを行った

こと、⑥災害対策コーディネーター養成講座について、募集定員を５０名から２倍の１００名

に拡大して実施したこと、⑦八都県市合同防災訓練、都市型災害対応訓練、職員非常参集訓練

をはじめ、様々な防災訓練を行ったこと、⑧石油コンビナート等防災訓練及び防災査察を実施

したこと、⑨県、消防、警察、自衛隊、海上保安庁による千葉県危機管理連絡会議を設置し連

携強化を図ったこと、⑩国民保護フォーラムを約４００名の参加者を得て実施したこと、など

が挙げられます。 

また、被災者数及び災害による住家被害数については、風水害や地震などの自然災害等の発

生状況に左右されるため、今後も被災者数等の軽減に努めます。 

 



３ 施策展開                                    （単位：千円、人） 

１７年度当初予算 １８年度当初予算 
施策展開の柱（中位目的） 

１７年度決算 １８年度決算 

818,602 4,811,966 
金額

781,726 2,956,107 

29.5 29.5 
Ⅰ 

（防災施策の推進） 

地震をはじめ、いつ発生するかわからない災害に備えるた

め、県、市町村等防災関係機関はもちろんのこと、県民、NPO、

ボランティア、事業者が協働した効率的な防災体制の確立を

図ります。 
人員

29.5 29.5 

301,185 287,053 
金額

204,112 264,018 

12.5 12.5 
Ⅱ 

（消防・石油コンビナート施策の推進） 

大規模災害やテロなど様々な災害態様に対応した消防力

の強化を図ります。石油コンビナート地区は、事故が発生す

ると被害が大きくなることが懸念されることから、石油コン

ビナート地区の防災対策を進めます。 
人員

12.5 12.5 

8,600 8,934 
金額

5,846 5,363 

7.0 5.0 
Ⅲ 

（危機管理・国民保護の推進） 

 武力攻撃やテロなど様々な危機から県民の暮らしを守る

体制を進めます。 

人員
7.0 5.0 

（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

(仮称)防災情報ターミナルちばの
整備 

防災情報システム詳
細設計・プログラム開
発、防災行政無線実施
設計 
（17年度） 

防災行政無線衛星系
整備工事 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発（ﾃｽﾄﾗﾝ） 
地上系実施設計 
（18年度） 

防災行政無線衛星系
整備工事 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発（ﾃｽﾄﾗﾝ）
地上系実施設計 
（18年度） 

Ａ

Ⅰ 

実践的な防災訓練及び 
市町村災害対策支援事業の実施 

八都県市合同防災 
訓練 １回 
図上訓練 １回 
市町村災害対策支援 
事業 ４市 
（17年度） 

八都県市合同防災 
訓練 １回 
図上訓練 １回 
市町村災害対策支援 
事業 ４市 
（18年度） 

八都県市合同防災 
訓練 １回 
図上訓練 １回 
市町村災害対策支援 
事業 ４市 
（18年度） 

Ａ

石油コンビナート等防災計画の修

正 

検討会2回開催 

（17年度） 

広域共同防災の組織

化の検討（18年度） 

計画修正 

（20年度） 

広域共同防災の組織

化の検討（18年度） 

計画修正 

（20年度） 

Ａ

Ⅱ 

市町村が行う消防施設・設備等の

整備に対する助成 

交付団体数 27団体 

（17年度） 

30団体 

（18年度） 

30団体 

（18年度） 
Ａ

市町村国民保護計画策定 
０市町村 

（17年度） 

５６市町村 
（18年度） 

５５市町村 
（18年度） 

Ａ

Ⅲ 
指定地方公共機関国民保護業務計

画策定 

０機関 

(17年度) 

