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○千葉県地域防災計画【地震・津波編】 

 

ページ 修正理由 修正案 現行 

  第１章 総 則 

 

第２節 想定地震と被害想定 

 

第１章 総 則 

 

第２節 想定地震と被害想定 

 
地-1-4 読点の統一 ２ 被害の概要（防災危機管理部） 

（12）その他 

防災基本計画では、「国及び地方公共団体は、地震災害対策

の検討に当たり、科学的知見を踏まえ、あらゆる可能性を考慮

した最大クラスの地震を想定し、その想定結果に基づき対策を

推進するものとする。」とされている。今後の技術進歩や新た

な知見によっては、最新の知見を反映させた地震被害想定調査

の実施を検討する必要がある。 

 

２ 被害の概要（防災危機管理部） 

（12）その他 

防災基本計画では、「国及び地方公共団体は，地震災害対策

の検討に当たり、科学的知見を踏まえ、あらゆる可能性を考慮

した最大クラスの地震を想定し、その想定結果に基づき対策を

推進するものとする。」とされている。今後の技術進歩や新た

な知見によっては、最新の知見を反映させた地震被害想定調査

の実施を検討する必要がある。 

  第２章 災害予防計画 

 

第１節 防災意識の向上 

 

第２章 災害予防計画 

 

第１節 防災意識の向上 

 
地-2-3 第3期千葉県教

育振興基本計画

を踏まえ修正 

１ 防災教育（全庁、市町村） 

（略） 

また、防災教育の推進に当たっては、（削除）各学校において、

児童生徒等の発達段階に応じた指導を行うとともに、自らの安全

確保はもとより、他者や地域の防災に貢献しようとする態度を身

につけるなど、防災意識の向上を図り、より具体的で継続的な指

導を展開するものとする。 

１ 防災教育（全庁、市町村） 

（略） 

また、防災教育の推進に当たっては、防災教育を新たに位置付

けた「学校教育指導の指針」等に基づき、各学校において、児童

生徒等の発達段階に応じた指導を行うとともに、自らの安全確保

はもとより、他者や地域の防災に貢献しようとする態度を身につ

けるなど、防災意識の向上を図り、より具体的で継続的な指導を

展開するものとする。 

 

地-2-3 防災基本計画 

修正のため 

３ 防災広報の充実（全庁、市町村） 

（１）自らの身を守るための知識 

ア 建物の耐震対策、家具の固定、ブロック塀等の安全対策、 

落下物防止対策 

３ 防災広報の充実（全庁、市町村） 

（１）自らの身を守るための知識 

ア 建物の耐震対策、家具の固定、ブロック塀等の安全対

策、落下物防止対策 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

イ 食料、飲料水等の備蓄、救急用品等非常持出品の準備 

ウ 避難所での感染症対策として、マスク、消毒液、体温計等 

の携行 

エ 医薬品、福祉器具、紙おむつ、液体ミルク、粉ミルク、哺 

乳びん、食物アレルギーに対応した食料など、要配慮者に 

特に必要な物資の備蓄 

（略） 

イ 食料、飲料水等の備蓄、救急用品等非常持出品の準備 

（新設） 

 

ウ 医薬品、福祉器具、紙おむつ、液体ミルク、粉ミルク、

哺乳びん、食物アレルギーに対応した食料など、要配

慮者に特に必要な物資の備蓄 

     （略） 

地-2-4 防災基本計画 

修正のため 
ケ  水道、電気、ガス、電話等の震災時の心得 

  コ 自動車へのこまめな満タン給油 

サ  地域の地盤状況や災害危険箇所 

（略） 

ク  水道、電気、ガス、電話等の震災時の心得 

（新設） 

ケ  地域の地盤状況や災害危険箇所 

（略） 

地-2-6 

 

広報媒体の追加 （４）広報媒体等 

防災機関名 媒体 対象 内容 

㈱NTT ドコモ 新聞、パンフレット 

テレビ、ラジオ 

インターネット 

ｉモードサービス 

SPモード 

広報車 

広報紙等 

一般県民 ◇震災時の携帯電話使

用上の心得 

◇施設の耐震性 

◇通信設備の災害対策 

◇震災時の電話サービ

ス等 

（例：災害用伝言板、災

害用音声お届けサービ

ス） 他 
 

（４）広報媒体等 

防災機関名 媒体 対象 内容 

㈱NTT ドコモ 新聞、パンフレット 

テレビ、ラジオ 

インターネット 

ｉモードサービス 

広報車 

広報紙等 

一般県民 ◇震災時の携帯電話使

用上の心得 

◇施設の耐震性 

◇通信設備の災害対策 

◇震災時の電話サービ

ス等 

（例：災害用伝言板、災

害用音声お届けサービ

ス） 他 
 

地-2-7 検証会議 

「解決の方向

性」を反映 

県営水道 

市町村水道

等 

県民だより 

県水だより 

市町村だより 

パンフレット 

インターネット 

広報誌等 

一般県民 ◇施設の耐震性 

◇地震発生時の応急対策

◇飲料水の備蓄等 

◇直結給水栓等の周知 

他 

 

県営水道 

市町村水道

等 

県民だより 

県水だより 

市町村だより 

パンフレット 

インターネット 

広報誌等 

一般県民 ◇施設の耐震性 

◇地震発生時の応急対策 

◇飲料水の備蓄等  他    

 

地-2-9 防災基本計画 

修正のため 

４ 自主防災体制の強化（防災危機管理部、商工労働部、市町村） 

（２）事業所防災体制の強化 

ウ 中小企業の事業継続 

震災等の危機管理対策の取組が遅れている中小企業者等を

対象に、事業継続計画（ＢＣＰ）の策定について、普及啓発

と取組の促進を図る。 

４ 自主防災体制の強化（防災危機管理部、商工労働部、市町村） 

（２）事業所防災体制の強化 

ウ 中小企業の事業継続 

震災等の危機管理対策の取組が遅れている中小企業者等を

対象に、事業継続計画（ＢＣＰ）の策定について、普及啓発

と取組の促進を図る。 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

また、中小企業者等による事業継続力強化計画に基づく

取組等の防災・減災対策の普及を図るため、商工会及び商

工会議所が市町村と共同して作成する事業継続力強化支

援計画の策定の促進を図る。 

 

（新設） 

地-2-12 事業変更のため ６ 調査・研究（防災危機管理部、環境生活部） 

地震防災対策の効率的、合理的な推進のためには、最新の学術

的な知見を行政施策に適切に反映させることが必要となる。この

ため県では、国や各調査研究機関から発信される情報を収集する

とともに、県域の大地に関する科学的な特性にあわせて、各種の

調査・研究を積極的に実施していく。 

地震動による被害の想定は、地震防災対策を進める上で各計画

の基礎資料となり、出来る限り正確に地震の揺れの大きさを予測

することが求められる。地震の揺れの大きさには、震源位置や規

模などの他に、地震動の伝わる媒体となる地質の特徴が影響す

る。地質は不均質であるため、地域によって地震動特性が異なり、

これを把握することが揺れの予測において重要となる。地震動特

性はその場所の地質の種類や構造、層序、物理的特性などと密接

に関わり、県では地震動の観測を行うとともに、地質構造等に関

する調査研究を進め、地域の地震動特性の把握に努める。 

また千葉県を含めた南関東地域で懸念される長周期地震動へ

の対策や液状化対策に必要な基礎資料を収集、提供する。 

（１）地震に関する観測 

県では、昭和６３年度から随時地震計を設置し、地震動を

観測している。 

なお、県が設置した地震計で観測した地震波形はＣＤで外

部機関に提供している。 

 

 

 

６ 調査・研究（防災危機管理部、環境生活部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地震観測 

地震の揺れの大きさは、震源位置や規模の他にも表層地盤

が影響していることから、地域によって地盤の震動特性があ

る。地震防災対策を進める上で、出来る限り正確に被害を想

定することは重要であり、そのためには正確に揺れの大きさ

を予測する必要があることから、県では、昭和６３年度から

随時地震計を設置し地震時の地盤の震動特性の把握に努め

ている。 

なお、千葉県が設置した地震計で観測した地震波形は、 

ＣＤで公開している。 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

地-2-12 観測点数の時点

修正 

県内地震観測点数 （令和 2 年 4 月 1 日現在） 

 強震計 計測震度計 計 

千葉県  

12 

(77) 

77 

(77) 

89 

国立研究開発法 

人防災科学 

技術研究所 

(1) 

42 

 (1) 

42 

気象庁  (2) 

20 

(2) 

20 

千葉市  (4) 

4 

(4) 

4 

松戸市  (1) 

1 

(1) 

1 

計 (1) 

54 

(84) 

102 

(85) 

156 
 

県内地震観測点数 （平成 31 年 4 月 1 日現在） 

 強震計 計測震度計 計 

千葉県  

12 

(77) 

77 

(77) 

89 

国立研究開発法 

人防災科学 

技術研究所 

(1) 

42 

 (1) 

42 

気象庁  (2) 

20 

(2) 

20 

千葉市  (5) 

5 

(5) 

5 

松戸市  (1) 

1 

(1) 

1 

計 (1) 

54 

(85) 

103 

(86) 

157 
 

地-2-13 事業変更のため （２） 地質構造・活断層に関する調査研究 

  ア 地質構造等に関する調査研究 

地震防災対策に当たっては、人工地層、沖積層、下総層

群最上部などの地表に近い浅部の地質構造・層序及びそれ

らを反映した微地形分類を詳細に把握することが重要とな

る。県の保有する地質に関する情報を集約・解析し（「地質

環境インフォメーションバンク」のデータなど）、また必要

に応じて各種の地質調査を実施し、県域の地質構造等に関

する研究を進める。 

 

 

 

 

 
  イ 地域の地震動特性に関する調査研究 

地震観測の成果や地質構造に関する調査研究から得られ

（２）地下地質構造及び地質災害等の調査 

ア 活断層等に関する調査研究 

阪神・淡路大震災（1995 年）が、活断層（野島断層）に

より引き起こされたことから、活断層の存在の有無、活動度、

想定される地震の規模及び被害量がクローズアップされた。

本県の中・北部地域は、堆積物が厚く分布し、基盤岩の状況

が把握しにくいことから、反射法地震探査により活断層は確

認されなかった。 

また、国が、その活動により社会的・経済的に大きな影響

を与えるとして選定した活断層のうち、千葉県に存在すると

されていた「東京湾北縁断層」と「鴨川低地断層帯」につい

て、県で調査したところ、「東京湾北縁断層」については、

推定されていた位置を含めた調査範囲に活断層の存在が確

認されず、「鴨川低地断層帯」については、活断層である可

能性が低いことが明らかとなった。 

イ 地震動予測・長周期地震動に関する調査研究 

地震観測を継続し、観測した地震動記録により地域の地
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ページ 修正理由 修正案 現行 

た知見に基づき、地域の地震動特性に関する調査研究を進め

る。把握した地域の地震動特性は、地震動計算のための地震

波の伝播・増幅特性に関連する地質・地盤モデルとして整理

し、地震被害想定の高度化を推進する。 

 

 

ウ 活断層調査 

国が、その活動により社会的・経済的に大きな影響を与え

るとして選定した活断層のうち、県内に存在するとされてい

た断層について県で調査したところ、「東京湾北縁断層」に

ついては、推定されていた位置を含めた調査範囲に活断層の

存在が確認されず、「鴨川低地断層帯」については、活断層

である可能性が低いことが明らかとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

（３）地震に伴う地質環境への影響に関する調査研究 

 ア 地盤の沈下に関する調査研究 

地震に伴って発生が予想される地盤の沈下に関して検討

するとともに、災害時の非常用水源としても利用可能な地下

水を保全するため、かん養域におけるかん養機能の維持を図

る方策について研究する。 

 

 

震動の特徴を把握し、想定される地震に対する地震動を予

測するとともに、千葉県を含めた南関東地域で懸念される

長周期地震動への対策のため県域の地質構造、地盤の地震

動特性、地震動の地層中での増幅を把握及び長周期地震動

に関する調査研究を進め、震災対策の検討に必要な基礎資

料を収集、提供する。 

ウ 液状化－流動化に関する調査研究 

千葉県東方沖地震及び東日本大震災時には、従来知られてい

ない様々な液状化－流動化被害が確認された。また、阪神・淡

路大震災以降、新潟県中越地震や新潟県中越沖地震などの地震

でも新たな液状化－流動化被害がみられた。中でも、本県の広

範囲に液状化被害をもたらした東日本大震災では、液状化に引

き続く流動化及び地波現象により被害が拡大した。また、沖積

層の分布や人工地層（埋立・盛土層）の地質が液状化に影響を

与えている可能性が明らかになっている。 

このため、これらの被害の現地での実態調査を随時行うとと

もに、地震動の地層中での増幅等を把握することで、より詳細

なメカニズムを解明し、効果的な液状化－流動化対策の基礎資

料とし、結果を提供していく。 

この調査結果と地質構造の調査により、液状化予測図を作成

する。 

エ 潜在海域分布の検討 

地盤変動や海水準変動の影響を大きく受ける低地部を中

心に、水準点変動や検潮所で観測された平均海面に基づき、

随時、潜在海域分布図を作成することを検討する。 

（３）震災関係資料の収集及び被害予測手法等確立調査 

ア 強震動に伴う地質環境への影響に関する調査研究 

地震時に発生する強震動、液状化、液状化地盤沈下などの

地質環境への影響を迅速に把握することが地震対策上重要

である。そのため、地震時に観測される各地の強震計等の観

測データと、各地域の表層地質や基盤地質など地質環境情報

のデータベースや過去の地震動解析結果のデータベース等

を関連付けて、各地域の地震時の地質環境への影響を迅速に

把握するための調査研究を進める。 



11 

 

ページ 修正理由 修正案 現行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 液状化に関する調査研究 

千葉県東方沖地震や東北地方太平洋沖地震に際しては、県

内各地で液状化による被害が生じた。液状化メカニズムに関

する研究を進め、県域の地質構造や地震動特性との関連を検

討し、対策のための知見を提供する。 

 

 

ウ 各地の地震災害に関する調査・資料収集 

国の内外で発生する地震について、その資料収集を行うと

ともに地質環境面から地震被害の調査を実施し、当該地域の

地質環境に関するデータの解析とその蓄積を基にして、本県

の地震被害に関する地質環境の特性を把握する研究を進め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）外部研究機関との連携 

これまでに、強震計等の観測データの迅速な収集手法、解

析手法及び表示手法の基本的な開発は終了し一部運用を開

始しているところである。 

今後、既に開発された手法の充実と適用の拡大を図るとと

もに、地質環境情報等の様々なデータベースの利用手法の開

発などを進めるとともに、地震動の地層中での増幅や地下水

位変動・地層収縮などを含めた地震時の地質環境への影響を

迅速に把握する手法の確立を図ることとする。 

また、これら得られたデータは、液状化対策のための基礎

データともなることから、データの収集・提供方法も検討す

る。 

イ 各地震災調査に基づく地震地質環境データの活用に関す

る研究 

国の内外で発生する地震について、その資料収集に努める

とともに地質環境面から地震被害の調査を実施し、当該地域

の地質環境に関するデータの解析とその蓄積を基にして、本

県の地震被害に関する地質環境の特性を把握する調査研究

を進める。 

ウ 地震に伴う地盤の沈下に関する防止対策の研究 

地震に伴って発生が予想される地盤沈下区域を検討する

とともに、非常用水源となる地下水を保全するための地下水

かん養地域におけるかん養機能の維持を図る方策について

研究する。 

また、液状化に伴う地盤の沈下を予測・把握する方法を検

討する。 

エ 地質環境情報の活用と整備 

「地質環境インフォメーションバンク」のデータを活用し

て、地震時における各地の震動特性や液状化強度を把握する

研究を進める。 

また、人口密集地などの重要地域において、行政施策に活

用できる程度に震動特性や液状化強度の分布が把握できる

よう、データの整備を進める。 
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県が保有する地下地質に関するデータや、実施した調査研究

の成果は積極的に公開し、県域の地質・地盤に関する学術研究

の進展に寄与する。また、各調査研究機関との共同研究などの

協働を推進し、学術的な知見を実効的に地震防災対策に活用す

ることに努める。 

 

地-2-15 表現の統一 ２ 津波を伴う想定地震（防災危機管理部） 

（２）想定地震による被害の概要 

オ その他 

  （略） 

津波シミュレーションの結果は、津波災害のシナリオの１つ

であり、その利用に当たってはシミュレーションの限界に認識

しておく必要がある。 

（略） 

 

２ 津波を伴う想定地震（防災危機管理部） 

（２）想定地震による被害の概要 

オ その他 

  （略） 

津波シミュレーションの結果は、津波災害のシナリオの１つ

であり、その利用にあたってはシミュレーションの限界に認識

しておく必要がある。 

（略） 

 

地-2-17 表現の統一 ４ 津波避難対策（防災危機管理部、県土整備部、市町村） 

（３）市町村の津波避難体制の確立 

ア 避難指示（緊急） 

市町村は、避難指示（緊急）の発令基準や手順、伝達方法

等をあらかじめ定め、津波注意報等が発表された際に、直ち

に避難指示（緊急）ができる組織体制の整備を図る。 

なお、避難指示（緊急）に当たっては、次の事項に留意す

るとともに、あらかじめ住民等に避難指示（緊急）等の内容

について周知を図るものとする。 

（略） 

 

４ 津波避難対策（防災危機管理部、県土整備部、市町村） 

（３）市町村の津波避難体制の確立 

ア 避難指示（緊急） 

市町村は、避難指示（緊急）の発令基準や手順、伝達方法

等をあらかじめ定め、津波注意報等が発表された際に、直ち

に避難指示（緊急）ができる組織体制の整備を図る。 

なお、避難指示（緊急）にあたっては、次の事項に留意す

るとともに、あらかじめ住民等に避難指示（緊急）等の内容

について周知を図るものとする。 

（略） 

 

地-2-18 警告灯の運用が

廃止されたため 

（５）県の津波情報受伝達体制の確立 

ウ 千葉県防災情報システム等による伝達 

県は、職員参集メールにより津波情報を関係職員に自動配

信する。また、市町村・消防本部などシステム端末を設置し

ている機関には、ポップアップ通知により津波情報を伝達す

る。大津波警報の場合には、ポップアップ通知で注意喚起を

（５）県の津波情報受伝達体制の確立 

ウ 千葉県防災情報システム等による伝達 

県は、職員参集メールにより津波情報を関係職員に自動配

信する。また、市町村・消防本部などシステム端末を設置し

ている機関には、ポップアップ通知により津波情報を伝達す

る。大津波警報の場合には、ポップアップ通知と併せて警告
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行う。 

なお、県、市町村においては、総務省消防庁から、全国瞬

時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）を利用し、津波注意報等

を受信している。 

 

灯を鳴動させて注意喚起を行う。 

なお、県、市町村においては、総務省消防庁から、全国瞬

時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）を利用し、津波注意報等

を受信している。 

 

地-2-19 表現の統一 ５ 津波防護施設等の整備（農林水産部、県土整備部、市町村） 

（１）海岸保全施設及び河川堤防の整備 

国の中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地

震・津波対策に関する専門調査会」の報告では、今後の津波

対策を構築するに当たっては、基本的に以下の２つのレベル

の津波対策を想定する必要があるとされている。 

（略） 

 

５ 津波防護施設等の整備（農林水産部、県土整備部、市町村） 

（１）海岸保全施設及び河川堤防の整備 

国の中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地

震・津波対策に関する専門調査会」の報告では、今後の津波対

策を構築するにあたっては、基本的に以下の２つのレベルの津

波対策を想定する必要があるとされている。 

（略） 

 

  第３節 火災等予防対策 

 

第３節 火災等予防対策 

 
地-2-29 語句の修正 ３ 防災空間の整備・拡大(県土整備部) 

（１）特別緑地保全地区の指定 

   都市緑地法に基づき、特別緑地保全地区を指定することで、

良好な緑地を保全し、生活環境を整備するとともに、都市にお

ける火災の防止に役立てる。 

 

