
意見募集を行った計画案からの変更点 

計画(案)

頁 
変更前 変更後 

体系図 

(頁なし) 

千葉県石油コンビナート防災計画 体系 千葉県石油コンビナート等防災計画 体系 

32 平常時の災害拡大シナリオ(イベントツリー)をそのまま適用す

る。従って、起こり得る災害事象は表－２～７に示した通りであ

る。 

平常時の災害拡大シナリオ(イベントツリー)をそのまま適用す

る。したがって、起こり得る災害事象は表－２～７に示した通り

である。 

33 何らかの災害が発生する確率は ０．５→０．９程度になると 何らかの災害が発生する確率は０．５→０．９程度になると 

38 平成 27 年 12 月に内閣府より長周期地震動の予測結果が公表さ

れたところである。 

 

平成 28 年 1 月より内閣府において検討が行われているところで

あるが、 

 

事業所毎に代表するメッシュ（所在施設が多いメッシュ）を抽出

して、 

平成 27 年 12 月に内閣府から長周期地震動の予測結果が公表さ

れたところである。 

 

平成 28年 1月から内閣府において検討が行われているところで

あるが、 

 

事業所ごとに代表するメッシュ（所在施設が多いメッシュ）を抽

出して、 

44 約 4.5km（放射熱：タンク毎に設定*2） 約 4.5km（放射熱：タンクごとに設定*2） 

45 ３ 海上災害防止センターHP より ３ 海上災害防止センターHP から 

49 いかなる場合でも 安全であるよう基礎を作らねばならない。 いかなる場合でも安全であるよう基礎を作らねばならない。 

50 災害防止対策については日常より検討し、 

 

除害設備等の維持管理を充分に行い、 

災害防止対策については日常から検討し、 

 

除害設備等の維持管理を十分に行い、 

57 ・グランド用ナットを僅かづつ締める ・グランド用ナットを僅かずつ締める 



計画(案)

頁 
変更前 変更後 

60 日常より応急措置のマニュアル等を整備して 

 

この場合は風上より漏れ箇所に近づき 

日常から応急措置のマニュアル等を整備して 

 

この場合は風上から漏れ箇所に近づき 

61 このためには日常より保護具の維持管理を 

 

ｂ 融離式防毒マスク（全面高濃度型） 

 

日本工業規格 T8150（1992） 

このためには日常から保護具の維持管理を 

 

ｂ 隔離式防毒マスク（全面高濃度型） 

 

日本産業規格 T8150（2006） 

63 液体を貯蔵する屋外 タンクで、 

 

（タンク出口よりバルブまで） 

液体を貯蔵する屋外タンクで、 

 

（タンク出口からバルブまで） 

64 修理の際は、予め、 修理の際は、あらかじめ、 

67 負担割合は１／３づつとし 負担割合は１／３ずつとし 

68 事業所の境界より離して設置し、 

 

流失災害を防ぐとともに 

事業所の境界から離して設置し、 

 

流出災害を防ぐとともに 

69 特定事業所等における保安管理の役割は、事故や災害等を事前

に防ぎ円滑な事業所活動を推進することにあり、事業所のトップ

層から第一線の全従業員まで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や事業所独自の保安の方

針と具体的な実施計画を確実に実行することが最も基本的な条

件である。 

（追加） 

特定事業所等における保安管理の役割は、事故や災害等を事

前に防ぎ円滑な事業所活動を推進することにあり、事業所のト

ップ層から第一線の全従業員まで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や事業所独自の保

安の方針と具体的な実施計画を確実に実行することが最も基本

的な条件である。 

また、災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害 



計画(案)

頁 
変更前 変更後 

69  の防止、事業の継続、地域貢献・地域との共生）を十分に認識

し、各事業所において災害時に優先される重要業務を継続する

ための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定・運用するよう努める。 

70 ⑩（追加） ⑩ 予想される被害からの復旧計画策定、燃料・電力等重要な

ライフラインの供給不足への対応、取引先とのサプライチェー

ンの確保等を継続的に実施 

72 管理基準や点検要領を設備、資機材毎に定め、 

 

設備、資機材毎に定め 

管理基準や点検要領を設備、資機材ごとに定め、 

 

設備、資機材ごとに定め 

73 工事担当者と充分連絡をとること。 

 

工事業者に所定の手続きを取らせ 

工事担当者と十分連絡をとること。 

 