３０機関 
（18年度） 

２７機関 
（18年度） 

Ｂ

４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

Ⅰ 防災施策の推進 

防災情報ターミナルちばの整備など着実に進めてきていますが、実効性の確保のため、訓練などを通じ、

さらに問題点の抽出・改善などを図っていく必要があります。 

近い将来、南関東地域での規模の大きな地震の発生が懸念されるため、津波対策や帰宅困難者対策など

の地震に対する取り組みが必要です。 

近年、自助・共助による防災活動は盛んになってきていますが、地域的に組織率の格差も見受けられる

ため、全県的な自主防災組織の組織率向上や、ボランティア活動の中核的存在である災害対策コーディ

ネーターの養成を図っていく必要があります。 



残された 

課題 

Ⅱ 消防・石油コンビナート施策の推進 

北海道苫小牧の浮き屋根式石油タンクの全面火災では、これまでの想定外の事例であったことにより、

被害の拡大を招きました。これまでの石油コンビナート等防災計画を見直し、さらに体制の強化を図る

必要があります。 

火災・災害に対し最初に対応することとなる市町村消防の体制・設備強化については、これまでも助成

等支援を行ってきましたが、大規模災害などに対応するため、引き続き支援を行う必要があります。 

Ⅲ 危機管理・国民保護の推進 

様々な危機に的確に対応するため、危機管理意識の醸成と危機管理関係機関との連携強化を図る必要

があります。 

国民保護関係については、千葉県国民保護計画をより実効性のあるものとするため、県の体制や関係

機関との連携体制を具体的に構築していく必要があります。 

今後の 

施策展開 

Ⅰ 防災施策の推進 

千葉県地域防災計画の実効性の確保のため、八都県市合同防災訓練を実施することにより、市町村、

消防、警察、自衛隊、及び近隣都県市等との連携強化と災害対策力の向上を図るとともに、災害時に

おいて一次的に災害対応を行う市町村の災害対策の点検・指導や図上訓練等の実施を行い、市町村の

災害対策の充実、さらに、災害時における県との連携強化を図ることにより、災害時における迅速か

つ的確な災害対策活動の実行を目指します。これらを支援するため、防災情報ターミナルちばの整備

などを着実に進めていきます。 

地震対策として津波浸水予測基図を作成し、市町村が作成する津波ハザードマップの作成支援を行

うとともに、交通途絶を想定した帰宅困難者徒歩帰宅訓練を行います。さらに、ヘリコプターによる

救助活動や情報収集等が迅速に図られるようヘリサインの設置を行います。また、被害想定について

見直しすることとし、まず、学識者で構成する研究会で被害想定を行うための手法の検討を進めます。

自主防災については、自主防災組織の組織率の低い地域を中心に、市町村・消防と協力して体験型

講習会を開催するなど、全県的な自主防災組織の組織率向上を図るとともに、災害対策コーディネー

ター養成講座を県内２箇所で開催します。 

Ⅱ 消防・石油コンビナート施策の推進 

石油コンビナート関係においては、大容量泡放射システムの配備による消火戦術の見直しを進め、

体制の強化を図るとともに、千葉県石油コンビナート等防災計画の修正に取り組みます。 

消防力の強化については、市町村（一部事務組合含む）の消防機関が実施する消防施設・設備の整

備に対する助成を、国の制度や県の制度を効果的に活用し、市町村消防の充実を図っていきます。 

Ⅲ 危機管理・国民保護の推進 

危機管理週間などによる危機管理意識の醸成や千葉県危機管理連絡会議等を通じ、さらに関係機関

との連携体制の強化を図ります。 

国民保護関係については、国民保護計画の一層の推進を図るため、国民保護措置に関する広域相互

応援体制の整備や関係機関との協定の締結、国民保護計画（地域編）の作成、県民向け啓発用リーフ

レットの作成、国民保護フォーラムの開催などを実施するほか、市町村の国民保護計画及び指定地方

公共機関の業務計画の策定を支援します。 

昨年度との 

主な変更点・ 

改善点 

Ⅰ 防災施策の推進 

 帰宅困難者対策として徒歩帰宅訓練、津波ハザードマップ作成支援事業、ヘリサイン設置事業など

実施し、災害対策を充実していきます。 

Ⅱ 消防・石油コンビナート施策の推進 

 救命救急士が、１８年４月から心臓停止患者の蘇生を図るために昇圧剤を投与することが可能と

なったため、消防学校でこの知識や技術を備えるための薬剤投与講習会を開催します。 

Ⅲ 危機管理・国民保護の推進 

 千葉県国民保護計画が１７年度に策定されることから、１８年度は市町村の計画づくりを支援する

とともに、県民に対して国民保護フォーラムの開催や、リーフレットを作成するなど国民保護計画の

推進を図ります。 

 

 

 

 

 



（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

災害時の応急対策(随時) 

自主防災体験講習会開催（随時） 

防災情報システム・プログラム開発（ﾃｽﾄﾗﾝ）

（通年） 

防災無線衛星系整備工事（通年） 

石油コンビナート防災体制検討会の開催（通

年） 

県メディカルコントロール協議会開催（随

時） 

危機管理週間などによる意識醸成 

危機管理連絡会議等を通じた関係機関との

連携強化（通年） 

危機対応マニュアルの検証及び見直し 

千葉県国民保護計画推進（通年） 

４月 

～６月

災害時の応急対策(随時) 