３ 防災空間の整備・拡大(県土整備部) 

（１）特別緑地保全地区の指定 

   都市緑地法に基づき、特別緑地保全地区を指定し、良好な緑

地を保全し、生活環境を整備するとともに、都市における火災

の防止に役立てる。 
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地-2-29 時点更新に伴う

修正 

 

（２）都市公園の整備 

(略) 

 都市公園整備状況 
 

区 分 
 

 
箇 所 数 

 
面 積（ha） 

 
県 立 都 市 公 園 

（令和2年度当初現在） 
 

 

14   

 

473.6 

 
市町村都市公園等 

（平成30年度末現在） 
 

 

7,243 

 

4,286.04 

 

（２）都市公園の整備 

(略) 

 都市公園整備状況 
 

区 分 
 

 
箇 所 数 

 
面 積（ha） 

 
県 立 都 市 公 園 

（平成29年度末現在） 
 

 

14   

 

467.5  

 
市町村都市公園等 

（平成29年度末現在） 
 

 

7,090 

 

3,740.5 

 

  第４節 消防計画 

 

第４節 消防計画 

 
地-2-31 表現の統一 ４ 広域航空消防応援体制（防災危機管理部） 

大規模特殊災害発生時に、消防組織法第４４条の３の規定によ

り、他の都道府県の市町村等のヘリコプターを用いた消防に関す

る応援を要請する場合は、大規模特殊災害時における広域航空消

防応援実施要綱及び同実施細目、並びに県及び当該市町村の事前

計画に定める手続等により、当該応援が円滑かつ迅速に実施され

るよう的確な対応を図る。 

（略） 

 

４ 広域航空消防応援体制（防災危機管理部） 

大規模特殊災害発生時に、消防組織法第４４条の３の規定によ

り、他の都道府県の市町村等のヘリコプターを用いた消防に関す

る応援を要請する場合は、大規模特殊災害時における広域航空消

防応援実施要綱及び同実施細目、並びに県及び当該市町村の事前

計画に定める手続き等により、当該応援が円滑かつ迅速に実施さ

れるよう的確な対応を図る。 

（略） 

 

  第５節 建築物の耐震化等の推進 

 

第５節 建築物の耐震化等の推進 

 
地-2-33 

 

時点更新に伴う

修正 
１ 市街地の整備（県土整備部） 

（１）土地区画整理事業の実施状況（令和2年8月1日現在） 

区 分 地区数 面 積 
 
施 行 中 
 

 
31  

 
1,176.8ha  

 
施 行 済 

 
473  

 
17,073.2ha  

１ 市街地の整備（県土整備部） 

（１）土地区画整理事業の実施状況（平成31年4月1日現在） 

区 分 地区数 面 積 
 

施 行 中 
 

 
35  

 
1,605.4ha  

 
施 行 済 

 
463  

 
16,608.4ha  
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合   計 
 

 
504  

 
18,250.0ha  

 

（２）市街地再開発事業等の実施状況（令和 2年 8月 1日現在） 

区 分 地区数 面 積 

市 街 地 

再 開 発 事 業 

 
32  

 
30.6ha  

優 良 再 開 発 

建築物等整備事業 

 
9  

 
7.3ha  

 
合 計 

 

 
41  

 

 
37.9ha  

 
 

 

 
合   計 

 

 
498  

 
18,213.8ha  

 

（２）市街地再開発事業等の実施状況（平成31年4月1日現在） 

区 分 地区数 面 積 

市 街 地 

再 開 発 事 業 

 
31  

 
30.2ha  

優 良 再 開 発 

建築物等整備事業 

 
4  

 
1.4ha  

 
合計 
 

 
35  

 

 
31.6ha  

 
 

地-2-34 読点の修正 ２ 建築物等の耐震対策（総務部、防災危機管理部、健康福祉部、

県土整備部、教育庁） 

（１）既存建築物の耐震診断・耐震性向上に向けた改修の促進 

（略） 

また、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（平成 7年

法律第 123号）及び「千葉県耐震改修促進計画」に基づき、建

築物の所有者等に対して、耐震改修等の実施に向けた指導に努

める。 

さらに、同法に基づき、耐震診断を行いその結果を報告する

ことが義務付けられている大規模な建築物を重点的に耐震化

すべき建築物と位置付ける。 

（略） 

２ 建築物等の耐震対策（総務部、防災危機管理部、健康福祉部、

県土整備部、教育庁） 

（１）既存建築物の耐震診断・耐震性向上に向けた改修の促進 

（略） 

また、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（平成 7年

法律第 123号）及び「千葉県耐震改修促進計画」に基づき、建

築物の所有者等に対して、耐震改修等の実施に向けた指導に努

める。 

さらに、同法に基づき、耐震診断を行いその結果を報告する

ことが義務付けられている、大規模な建築物を重点的に耐震化

すべき建築物と位置付ける。 

（略） 

 

地-2-36 防災基本計画 

修正のため 

３ ライフライン等の耐震対策（総合企画部、防災危機管理部、   

県土整備部、企業局） 

（１）水道施設 

  エ 広域的バックアップ体制の整備等 

    広域的バックアップ体制の整備や緊急時給水能力の強化

等により、被災した場合でも住民に水を供給できる機能を

持つ水道の指導をする。 

    また水道事業者は、発災後の円滑な応急対応や復旧・復

３ ライフライン等の耐震対策（総合企画部、防災危機管理部、 

県土整備部、企業局） 

（１）水道施設 

  エ 広域的バックアップ体制の整備等 

    広域的バックアップ体制の整備や緊急時給水能力の強化

等により、被災した場合でも住民に水を供給できる機能を

持つ水道の指導をする。 

   （新設） 
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興のため、災害時に活用できる人材を確保し、即応できる

体制と、住民からの問い合わせ等に対応する体制の整備に

ついて、あらかじめ計画しておくものとする。 

 

地-2-36 

 

他施設の記載や

総合地震対策計

画との整合 

（２）下水道施設 

      緊急度の高い施設の耐震化を優先的に実施することとし、

管路施設については、緊急輸送路下や河川横断箇所などに埋

設されている管渠の耐震補強、処理場施設については、震災

時に最低限必要となる処理場機能（揚水・沈殿）に係る施設

の耐震補強、被災時に汚水が漏水することを防止する水槽へ

の伸縮可とう継手の設置などを行う。 

（略） 

（２）下水道施設の安全確保整備 

      ポンプ場及び処理場内の重要施設については、耐震計算を

行い、その他の施設について地震被害を想定し、施設の多系

統化・複数化、予備の確保等で機能の充実を図り、補修の容

易な構造とし、復旧対策に重点を置いた整備を図るとともに、

耐津波対策も考慮し、地震時においても必要最小限の排水機

能が確保されるよう整備を図る。 

     （略） 

地-2-38 

 

無電柱化推進計

画策定のため 

（６）共同溝・電線共同溝等の整備 

阪神・淡路大震災では、水道・電気・ガス・電話等のライ

フラインが壊滅的な被害を受け、ライフラインの耐震性の強

化が求められた。 

このことから、震災時の緊急輸送等に資する緊急輸送道路

を中心にライフラインの共同収容施設である共同溝や無電柱

化推進計画に基づき、電線共同溝等の整備を進める。 

ア 共同溝について、国が管理する国道等において整備を進

める。 

イ 電線共同溝等については、震災時における電柱倒壊、電

線切断の危険を回避するとともに、電力の安定供給、通信

の信頼性の向上等、電線類の無電柱化を図るため整備を進

める。 

（６）共同溝・電線共同溝の整備 

阪神・淡路大震災では、水道・電気・ガス・電話等のライ

フラインが壊滅的な被害を受け、ライフラインの耐震性の強

化が求められた。 

このことから、震災時の緊急輸送等に資する緊急輸送道路

を中心にライフラインの共同収容施設である共同溝や電線共

同溝の整備を進める。 

ア 共同溝について、国が管理する国道等において整備を進

める。 

イ 電線共同溝については、震災時における電柱倒壊、電線

切断の危険を回避するとともに、電力の安定供給、通信の

信頼性の向上を図るため整備を進める。 

地-2-38 施設の耐震化

に係る長期計

画を策定した

ため。 

（７）工業用水道施設 

工業用水道施設は、改築事業等により耐震性の強化を図っ

ている。 

しかしながら、既存施設には建設後半世紀以上が経過し、

老朽化により耐震性に劣るものもあるため、「千葉県工業用

水道事業施設更新・耐震化長期計画」（平成30年度～令和39

年度）に基づき、計画的に整備を進めていく。 

なお、実施に当たっては、原則として長期計画を具体化し

た計画を５年毎に作成のうえ、施設の耐震強化を図る。 

（７）工業用水道施設 

工業用水道施設は、改築事業等により耐震性の強化を図っ

ている。 

しかしながら、既存施設は建設後半世紀以上が経過し、老

朽化により耐震性に劣る施設等があり、今後の施設更新にあ

たっては防災対策の重点課題として位置付け、整備強化を図

る。 

なお、実施にあたっては、原則として５年毎の計画を作成

のうえ、施設の耐震強化を図る。 
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ア 管路の布設替 

耐震適合性のない管路について、耐震性を有するダク

タイル鋳鉄管及び鋼管に布設替を行い管路の強化を図

る。 

（略） 

 

ア 管路の布設替 

耐震適合性のない管路について、耐震継手を有するダ

クタイル鋳鉄管及び鋼管に布設替を行い管路の強化を図

る。 

    （略） 

地-2-39 

 

記載内容の更新

のため 
４ 道路及び交通施設の安全化（総合企画部、県土整備部） 

（２）道路橋梁等防災計画 

ア 橋梁については、平成８年以前に建設された橋梁は、国土

交通省からの通知に基づき、緊急度の高い橋梁を選定し、順

次耐震対策を実施していく。それ以降に建設または架換する

橋梁については最新の道路橋示方書に基づき、整備を行う。 

（略） 

 

４ 道路及び交通施設の安全化（総合企画部、県土整備部） 

（２）道路橋梁等防災計画 

ア 橋梁については、平成８年１１月１日付けで国土交通省か

ら通知があり、改定された道路橋示方書に基づき、緊急度の

高い橋梁から順次耐震対策を実施していく。 

（略） 

地-2-45 項目の趣旨（災

害防止のための

指導内容）に即

した表現に修正 

６ 高圧ガス施設及び危険物施設等の安全化（防災危機管理部、 

 健康福祉部） 

（５）火薬類関係 

 ア製造所への対策 

（ア）従業者に対する保安教育の実施を指導する。 

 イ火薬庫への対策 

（イ）火薬類取扱保安責任者の講習会へ講師を派遣する。 

６ 高圧ガス施設及び危険物施設等の安全化（防災危機管理部、 

健康福祉部） 

（５）火薬類関係 

 ア製造所への対策 

（ア）従業者に対する保安教育を実施し、保安意識の高揚を図

る。 

 イ火薬庫への対策 

（イ）火薬類取扱保安責任者の講習会を実施し、保安意識の高揚

を図る。 

地-2-46 時点修正 （６）毒物劇物取扱施設 

（別表）         （令和２年９月３０日現在） 

  

（６）毒物劇物取扱施設 

（別表）       （平成３０年３月３１日現在） 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種     別 件    数 

毒 物 劇 物 製 造 業 165 件 

毒 物 劇 物 輸 入 業 44  

毒 物 劇 物 販 売 業 1,409  

毒物劇物業務上取扱者 50  

特 定 毒 物 研 究 者 32  

計 1,700  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種     別 件    数 

毒 物 劇 物 製 造 業 153 件 

毒 物 劇 物 輸 入 業 39  

毒 物 劇 物 販 売 業 1,405  

毒物劇物業務上取扱者 51  

特 定 毒 物 研 究 者 31  

計 1,679  

  第６節 液状化災害予防対策 

 

第６節 液状化災害予防対策 

 
地-2-47 表現の統一 ２ ライフライン施設、公共施設の液状化対策（総合企画部、県

土整備部、企業局） 

（７）河川・海岸 

通常、河川では大地震と洪水が同時に発生する確率はかな

り低いが、そのような地表面標高の低い地域では通常の水位

（潮位）で浸水するおそれがあり、また海岸では地震発生と

ともに津波が予想されるため、堤防や護岸等の整備に当たっ

ては液状化対策など耐震対策を考慮して実施する。 

（略） 

 

２ ライフライン施設、公共施設の液状化対策（総合企画部、県

土整備部、企業局） 

（７）河川・海岸 

通常、河川では大地震と洪水が同時に発生する確率はかな

り低いが、そのような地表面標高の低い地域では通常の水位

（潮位）で浸水するおそれがあり、また海岸では地震発生と

ともに津波が予想されるため、堤防や護岸等の整備にあたっ

ては液状化対策など耐震対策を考慮して実施する。 

（略） 

 
  第７節 土砂災害等予防対策 

 

第７節 土砂災害等予防対策 

 
地-2-49 防災基本計画 

修正のため 

１ 土砂災害の防止・孤立集落対策(防災危機管理部、商工労働部、

農林水産部、県土整備部、警察本部) 

（１） 土砂災害警戒区域等の公表 

   県は、土砂災害が発生するおそれのある箇所の災害を未然に

防止し、その被害の軽減を図るため、被害の発生するおそれの

１ 土砂災害発生の防止・孤立集落対策(防災危機管理部、商工労

働部、農林水産部、県土整備部、警察本部) 

（１）土砂災害危険箇所の公表 

県は、土砂災害発生のおそれのある箇所の災害を未然に防止

し、その被害の軽減を図るため、被害の発生するおそれのある
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ページ 修正理由 修正案 現行 

ある地域をあらかじめ調査し、土砂災害警戒区域等の把握に努

めるものとする。 

また、土砂災害警戒区域等を県のホームページで公表する

とともに、関係住民及び市町村へ周知する。 

地域を予め調査し、土砂災害危険箇所の把握に努めるものとす

る。 

また、土砂災害危険箇所を県のホームページで公表するとと

もにインターネットを活用しない高齢者等にも周知するため、

土砂災害危険箇所マップを作成し、市町村を通じて公民館等に

配付する。 

地-2-49 防災基本計画 

 修正のため 

（２）土砂災害警戒区域等の指定と警戒避難体制の整備 

県は、土砂災害が発生した場合、建築物の損壊や住民等の生

命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の

区域を「土砂災害警戒区域」又は、「土砂災害特別警戒区域」

として指定する。 

市町村は、土砂災害警戒区域ごとに、土砂災害に関する情報

の収集及び伝達に関する事項、避難場所及び避難経路に関する

事項、土砂災害に係る避難訓練の実施に関する事項、その他土

砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項を

地域防災計画に定めるとともに、要配慮者利用施設を利用して

いる者の円滑な警戒避難に資する土砂災害に関する情報等の

伝達方法を定めるものとする。 

また、土砂災害が発生するおそれのある箇所についても、土

砂災害警戒区域等に準じた警戒避難体制の整備に努めるもの

とする。 

さらに、土砂災害警戒区域等における円滑な警戒避難体制を

確保する上で必要な事項を住民に周知させるため、これらの事

項を記載した印刷物の配布その他必要な措置を講じるものと

する。 

（２）土砂災害警戒区域等の指定と警戒避難体制の整備 

県は、土砂災害が発生した場合、建築物の損壊や住民等の生

命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の

区域を「土砂災害警戒区域」又は、「土砂災害特別警戒区域」

として指定する。 

市町村は、土砂災害警戒区域ごとに、土砂災害に関する情報

の収集及び伝達に関する事項、避難場所及び避難経路に関する

事項、土砂災害に係る避難訓練に関する事項、土砂災害を防止

するために必要な警戒避難体制に関する事項を地域防災計画

に定めるとともに、要配慮者の円滑な警戒避難に資する土砂災

害に関する情報等の伝達方法を定めるものとする。 

 

また、土砂災害警戒区域等の指定がされていない土砂災害危

険箇所についても、指定区域における対応に準じた警戒避難体

制の整備に努めるものとする。 

 

地-2-50 防災基本計画 

修正のため 

（３）地震後の土砂災害警戒区域等の緊急点検 

県は、震度５強以上の地震が発生した場合、平成１９年１

２月に国土交通省が策定した「地震後の土砂災害危険箇所等

緊急点検要領（案）」に基づき国土交通省と連携し、土砂災

害警戒区域等の緊急点検を実施する。 

また、緊急点検の実施に当たり住民などに不安を与えない

ように、緊急点検の実施目的、実施期間、実施範囲及び作業

内容等について、住民・市町村役場・警察等関係機関に対し

て事前に周知する。 

（３）地震後の土砂災害危険箇所の緊急点検 

県は、震度５強以上の地震が発生した場合、平成１９年１

２月に国土交通省が策定した「地震後の土砂災害危険箇所等

緊急点検要領（案）」に基づき国土交通省と連携し、土砂災

害危険箇所の緊急点検を実施する。 

また、緊急点検の実施に当たり住民などに不安を与えない

ように、緊急点検の実施目的、実施期間、実施範囲及び作業

内容等について、住民・市町村役場・警察等関係機関に対し

て事前に周知する。 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

地-2-50 防災基本計画 

修正のため 

（６）国土保全事業の推進 

イ 急傾斜地崩壊対策 

本県の土砂災害（がけ崩れ）が発生するおそれのある箇所は、

県南部の丘陵地から県北部の下総台地まで県下全域に分布し

ている。特に、近年都市部では、首都近郊の都市化現象によっ

て「がけ地」周辺まで住宅地の進出がみられる。 

（６）国土保全事業の推進 

イ 急傾斜地崩壊対策 

本県の急傾斜地崩壊危険箇所は、県南部の丘陵地から県北

部の下総台地まで県下全域に分布している。特に、近年都市

部では、首都近郊の都市化現象によって「がけ地」周辺まで

住宅地の進出がみられる。 

地-2-51 防災基本計画 

 修正のため 

（エ）施設整備の向上  

土砂災害（がけ崩れ）が発生するおそれのある箇所のうち、

急傾斜地法第３条の規定により、特に施設整備の必要な箇所

について急傾斜地崩壊危険区域に指定し、①要配慮者関連施

設に係る危険箇所②避難所や避難路を有する危険箇所③崖

の状態が悪く緊急性の高い危険箇所について重点的に施設

整備を実施する。 

（エ）急傾斜地崩壊危険箇所における施設整備の向上  

急傾斜地崩壊危険箇所のうち、急傾斜地法第３条の規定

により、特に施設整備の必要な箇所について急傾斜地崩壊

危険区域に指定し、①要配慮者関連施設に係る危険箇所②

避難所や避難路を有する危険箇所③崖の状態が悪く緊急性

の高い危険箇所について重点的に施設整備を実施する。 

地-2-51 盛土造成地マッ

プの公表が完了 

・記載内容の精

査 

  オ 宅地造成地災害対策 

宅地造成工事の施工に当たっては、関係法令等の基準に 

基づき防災等の措置を講ずることとするが、特に丘陵地、急

傾斜地においては、地形、地質、気象、周辺構造物、地下水

の地域の実情等を考慮し、安全性の一層の確保を図る。また、

大規模盛土造成地の安全性の把握及び耐震化を実施できる

ように市町村に対し技術的支援をしていく。 

 