工事業者に所定の手続を取らせ 

78 各特別防災区域毎にコンビナート内の 各特別防災区域ごとにコンビナート内の 

79 特別防災区域毎にその内部から 特別防災区域ごとにその内部から 

80 （５８．９．２９付け消防危第８９号） （昭和５８．９．２９付け消防危第８９号） 

81 平成３６年３月３１日 令和６年３月３１日 

92 平成２９年１１月１日より気象庁は、 平成２９年１１月１日から気象庁は、 

102 （追加） 東京外かく環状道路 

 松戸インター 

市川北インター 

 市川中央インター 

 市川南インター 



計画(案)

頁 
変更前 変更後 

103 法第 29 条第１項 石災法第 29 条第１項 

105 情報班を応援するものと する。 情報班を応援するものとする。 

111 原則、発災事業所とし、予め設置場所を 原則、発災事業所とし、あらかじめ設置場所を 

121 携帯式無線機、専用電話、一般加入電話、衛星電話、サイレ

ン、一斉通報設備、ソーシャルネットワーキングサービス、メ

ーリングリスト、伝令 

携帯式無線機、専用電話、一般加入電話、衛星電話、サイレ

ン、一斉通報設備、メーリングリスト、伝令 

130 基準値：タンク毎に異なる 基準値：タンクごとに異なる 

131 避難場所を予め選定しておくものとする。 避難場所をあらかじめ選定しておくものとする。 

138 事前届出・確認に関する手続きは別に定める。 事前届出・確認に関する手続は別に定める。 

141 従って、この対策の中には広報、避難等の各対策も 

 

従って、防災関係機関等は、 

したがって、この対策の中には広報、避難等の各対策も 

 

したがって、防災関係機関等は、 

160 この場合 の耐熱服は地表面にあるものとみなす。 

 

図－１（１２８頁）の位置にあるものとみなす。 

 

消火薬剤が充分で１時間で消火可能とした場合、 

この場合の耐熱服は地表面にあるものとみなす。 

 

図－１（１５０頁）の位置にあるものとみなす。 

 

消火薬剤が十分で１時間で消火可能とした場合、 

163 事故発生と同時に予め定められた 事故発生と同時にあらかじめ定められた 

168 初動期においては各機関毎に出動する 初動期においては各機関ごとに出動する 



計画(案)

頁 
変更前 変更後 

171 ２ 災害派遣の方法（防災危機管理部） 

災害派遣については、災害の様相等に対応して、次のよう

な方法がある。 

（１）知事の要請による災害派遣 

  ア～イ （略） 

  ウ （略） 

    （追加） 

 

 

 

 

(２) 知事が要請するいとまがない場合等における災害派遣 

  ア 災害に際し、通信の途絶等により、知事との連絡が不

能で、市町村長から自衛隊が通報を受け、直ちに救援の

措置をとる必要が認められる場合、災害派遣が実施され

る。（追加） 

  イ～オ （略） 

  （追加） 

２ 災害派遣の方法（防災危機管理部、市町村） 

災害派遣については、災害の様相等に対応して、次のよう

な方法がある。 

（１）知事の要請による災害派遣 

  ア～イ （略） 

  ウ （略） 

    市町村長は、知事に対して自衛隊に災害派遣の要請の

要求を行った旨及び当該市町村の地域に係る災害の状況

を自衛隊に通知することができるものとし、自衛隊に通

知したときは、速やかにその旨を知事に通知する。 

 

(２) 知事が要請するいとまがない場合等における災害派遣 

  ア 災害に際し、通信の途絶等により、知事との連絡が不

能で、市町村長から自衛隊が通報を受け、直ちに救援の

措置をとる必要が認められる場合、災害派遣が実施され

る。市町村長が自衛隊に通知したときは、速やかにその

旨を知事に通知する。 

  イ～オ （略） 

  カ 大規模な災害が発生した際には、自衛隊は、その活動

が円滑に進むよう「提案型」の支援を行い、支援ニーズ

を早期に把握・整理する。 



計画(案)

頁 
変更前 変更後 

173 知事への災害派遣の要請の要求（防災危機管理部） 

 

自衛隊との連絡 

 

通常は本庁舎５階に、 

 

災害派遣部隊の受入体制（防災危機管理部） 

知事への災害派遣の要請の要求（防災危機管理部、市町村） 

 

自衛隊との連絡（防災危機管理部） 

 

通常は県庁内中庁舎１０階に、 

 

災害派遣部隊の受入体制（防災危機管理部、市町村） 

180 各設備毎で緊急対応できる組織をつくり、 各設備ごとで緊急対応できる組織をつくり、 

181 設備毎に縁切し、ブロックする。 設備ごとに縁切し、ブロックする。 

184 衛星電話、ソーシャルネットワーキングサービス又は 衛星電話又は 

187 東京電力パワーグリッド（株）千葉支店 東京電力パワーグリッド（株）千葉総支社 

206 （水防現地指導班より） （水防現地指導班から） 

 