都市型災害対応訓練 

防災情報システム・プログラム開発（ﾃｽﾄﾗﾝ）（通

年） 

防災無線衛星系整備工事（通年） 

石油コンビナート防災体制検討会の開催（通年）

県メディカルコントロール協議会開催（随時） 

危機管理週間などによる意識醸成 

危機管理連絡会議等を通じた関係機関との連携

強化（通年） 

危機対応マニュアルの検証及び見直し 

千葉県国民保護計画推進（通年） 

ヘリサインの設置（通年） 

７月 

～９月 

八都県市合同防災訓練 

防災ポスター展審査委員会・表彰式 

石油コンビナート等防災訓練 

消防施設強化事業補助金の交付決定 

７月 

～９月

八都県市合同防災訓練 

防災ポスター展審査委員会・表彰式 

石油コンビナート等防災訓練 

消防施設強化事業補助金の交付決定 

10月 

～12月 

図上訓練実施 

災害対策コーディネーター養成講座開催 
10月 

～12月

図上訓練実施 

自主防災組織活動促進出前講座開催 

災害対策コーディネーター養成講座開催 

１月 

～３月 

帰宅困難者徒歩帰宅訓練 

石油コンビナート区域内特定事業所に対す

る防災査察 
１月 

～３月

帰宅困難者徒歩帰宅訓練 

千葉県国民保護フォーラム２００７の開催 

千葉県消防広域応援隊合同訓練 

石油コンビナート区域内特定事業所に対する防

災査察 

５ 施策実施結果（事後評価） 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

主な成果 

Ⅰ 防災施策の推進 

インターネットを通じてパソコンや携帯電話等で県民の方が利用でき、災害発生時には被害情報

や避難勧告、避難所開設情報などの災害情報が提供される新たな防災情報システムの整備を完了

し、平成１９年４月から運用を開始することができました。 

八都県市合同防災訓練では、①県立四街道高校を会場として、新潟県中越地震の教訓を踏まえた、

夜間を中心として住民が参加する避難所体験訓練を実施したこと、②多重事故救出訓練では、効果

的に救護等を行うため事故現場に現地調整所を設置し、県、警察、消防、医療機関等各機関との情

報の共有化、救出分担、救護方法などを総合調整を行う訓練を実施したこと、③いすみ市での津波

対応訓練では、津波避難ビルである高層マンションを活用した避難訓練を実施したことなど、実災

害に即した訓練を実施することができました。 

 また、帰宅困難者対策として、平成１９年２月にはファミリーレストラン事業者（４社）と帰宅

困難者支援の協定を締結し、飲料水の提供やトイレの利用など、徒歩帰宅者への支援策の拡充を図

ることができました。 

Ⅱ 消防・石油コンビナート施策の推進 

 市町村の消防設備について、消防広域応援隊整備事業、救急高度化推進整備事業、消防団総合整

備事業などで支援を行った結果、消防車４８台、高規格救急車１０台などが整備されました。 

住宅火災は増加傾向にあり逃げ遅れによる死者数も増加しています。このため平成１８年６月か

ら住宅用火災警報器の設置が義務化されたことから、広報を推進し住宅用火災警報器の普及促進を

図りました。  

また、石油コンビナート等防災訓練及び防災査察を実施し、石油コンビナートの防災体制を推進

しました。 

Ⅲ 危機管理・国民保護の推進 

 千葉県国民保護フォーラム２００７を開催し、県民や関係機関等に対して国民保護の仕組みや必

要性の理解を深めることができました。 



特記事項 
  

残された 

課題 

Ⅰ 防災施策の推進 

 災害から自分の命を守り、身近な人を助け、自分達の地域を守るためには、子供のころからの防

災教育が必要です。 

 また、大規模災害の発生時など、お互いが助け合う自主防災組織は非常に重要ですが、県内の組

織率は伸び悩んでいる状況にあります。 

Ⅱ 消防・石油コンビナート施策の推進 

 小規模な消防本部では、初動時の消防隊員や特殊車両などの消防資機材に限界があるなどの課題

があります。 

Ⅲ 危機管理・国民保護の推進 

 各部局、所属の危機管理担当者の育成を目的とした研修会を行っていく必要があります。 

方向性 

Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅰ： Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅱ： Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅲ： Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

課題への 

対応策 

Ⅰ 防災施策の推進 

 県民が災害を知り、災害時に適切な判断と行動をとることができるよう地域・学校で防災教育を

推進します。 

自主防災組織の組織率の向上のため、市町村に対し補助事業を行います。 

Ⅱ 消防・石油コンビナート施策の推進 

 消防本部については、広域化へ再編することにより初動対応の強化、効率的な部隊運用、救急業

務の高度化、高度な資機材の整備、消防署の配置の適正化による現場到着時間の短縮などが見込ま

れます。そのため、市町村及び消防本部との意見を交換しつつ、消防本部の再編については助言及

び調整等の支援を行います。 

Ⅲ 危機管理・国民保護の推進 

 各部局、所属の危機管理を推進する職員を対象に、講師を招いて実践的な危機管理の手法につい

て研修会を開催します。 

（二次評価結果） 
Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

今後の取組方法については指示事項なし。 

なお、自主防災組織の組織率向上を図る市町村の支援に努めるとともに、消防本部の広域化については、消防力の強

化が図られるよう、関係機関との調整に努めること。 

 

 