  オ 宅地造成地災害対策 

宅地造成工事の施工に当たっては、関係法令等の基準に基

づき防災等の措置を講ずることとなるが、特に丘陵地、急傾

斜地においては地形地質等の地域の実情等を考慮し、安全性

の一層の確保を図る。また、盛土造成地の位置や規模を示し

た盛土造成地マップを公表していく。 

  第８節 要配慮者等の安全確保のための体制整備 第８節 要配慮者等の安全確保のための体制整備 

 
地-2-57 防災基本計画 

修正のため 

２ 要配慮者全般への対応（防災危機管理部、健康福祉部、市町村） 

（３）防災設備等の整備 

県及び市町村は、ひとり暮らしの高齢者や障害者、ねたきり

の高齢者、視覚障害者等の安全を確保するための緊急通報シス

テムや聴覚障害者等への災害情報の伝達を効果的に行うため

の文字放送受信装置等の普及に努めるとともに、在宅者の安全

性を高めるため、自動消火装置及び火災報知器等の設置の推進

に努める。 

また、災害に関する情報及び被災者に対する生活情報を大規

模停電時も含め常に伝達できるよう、その体制及び施設・設備

２ 要配慮者全般への対応（防災危機管理部、健康福祉部、市町村） 

（３）防災設備等の整備 

県及び市町村は、ひとり暮らしの高齢者や障害者、ねたきり

の高齢者、視覚障害者等の安全を確保するための緊急通報シス

テムや聴覚障害者等への災害情報の伝達を効果的に行うため

の文字放送受信装置等の普及に努めるとともに、在宅者の安全

性を高めるため、自動消火装置及び火災報知器等の設置の推進

に努める。 

（新設） 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

の整備を努めるものとする。 

    
  第９節 情報連絡体制の整備 

 

第９節 情報連絡体制の整備 

 
地-2-61 警告灯の運用が

廃止されたため 

１ 県における災害情報通信施設の整備（防災危機管理部） 

（４）防災情報システムの整備 

イ 防災情報システムの機能概要 

（略） 

（イ）実況監視処理機能 

気象ＡＳＰサービスから提供される気象情報を専用端

末装置等に表示する。 

また、緊急を有する情報についてはポップアップにより

通知を行う。 

  （略） 

１ 県における災害情報通信施設の整備（防災危機管理部） 

（４）防災情報システムの整備 

イ 防災情報システムの機能概要 

（略） 

（イ）実況監視処理機能 

気象ＡＳＰサービスから提供される気象情報を専用端

末装置等に表示する。 

また、緊急を有する情報についてはポップアップ（警告

音、回転灯）により通知を行う。 

  （略） 

地-2-61 国の「物資調

達・輸送調整等

支援システム」

が稼働を開始し

たことにより、

当該県のシステ

ムは使用しない

こととなったた

め。 

（削除） 

 

 

（エ）職員参集機能 

（略） 

（オ）県民への情報発信機能 

（略） 

（カ）報道機関への緊急情報発信機能 

（略） 

 

（エ）物資管理情報システム 

県及び市町村で管理する防災用資機材、非常用食料、医

薬品、生活必需物資等の備蓄物資情報を管理する。 

（オ）職員参集機能 

（略） 

（カ）県民への情報発信機能 

（略） 

（キ）報道機関への緊急情報発信機能 

（略） 

地-2-63 箇所数の時点修

正のため 

（５）震度情報ネットワークシステムの整備 

県は、震災時に初動体制の迅速な確立を図るため、県内全市

町村に設置した計測震度計と、国立研究開発法人防災科学技術

研究所、気象庁、千葉市及び松戸市が設置した計測震度計の８

５観測点の震度情報をオンラインで収集する「千葉県震度情報

ネットワークシステム」を整備・運用している。 

（５）震度情報ネットワークシステムの整備 

県は、震災時に初動体制の迅速な確立を図るため、県内全市

町村に設置した計測震度計と、国立研究開発法人防災科学技術

研究所、気象庁、千葉市及び松戸市が設置した計測震度計の８

６観測点の震度情報をオンラインで収集する「千葉県震度情報

ネットワークシステム」を整備・運用している。 
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地-2-62 箇所数の時点修

正のため 

ア 震度情報観測網 

設置者 千葉県 国立研究

開発法人

防災科学

技術研究

所 

気象庁 千葉市 松戸市 計 

観測点数 77 1 2 4 1 85 
 

ア 震度情報観測網 

設置者 千葉県 国立研究

開発法人

防災科学

技術研究

所 

気象庁 千葉市 松戸市 計 

観測点数 77 1 2 5 1 86 
 

地-2-62 津波浸水予測シ

ステムの記載と

あわせるため 

（６）地震被害予測システムの整備・運用 

   県は、地震発生時に効率的に災害対応を行うため、震度情報

ネットワーク及び国立研究開発法人防災科学技術研究が運用

する全国強震観測網(K-NET)からの震度情報及び地盤や建物等

の基礎データを基に、地震発生直後に震度分布や人的被害、建

物被害等を推計する「地震被害予測システム」を整備・運用し

ている。 

（７）津波浸水予測システムの整備・運用 

  （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（６）津波浸水予測システムの整備・運用 

  （略） 

 

  ３ 警察における災害通信網の整備（警察本部） 

 

３ 警察における災害通信網の整備（警察本部） 

 

地-2-63 検証会議「解決

の方向性」・防

災基本計画の修

正を反映 

４ 東京電力パワーグリッド㈱における被害情報伝達体制の整備 

東京電力パワーグリッド㈱は、停電時にインターネット等を使

用できない被災者に対する被害情報等の伝達に係る体制の整備

に努めるものとする。 

 

（新設） 

  ５ 東日本電信電話㈱千葉事業部における災害通信施設の整備 ４ 東日本電信電話㈱千葉事業部における災害通信施設の整備 

    

地-2-64 設備に関する記

載の追加 

６  ㈱ＮＴＴドコモ千葉支店における災害通信施設の整備 

㈱ＮＴＴドコモ千葉支店では、県内の防災関係機関等の通信

確保のため、可搬型無線基地局装置、移動基地局車及び移動電

源車を整備している。 

（略） 

 

５  ㈱ＮＴＴドコモ千葉支店における災害通信施設の整備 

㈱ＮＴＴドコモ千葉支店では、県内の防災関係機関等の通信

確保のため、可搬型無線基地局装置及び移動電源車を整備して

いる。 

（略） 
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  ７ ＫＤＤＩ㈱における電気通信サービス施設の整備 ６ ＫＤＤＩ㈱における電気通信サービス施設の整備 

    

地-2-64 防災基本計画 

修正のため 

８ ソフトバンク㈱における災害通信施設等の整備 

ソフトバンク㈱では、災害時においても会社が提供する電気通

信役務を確保できるよう、主要伝送路の多ルート化や主要電気通

信設備の分散化および予備電源の設置等を進め、通信局舎や通信

設備の防災設計を行っている。 

また平時より関係機関との連携に努め、住民等からの問合せ等

についても対応する体制を準備している。 

 

７ ソフトバンク㈱における災害通信施設等の整備 

ソフトバンク㈱では、災害時においても会社が提供する電気通

信役務を確保できるよう、主要伝送路の多ルート化や主要電気通

信設備の分散化および予備電源の設置等を進め、通信局舎や通信

設備の防災設計を行っている。 

 

  ９ 非常通信体制の充実強化（防災危機管理部、市町村） 

 

８ 非常通信体制の充実強化（防災危機管理部、市町村） 

 

  10 アマチュア無線の活用（防災危機管部） 

 

９ アマチュア無線の活用（防災危機管部） 

 

  11 その他通信網の整備（総務部、総合企画部、防災危機管理部、

市町村） 

 

10 その他通信網の整備（総務部、総合企画部、防災危機管理部、

市町村） 

 

  第１０節 備蓄・物流計画 

 

第１０節 備蓄・物流計画 

 
  １ 食料・生活必需物資等の供給体制の整備（防災危機管理部、市

町村） 

１ 食料・生活必需物資等の供給体制の整備（防災危機管理部、市

町村） 

地-2-65  

 

防災基本計画 

修正のため 

 

 

 

検証会議 

「解決の方向

性」を反映 

（２）市町村における備蓄・調達体制の整備 

ア 生命維持や生活に最低限必要な食料・飲料水・常備薬・

マスク・消毒液・炊き出し用具・毛布・その他生活必需物

資や避難所運営に必要な資機材を中心とした備蓄に努める

ものとする。なお、備蓄物資の選定に際しては、過去の災

害を踏まえ、地域特性や要配慮者・女性の避難生活等に配

慮する。 

（略） 

エ 必要な物資の供給のための計画を定めておくとともに、

物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、あらかじめ、

備蓄物資や物資拠点の登録に努めるものとする。 

（２）市町村における備蓄・調達体制の整備 

ア 生命維持や生活に最低限必要な食料・飲料水・その他生

活必需物資や避難所運営に必要な資機材を中心とした備

蓄に努める。なお、備蓄物資の選定に際しては、地域特性

や要配慮者・女性の避難生活等に配慮する。 

 

（略） 

（新設） 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

 検証会議 

「解決の方向

性」を反映 

（３）県における備蓄・調達体制の整備 

ア （略） 

なお、備蓄物資の選定に際しては、過去の災害を踏まえ、

要配慮者や女性の避難生活等に配慮する。 

（略） 

オ 必要な物資の供給のための計画を定めておくとともに、物

資調達・輸送調整等支援システムを活用し、あらかじめ、備

蓄物資や物資拠点の登録に努めるものとする。 

（３）県における備蓄・調達体制の整備 

ア （略） 

なお、備蓄物資の選定に際しては、要配慮者や女性の避難

生活等に配慮する。  

（略） 

（新設） 

地-2-66 

 

検証会議「解決

の方向性」・防

災基本計画の修

正を反映 

（５）県及び市町村における災害時の物流体制の整備 

民間からの調達や国や他都道府県からの支援により供給さ

れる大量の物資を迅速に目的地へ届けるためには、円滑な物

流体制を構築することが重要であり、県及び市町村は、平常

時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送手段の確認

を行うとともに、災害協定を締結した民間事業者等の発災時

の連絡先、要請手続等の確認を行うよう努めるものとする。 

 

（５）県及び市町村における災害時の物流体制の整備 

民間からの調達や国や他都道府県からの支援により供給さ

れる大量の物資を迅速に目的地へ届けるためには、円滑な物

流体制を構築することが重要であり、県及び市町村は、平時

から体制を整備するものとする。 

 

  ２ 医薬品及び応急医療資機材等の整備（健康福祉部） 

（１）災害用医薬品等の備蓄 

災害発生時の医薬品及び衛生材料の供給を円滑に行うため、

健康福祉センター（保健所）等に災害用医薬品等を備蓄し、迅

速に対処できる体制を整備しているところである。  

２ 医薬品及び応急医療資機材等の整備（健康福祉部） 

（１）災害用医薬品等の備蓄 

災害発生時の医薬品及び衛生材料の供給を円滑に行うため、

健康福祉センター（保健所）等に災害用医薬品等を備蓄し、迅

速に対処できる体制を整備しているところである。 
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地-2-66 

 

時点修正 
（令和２年８月 1日現在） 

備 蓄 

数 量 
備    蓄    場    所 

３ セ ッ ト 習志野及び松戸の各健康福祉センター（保健所） 

２ セ ッ ト 県庁薬務課、山武健康福祉センター（保健所） 

１ セ ッ ト 

市川、野田、印旛、香取、海匝、長生、夷隅、安房、

君津及び市原の各健康福祉センター（保健所）、八日

市場及び鴨川の各地域保健センター 

１セット：500人分（県全体備蓄数量：22セット・11,000人分） 

 

（平成２９年１月 1日現在） 

備 蓄 

数 量 
備    蓄    場    所 

３ セ ッ ト 習志野及び松戸の各健康福祉センター（保健所） 

２ セ ッ ト 県庁薬務課、山武健康福祉センター（保健所） 

１ セ ッ ト 

市川、野田、印旛、香取、海匝、長生、夷隅、安房、

君津及び市原の各健康福祉センター（保健所）、八日

市場及び鴨川の各地域保健センター 

１セット：500人分（県全体備蓄数量：22セット・11,000人分） 

 

地-2-67 時点修正 （２）応急医療資機材の備蓄 

大規模災害発生時の円滑な医療救護活動の実施を図るため

医療救護活動に必要な応急医療資機材を健康福祉センター（保

健所）等に整備しているところである。      

        （令和2年10月1日現在） 

整 備 状 況 
 応急医療資機

材の内容 

県医療整備課(4セット)、習志野健康福祉センタ

ー(13セット)、市川健康福祉センター(16セッ

ト)、松戸健康福祉センター(23セット)、野田健

康福祉センター(5セット)、印旛健康福祉センタ

ー(14セット)、印旛健康福祉センター成田支所

(10セット)、香取健康福祉センター(5セット)、

海匝健康福祉センター(5セット)、八日市場地域

保健センター(5セット)、山武健康福祉センター

(10セット)、長生健康福祉センター(5セット)、

夷隅健康福祉センター(6セット)、安房健康福祉

センター(10セット)、鴨川地域保健センター(5

セット)、君津健康福祉センター(10セット)、市

原健康福祉センター(10セット) 

識別連絡表、蘇

生・吸引・酸素

吸入器、包帯、

注射、輸液 

                              ＜資料編４－３ 医薬品等＞ 

（２）応急医療資機材の備蓄 

大規模災害発生時の円滑な医療救護活動の実施を図るため

医療救護活動に必要な応急医療資機材を健康福祉センター（保

健所）等に整備しているところである。    

        （平成29年1月1日現在） 

整 備 状 況 
 応急医療資機

材の内容 

県医療整備課(4セット)、習志野健康福祉センタ

ー(13セット)、市川健康福祉センター(16セッ

ト)、松戸健康福祉センター(23セット)、野田健

康福祉センター(5セット)、印旛健康福祉センタ

ー(14セット)、印旛健康福祉センター成田支所

(10セット)、香取健康福祉センター(5セット)、

海匝健康福祉センター(5セット)、八日市場地域

保健センター(5セット)、山武健康福祉センター

(10セット)、長生健康福祉センター(5セット)、

夷隅健康福祉センター(6セット)、安房健康福祉

センター(10セット)、鴨川地域保健センター(5

セット)、君津健康福祉センター(10セット)、市

原健康福祉センター(10セット) 

識別連絡表、蘇

生・吸引・酸素

吸入器、包帯、

注射、輸液 

＜資料編４－３ 医薬品等＞ 
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  第１１節 防災施設の整備 

 

第１１節 防災施設の整備 

 
地-2-68 自家発電設備の

記載の追加 

１ 防災危機管理センターの整備（防災危機管理部）  

   県は、災害対策本部が迅速かつ円滑に機能するよう本部事務局

室を常設し、最大約４日間の発電が可能な独自の自家発電設備を

備えた防災危機管理センターを整備し、平成25年4月に運用を開始

した。 

 

１ 防災危機管理センターの整備（防災危機管理部）  

   県は、災害対策本部が迅速かつ円滑に機能するよう本部事務局

室を常設し、独自の自家発電設備を備えた防災危機管理センター

を整備し、平成25年4月に運用を開始した。 

地-2-69 日本産業規格へ

の変更のため 

４ 避難施設の整備（総合企画部、防災危機管理部、健康福祉部、

企業局、教育庁、市町村） 

（１）指定緊急避難場所の指定等 

ウ 誘導標識の設置 

    市町村は、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置  

する場合は、日本産業規格に基づく災害種別一般図記号を

使用して、どの災害の種別に対応した避難場所であるかを

明示するよう努めるものとする。 

   （略） 

４ 避難施設の整備（総合企画部、防災危機管理部、健康福祉部、

企業局、教育庁、市町村） 

（１）指定緊急避難場所の指定等 

ウ 誘導標識の設置 

市町村は、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置

する場合は、日本工業規格に基づく災害種別一般図記号を

使用して、どの災害の種別に対応した避難場所であるかを

明示するよう努めるものとする。 

（略） 

地-2-70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画 

修正のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定避難所の指定等 

  イ 指定避難所の整備等 

（ア）施設の選定に当たっては、災害により重大な被害が及ば

ない耐震性、耐火性を確保し、天井等の非構造部材の耐震

対策を図るとともに、対象地域の被災者を収容することが

可能な構造又は設備を有するものの指定に努める。 

  （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、必要に応じ指定避難所の電

力容量の拡大やエネルギーの多様化に努める。 

  （略） 

  （シ） 新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について、

避難所で感染症患者が発生した場合の対応を含め、平常時

（２）指定避難所の指定等 

  イ 指定避難所の整備等 

  （ア）施設の選定にあたっては、災害により重大な被害が及ば

ない耐震性、耐火性を確保し、天井等の非構造部材の耐震

対策を図るとともに、対象地域の被災者を収容することが

可能な構造又は設備を有するものの指定に努める。 

（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。 

  （略） 

  （新設） 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

から防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して取組を

進めるとともに、必要な場合は、ホテルや旅館の活用等を

含めて検討するよう努める。 

 

地-2-70 防災基本計画 

修正のため 

５ 道の駅の防災機能強化（防災危機管理部、県土整備部、市町村） 

県及び市町村は、災害時において地域住民や道路利用者、観光

客へ安全・安心な場や災害情報の提供の場となり得る道の駅につ

いて、必要に応じて防災機能強化に努めるものとする。 

 

（新設） 

  第１３節 防災体制の整備 

 

第１３節 防災体制の整備 

 
  １ 県の防災体制の整備（全庁） 

（４）被災地における活動体制の整備 

１ 県の防災体制の整備（全庁） 

（４）被災地における活動体制の整備 

地-2-74 防災基本計画 

修正のため 

（５）災害対応経験者の活用 

   県は、災害対応が長期化した場合の災害対策本部事務局職員

の交代要員や、被災市町村への応援派遣職員を確保するため、

防災に関する知識・経験を有する職員をあらかじめ掲載した

「県内被災市町村応援要員等名簿」を整備する。 

 （新設） 

地-2-74 

 

防災基本計画修

正のため 

（６）応援受援計画の策定 

（７）ヘリコプターを活用した情報収集体制の整備 

（８）都道府県をまたがる広域応援体制の整備 

   県では、全国知事会による全都道府県を対象とした災害時の

広域応援協定や、関東地方知事会による関東１都９県を対象と

した協定、九都県市首脳会議による九都県市を対象とした協

定、九都県市首脳会議と関西広域連合との協定を締結している

が、これらの協定が大規模災害時に有効に機能するよう、運用

方法の改善等をはたらきかけるとともに、平時からの連携を緊

密にするよう努めるものとする。 

   また、県は、訓練等を通じて、応急対策職員派遣制度の活用

方法の習熟、発災時における円滑な活用の促進に努めるものと

する。 

（５）応援受援計画の策定 

（６）ヘリコプターを活用した情報収集体制の整備 

（７）都道府県をまたがる広域応援体制の整備 

県では、全国知事会による全都道府県を対象とした災害時の

広域応援協定や、関東地方知事会による関東１都９県を対象と

した協定、九都県市首脳会議による九都県市を対象とした協

定、九都県市首脳会議と関西広域連合との協定を締結している

が、これらの協定が大規模災害時に有効に機能するよう、運用

方法の改善等をはたらきかけるとともに、平時からの連携を緊

密にするよう努めるものとする。 

（新設） 

  （９）広域避難者の受入体制の整備 （８）広域避難者の受入体制の整備 
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地-2-75 防災基本計画 

修正のため 

（10）事業者との連携 

県は、円滑な応急対策の実施、災害復旧・復興のため、事業

者との協定の締結等連携強化に努めるとともに、訓練等を通じ

て発災時の連絡先、要請手続等の確保を行うなど、実効性の確

保に留意するものとする。 

また、県は、地域社会の迅速な復旧を図るため、県内のライ

フライン事業者と県とで構成する千葉県ライフライン対策連

絡協議会において、災害時の連携体制の確認等を行うものとす

る。 

（９）事業者との連携 

県は、円滑な応急対策の実施、災害復旧・復興のため、事業

者との協定の締結等連携強化に努める。 

 

 

 （新設） 

地-2-75 検証会議「解決

の方向性」・防

災基本計画の修

正を反映 

（11）非常用電源の設置状況等の収集・整理 

   県は、大規模停電発生時に電源車の配備等、関係省庁、電気

事業者等から円滑な支援を受けられるよう、あらかじめ、病院、

要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設及

び災害応急対策に係る機関が保有する施設の非常用電源の設

置状況、最大燃料備蓄量、燃料確保先、給油口規格等を収集・

整理し、リスト化を行う。 

 （新設） 

地-2-75 防災基本計画 

修正のため 

 

（12）燃料の供給体制の整備 

県及び市町村は、あらかじめ、石油販売業者と燃料の優先供

給について協定の締結を推進するとともに、平常時から受注機

会の増大などに配慮するよう努めるものとする。 

（新設） 

地-2-75 防災基本計画 

修正のため 

 

 

（13）男女共同参画の視点を踏まえた活動体制の整備 

県及び市町村は、男女共同参画の視点から、男女共同参画担

当部局が災害対応について庁内及び避難所等における連絡調

整を行い、また、男女共同参画センターが地域における防災活

動の推進拠点となるよう、平常時及び災害時における男女共同

参画担当部局及び男女共同参画センターの役割について、防災

担当部局と男女共同参画担当部局が連携し明確化するよう努

める。 

 

（新設） 

地-2-77 読点の統一 ３ 市町村の業務継続計画（防災危機管理部、市町村 

（１）業務継続計画の策定 

  （略） 

また、実効性ある業務継続体制を確保するため、地域や想定

３ 市町村の業務継続計画（防災危機管理部、市町村） 

（１）業務継続計画の策定 

（略） 

また、実効性ある業務継続体制を確保するため、地域や想定
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される災害の特性等を踏まえつつ、必要な資源の継続的な確

保、定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験

の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し、計画の評価・検

証等を踏まえた改訂などを行うものとする。 

される災害の特性等を踏まえつつ、必要な資源の継続的な確

保，定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験

の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し、計画の評価・検

証等を踏まえた改訂などを行うものとする。 

地-2-76 防災基本計画 

修正のため 

（２）策定に係る重要６要素 

  ウ 電気・水・食料等の確保 

  ○（略） 

○非常時の電源確保について、代替エネルギーシステムや電

動車の活用を含め自家発電設備、LP ガス災害用バルク、燃

料貯蔵設備等の整備を図り、十分な期間（最低３日間）の発

電が可能となるよう燃料の備蓄等を行い、平常時から点検、

訓練等に努めるものとする。（停電の長期化に備え、燃料販

売事業者等との優先供給に関する協定の締結等も検討する） 

○（略） 

 

（２）策定に係る重要６要素 

  ウ 電気・水・食料等の確保 

  ○（略） 

○非常用発電機に必要な燃料の備蓄量を具体的に定めてお

く（７２時間は外部からの供給なしに稼働できるよう燃料等

を備蓄するとともに、停電の長期化に備え、燃料販売事業者

等との優先供給に関する協定の締結等も検討する） 

○（略） 

 

  第３章 災害応急対策計画 

 

第１節 災害対策本部活動 

第３章 災害応急対策計画 

 

第１節 災害対策本部活動 

 
地-3-4 適切な表現に 

修正 

１ 県の活動体制（防災危機管理部） 

（１）災害対策本部設置前の初動対応 

イ 災害即応体制 

  （イ）あらかじめ選定した職員を、対象市町村に情報連絡員    

として派遣し、被害や災害対応の状況、人的・物的ニー

ズなどの情報を収集する。 

  （略） 

１ 県の活動体制（防災危機管理部） 

（１）災害対策本部設置前の初動対応 

イ 災害即応体制 

  （イ）あらかじめ選定した職員を、対象市町村に情報連絡員 

として派遣し、被害情報の把握等を行うものとする。 

（略） 

  （２）県災害対策本部 

千葉県災害対策本部の組織及び編成は「千葉県災害対策本部

条例」及び「千葉県災害対策本部要綱」の定めるところによる

が、その概要は次のとおりである。 

ア 組織構成 

（２）県災害対策本部 

千葉県災害対策本部の組織及び編成は「千葉県災害対策本部

条例」及び「千葉県災害対策本部要綱」の定めるところによる

が、その概要は次のとおりである。 

  ア 組織構成 
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地-3-5 文言修正 【本  部】 

本 

 

部 

 

会 

 

議 

本 部

長 

（略） 

 

      

副 本

部 長 
（略） 

 

      

本 部

員 

（略） 

 

 

  

本

部

事

務

局 

事務 

局長 
（略） 

 

  
事務局 

次長 
（略） 

 

  事務局

職員 

（略） 

住家被害対応班 

（略） 

本部派遣

職員 
（略） 

 

  

  
本部連絡

員 

本部各部長の指名

する者 

 

 

 

 

 

【本  部】 

本 

 

部 

 

会 

 

議 

本 部

長 

（略） 

 

      

副 本

部 長 
（略） 

 

      

本 部

員 

（略） 

 

 

  

本

部

事

務

局 

事務 

局長 
（略） 

 

  
事務局 

次長 
（略） 

 

  事務局

職員 

（略） 

住家被害対策班 

（略） 

本部派遣

職員 
（略） 

 

  

  
本部連絡

員 

本部各部長の指名

する者 

 

 

 

 

 

地-3-6 

 

表現の統一 （イ）本部事務局 

ｄ 事務局の事務分掌等 

 （略） 

なお、災害対策本部事務局の運営に当たっては、「千葉県

災害発生時の応急対応マニュアル」によるものとする。 

（イ）本部事務局 

ｄ 事務局の事務分掌等 

 （略） 

なお、災害対策本部事務局の運営にあたっては、「千葉県

災害発生時の応急対応マニュアル」によるものとする。 

地-3-7 災害対策本部要

綱修正の反映 

(略) 

（オ）災害対策本部支部 

(略) 

ｂ 支部長は、地域振興事務所長及び東京事務所長をもって充

てる。 

(略) 

（オ）災害対策本部支部 

(略) 

ｂ 支部長は地域振興事務所長をもって充てる。 

(略) 

部（12） 

 

支部（12） 現地災害対策本部 部（12） 支部（12） 現地災害対策本部 
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(略) 

  （３）県応急対策本部 

イ 組織及び編成は、「千葉県応急対策本部設置要綱」の定める

ところによるが、その概要は次のとおりである。 

＜資料編１－10 千葉県応急対策本部設置要綱＞ 

（３）県応急対策本部 

イ 組織及び編成は、「千葉県応急対策本部設置要綱」の定める

ところによるが、その概要は次のとおりである。 

＜資料編１－10 千葉県応急対策本部設置要綱＞ 

地-3-9 文言の修正 【千葉県応急対策本部組織（地震・津波等）】 

 

 

 

本 

 

部 

 

会 

 

議 

本 部

長 
（略） 

  

本 部

員 

 

 

 

 

（略） 

 

本 

 

部 

 

事 

 

務 

 

局 

 

 

事務局長 （略） 

事 務 局 

職 員 

（略） 

住家被害対応班 

（略） 

本 部 派 遣

職 員 
（略） 

 

【千葉県応急対策本部組織（地震・津波等）】 

 

 

 

本 

 

部 

 

会 

 

議 

本 部

長 
（略） 

  

本 部

員 

 

 

 

 

（略） 

 

本 

 

部 

 

事 

 

務 

 

局 

 

 

事務局長 （略） 

事 務 局 

職 員 

（略） 

住家被害対策班 

（略） 

本 部 派 遣

職 員 
（略） 

 

  （４）職員の配備 

イ 災害対策本部設置前の配備 

地震災害に対処する県本部設置前の配備は、災害の状況等に

より次のとおりとする。 

（４）職員の配備 

イ 災害対策本部設置前の配備 

地震災害に対処する県本部設置前の配備は、災害の状況等に

より次のとおりとする。 

部（12） 

 

現地応急対策本部 

部（12） 

 

現地応急対策本部 
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地-3-11 体裁の修正 

 

配 備

種 別 
配 備 基 準 

配 備  

内 容 
配 備 を 要 す る 課 等 

情 報

収 集 

体 制 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

災 害

即 応

体 制 

 

（略） 

  

（略） 

 

（略） 

※配備の特例措置 

（略） 

４ その他、各部局の基準と判断で必要な災害対応業務を実施す

るものとし、その詳細は資料編『震度 4、気象警報等における

災害対応機関一覧』に掲げるとおりである。 

※議会事務局には、連絡のみ行う。 

 

配 備

種 別 
配 備 基 準 

配 備  

内 容 
配 備 を 要 す る 課 等 

情 報

収 集 

体 制 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

災 害

即 応

体 制 

 

（略） 

  

（略） 

 

（略） 

※配備の特例措置 

（略） 

４ その他、各部局の基準と判断で必要な災害対応業務を実施す

るものとし、その詳細は資料編『震度 

※議会事務局には、連絡のみ行う。 

    

  ウ 災害対策本部設置後の配備 

   地震災害に対処する県本部設置後の配備は、災害の状況によ

り次のとおりとする。 

 

ウ 災害対策本部設置後の配備 

   地震災害に対処する県本部設置後の配備は、災害の状況によ

り次のとおりとする。 
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地-3-12 文言及び体裁の

修正 

 

配 備 

種 別 
配  備  基  準 配 備 内  容 

配備を要する 

課等 

災害対

策本部

第 １ 

配 備 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

災害対

策本部

第 ２ 

配 備 

１ 県内で震度 6弱（自
動配備） 

２ 以下の（１）又は
（２）に該当する場
合で、本部長が必要
と認めたとき。 

（１）県下広範囲にわ
たる被害が発生し
たとき 

（２）局地的であって
も被害が甚大であ
るとき 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

（略） 

災害対

策 本 

部第３

配 備 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

※配備の特例措置 

（略） 

３ 部長又は支部長は、災害の態様等により、その所掌する災害応急

対策を講ずる上で支障がないと認められるときは、本部事務局長と

協議の上、本部長の承認を得て、当該部又は支部の配備内容を変更

し、又は配備を解くことができる。 

 

配 備 

種 別 
配  備  基  準 配 備 内  容 

配備を要する 

課等 

災害対

策本部

第 １ 

配 備 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

災害対

策本部

第 ２ 

配 備 

１ 県内で震度 6弱（自
動配備） 

２ 以下の（１）又は
（２）に該当する場
合で、本部長が認め
たとき。 

（１）県下広範囲にわ
たる被害が発生し
たとき 

（２）局地的であって
も被害が甚大であ
るとき 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

（略） 

災害対

策 本 

部第３

配 備 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

※配備の特例措置 

（略） 

３ 部長又は支部長は、災害の態様等により、その所掌する災害応急

対策を講ずる上で支障がないと認められるときは、本部事務局長と

協議の上、本部長の承認を得て、当該部又は支部の配備内容を変更 

    

  （５）職員の動員 

エ 職員参集等 

（５）職員の動員 

エ 職員参集等 

地-3-14 体裁の修正 （ウ）自主登庁又は自主参集 

本部及び支部を構成するすべての機関の職員は、テレ

（ウ）自主登庁又は自主参集 

本部及び支部を構成するすべての機関の職員は、テレ
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ビ、ラジオ等による情報や周囲の状況から被害が著しく本

部設置（災害対策本部第１配備以上）の参集基準に該当す

ると判断される場合は、自主登庁及び自主参集するものと

する。 

 

ビ、ラジオ等による情報や周囲の  状況から被害が著し

く本部設置（災害対策本部第１配備以上）の参集基準に該

当すると判断される場合は、自主登庁及び自主参集するも

のとする。 

地-3-15 防災基本計画 

修正のため 

４ 県災害対策本部と国、市町村及び防災関係機関との連携（防災

危機管理部） 

（１）政府現地対策本部 

県は国が本県に現地対策本部を設置することを決定した 

場合は、県庁に受け入れる。その際、受入場所は本庁舎５階

大会議室とする。 

（２）内閣府等リエゾン 

県は、（１）によらず、内閣府等からリエゾンが派遣され

た場合は県庁に受け入れる。その際、受入場所は中庁舎６階

防災危機管理センターとする。 

（３）災害対策本部会議等における情報共有 

県は、災害の状況に応じ、県災害対策本部会議に指定地方

行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び関係市町村

の職員の出席を求め、災害状況、災害対策実施状況等情報の

交換を行う。 

また、実務者レベルでの関係機関連絡会議等を開催し、情

報共有や対応方針の調整等を行う。 

（４）その他 

（削除）国において緊急災害対策本部等を設置したとき

は、これと十分な連携を図りながら応急対策を進めるものと

する。 

 

４ 県災害対策本部と国、市町村及び防災関係機関との連携（防災

危機管理部） 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県は、災害の状況に応じ、県災害対策本部会議に指定地方行政

機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び関係市町村の職員の

出席を求め、災害状況、災害対策実施状況等情報の交換を行うと

ともに、応急対策に必要な連絡調整を行う。  

 

 

 

また、国において緊急災害対策本部等を設置したときは、これ

と十分な連携を図りながら応急対策を進めるものとする。 

地-3-18 表現の統一 ６ 災害救助法の適用手続等（防災危機管理部） 

（５）被災世帯の算定基準 

ア 被災世帯の算定 

住家の滅失した世帯の数の算定に当たっては、住家が半焼

する等著しく損傷した世帯は２世帯をもって、住家が床上浸

水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状

６ 災害救助法の適用手続等（防災危機管理部） 

（５）被災世帯の算定基準 

ア 被災世帯の算定 

住家の滅失した世帯の数の算定にあたっては、住家が半焼

する等著しく損傷した世帯は２世帯をもって、住家が床上浸

水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状
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態となった世帯は３世帯をもって、それぞれ住家の滅失した

１世帯とみなす。 

 

態となった世帯は３世帯をもって、それぞれ住家の滅失した

１世帯とみなす。 

 
  第２節 情報収集・伝達体制 

 

第２節 情報収集・伝達体制 
 

地-3-23 箇所数の時点修

正のため 

２ 震度情報ネットワークシステムによる震度情報の収集と伝達 

（１）情報の収集 

地震発生時の初動体制を迅速に確立するため、震度計から震

度情報を自動で収集する、千葉県震度情報ネットワークシステ

ムを運用している。 

本システムでは、県内全市町村の８５観測点で観測された震

度情報が、防災行政無線等の回線を経由して、県庁に設置され

ている震度情報ネットワークサーバに自動的に収集される。 

  （略） 

 

２ 震度情報ネットワークシステムによる震度情報の収集と伝達 

（１）情報の収集 

地震発生時の初動体制を迅速に確立するため、震度計から震

度情報を自動で収集する、千葉県震度情報ネットワークシステ

ムを運用している。 

本システムでは、県内全市町村の８６観測点で観測された震

度情報が、防災行政無線等の回線を経由して、県庁に設置され

ている震度情報ネットワークサーバに自動的に収集される。 

  （略） 

 

地-3-24 体裁の修正 ３ 気象官署の地震・津波に関する警報及び情報 

（１）警報及び情報等の種類 

 

 

３ 気象官署の地震・津波に関する警報及び情報 

（１）警報及び情報等の種類 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

地-3-30 

 

 

 

 

 

 

第1編の記載と

の整合のため 

４ 関係機関における措置（防災危機管理部、警察本部、市町村） 

区 分 内   容 

（略） （略） 

関東地方 

測量部 

関東地方測量部は、災害時に被災状況等を把握す

るため、地理空間情報及び地殻変動情報を提供す

る。 

（略） （略） 
 

４ 関係機関における措置（防災危機管理部、警察本部、市町村） 

区 分 内   容 

（略） （略） 

国土 

地理院 

国土地理院は、災害時に被災状況等を把握するた

め、地理空間情報及び地殻変動情報を提供する。 

（略） （略） 

 

 

地-3-33 防災基本計画の

修正のため 

５ 被害情報収集・報告（防災危機管理部、警察本部、市町村） 

（３）各機関が実施する情報収集・報告 

  イ 県 

（ア）本庁 

       a 本部事務局 

     （略） 

     （ｅ）避難所の開設状況等、市町村等から収集した情報

は、必要に応じて内閣府等に共有し、関係機関等に

よる支援が円滑に行われるよう努める。 

     （ｆ）（略） 

５ 被害情報収集・報告（防災危機管理部、警察本部、市町村） 

（３）各機関が実施する情報収集・報告 

イ 県 

（ア）本庁 

       a 本部事務局 

     （略） 

     （新設） 

      

 

（ｅ）（略） 

地-3-33 防災基本計画 

修正のため 

ｃ 災害対策本部 

（略） 

（ｃ）被災地の被害状況や孤立地区等の状況を把握す

る上で、航空機では、情報収集活動が困難な状況

下においては、必要に応じ、本部及び関係機関が

連携し、無人航空機も活用した情報収集活動を行

う。 

 

ｃ 災害対策本部 

（略） 

（新設） 

 

地-3-34 表現の統一 ウ 防災関係機関 

（略） 

また、各種情報の収集に当たっては、関係機関と十分連絡

調整を行い、又は相互に情報を交換して応急対策活動が円滑

に実施されるよう努める。 

 

ウ 防災関係機関 

（略） 

また、各種情報の収集にあたっては、関係機関と十分連絡

調整を行い、又は相互に情報を交換して応急対策活動が円滑

に実施されるよう努める。 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

地-3-34 

 

表現の統一 （４）収集報告に当たって留意すべき事項 

ウ 被害等の調査・報告に当たっては、関係機関及び内部の連   

絡を密にし、調査漏れや重複等のないよう十分留意するとと

もに、被害数値等の調整を図ること。 

 （略） 

 

（４）収集報告に当たって留意すべき事項 

ウ 被害等の調査・報告にあたっては、関係機関及び内部の連   

絡を密にし、調査漏れや重複等のないよう十分留意するとと

もに、被害数値等の調整を図ること。 

（略） 

 
  第３節 地震・火災避難計画 

 

第３節 地震・火災避難計画 

 

地-3-39 

 

表現の統一 ３ 避難の勧告又は指示等（防災危機管理部、県土整備部、警察本

部、市町村） 

（３）避難の措置と周知 

（略） 

ア 住民等への周知 

避難の措置を実施したときは、当該実施者は、報道機関の

協力を得るほか、以下の方法などにより、周知徹底を図る。

なお、周知に当たっては、可能な限り多様な伝達手段を組み

合わせるよう努めるものとする。 

（略） 

 

３ 避難の勧告又は指示等（防災危機管理部、県土整備部、警察本

部、市町村） 

（３）避難の措置と周知 

（略） 

ア 住民等への周知 

避難の措置を実施したときは、当該実施者は、報道機関の

協力を得るほか、以下の方法などにより、周知徹底を図る。

なお、周知にあたっては、可能な限り多様な伝達手段を組み

合わせるよう努めるものとする。 

（略） 

 

地-3-40 防災基本計画 

修正のため 

５ 避難所の開設・運営（防災危機管理部、健康福祉部、教育庁、 

市町村） 

  避難場所に避難した被災者のうち、住居等を喪失する等引き続

き救助を要する者及びそのおそれのある者に対して、避難所を開

設し受入れ保護する。なお、被災者のプライバシー及び安全の確

保並びに衛生管理に努めるとともに、高齢者や障害者をはじめと

する要配慮者、女性への配慮、ペット対策及び感染症対策などに

ついても適切に対応するよう努めるものとする。 

  また、市町村は、避難場所や避難所に避難したホームレスにつ

いて、住民票の有無等に関わらず適切に受け入れる方策について

定めるよう努めるものとする。 

（略） 

 

５ 避難所の開設・運営（防災危機管理部、健康福祉部、教育庁、 

市町村） 

  避難場所に避難した被災者のうち、住居等を喪失する等引き続

き救助を要する者及びそのおそれのある者に対して、避難所を開

設し受入れ保護する。なお、被災者のプライバシー及び安全の確

保並びに衛生管理に努めるとともに、高齢者や障害者をはじめと

する要配慮者や女性への配慮、ペット対策などについても適切に

対応するよう努めるものとする。 

 

 

（略） 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

地-3-40 防災基本計画 

修正のため      

（２）市町村は、本来の施設管理者の監督のもとで住民の自主防災

組織やボランティア組織と協力して避難所の効率的な管理運

営がなされるよう、県が策定した「災害時における避難所運営

の手引き」及び「災害時における避難所運営の手引き～新型コ

ロナウイルス感染症への対応編～」を参考とし避難所ごとの運

営マニュアルの策定を促進する。 

   また、その作成に当たっては、施設管理者と協議するものと

する。 

（略） 

（９）市町村は、被災地において感染症の発生、拡大がみられる場

合は、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、感染症対

策として必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

（10）市町村は、避難所のライフラインの回復に時間を要すると見

込まれる場合や、道路の途絶による孤立が続くと見込まれる場

合は、当該地域に避難所を設置・維持することの適否を検討す

るものとする。 

 

（２）市町村は、本来の施設管理者の監督のもとで住民の自主防災

組織やボランテイア組織と協力して避難所の効率的な管理運

営がなされるよう、県が策定した「災害時における避難所運営

の手引き」を参考とし避難所ごとの運営マニュアルの策定を促

進する。 

また、その作成にあたっては、施設管理者と協議するものと

する。 

（略） 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

  第４節 津波避難計画 第４節 津波避難計画 

地-3-42 表現の統一 １ 津波警報等の伝達（防災危機管理部、市町村） 

（２）（略） 

また、住民等への津波注意報等の発表・伝達に当たっては、

以下に留意して行うものとする。 

（略） 

 

１ 津波警報等の伝達（防災危機管理部、市町村） 

（２）（略） 

また、住民等への津波注意報等の発表・伝達にあたっては、

以下に留意して行うものとする。 

（略） 

 

地-3-43 表現の統一 ３ 住民等の避難誘導（市町村） 

（１）（略） 

また、住民等の避難誘導に当たっては、避難行動要支援者の

支援も考慮し行うものとする。 

 

３ 住民等の避難誘導（市町村） 

（１）（略） 

また、住民等の避難誘導にあたっては、避難行動要支援者の

支援も考慮し行うものとする。 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

  第５節 要配慮者等の安全確保対策 第５節 要配慮者等の安全確保対策 

地-3-44 名称の統一 １ 避難誘導等（防災危機管理部、健康福祉部、県土整備部、警察

本部、市町村） 

１ 避難誘導等（防災危機管理部、健康福祉部、県土整備部、県警

本部、市町村） 

地-3-44 協定締結に伴う

内容の見直し 

２ 避難所の開設、要配慮者への対応（総合企画部、防災危機管理

部、健康福祉部、市町村） 

（２）外国人への対応 

県は、災害の状況に応じ、（公財）ちば国際コンベンション

ビューローに災害時多言語支援センターを設置し、同財団と連

携して多言語での情報提供、外国人相談対応、市町村への翻

訳・通訳支援、語学ボランティアの派遣等を行う。 

市町村は、多言語による広報に努めるとともに、県の作成し

た「災害時における避難所運営の手引き」を活用し外国人に配

慮した避難所運営に努める。避難所等で支援活動を行う語学ボ

ランティアが不足する場合は、県災害時多言語支援センターへ

派遣を要請する。 

県災害時多言語支援センターは、市町村から要請があったと

きは、（公財）ちば国際コンベンションビューローに登録され

ている語学ボランティアを派遣する。 

２ 避難所の開設、要配慮者への対応（総合企画部、防災危機管理

部、健康福祉部、市町村） 

（２）外国人への対応 

県は、被災直後から、（公財）ちば国際コンベンションビュ

ーローと連携して日本語の理解が十分でない外国人向けに多

言語での災害状況や支援に関する情報の提供を行う。 

また、被災地における語学ボランティアの需要状況を基に、

派遣先や必要な派遣人員等を被災市町村等と調整の上、援助を

必要としている避難所等へ同財団に登録されている語学ボラ

ンティアを派遣する。 

市町村は、県の作成した「災害時における避難所運営の手引

き」を活用し、外国人に対応した避難所運営に努める。 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

地-3-58 時点修正 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

  第７節 警備・交通の確保・緊急輸送対策 第７節 警備・交通の確保・緊急輸送対策 

 
地-3-63 担当部局修正 ４ 緊急輸送（防災危機管理部、農林水産部、県土整備部） ４ 緊急輸送（総合企画部、防災危機管理部、農林水産部、県土整

備部） 

地-3-63 

 

緊急輸送道路 

見直し（令和３

年１月）のため 

災害発生時の被害者の救援・救護活動や緊急物資の輸送に対処

するため、道路（緊急輸送道路）、港湾、漁港、飛行場等の輸送

施設を指定し、これら陸海空を連携する緊急輸送ネットワークを

定めた。 

（１）緊急輸送道路 

機能別に１次、２次及び３次路線に分類し、１次路線は、県

庁所在地、地方中心都市及び重要港湾、空港等を連絡する道路、

２次路線は、第１次緊急輸送道路と市区町村役場、主要な防災

拠点（行政機関、公共機関、主要駅、港湾、ヘリポート、災害

医療拠点、自衛隊等）を連絡する道路、３次路線は、その他の

防災や輸送のための拠点との連絡する道路である。 

災害発生時の被害者の救援・救護活動や緊急物資の輸送に対処

するため、道路（緊急輸送道路）、港湾、漁港、飛行場等の輸送

施設を指定し、これら陸海空を連携する緊急輸送ネットワークを

定めた。 

（１）緊急輸送道路 

機能別に１次及び２次路線に分類し、１次路線は、隣接都県

との連携強化、広域的な緊急輸送等に資する高速道路、一般国

道及び主要な県道や港湾・空港等に通じる主要な市町村道等で

あり、２次路線は、１次路線を補完し市町村役場等を相互連絡

する県道等である。 

地-3-63 部隊改編による

修正 

(４) 飛行場等 

イ 自衛隊駐屯地及び基地 

  陸上自衛隊・・・（略） 

  海上自衛隊・・・（略） 

  航空自衛隊・・・第４補給処木更津支処 

（４）飛行場等 

イ 自衛隊駐屯地及び基地 

  陸上自衛隊・・・（略） 

  海上自衛隊・・・（略） 

  航空自衛隊・・・木更津第１補給支処 

地-3-63 

 

読点の統一 ウ 臨時離発着場 

千葉県西部防災センター、千葉市消防ヘリポート、千葉

県スポーツセンター 

幕張海浜公園、青葉の森公園、行田公園、柏の葉公園、

印旛沼公園、蓮沼海浜公園、館山運動公園、富津公園 

ウ 臨時離発着場 

千葉県西部防災センター、千葉市消防ヘリポート、千葉

県スポーツセンター 

幕張海浜公園、青葉の森公園、行田公園、柏の葉公園，

印旛沼公園、蓮沼海浜公園、館山運動公園、富津公園 

地-3-63 時点更新、表現

の修正 

（５）江戸川緊急用船着場 

  ※ 緊急用船着場とは、大規模災害時に河川管理施設災害の復

旧資機材や救援物資等を江戸川等の河川を通じて搬入、荷揚

げするための施設であり、緊急用河川敷道路と連携して機能

する。緊急用河川敷道路については完成には至ってないが、

一部通行可能である。 

 

（５）江戸川緊急用船着場 

  ※ 緊急用船着場とは、大規模災害時に河川管理施設災害の復

旧資機材や救援物資等を江戸川等の河川を通じて搬入、荷揚

げするための施設であり、緊急河川敷道路と連携して機能す

る。河川敷道路については（平成 25 年 10 月 1 日現在）完成

には至ってないが、一部通行可能である。 

地-3-63 表現の統一 ５ 緊急通行車両の確認等（防災危機管理部、警察本部） ５ 緊急通行車両の確認等（防災危機管理部、警察本部） 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

（１）緊急通行車両の確認 

エ 届出に関する手続は、別に定める。 

（１）緊急通行車両の確認 

エ 届出に関する手続きは、別に定める。 

地-3-64 

 

表現の統一 （２）緊急通行車両の事前届出・確認 

エ 事前届出・確認に関する手続は、別に定める。 

（略） 

 

（２）緊急通行車両の事前届出・確認 

エ 事前届出・確認に関する手続きは、別に定める。 

  （略） 

地-3-65 防災基本計画

との整合を図る

ため 

11 航路等の障害物除去等（県土整備部、農林水産部） 

港湾管理者及び漁港管理者は、地震に伴う津波などの災害

発生により、航路や泊地に浮遊・漂流・沈没して安全な船舶

航行の障害となっている物件を、安全に船舶航行が可能とな

るよう、協定者と連携を図りながら、航路啓開活動を行う。 

11 航路等の障害物除去等（県土整備部） 

港湾管理者は、地震に伴う津波などの災害発生により、航

路や泊地に浮遊・漂流・沈没して安全な船舶航行の障害とな

っている物件を、安全に船舶航行が可能となるよう、協定者

と連携を図りながら、航路啓開活動を行う。 

 

地-3-66 

 

脱字及び施設廃

止のため 

 

12 在港船舶対策計画（県土整備部） 

（２）災害の防止方法 

イ 津波等対策（千葉港、木更津港） 

（イ）在港船舶に対する勧告の周知 

ｂ「第三管区海上保安本部警備救難部救難課運用司令セ

ンターからの放送」 

    （略） 

（削除） 

12 在港船舶対策計画（県土整備部） 

（２）災害の防止方法 

イ 津波等対策（千葉港、木更津港） 

（イ）在港船舶に対する勧告の周知 

ｂ「第三管区海上保安本部警備救難部運用司令センター

からの放送」 

    （略） 

ｅ「千葉港における海上保安部港内交通管制室からの周

知」 

     ・・・・・ＡＩＳメッセージにより周知する。 
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地-3-67,68 緊急輸送道路 

見直し（令和３

年１月）のため 
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ページ 修正理由 修正案 現行 
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46 

 

ページ 修正理由 修正案 現行 
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地-3-69 表現の統一 第８節 救援物資供給活動 ８節 救援物資供給活動 

地-3-69 

 

応急給水の対象

の明確化 

１ 応急給水 

  災害により飲料水や炊事のための水の供給を受けることがで

きない住民（ポンプの停止により、水の利用ができなくなった集

合住宅の住民や、井戸水利用者なども含む）に対して、浄・給水

場等での拠点給水や給水車等による運搬給水を実施する。 

（略） 

１ 応急給水 

災害により飲料水や炊事のための水の供給を受けることがで

きない住民に対して、浄・給水場等での拠点給水や給水車等によ

る運搬給水を実施する。 

（略） 

地-3-69 

 

記載の明確化 （３）水道事業体（県営水道を除く）による飲料水の供給 

 （略） 

（３）水道事業体による飲料水の供給 

 （略） 

地-3-69 

 

検証会議 

「解決の方向

性」を反映 

（４）県営水道の応急給水 

震災により飲料水の確保が困難な給水区域の住民に対し、給

水区域内市と密接に連携して応急給水を実施することとし、必

要な対策を定める。 

なお、平常時から給水区域内市と連絡調整会議等による意見

交換や、合同防災訓練を行いながら連携強化を図る。 

（４）県営水道の応急給水 

震災により飲料水の確保が困難な給水区域の住民に対し、給

水区域内市と密接に連携して応急給水を実施することとし、必

要な対策を定める。 

地-3-70 令和元年度の災

害を踏まえた修

正 

イ 給水方法 

（略） 

（イ）給水車、給水タンク、ポリ容器等での運搬給水 

（略） 

  ｂ 給水車等による給水 

市の開設する避難所、病院等の重要施設、その他被害状

況に応じて市が要請する地点・地域において、災害時の応

援協定を締結している千葉県水道管工事協同組合の応援を

得て、給水車及び給水タンクにより応急給水を行う。 

また、県営水道による応急給水は市からの要請や各市対

策本部に派遣した連絡調整員が把握した支援ニーズを踏ま

え、市災害対策本部の指揮の下、行う。 

なお、通信の途絶や市機能の低下等により、要請活動が

困難になる場合は、「プッシュ型」の応急給水支援を視野

にいれた活動体制をとるものとする。 

（削除）県営水道のみで対応できない場合は「千葉県水道

災害相互応援協定」及び東京都水道局等との「災害相互応

イ 給水方法 

（略） 

（イ）給水車、給水タンク、ポリ容器等での運搬給水 

（略） 

ｂ 給水車等による給水 

市の開設する避難場所及び病院等の重要施設に対し、災

害時の応援協定を締結している千葉県水道管工事協同組合

の応援を得て、給水車及び給水タンクにより応急給水を行

う。 

  （新設） 

 

 

 

 

 

なお、県営水道のみで対応できない場合は「千葉県水道

災害相互応援協定」及び東京都水道局等との「災害相互応
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ページ 修正理由 修正案 現行 

援に関する協定」等に基づき応援を要請するとともに、退

職者から成る「災害時支援協力員制度」を活用し、人員の

増強を図る。 

援に関する協定」等に基づき応援を要請するとともに、退

職者から成る「災害時支援協力員制度」を活用し、人員の

増強を図る。 

地-3-70 

 

検証会議 

「解決の方向

性」を反映 

ウ 広報 

震災時の応急給水時間、場所及び給水方法、断水地域、復旧

の見込みと停電時に活用できる直結給水栓等のお知らせ等に

ついて、県企業局ホームページ等に掲載するとともに、必要

に応じ広報車の巡回により情報を提供する。 

（略） 

 

ウ 広報 

震災時の応急給水時間、場所及び給水方法、断水地域と復旧

の見込み等について、県企業局ホームページ等に掲載すると

ともに、必要に応じ広報車の巡回により情報を提供する。 

（略） 

地-3-70 検証会議 

「解決の方向

性」を反映 

２ 食料・生活必需物資等の供給体制（防災危機管理部、健康福祉

部、環境生活部、商工労働部、農林水産部、市町村） 

県は、市町村が甚大な被害を受け、物資の提供や調達が困難に

なった場合には、市町村からの要請や情報連絡員が把握した支援

ニーズに基づき、食料及び生活必需物資を確保し、迅速な供給に

努めるものとする。 

  県及び市町村は、備蓄物資の供給や物資の調達・輸送に関し、

物資調達・輸送調整等支援システムを活用し情報共有を図り、相

互に協力するよう努めるものとする。 

なお、壊滅的な被害を受けたことにより行政機能が低下し、物

資の支援要請を行う余力がないと推測される市町村に対しては、

要請を待たずに、需要を推計の上、必要最低限の水、食料、生活

必需物資等を送り込む「プッシュ型」による供給を行う。 

２ 食料・生活必需物資等の供給体制（防災危機管理部、健康福祉

部、環境生活部、商工労働部、農林水産部、市町村） 

県は、市町村が甚大な被害を受け、物資の提供や調達が困難に

なった場合には、市町村からの要請や情報連絡員が把握した支援

ニーズに基づき、食料及び生活必需物資を確保し、迅速な供給に

努めるものとする。 

（新設） 

 

 

なお、壊滅的な被害を受けたことにより行政機能が低下し、物

資の支援要請を行う余力がないと推測される市町村に対しては、

要請を待たずに、需要を推計の上、必要最低限の水、食料、生活

必需物資等を送り込む「プッシュ型」による供給を行う。 

 

  

 

 

 

 

 

防災基本計画 

修正の為 

（１）救援物資の確保 

  （略） 

ウ 国・他都道府県からの調達 

災害時の九都県市、関東地方知事会との相互応援協定等

に基づき、他都道府県等から支援物資を調達する。 

備蓄物資の状況等を踏まえ、供給すべき物資が不足し、

自ら調達することが困難であるときは、国に対し、物資の

調達を要請する。 

＜資料編１－13 九都県市災害時相互応援等に関する協

（１）救援物資の確保 

  （略） 

ウ 国・他都道府県からの調達 

災害時の九都県市、関東地方知事会との相互応援協定等

に基づき、支援物資を調達する。 

  （新設） 

 

 

＜資料編１－13 九都県市災害時相互応援等に関する協
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ページ 修正理由 修正案 現行 

定＞ 

＜資料編１－13 震災時等の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等の広域

応援に関する協定＞ 

 

定＞ 

＜資料編１－13 震災時等の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等の広域

応援に関する協定＞ 

 

地-3-71 事務手続きの 

具体性を高める

ため 

（２）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。ただ

し、当該米穀の供給を迅速に行う必要がある場合であって、被

災地等の状況その他の事情により売買契約を締結するいとま

がないと政策統括官が認めるときは、売買契約の締結前であっ

ても、受託事業体から引き渡しを受けることができる。 

（略） 

 

（２）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。 

（略） 

 

 

地-3-72 事務手続きの 

具体性を高める

ため 

 

 
 

地-3-73 防災基本計画の

修正のため 

３ 燃料の調達（防災危機管理部） 

（１）県は、災害時の応急対策が燃料不足による支障を避けるた

め、災害時における全庁の自家発電設備や公用車等の燃料に

ついて、千葉県石油商業組合及び千葉県石油協同組合と締結

３ 燃料の調達（防災危機管理部） 

（１）県は、災害時の応急対策が燃料不足による支障を避けるた

め、災害時における全庁の自家発電設備や公用車等の燃料に

ついて、千葉県石油商業組合と締結した石油類燃料の供給に
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した石油類燃料の供給に係る協定に基づき、迅速な調達を行

う。 

＜資料編１－13 災害時における石油類燃料の 

供給に関する協定書＞ 

（２）県は、発災後、重要施設の燃料確保が困難な場合、石油の

備蓄の確保等に関する法律に基づき、県内の個々の要請案件を

｢燃料調整シート｣の様式に必要事項を記入し、政府緊急対策本

部に対して緊急供給要請を行う。 

＜資料編１－13燃料調整シート＞ 

（略） 

（４） 県は、被災市町村が複数にまたがる場合には、必要に応じ、

被災市町村への燃料の優先供給に係る調整に努める。 

 

（５）県は、以上に係る措置に必要な体制や手続等をあらかじめ

定めるものとする。 

係る協定に基づき、迅速な調達を行う。 

＜資料編１－13 災害時における石油類燃料の 

供給に関する協定書＞ 

 

（２）県は、発災後、重要施設の燃料確保が困難な場合、石油の

備蓄の確保等に関する法律に基づき、県内の個々の要請案件を

｢燃料調達シート｣の様式に必要事項を記入し、政府緊急対策本

部に対して緊急供給要請を行う。 

＜資料編１－13燃料調達シート＞ 

（略） 

（新設） 

 

 

（４）県は、以上に係る措置に必要な体制や手続等をあらかじめ

定めるものとする。 

 
地-3-73 検証会議「解決

の方向性」・防

災基本計画の修

正を反映 

４ 電源車の配備（防災危機管理部） 

県は、大規模停電発生時には直ちに、あらかじめリスト化した

病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設

及び災害応急対策に係る機関が保有する施設の非常用電源の設

置状況等を踏まえ、これらの施設の非常用電源の稼働状況を確認

の上、電源の確保が必要な施設の把握を行い、電源車等の配備先

の候補案を作成するよう努める。 

また、県は、作成した電源車等の配備先の候補案を電気事業者

等に提供し、電気事業者は電力復旧計画等を考慮のうえ、電源車

等の配備先を決定する。なお、複数の都道府県に大規模停電が発

生した場合には、国や電気事業者等の調整によるものとする。 

（新設） 

  第９節 広域応援の要請及び県外支援 第９節 広域応援の要請及び県外支援 
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地-3-77 表現の修正 ３ 千葉県大規模災害時応援受援計画（防災危機管理部、健康福祉

部、環境生活部、警察本部、市町村） 

 （３）救援物資 

    平成２５年１月に締結した「災害発生時等の物資の緊急・

救援輸送、保管等に関する協定」に基づき、民間物流事業者

と連携のうえ、被災状況に応じて救援物資の受入れ先を選定

し、物資の管理、市町村物資拠点への輸送を行う。 

 

   広域防災拠点（広域物資拠点） 民間営業倉庫及び２施設 

支援ゾーン 施設名 備考（用途等） 

（略） （略）  

館山・鴨川・   

勝浦ゾーン 

近隣の民間営業

倉庫を活用 

 

３ 千葉県大規模災害時応援受援計画（防災危機管理部、健康福祉

部、環境生活部、警察本部、市町村） 

 （３）救援物資 

平成２５年１月に締結した「災害発生時等の物資の緊急・

救援輸送、保管等に関する協定」に基づき、民間物流事業者

と連携のうえ、被災状況に応じて救援物資の受入れ先を選定

し、物資の管理、市町村物資拠点への輸送を行う。 

 

    広域防災拠点（広域物資拠点） 民間営業倉庫及び２施設 

     

 支援ゾーン 施設名 備考（用途等） 

（略） （略）  

館山・鴨川・   

勝浦ゾーン 

近隣の民間営業

を活用 
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地-3-77 対象市町村の記

載が不足してい

たため 

（４）災害ボランティア 

    被害状況に応じて、県は広域災害ボランティアセンターを

被災地域の近隣に設置する。当センターの運営は千葉県災害

ボランティアセンター連絡会が行う。 

 

   広域防災拠点（広域災害ボランティアセンター） ５施設 

 支援対象地域 

（おもな支援対象） 

名称 備考（施設名） 

東葛・葛南地域 

（浦安市～船橋市） 

東葛飾広域災害ボラン

ティアセンター 

（略） 

千葉地域 

（習志野市～市原市） 

千葉広域災害ボランテ

ィアセンター 

（略） 

君津地域 

（袖ケ浦市～富津市） 

 

かずさ広域災害ボラン

ティアセンター 

 

（略） 

安房地域 

（館山市、南房総市、

鴨川市） 

海匝・山武・長生地域 

（銚子市～一宮町） 

 

九十九里広域災害ボラ

ンティアセンター 

（略） 

夷隅地域 

（勝浦市、いすみ市、

御宿町） 

いすみ広域災害ボラン

ティアセンター 

（略） 

（４）災害ボランティア 

被害状況に応じて、県は広域災害ボランティアセンターを

被災地域の近隣に設置する。当センターの運営は千葉県災害

ボランティアセンター連絡会が行う。 

 

  広域防災拠点（広域災害ボランティアセンター） ５施設 
 

支援対象地域 

（おもな支援対象） 

名称 備考（施設名） 

東葛・葛南地域 

（浦安市～船橋市） 

東葛飾広域災害ボラン

ティアセンター 

（略） 

千葉地域 

 

千葉広域災害ボランテ

ィアセンター 

（略） 

木更津地域 

 

 

かずさ広域災害ボラン

ティアセンター 

 

（略） 

安房地域 

 

 

海匝・山武・長生地域 

 

 

九十九里広域災害ボラ

ンティアセンター 

（略） 

夷隅地域 

 

 

いすみ広域災害ボラン

ティアセンター 

（略） 

地-3-77 表現の統一 （５）運用 

県は、広域防災拠点の選定手順、広域防災拠点の運営、関係

機関との調整等災害応急対策を実行するための具体的な手続

については、千葉県大規模災害時応援受援計画に基づき、広域

防災拠点の運用を図る。 

（略） 

（５）運用 

県は、広域防災拠点の選定手順、広域防災拠点の運営、関係

機関との調整等災害応急対策を実行するための具体的な手続

きについては、千葉県大規模災害時応援受援計画に基づき、広

域防災拠点の運用を図る。 

（略） 
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地-3-77 適切な表現に 

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要綱の改正のた

め 

（６）人的応援・受援 

    県は、市町村から職員派遣の要請がある場合、又は、情報

連絡員が市町村の支援ニーズを把握した場合、災害対策本部

の運営支援、物資の仕分け等の支援、避難所運営支援及び罹

災証明書の交付支援等について、以下のとおり調整等を行

い、人的支援措置を速やかに講ずるものとする。 

 

   ア 県応援職員の派遣調整 

イ 「災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する

基本協定」に基づく、市町村応援職員の派遣調整 

ウ  ア及びイでは、十分な対応ができないと見込まれる場合

には、総務省の「応急対策職員派遣制度に関する要綱」

に基づく、国への応援要請 

（６）人的応援・受援 

県は、市町村から職員派遣の要請がある場合、又は、情報

連絡員が市町村と協議し、その支援ニーズを把握した場合、

災害対策本部の運営支援、物資の仕分け等の支援、避難所運

営支援及び罹災証明書の交付支援等について、以下のとおり

調整等を行い、人的支援措置を速やかに講ずるように努め

る。 

ア 県応援職員の派遣調整 

イ 「災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する

基本協定」に基づく、市町村応援職員の派遣調整 

ウ  ア及びイでは、十分な対応ができないと見込まれる場合

には、総務省の「被災市区町村応援職員確保システムに

関する要綱」に基づく、国への応援要請 

  

地-3-78 

 

防災基本計画 

修正のため 

７ 市町村の受援体制の整備（市町村） 

  市町村は、災害の規模や被災地のニーズに応じて、円滑に救援

部隊や他の地方公共団体及び防災関係機関からの応援を受ける

ことができるよう、市町村地域防災計画等に受援計画を位置付け

るよう努めるものとし、受援先の指定、受援に関する連絡・要請

の手順、災害対策本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の

活動拠点、応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体

制等について必要な準備を整えるものとする。 

  特に、庁内全体及び各業務担当部署における受援担当者の選定

や応援職員等の執務スペースの確保を行うものとする。 

 

７ 市町村の受援計画（市町村） 

  市町村は、災害の規模や被災地のニーズに応じて、円滑に救援

部隊や他の地方公共団体及び防災関係機関からの応援を受ける

ことができるように、受援先の指定、受援に関する連絡・要請の

手順、災害対策本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活

動拠点、応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制

等について必要な準備を整えた受援計画を定めるよう努めるも

のとする。 

地-3-80 表現の修正 14 民間団体等との協定等の活用（全庁） 

県は、大規模災害時における迅速な応急・復旧体制を図るため、

必要と認めるときは、すでに協定等を締結している各民間団体等

に対し協力を要請する。 

             ＜資料編１－13 応援協定等一覧表＞ 

 

14 民間団体等との協定等の締結（防災危機管理部、健康福祉部、

県土整備部、警察本部） 

県は、大規模災害時における迅速な応急・復旧体制を図るため、

必要と認めるときは、すでに協定等を締結している各民間団体等

に対し協力を要請する。 

             ＜資料編１－13 応援協定等一覧表＞ 
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  第１０節 自衛隊への災害派遣要請 第１０節 自衛隊への災害派遣要請 

地-3-85 昨年の災害対

応を踏まえた

修正 

（防災基本計画

修正のため） 

５ 自衛隊との連絡（防災危機管理部） 

（４） 連絡所における調整組織の構築 

県防災危機管理部は、自衛隊に対する市町村からの支援要

望について、その態勢、要領及び他の機関等との役割区分を明

確にするため、必要に応じ、県、市町村、自衛隊等による調整

組織を構築する。 

この際、各市町村は、自らの消防力等の活用、自衛隊による

教育支援を含めた対応要領の普及等、共助体制の早期確立に努

める。 

 

５ 自衛隊との連絡（防災危機管理部） 

（新設） 

地-3-85 語句の修正 ６ 災害派遣部隊の受入体制（防災危機管理部、市町村） 

（２）作業計画及び資材等の準備 

知事及び市町村長は、自衛隊に対する救援活動の要請に当た

っては、どのような分野（捜索、救助、救急、緊急輸送等）に

ついてどの程度要請するのか、具体的に実効性のある計画を作

成するとともに、必要な資材等を準備する。 

（略） 

 

６ 災害派遣部隊の受入体制（防災危機管理部、市町村） 

（２）作業計画及び資材等の準備 

知事及び市町村長は、自衛隊に対する救援活動の要請に当た

っては、どのような分野（捜索、救助、救急、緊急輸送等）に

ついてどの程度要請するのか、具体的に実効性のある計画を作

成するとともに、必要な資器材を準備する。 

（略） 

 
  第１１節 学校等の安全対策・文化財の保護 第１１節 学校等の安全対策・文化財の保護 

地-3-89 表現の統一 ４ 学校給食の実施（教育庁） 

県は、学校の再開後、学校給食を再開するに当たっては、市町

村等の要請に応じ、指導、助言を行う。 

（略） 

 

４ 学校給食の実施（教育庁） 

県は、学校の再開後、学校給食を再開するにあたっては、市町

村等の要請に応じ、指導、助言を行う。 

（略） 

 
  第１２節 帰宅困難者等対策 第１２節 帰宅困難者等対策 

地-3-90 段落の調整 震災発生直後に、人々が一斉に徒歩帰宅を開始した場合、路上や

鉄道駅周辺で大混雑が発生し、集団転倒に巻き込まれたり、経路上

の延焼火災、沿道建物の倒壊や落下物等により負傷するおそれがあ

震災発生直後に、人々が一斉に徒歩帰宅を開始した場合、路上や

鉄道駅周辺で大混雑が発生し、集団転倒に巻き込まれたり、経路上

の延焼火災、沿道建物の倒壊や落下物等により負傷するおそれがあ
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る。 

また、大量の人々が路上にあふれた場合には、救急・救助活動の

妨げとなる可能性もある。 

（略） 

 

る。また、大量の人々が路上にあふれた場合には、救急・救助活動

の妨げとなる可能性もある。 

（略） 

 

  第１３節 保健衛生、防疫、廃棄物等対策 第１３節 保健衛生、防疫、廃棄物等対策 

地-3-92 台風 15号の対

応による見直し 

R2年4月に公表

された「災害時

の保健活動推進

マニュアル」を

踏まえて追記 

 

 

１ 保健活動（健康福祉部、市町村） 

（１）要配慮者の健康状態等の把握 

  健康福祉センター（保健所）及び市町村は、災害発生時、把握

している要配慮者の安否・健康状態を把握し、要配慮者等に関す

る情報の共有・交換を行う。 

（２）避難所等巡回による被災者の健康管理 

市町村は、避難所及び避難所以外の被災地において、巡回や

健康相談等により被災者の健康状態や、保健医療福祉のニーズ

を把握し、保健医療活動チーム、介護・福祉の関係機関と連携

し要配慮者に対する支援及び調整を行う。 

健康福祉センター（保健所）は保健活動チームを編成し、市

町村が行う避難所等における健康状態の把握、保健指導、栄養

指導、衛生状態の保持等の健康管理を支援する。 

（３）二次健康被害の予防   

健康福祉センター（保健所）及び市町村は、災害発生後早い

時期から、避難所における特異的な健康課題となる環境整備と

併せ、食中毒や感染症の発生予防、熱中症予防、深部静脈血栓

症（いわゆるエコノミークラス症候群）、こころのケア等につ

いて、積極的な予防活動を継続的に行う。 

特に高齢者は、生活不活発病になりやすいため、適度に体を

動かせる場の提供や他者等とコミュニケーションが図れるよ

う配慮し、心身機能の低下を予防する。 

 

 

 

 

１ 保健活動（健康福祉部） 

（１）健康福祉センター（保健所）は災害発生時、把握してい  

る要配慮者の健康状態の把握を行い、市町村が把握する要配

慮者等に関する情報との共有・交換を行う。 

 

（２）健康福祉センター（保健所）は、保健活動チームを編成し、

市町村と連携して避難所や被災地域において、巡回による被

災者の健康状態の把握、栄養指導、衛生状態の保持等の健康

管理を行う。 

特に高齢者は、生活不活発病になりやすいため、適度に体

を動かせる場の提供や他者等とコミュニケーションが図れ

るよう配慮し、心身機能の低下を予防する。 

 

（３）健康福祉センター（保健所）は、災害発生後早い時期から、

心のケア、食中毒や感染症の発生予防等について、市町村と

連携して予防活動を実施する。 

（４）健康福祉センター（保健所）は、市町村が設置した避難  

所において、できるだけ早期に健康相談が実施できる体制

（人・場所）を支援する。また、健康相談においては被災者

の健康管理と併せて、避難所における特異的な健康課題とな

る環境整備、感染症予防、深部静脈血栓症/肺塞栓症（いわ

ゆるエコノミークラス症候群）等に対して、積極的な予防活

動を継続的に行う。 

（５）健康福祉センター（保健所）は、平常時から、市町村と   

連携し、避難所等における予防活動や心のケア等のチーム編

成等の体制の整備に努める。 
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（４）活動体制の整備 

  健康福祉センター（保健所）及び市町村は、平常時から要配

慮者等の把握、避難所等における予防活動や保健活動の連携等

について協議を行う。 

  発災後、市町村は上記（１）から（３）を実施する保健師・

栄養士の応援派遣の必要性について検討し保健活動計画を立

て、必要な支援を健康福祉センター（保健所）に報告する。 

  健康福祉センター（保健所）は、積極的に市町村の保健活動

を把握・支援し、保健活動計画を立て保健師・栄養士を派遣す

るとともに、市町村の要請を健康福祉部に報告する。 

  健康福祉部は保健活動計画を立て、必要に応じて段階的に、

管轄外保健所等の応援調整、県内市町村への応援要請、厚生労

働省への県外派遣の調整を依頼し、受援調整を行う。 

 

（６）健康福祉センター（保健所）は、（１）から（４）までの

活動をする際、市町村から、住民の健康情報及び県からの保

健師等の派遣要請の必要性について聴取した上で、県に報告

する。 

県は、派遣要請を受けた場合、速やかに派遣計画を策定し、

市町村のニーズに応じた派遣を行う。 

地-3-92 

 

 

新型コロナウ

イルス感染症等

指定感染症対応 

３ 防 疫（健康福祉部、市町村） 

（３）災害防疫の実施方法 

ア 県の業務 

（ア）予防及びまん延防止 

健康福祉センター（保健所）は、避難所等における感染

症の発生予防を啓発するとともに、感染症の流行の兆候を

早期に把握するため、サーベイランス情報の収集に努め

る。また、感染症発生時には、積極的疫学調査を速やかに

行う他、必要に応じて市町村や関係機関等の協力を得て感

染拡大防止策を講じる。 

（略） 

（ク）指定感染症に関する情報共有 

健康福祉センター（保健所）は、指定感染症の感染者や

濃厚接触者等が在宅中である場合、その者の避難場所が確

保されるよう、市町村等と連携し情報共有を図る。 

 

３ 防 疫（健康福祉部、市町村） 

（３）災害防疫の実施方法 

ア 県の業務 

（ア）検病調査及び健康診断 

健康福祉センター（保健所）は、災害の規模に応じ地区

医師会・市町村等関係機関の協力を得て、避難所等を重点

に検病調査及び必要に応じ感染症法に基づく健康診断を

実施する。 

（略） 

 

 

  （新設） 

 

地-3-95 表現の統一 ４ 死体の捜索処理等（防災危機管理部、健康福祉部、病院局、警

察本部、市町村） 

（４）そ の 他 

４ 死体の捜索処理等（防災危機管理部、健康福祉部、病院局、警

察本部、市町村） 

（４）そ の 他 
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ア 県警察における計画 

（ア）死体の調査 

警察官は、死体を発見し、又は死体発見の届出を受けた

ときは、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に

関する法律等により死体の調査を行い、身元が判明したも

のについては、所定の手続を経て遺族に引渡す。 

ア 県警察における計画 

（ア）死体の調査 

警察官は、死体を発見し、又は死体発見の届出を受けた

ときは、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に

関する法律等により死体の調査を行い、身元が判明したも

のについては、所定の手続きを経て遺族に引渡す。 

  イ 海上保安部（署）における計画 

 （ウ）収容した死体は、知事又は市町村長と連絡を密にし、身元 

が判明したものについては、所定の手続を経て遺族に引渡

し、身元不明者については、警察とともにその身元確認に努

め、知事又は市町村長の行う措置に協力する。 

 

イ 海上保安部（署）における計画 

（ウ）収容した死体は、知事又は市町村長と連絡を密にし、身元

が判明したものについては、所定の手続きを経て遺族に引渡

し、身元不明者については、警察とともにその身元確認に努

め、知事又は市町村長の行う措置に協力する。 

地-3-97 句点の追加 ６ 清掃及び障害物の除去（防災危機管理部、環境生活部、農林水

産部、県土整備部、市町村） 

（２）障害物の除去 

ウ 住宅関連障害物除去計画 

（ア）実施機関 

（略） 

当該市町村限りで処理不可能な場合は、隣接市町村、

県、国、その他の関係機関の応援を得て実施するものと

する。 

 （略） 

６ 清掃及び障害物の除去（防災危機管理部、環境生活部、農林水

産部、県土整備部、市町村） 

（２）障害物の除去 

ウ 住宅関連障害物除去計画 

（ア）実施機関 

（略） 

当該市町村限りで処理不可能な場合は、隣接市町村、

県、国、その他の関係機関の応援を得て実施するものと

する 

 （略） 

 表現の統一 （ウ）障害物の除去の方法 

ａ 救助の実施機関が、作業員あるいは技術者を動員して、

障害物の除去を実施 

（略） 

 

（ウ）障害物の除去の方法 

ａ 救助の実施機関が、作業員あるいは技術者を動員して、

障害物の除去を実施する。 

（略） 

 

  第１４節 応急仮設住宅の供与及び住宅の応急修理 
 

第１４節 応急仮設住宅の供与及び住宅の応急修理 
 

  １ 応急仮設住宅の供与等（防災危機管理部、農林水産部、県土

整備部、市町村） 
１ 応急仮設住宅の供与等（防災危機管理部、農林水産部、県土

整備部、市町村） 
地-3-98 記載位置の修正 （１）応急仮設住宅の供与 

イ 供与の方法 

（１）応急仮設住宅の供与 

イ 供与の方法 
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（イ）民間賃貸住宅の借り上げ 

被災規模や被害状況、応急仮設住宅の建設用地の確保及

び民間賃貸住宅の空き戸数の状況等を勘案した上で、関係

団体と協力し借り上げにより民間賃貸住宅を提供する。 

＜資料編１－13 災害時における民間賃貸住宅の提供に関す

る協定＞ 

（イ）民間賃貸住宅の借り上げ 

被災規模や被害状況、応急仮設住宅の建設用地の確保及び

民間賃貸住宅の空き戸数の状況等を勘案した上で、関係団

体と協力し借り上げにより民間賃貸住宅を提供する。 

＜資料編１－13 災害時における民間賃貸住宅の提供に関す

る協定＞ 

地-3-98 令和元年十月 

二十三日内閣府

告示第三百七十

八号により応急

修理の対象範囲

が拡大されたた

め 

（２）被災した住宅の応急修理計画 

災害のため、住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度

の損傷を受け、自らの資力では応急修理をすることができない

被災者又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難

である程度に住家が半壊した被災者に対し、居室、炊事場、便

所等日常生活に必要最小限度の部分を応急的に修理する。 

（略） 

 

（２）被災した住宅の応急修理計画 

災害により、住家が半焼又は半壊し、そのままでは当面の日

常生活を営むことができず、自己の資力では応急修理ができな

い被災者に対し、居室、便所及び炊事場等日常生活に欠くこと

のできない部分を、応急的に修理する。 

（略） 

地-3-98 

 

協定を締結し、

住宅事業者の団

体と連携を図っ

たため 

 

イ 住宅事業者の団体との連携 

住宅の応急修理の実施に当たっては、協定に基づき、一般社

団法人全国木造建設事業協会等と連携して実施する。 

イ 住宅事業者の団体との連携 

住宅の応急修理の実施にあたっては、必要に応じて、住宅

事業者の団体と連携を図るとともに具体的な連携のあり方

について今後検討していく。 

地-3-99 被災宅地危険度

判定実施要綱の

改定による 

３ 被災宅地危険度判定支援体制の整備（県土整備部、市町村） 

大規模な地震により、宅地が大規模又は広範囲に被災した場

合、被災宅地危険度判定士を活用して被害の発生状況を迅速かつ

的確に把握することによって、適切な応急対策を講じて二次災害

の軽減及び防止並びに被災宅地の円滑な復旧に資するため、以下

の施策を推進する。 

 

３ 被災宅地危険度判定支援体制の整備（県土整備部、市町村） 

大規模な地震により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場

合、被災宅地危険度判定士を活用して被害の発生状況を迅速かつ

的確に把握することによって、適切な応急対策を講じて二次災害

の軽減及び防止並びに被災宅地の円滑な復旧に資するため、以下

の施策を推進する。 

 

地-3-100 防災基本計画 

修正のため 

４ 罹災証明書の交付体制の確立（防災危機管理部、市町村） 

（略） 

市町村は、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、

航空写真、被災者が撮影した住家の写真、応急危険度判定の判定

結果等を活用するなど、適切な手法により実施するものとする。 

県は、発災後速やかに住家被害の調査や罹災証明書の交付に係

る事務の市町村向け説明会を実施するとともに、その実施に当た

４ 罹災証明書の交付体制の確立（防災危機管理部、市町村） 

（略） 

市町村は、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、

航空写真、被災者が撮影した住家の写真、応急危険度判定の判定

結果等を活用するなど、適切な手法により実施するものとする。 

県は、被害の規模や被災市町村からの要請に応じ、職員の派遣

による人的支援や他自治体からの応援調整を行うとともに、被害
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っては、ビデオ会議システムを活用し、各市町村に映像配信を行

うなど、より多くの市町村担当者の参加が可能となるような工夫

をする。また、被害の規模や被災市町村からの要請に応じ、職員

の派遣による人的支援や他自治体からの応援調整を行うととも

に、被害が複数の市町村にわたる場合には、調査・判定方法にば

らつきが生じないよう、被災市町村間の調整を図る。 

 

が複数の市町村にわたる場合には、調査・判定方法にばらつきが

生じないよう、被災市町村間の調整を図る。 

 

 

 

 

  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 
 

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 

地-3-101 表現の統一 １ 水道施設（総合企画部、企業局） 

（２）応急復旧 

応急復旧に当たっては、的確に被害状況を把握し、速やか

に応急復旧対策を確立する。 

（略） 

１ 水道施設（総合企画部、企業局） 

（２）応急復旧 

応急復旧にあたっては、的確に被害状況を把握し、速やか

に応急復旧対策を確立する。 

（略） 

地-3-101 防災基本計画 

修正のため 

  エ 被害発生の把握及び緊急措置 

    浄・給水場施設や管路の点検により、被害情報を迅速に

把握するとともに、火災の発生状況を確認のうえ、漏水箇

所の切り離し等の緊急措置を講じて、被害の拡大及び二次

災害の防止を図る。 

  （新設） 

地-3-101 表現の統一 （３）県営水道の応急復旧 

イ 応急復旧 

以下の目標をたて、次の方針に基づく復旧計画を立案し実

施する。 

（略） 

（イ）復旧に当たっては、道路管理者等及び関係するライフラ

イン事業者と工程調整のうえ作業を行う。 

（略） 

 

（３）県営水道の応急復旧 

イ 応急復旧 

以下の目標をたて、次の方針に基づく復旧計画を立案し実

施する。 

（略） 

（イ）復旧にあたっては、道路管理者等及び関係するライフラ

イン事業者と工程調整のうえ作業を行う。 

（略） 

 

地-3-102 表現の統一 ２ 下水道施設（県土整備部、市町村） 

（３）応急復旧対策 

（略） 

２ 下水道施設（県土整備部、市町村） 

（３）応急復旧対策 

（略） 
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復旧に当たっては、道路管理者等及び関係するライフライン

事業者と工程調整のうえ作業を行う。 
復旧にあたっては、道路管理者等及び関係するライフライン

事業者と工程調整のうえ作業を行う。 

地-3-103 防災基本計画 

修正のため 

３ 電気施設 

（２）災害発生直前の措置 

東京電力パワーグリッド㈱は、大規模な災害発生のおそれが

ある場合、所有する電源車、発電機等の現在時点の配備状況等

を確認のうえリスト化するよう努めるものとする。 

（３）震災時の応急措置 

 

３ 電気施設 

（新設） 

 

 

 

（２）震災時の応急措置 

 

地-3-105 表現の統一 ４ ガス施設 

（５）事業継続計画の策定・発動（東京ガス㈱） 

事故・災害について、必要によりあらかじめ事業継続計画を

策定する。また、策定に当たっては、関係者の生命・身体の安

全及び被害拡大の防止を前提とした上で、最低限維持しなけれ

ばならない以下の業務を最優先する。 

（略） 

 

４ ガス施設 

（５）事業継続計画の策定・発動（東京ガス㈱） 

事故・災害について、必要によりあらかじめ事業継続計画を

策定する。また、策定にあたっては、関係者の生命・身体の安

全及び被害拡大の防止を前提とした上で、最低限維持しなけれ

ばならない以下の業務を最優先する。 

（略） 

 

地-3-106 表現の統一 ５ 通信施設 

（１）東日本電信電話㈱千葉事業部 

ア 震災時の活動体制 

（イ）情報連絡体制 

震災の発生に伴い情報連絡体制を確立し、情報の収集及

び伝達に当たる。 

５ 通信施設 

（１）東日本電信電話㈱千葉事業部 

ア 震災時の活動体制 

（イ）情報連絡体制 

震災の発生に伴い情報連絡体制を確立し、情報の収集及

び伝達にあたる。 

地-3-106 資機材の追加 （２）㈱ＮＴＴドコモ 

イ 発災時の応急措置 

（ア）設備、資機材の点検及び発動準備 

震災の発生とともに、次のとおり設備、資機材の点検等

を行う。 

ａ 可搬型無線基地局装置、移動基地局車等の発動準備 

ｂ 移動電源車、発動発電機等の発動準備 

（略） 

（イ）応急措置 

震災により通信設備に被害が生じた場合、または異常輻

（２）㈱ＮＴＴドコモ 

イ 発災時の応急措置 

（ア）設備、資機材の点検及び発動準備 

震災の発生とともに、次のとおり設備、資機材の点検等

を行う。 

ａ 可搬型無線基地局装置の発動準備 

ｂ 移動電源車等の発動準備 

（略） 

（イ）応急措置 

震災により通信設備に被害が生じた場合、または異常輻
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輳等の事態の発生により通信の疎通が困難になったり、通

信が途絶するような場合においても、最小限度の通信を確

保するため、次のとおり応急措置を行う。 

（略） 

ｃ 可搬型無線基地局装置、移動基地局車等の設置 

（略） 

輳等の事態の発生により通信の疎通が困難になったり、通

信が途絶するような場合においても、最小限度の通信を確

保するため、次のとおり応急措置を行う。 

（略） 

ｃ 可搬型無線基地局装置の設置 

  （略） 

地-3-107 表現の統一 ウ 応急復旧対策 

震災により被災した通信回線の復旧に当たっては、あらか

じめ定められた復旧順位にしたがって実施する。 

（略） 

 

ウ 応急復旧対策 

震災により被災した通信回線の復旧にあたっては、あらか

じめ定められた復旧順位にしたがって実施する。 

（略） 

 

地-3-108 業務継続計画の

改定のため 

７ 工業用水道 

工業用水は、市民生活に欠かすことのできない食料品、生活関

連物資等の生産を行う工場にとっても必要不可欠なものである

ことから、早期復旧が求められる。 

また、工水管は比較的大口径であることから、鉄道、幹線道路

等への二次災害の防止にも重点を置くこととし、迅速なパトロー

ル体制を構築し、被害状況把握のうえ、応急復旧計画を定め的確

に対応する。 

（１）震災時の初動体制 

職員、巡視点検委託事業者によりパトロールを実施し、被

害状況の把握に努める。 

 

 

（２）応急復旧対策 

応急復旧に当たっては、「千葉県工業用水道事業 業務継続

計画（Ver.2）」に基づき、迅速かつ円滑な応急復旧対応を図

る。 

  （略） 

（３）情報伝達 

工業用水道施設の被害及び復旧状況等について、必要に応

じ受水企業への適切な情報提供に努める。 

 

７ 工業用水道 

工業用水は、市民生活に欠かすことのできない食料品、生活関

連物資等の生産を行う工場にとっては必要不可欠なものである

ことから、早期復旧が求められる。 

併せて工水管は比較的大口径であることから、鉄道、幹線道路

等への二次災害の防止にも重点を置くこととし、迅速なパトロー

ル体制を構築し、被害状況把握のうえ、応急復旧計画を定め的確

に対応する。 

（１）震災時の初動体制 

職員、巡視点検委託事業者によりパトロールを実施し、被

害状況の把握に努める。また、併せて職員ＯＢで構成する支

援組織にも応援も求め、迅速化を図る。 

（２）応急復旧対策 

応急復旧にあたっては、「千葉県工業用水道事業 業務継続

計画」に基づき、迅速かつ円滑な応急復旧対応を図る。 

  （略） 

 

 

（新設） 
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地-3-109 表現の統一 ８ 道路・橋梁（県土整備部、市町村） 

（１）災害時の応急措置 

機関名 応 急 措 置 

県 （略） 

ライフライン施設の復旧における道路法の事務手

続については、「災害時等における道路法の許可等

に関する事務取扱いについて」に基づき、迅速な対

応を図る。 

（略） 

（略） （略） 
 

８ 道路・橋梁（県土整備部、市町村） 

（１）災害時の応急措置 

機関名 応 急 措 置 

県 （略） 

ライフライン施設の復旧における道路法の事務手

続きについては、「災害時等における道路法の許可

等に関する事務取扱いについて」に基づき、迅速な

対応を図る。 

（略） 

（略） （略） 
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地-3-109 
記載内容の明確

化 

機関名 応 急 措 置 

（略） （略） 

東日本

高速道

路㈱ 

１ 地震発生後、次の基準に従って警察当局と協力し
て通行規制を行い、ラジオ、標識、情報板、看板及
びパトロールカー等により情報を提供するなどし
て、通行車の安全確保に努める。 

（略） 

３ 災害が発生した場合、道路交通の確保及び被害の

拡大防止を図るため、速やかに応急復旧を行う。通

行止を実施しているときは、上下車線が分離されて

いる道路に当たっては、少なくとも上下線各 1車線

又は片側 2車線を、分離されていない道路に当たっ

ては、1車線を走行可能な状態に速やかに復旧させ

る。 

計測震度値 通行規制

内容 

対象区間 

計測震度値

4.0以上又は

特別巡回の結

果必要と認め

られる場合 

速度規制 全路線 

計測震度値

4.5以上 

通行止 ・首都圏中央連絡自動
車道 
神崎IC～下総IC 

 東金JCT～木更津JCT 
・館山自動車道 
 君津IC～富津竹岡IC 
・富津館山道路 
 富津竹岡IC～富浦IC 

計測震度値

5.0以上 

通行止 上記以外の路線 

（略） （略） 
 

機関名 応 急 措 置 

（略） （略） 

東日本

高速道

路㈱ 

１ 地震発生後、次の基準に従って警察当局と協力し

て通行規制を行い、ラジオ、標識、情報板、看板及

びパトロールカー等により情報を提供するなどし

て、通行車の安全確保に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

３ 災害が発生した場合、道路交通の確保及び被害の

拡大防止を図るため、速やかに応急復旧を行う。通

行止を実施しているときは、上下車線が分離されて

いる道路にあたっては、少なくとも上下線各1車線又

は片側2車線を、分離されていない道路にあたって

は、1車線を走行可能な状態に速やかに復旧させる。 

計 測 震 度 値 通行規制内容 

計測震度 4.0以上 4.5未満又

は特別巡回の結果必要と認

められる場合 

速度規制 

計測震度 4.5以上又は 5.0以

上 

通行止 

（略） （略） 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

地-3-113 表現の統一 （３）乗客の避難誘導 

機関名 避 難 誘 導 方 法 

（略） （略） 

首都圏 

新都市

鉄道㈱ 

１ 駅務管理所長は、係員を指揮してあらかじめ定め
てある臨時避難場所へ旅客を誘導し、避難させる。 

（略） 

（略） （略） 

（３）乗客の避難誘導 
 

機関名 避 難 誘 導 方 法 

（略） （略） 

首都圏 

新都市

鉄道㈱ 

１ 駅務管理所長は、係員を指揮して予め定めてある
臨時避難場所へ旅客を誘導し、避難させる。 

（略） 

（略） （略） 

地-3-113 表現の統一 （４）事故発生時の救護活動 

機関名 救 護 活 動 

（略） （略） 

東日本旅
客鉄道㈱ 
民鉄各社 
（下記以
外） 

 
災害発生時には、駅従業員、乗務員が救急救護活動

に当たるとともに、非常災害対策規則に基づき、対策
本部、復旧対策部に救護班を編成し、救護活動に当た
る。 
 

（略） （略） 

（４）事故発生時の救護活動 
 

機関名 救 護 活 動 

（略） （略） 

東日本旅
客鉄道㈱ 
民鉄各社 

（下記

以外） 

 
災害発生時には、駅従業員、乗務員が救急救護活動

にあたるとともに、非常災害対策規則に基づき、対策
本部、復旧対策部に救護班を編成し、救護活動にあた
る。 
 

（略） （略） 

    
  第１６節 ボランティアの協力 第１６節 ボランティアの協力 

地-3-116 団体数が変更 

したため 

１ 災害ボランティアセンターの設置（防災危機管理部、健康福祉 

部、環境生活部、市町村） 

（２）県災害ボランティアセンター 

（県災害ボランティアセンター連絡会） 

構成団体は、千葉県社会福祉協議会[事務局]、日本赤十字社千

葉県支部[事務局]、千葉県共同募金会など１６団体 

１ 災害ボランティアセンターの設置（防災危機管理部、健康福祉 

部、環境生活部、市町村） 

（２）県災害ボランティアセンター 

（県災害ボランティアセンター連絡会） 

 構成団体は、千葉県社会福祉協議会[事務局]、日本赤十字社千

葉県支部[事務局]、千葉県共同募金会など１７団体 

 
地-3-117 

 

団体名称修正 ３ ボランティアとして協力を求める個人、団体（総合企画部、防

災危機管理部、健康福祉部、環境生活部、県土整備部、市町村） 

（２）団 体 

ア 日本赤十字社千葉県支部 

   （略） 

３ ボランティアとして協力を求める個人、団体（総合企画部、防

災危機管理部、健康福祉部、環境生活部、県土整備部、市町村） 

（２）団 体 

ア 日本赤十字社千葉県支部奉仕団 

   （略） 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

地-3-117 記載位置の調整 ４ ボランティア意識の啓発、参加の呼びかけ（防災危機管理部、

健康福祉部、環境生活部、市町村） 

  常に災害時におけるボランティア活動の重要性を明らかにし、

ボランティア活動の主体となる意識の保持を訴えるとともに、災

害時には積極的な参加を呼びかけるものとする。 

 

４ ボランティア意識の啓発、参加の呼びかけ（防災危機管理部、

健康福祉部、環境生活部、市町村） 

  常に災害時におけるボランティア活動の重要性を明らかにし、

ボランティア活動の主体となる意識の保持を訴えるとともに、災

害時には積極的な参加を呼びかけるものとする。 

地-3-119 

 

令和2年6月1 

日付け内閣府 

による、ボラ 

ンティア・Ｎ 

ＰＯ等の災害 

対応ガイドラ 

イン改正のた 

め 

５ 災害時におけるボランティアの登録、派遣（総合企画部、防災

危機管理部、健康福祉部、環境生活部、県土整備部、市町村） 

（５）感染症対策について 

市町村災害ボランティアセンターは、感染症が懸念される状

況においては、ボランティアの募集範囲は市町村域を基本と

し、募集範囲を拡大する場合は被災地域の住民のニーズや意見

などを踏まえ、関係団体と協議する。 

 

５ 災害時におけるボランティアの登録、派遣（総合企画部、防災

危機管理部、健康福祉部、環境生活部、県土整備部、市町村） 

（新設） 

地-3-119 表現の統一 ６ ボランティア受入体制（防災危機管理部、健康福祉部、環境生

活部、市町村） 

（３）活動費用の負担 

ボランティアの活動に伴う経費は、その必要性に応じてボ

ランティアを受け入れる市町村が負担する。ボランティアが

活動に必要とする資機材については、県社会福祉協議会や市

町村社会福祉協議会においても、あらかじめ用意を行うこと

が望ましい。 

 

６ ボランティア受入体制（防災危機管理部、健康福祉部、環境生

活部、市町村） 

（３）活動費用の負担 

ボランティアの活動に伴う経費は、その必要性に応じてボ

ランティアを受け入れる市町村が負担する。ボランティアが

活動に必要とする資機材については、県社会福祉協議会や市

町村社会福祉協議会においても、予め用意を行うことが望ま

しい。 

 

地-3-120 

 

 

 

 

誤字修正 ８ 日本赤十字社千葉県支部防災ボランティア養成・研修計画  

奉 仕 団 名 災害時における活動（役割） 

（略） （略） 

千 葉 県 赤 十 字 

安全水泳奉仕団 

避難所での運営補助（救援物資の搬送及

び配布等） 

（略） （略） 
 

８ 日本赤十字社千葉県支部防災ボランティア養成・研修計画 
奉 仕 団 名 災害時における活動（役割） 

（略） （略） 

千 葉 県 赤 十 字 

安全水泳奉仕団 

避難所での運営補助（救援物資の搬送及

び配付等） 

（略） （略） 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

  第４章 災害復旧計画 

 

第１節 被災者生活安定のための支援 
 

第４章 災害復旧計画 

 

第１節 被災者生活安定のための支援 

 

地-4-2 防災基本計画 

修正のため 

１ 被災者に関する支援の情報の提供等（全庁、市町村） 

  市町村は、各種の支援措置が早期に実施されるよう、発災後遅 

滞なく被災者に罹災証明書を交付するとともに、個々の被災者の

被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事項等を

一元的に集約した被災者台帳の作成等被災者支援の公平で効率

的な実施に努める。 

  県は、発災後速やかに住家被害の調査や罹災証明書の交付に係

る事務の市町村向け説明会を実施するとともに、その実施に当た

っては、ビデオ会議システムを活用し、各市町村に映像配信を行

うなど、より多くの市町村担当者の参加が可能となるような工夫

をするよう努めるとともに、被災者台帳を作成する市町村からの

要請により、実施した支援について被災者に関する情報を提供す

る。 

また、県は国及び市町村と連携し、被災者に対してブルーシー

トの設置や住宅修理を行う事業者を迅速に紹介するよう努める。 

 

１ 被災者に関する支援の情報の提供等（全庁、市町村） 

  市町村は、各種の支援措置が早期に実施されるよう、発災後遅

滞なく被災者に罹災証明書を交付するとともに、個々の被災者の

被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事項等を

一元的に集約した被災者台帳の作成等被災者支援の公平で効率

的な実施に努める。 

  県は、被災者台帳を作成する市町村からの要請により、実施し

た支援について被災者に関する情報を提供する。 

 

 

 

 

 

（新設） 

地-4-2 被災者生活再建

支援法改正のた

め 

 

 

２ 被災者生活再建支援金（防災危機管理部、市町村） 

（３）対象となる被災世帯 

対象世帯は次のいずれかに該当する世帯とする。 

（略） 

 エ（略） 

オ 住宅が半壊し、相当規模の補修をしなければ居住が困難な

世帯（中規模半壊世帯） 

 

２ 被災者生活再建支援金（防災危機管理部、市町村） 

（３）対象となる被災世帯 

対象世帯は次のいずれかに該当する世帯とする。 

 （略） 

エ（略） 

 （新設） 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

  （４）支援金の支給額 

支給額は、住宅の被害程度と再建方法に応じた渡し切りと

し、以下の２つの支援金の合計額となる。ただし、世帯人数が

１人の場合は各該当欄の金額の３／４の額となる。 

ア 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

住宅の 

被害程度  
全壊 解体 長期避難 

大規模 

半壊 

支給額 100万円 100万円 100万円 50万円 

 

イ 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

住宅の 

再建方法 
建設・購入 補修 

賃借 

（公営住宅以外） 

支給額 
（全壊・解体・長
期避難・大規模半
壊）） 

 

200万円 

 

100万円 

 

50万円 

支給額 
（中規模半壊） 

100万円 50万円 25万円 

  （略） 

（４）支援金の支給額 

支給額は、住宅の被害程度と再建方法に応じた渡し切りと

し、以下の２つの支援金の合計額となる。ただし、世帯人数が

１人の場合は各該当欄の金額の３／４の額となる。 

ア 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

住宅の 

被害程度  
全壊 解体 長期避難 

大規模 

半壊 

支給額 100万円 100万円 100万円 50万円 

 

イ 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

住宅の 

 再建方法 
建設・購入 補修 

賃借 

（公営住宅以外） 

支給額 200万円 100万円 50万円 

（略） 

地-4-3 表現の統一 （５）支援金支給手続 

（略） 

（５）支援金支給手続き 

（略） 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

地-4-9 

 

記載位置の調整 10 その他の生活確保 
 

機関名 生 活 確 保 の 取 扱 い 

（略） （略） 

 

労働局 

（略） 
３ 雇用保険の失業給付に関する特例措置 

震災により失業の認定日に出向いて行くことので
きない受給資格者に対して、事後に証明書により失
業の認定を行い、失業給付を行う。 

（略） （略） 

10 その他の生活確保 
 

機関名 生 活 確 保 の 取 扱 い 

（略） （略） 

 

労働局 

（略） 
３ 雇用保険の失業給付に関する特例措置 
震災により失業の認定日に出向いて行くことので
きない受給資格者に対して、事後に証明書により失
業の認定を行い、失業給付を行う。 

（略） （略） 

地-4-10 令和元年の台風

において、利用

実績が多かった

ため 

11 中小企業への融資（商工労働部） 

（３）激甚災害枠 

  ア 融資対象者 

    激甚災害法の対象地域において直接被害を受けた方 

  イ 融資使途 

    設備資金、運転資金 

  ウ 融資限度額 

    １中小企業者 ８，０００万円以内 

  エ 融資期間 

    設備資金 １０年以内、運転資金 ７年以内 

  オ 融資利率 

    年１．０％～１．４％（融資期間により異なる。） 

（４）高度化融資（災害復旧貸付） 

  （略） 

11 中小企業への融資（商工労働部） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）高度化融資（災害復旧貸付） 

  （略） 

地-4-11 現在の制度に 

修正 

 

 

 

 

12 農林漁業者への融資（農林水産部） 

令和2年8月1日現在 

12 農林漁業者への融資（農林水産部） 

平成31年4月1日現在 
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ページ 修正理由 修正案 現行 
 

貸付金の種類 貸付対象 貸付限度額 利   率 
償還期間  

据置期間 

 

県  

単  
農  
業  

災  
害  
対  

策  
資  
金 

 

経営安定 

資金 
種苗、肥料、飼

料、労賃、水利

費、薬剤、農機

具、家畜又は家

きん、薪炭原木、

しいたけほだ

木、菌床、農業

共済掛金、簡易

施設復旧資材等 

 

災害の都度決定

（標準的な例：被害

認定額の80％以内

で300万円以下） 

 

災害の都度決定（令

和元年の適用例

0％） 

 

災害の都

度決定（標
準的な例：
5年以内） 

施設復旧資
金 

農業用施設の復

旧に要する経費 

 

災害の都度決定

（標準的な例：被害

認定額の80％以内

で500万円以下） 

 

災害の都度決定（令

和元年の適用  

例0％） 

 

災害の都

度決定（標

準的な例：

6年以内

（据置2年

以内）） 

 
 

 

 

貸付金の種類 貸付対象 貸付限度額 利   率 
償還期間  

据置期間 

 

県  

単  
農  
業  

災  
害  
対  

策  
資  
金 

 

経営安定 

資金 
種苗、肥料、飼

料、労賃、水利

費、薬剤、農機

具、家畜又は家

きん、薪炭原木、

しいたけほだ

木、菌床、農業

共済掛金、簡易

施設復旧資材等 

 

被害認定額の80％

以内で300万円以

下 

 

災害の都度決定（平

成 30 年の適用例

0％） 

 

5年以内 

施設復旧資
金 

農業用施設の復

旧に要する経費 

 

被害認定額の80％

以内で500万円以

下 

 

災害の都度決定（平

成30年の適用  

例0％） 

 

6年以内

（据置2年

以内） 
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地-4-12 現在の制度に 

修正 

 

 

貸付金の種類 貸付対象 貸付限度額 利     率 
償還期間  

据置期間 

 

県  
単  
漁  
業  

災  
害  
対  

策  
資  
金 

 

経営安定資金 漁具、稚魚、稚貝、

飼料、燃料、労賃、

漁業共済掛金、簡易

施設復旧資材等 

 

災害の都度決定

（標準的な例：被害

認定額の 80％以

内で 300 万円以

下） 

 

災害の都度決

定 （令和元年

の適用例0％） 

 

災害の都度
決定（標準

的な例：5年
以内） 

施設復旧資金 漁船、漁業用施設の

復旧に要する経費 

 

災害の都度決定

（標準的な例：被害

認定額の 80％以

内で 500 万円以

下） 

 

災害の都度決

定 （令和元年

の適用例0％） 

 

災害の都度

決定（標準

的な例：6年

以内（据置2

年以内）） 

 
 

貸付金の種類 貸付対象 貸付限度額 利     率 
償還期間 

据置期間 

県  
単  
漁  
業  

災  
害  
対  

策  
資  
金 

 

経営安定資金 漁具、稚魚、稚貝、

飼料、燃料、労賃、漁

業共済掛金、簡易施

設復旧資材等 

 

被害認定額の80％

以内で300万円以下 

 

災害の都度決

定（平成29年の

適用例0％） 

 

5年以内 

施設復旧資金 漁船、漁業用施設の

復旧に要する経費 

 

被害認定額の80％

以内で500万円以下 

 

災害の都度決

定（平成29年の

適用例0％） 

 

6年以内

（据置2年以

内） 

 

  第２節 津波災害復旧対策 

 

第２節 津波災害復旧対策 

 

地-4-13 記載の統一 ３ 漁港施設（農林水産部） 

漁港施設管理者は、管理する施設が津波により被害を受けた場

合は、被害状況を速やかに調査し、復旧を行うものとする。特に

漁港施設は、公共性があり漁業生産基盤上、緊急に復旧を行う必

要がある。 

（１）海岸保全施設 

ア 堤防の決壊又はそのおそれがあるもの 

（略） 

 

３ 漁港施設（農林水産部） 

漁港用施設管理者は、管理する施設が津波により被害を受けた

場合は、被害状況を速やかに調査し、復旧を行うものとする。特

に漁港施設は、公共性があり漁業生産基盤上、緊急に復旧を行う

必要がある。 

（１）海岸保全施設 

ア 堤防の決壊で破堤のおそれがあるもの 

（略） 

 

地-4-14 記載の統一 （２）漁港施設 

 （略） 

  イ 臨港交通施設の破壊で、これによって当該臨港道路交通施

設による輸送不可能又は著しく困難であるもの 

（他の施設による輸送が著しく困難でない場合を除く） 

（略） 

 

（２）漁港施設 

 （略） 

  イ 臨港交通施設の破壊で、これによって当該臨港道路交通施

設による輸送が著しく困難であるもの 

（他の施設による輸送が著しく困難でない場合を除く） 

（略） 
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  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 

 

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 

 
地-4-18 

 

表現の統一 ５ 通信施設 

（１）東日本電信電話㈱における復旧の順位 

震災により被災した通信回線の復旧については、あらかじめ

定められた順位にしたがって実施する。 

（略） 

 

５ 通信施設 

（１）東日本電信電話㈱における復旧の順位 

震災により被災した通信回線の復旧については、予め定めら

れた順位にしたがって実施する。 

  （略） 

地-4-18 

 

 

文言修正 ６ 工業用水道施設 

工業用水を常時、安定的に供給するという役割を担う工業用水

道の重要性から次の点に留意し復旧を行う。 

（１）復旧工程 

復旧工事期間中においても受水企業の操業に支障が生じな

いよう、平常時と同様の給水量を確保することを前提として実

施する。 

（略） 

６ 工業用水道施設 

工業用水を常時、安定的に供給するという役割を担う工業用水

道の重要性から次の点に留意し復旧を行う。 

（１）復旧工程 

復旧工事期間中においても受水企業が必要とする給水量を

確保することを前提とし、企業の生産設備の復旧状況を見極め

ながら、各事業地区相互の応援給水体制を確保し、実施する。 

（略） 

 
地-4-18 

 

句点の削除 ７ 農林・水産業施設（農林水産部） 

  （１）農業用施設 

ア 用水施設 

（ア）用水路等の破壊、決壊で、これを放置すると農業生

産基盤に重大な影響を与えるもの 

（イ）用水路護岸の破壊で、決壊のおそれのあるもの 

イ た め 池 

（ア）堤体の決壊又はそのおそれがあり、ため池下流の地

域住民及び農業生産基盤に重大な影響を与えるもの 

（イ）決壊したため池を放置すると著しい被害を生じるお

それのあるもの 

ウ 道路施設 

道路、橋梁等が被害を受けた場合、地域住民及び農業生

産基盤に重大な影響を与えるもの 

エ 排水施設 

７ 農林・水産業施設（農林水産部） 

  （１）農業用施設 

ア 用水施設 

（ア）用水路等の破壊、決壊で、これを放置すると農業生

産基盤に重大な影響を与えるもの。 

（イ）用水路護岸の破壊で、決壊のおそれのあるもの。 

イ た め 池 

（ア）堤体の決壊又はそのおそれがあり、ため池下流の地

域住民及び農業生産基盤に重大な影響を与えるもの。 

（イ）決壊したため池を放置すると著しい被害を生じるお

それのあるもの。 

ウ 道路施設 

道路、橋梁等が被害を受けた場合、地域住民及び農業生

産基盤に重大な影響を与えるもの。 

エ 排水施設 
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（ア）堤防の破壊、護岸の決壊で、地域住民及び農業生産基

盤に重大な影響を与えるもの 

（イ）護岸等の決壊で、破壊のおそれのあるもの 

（ウ）被害を受けた排水施設について、放置すると著しい被

害を生じるおそれのあるもの 

オ 地すべり防止施設 

地すべり防止施設の被災、これを放置すると、人家、公

共用及び農業用施設に被害を生じるおそれのあるもの、又

はその他著しい被害を生じるおそれのあるもの 

 

（ア）堤防の破壊、護岸の決壊で、地域住民及び農業生産基

盤に重大な影響を与えるもの。 

（イ）護岸等の決壊で、破壊のおそれのあるもの。 

（ウ）被害を受けた排水施設について、放置すると著しい被

害を生じるおそれのあるもの。 

オ 地すべり防止施設 

地すべり防止施設の被災、これを放置すると、人家、公

共用及び農業用施設に被害を生じるおそれのあるもの、又

はその他著しい被害を生じるおそれのあるもの。 

 

地-4-19 記載の統一 （３）漁港施設 

漁港施設管理者は、管理する施設が地震等により被害を受け

た場合は、被害状況を速やかに調査し、復旧を行うものとする。

特に公共性があり漁業生産基盤上、緊急に復旧を行う必要のあ

る対象は次のとおりである。 

ア 海岸保全施設 

（ア）堤防の決壊又はそのおそれがあるもの 

 

（イ）堤防の前面の砂浜における土砂の流出で、根固めをす

る必要があるもの 

（ウ）護岸の全壊等で、これを放置すると著しい被害が生じ

るおそれのあるもの 

 

（３）漁港施設 

漁港用施設管理者は、管理する施設が地震等により被害を受

けた場合は、被害状況を速やかに調査し、復旧を行うものとす

る。特に公共性があり漁業生産基盤上、緊急に復旧を行う必要

のある対象は次のとおりである。 

ア  海岸保全施設 

（ア）破堤 

（イ）堤防の破壊で破堤のおそれがあるもの 

（ウ）堤防の前面の砂浜における土砂の流出で、根固めをす

る必要があるもの 

（エ）護岸の全壊等で、これを放置すると著しい被害が生じ

るおそれのあるもの 

 

地-4-19 記載の統一 イ 漁港施設 

  （イ）臨港交通施設の破壊で、これによって当該臨港道路交通

施設による輸送不可能又は著しく困難であるもの 

（他の施設による輸送が著しく困難でない場合を除く） 

（略） 

イ 漁港施設 

  （イ）臨港交通施設の破壊で、これによって当該臨港道路交通

施設による輸送が著しく困難であるもの 

（他の施設による輸送が著しく困難でない場合を除く） 

（略） 

 

地-4-19 表現の統一 ８ 公共土木施設（県土整備部） 

（１）道路施設 

（略） 

復旧に当たっては、被害者の救護・救護活動や緊急物資の輸

８ 公共土木施設（県土整備部） 

（１）道路施設 

（略） 

復旧にあたっては、被害者の救護・救護活動や緊急物資の輸
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送に対処するため、「緊急輸送道路一次路線」を最優先に実施

するものとする。 

復旧に当たっては、公益占用物件等の復旧計画と調整のうえ

行うものとする。 

 

送に対処するため、「緊急輸送道路一次路線」を最優先に実施

するものとする。 

復旧にあたっては、公益占用物件等の復旧計画と調整のうえ

行うものとする。 

  第４節 激甚災害の指定 

 

第４節 激甚災害の指定 

 
地-4-21 表現の統一 ２ 特別財政援助額の交付手続等（総務部、農林水産部、県土整備

部） 

（１）県 

激甚災害の指定を受けたときは、事業の種別ごとに激甚法及

び算定の基礎となる法令に基づき、関係部局は負担金を受ける

ための手続その他を実施するものとする。 

 

２ 特別財政援助額の交付手続き等（総務部、農林水産部、県土整

備部） 

（１）県 

激甚災害の指定を受けたときは、事業の種別毎に激甚法及び

算定の基礎となる法令に基づき、関係部局は負担金を受けるた

めの手続きその他を実施するものとする。 

 
  第５節 災害復興 

 

第５節 災害復興 

 
地-4-22 復旧・復興本部

設置要綱の追加 

１ 体制の整備(全庁) 

県は、県民の生活や地域（都市）の機能、文化・産業の再建を

計る災害復興事業を速やか、かつ、計画的に実施するための臨時

組織として、災害復旧・復興本部を設置する。 

（削除） 

 

 

 

＜資料編１－11 東日本大震災千葉県災害復旧・復興本部設置要綱

＞ 

＜資料編１－12 令和元年房総半島台風・東日本台風及び１０月 

２５日の大雨千葉県災害復旧・復興本部設置要綱＞ 

 

１ 体制の整備(全庁) 

県は、県民の生活や地域（都市）の機能、文化・産業の再建を

計る災害復興事業を速やか、かつ、計画的に実施するための臨時

組織として、災害復旧・復興本部を設置する。 

平成２３年３月に発生した東日本大震災では、本県において初め

て災害復旧・復興本部を設置した。 

県は、東日本大震災の復旧復興に係る教訓等を踏まえ、災害復

旧・復興本部の役割等について、研究する。 

＜資料編１－12 東日本大震災千葉県災害復旧・復興本部要綱＞ 

 

（新設） 

 

地-4-23 記載位置の調整 ４ 復興対策の研究、検討（全庁） 

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

４ 復興対策の研究、検討（全庁） 

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策の
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施策の方向性を参考にし、震災後の対策や活動内容について事前

に検討し、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。 

 

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に検討

し、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５章 南海トラフ地震防災対策推進計画 

 

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 

 

第５章 南海トラフ地震防災対策推進計画 

 

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 

地-5-5 表現の統一 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   

（略） 

ア 各施設に共通する事項 

① 津波警報等の来場者等への伝達 

情報伝達に当たっては、市町村の作成する津波避難計画

マップ等を確認するとともに、次の事項に留意する。 

（略） 

 

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   

（略） 

ア 各施設に共通する事項 

① 津波警報等の来場者等への伝達 

情報伝達にあたっては、市町村の作成する津波避難計画

マップ等を確認するとともに、次の事項に留意する。 

（略） 

 
  第６節 時間差発生等における円滑な避難の確保等に 

関する事項 

 

第６節 時間差発生等における円滑な避難の確保等に 

関する事項 

地-5-9 句点の追加 

 

２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合

における災害応急対策に係る措置に関する事項 

（５）避難対策等 

ア 地域住民等の避難行動等 

（カ）市町村は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等

が発表された場合において、高齢者等事前避難対象地域内

の地域住民等（要配慮者等除く。）及び事前避難対象地域

外の地域住民等に対し、日頃からの地震への備えを再確認

する等防災対応をとる旨を呼びかけるものとし、その方針

を推進計画に明示するものとする。 

２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合

における災害応急対策に係る措置に関する事項 

（５）避難対策等 

ア 地域住民等の避難行動等 

（カ）市町村は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等

が発表された場合において、高齢者等事前避難対象地域内

の地域住民等（要配慮者等除く）及び事前避難対象地域外

の地域住民等に対し、日頃からの地震への備えを再確認す

る等防災対応をとる旨を呼びかけるものとし、その方針を

推進計画に明示するものとする。 

地-5-10 見出しの修正 （６）関係機関のとるべき措置 （６）関係機関のとるべき措置 
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オ 県及び市町村が自ら管理等を行う、道路、河川その他の施 

設に関する対策 

 （略） 

カ 県及び市町村が自ら管理又は運営する南海トラフ地震防

災対策計画の対象となる施設又は事業に相当する施設又は

事業に関する対策は本章第１０節２（２）に準ずるものとす

る。 

 

カ 県及び市町村が自ら管理等を行う、道路、河川その他の施 

設に関する対策 

 （略） 

キ 県及び市町村が自ら管理又は運営する南海トラフ地震防

災対策計画の対象となる施設又は事業に相当する施設又は

事業に関する対策第１０節２（２）に準ずるものとする。 

 

地-5-11 誤字の修正 ３ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合

における災害応急対策に係る措置に関する事項 

（２）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された後

の周知 

ア 県は、地域住民等に冷静な対応を呼びかけるとともに、南

海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等の内容、交通に関す

る情報、ライフラインに関する情報、生活関連情報等地域住民

等に密接に関係のある事項について、周知するものとする。 

（略） 

 

３ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合

における災害応急対策に係る措置に関する事項 

（２）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された後

の周知 

ア 県は、地域住民等に冷静な対応を呼びかけるとともに、南

海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等の内容、交通に関す

る情報、ライフラインにする情報、生活関連情報等地域住民等

に密接に関係のある事項について、周知するものとする。 

（略） 

 

  第７節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備計画 

 

第７節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備計画 

 

地-5-12 無電柱化推進 

計画策定のため 

（６）共同溝、電線共同溝等 

災害時のライフライン機能の維持を図るため、電線類の無電

柱化やガス管、水管、下水道管等公益物件を地下に埋設する共

同溝等の整備に努める。 

 

（６）共同溝、電線共同溝等 

災害時のライフライン機能の維持を図るため、電線、ガス管、

水管、下水道管等公益物件を地下に埋設する共同溝等の整備に

努める。 

  第１０節 南海トラフ地震防災対策計画 

 

第１０節 南海トラフ地震防災対策計画 

 

地-5-14 句点の削除 １ 津波からの円滑な避難の確保に関する事項 

（２）個別の計画において定める事項 

イ 石油類、火薬類、高圧ガス等製造、貯蔵、処理又は取扱い

を行う施設を管理・運営する者 

津波が襲来したときに発生する可能性のある火災、流出、

爆発、漏洩その他周辺の地域に対し影響を与える現象の発生

１ 津波からの円滑な避難の確保に関する事項 

（２）個別の計画において定める事項 

イ 石油類、火薬類、高圧ガス等製造、貯蔵、処理又は取扱い

を行う施設を管理・運営する者 

津波が襲来したときに発生する可能性のある火災、流出、

爆発、漏洩その他周辺の地域に対し影響を与える現象の発生
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を防止するため、必要な緊急点検及び巡視の実施、充填作業

及び移替え作業等の停止その他当該施設の損壊防止のため特

に必要がある応急的保安措置の実施 

（略） 

 

を防止するため、必要な緊急点検及び巡視の実施、充填作業

及び移替え作業等の停止その他当該施設の損壊防止のため特

に必要がある応急的保安措置の実施。 

（略） 

 


