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○千葉県地域防災計画【風水害等編】 

 

ページ 修正理由 修正案 現行 

  第１章 総 則 

 

第１節 県土の保全 

 

第１章 総 則 

 

第１節 県土の保全 

 
風-1-3 表現の統一 １ 治 水 

（略） 

特に狭い国土に多数の人口を擁しているわが国では、高度の土

地利用が要求され、河川流域の利用度が著しく高いため、ひとた

び河川が氾濫すると、被害は多大なものとなる。 

（略） 

１ 治 水 

（略） 

特に狭い国土に多数の人口を擁しているわが国では、高度の土

地利用が要求され、河川流域の利用度が著しく高いため、ひとた

び河川がはん濫すると、被害は多大なものとなる。 

（略） 
風-1-4 表現の統一 

 

河川の 

地域区分 

主要 

河川名 

特 徴 

九十九里 

河川 

（略） ５ 氾濫原であった河川沿いの低地部が

市街化されたことにより浸水被害が拡大

した。 

（略） （略） （略） 

 

河川の 

地域区分 

主要 

河川名 

特 徴 

九十九里 

河川 

（略） ５ はん濫原であった河川沿いの低地部

が市街化されたことにより浸水被害が拡

大した。 

（略） （略） （略） 

風-1-5 表現の統一 ２ 治 山 

本県の山岳地帯は、安房郡市一帯と君津地域の一部に限られる

が、地形が錯そうし、急流が多く、地質が軟弱なため崩壊、崩落

及び侵食が激しく、洪水氾濫、土砂流出等が見られるのみならず、

小規模の地すべりも各所に起きて、道路、護岸等の公共施設や農

宅地被害をしばしばもたらしている。 

（略） 

２ 治 山 

本県の山岳地帯は、安房郡市一帯と君津地域の一部に限られる

が、地形が錯そうし、急流が多く、地質が軟弱なため崩壊、崩落

及び侵食が激しく、洪水はん濫、土砂流出等が見られるのみなら

ず、小規模の地すべりも各所に起きて、道路、護岸等の公共施設

や農宅地被害をしばしばもたらしている。 

（略） 
    
  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 

 

風-2-3 第3期千葉県教１ 防災教育（全庁、市町村） １ 防災教育（全庁、市町村） 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

育振興基本計画

を踏まえ修正 

（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。 

（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。 

 

風-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）広報すべき内容 

ア 災害時の心得 

災害が発生し、又は発生のおそれがあるときにおいて、あ

らかじめ各世帯が承知しておくべき次の事項の周知に努める

ものとする。 

（ア）避難勧告等の発令基準に活用する防災気象情報や５段階

の警戒レベル等の関係性の意味と内容及び地域の水害・土

砂災害リスクや災害時にとるべき行動についての説明 

（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 

（オ）「災害・避難カード」を活用した避難路、避難地、避難

方法及び避難時の心得 

 

３ 防災広報の充実（全庁、市町村） 

（１）広報すべき内容 

ア 災害時の心得 

災害が発生し、又は発生のおそれがあるときにおいて、あ

らかじめ各世帯が承知しておくべき次の事項の周知に努め

るものとする。 

（ア）避難勧告等の発令基準に活用する防災気象情報や５段階

の警戒レベル等の関係性の意味と内容の説明 

 

（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 

（エ）「災害・避難カード」を活用した避難路、避難地、避難

方法及び避難時の心得 

 

風-2-4 防災基本計画 

修正のため 

 

 

内閣府通知を踏

まえ追加 

 

（カ）避難予定場所と経路等 

（キ）自動車へのこまめな満タン給油 

（ク）被災世帯の心得ておくべき事項 

  （ケ）保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え 

 

（オ）避難予定場所と経路等 

（新設） 

（カ）被災世帯の心得ておくべき事項 

（新設） 

 

風-2-6 防災基本計画 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） 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） 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

修正のため （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。 

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。 

 

（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。 

（新設） 

風-2-7 検証会議「解決

の方向性」を 

反映 

５ 防災訓練の充実（防災危機管理部、県土整備部、市町村） 

災害時における防災活動の迅速かつ円滑な実施を期するため、

各防災関係機関相互及び地域の自主防災組織や住民との協力体

制の確立に重点を置いた総合訓練や各個別訓練を次のとおり実

施する。 

（略） 

（４）災害対策本部訓練 

県は、大規模地震と同様に、台風や大雨等の風水害を想

定した災害対策本部運営に係る図上訓練を実施し、災害対

策本部設置前の活動や災害対策本部の設置（及び災害即応

体制からの移行）運営、国・近隣自治体・防災関係機関等

との連携及び広域応援等に係る図上訓練を実施する。 

（５）総合防災訓練 

県、市町村及び関係機関は合同して、各種の総合防災訓

練を実施する。 

 

５ 防災訓練の充実（防災危機管理部、県土整備部、市町村） 

災害時における防災活動の迅速かつ円滑な実施を期するため、

各防災関係機関相互及び地域の自主防災組織や住民との協力体

制の確立に重点を置いた総合訓練や各個別訓練を次のとおり実

施する。 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

（４）総合防災訓練 

県、市町村及び関係機関は合同して、各種の総合防災訓

練を実施する。 

 

  第２節 水害予防対策 
 

第２節 水害予防対策 
 

風-2-9 誤字修正 １ 水害予防計画（環境生活部、農林水産部、県土整備部） 

ウ 水害に対する応急的な防ぎ方 

（イ）水害直後の対策  

     水害をうけた農作物に対する応急処置は、作物によっても

異なるが、一般的なものとしては、水路の阻害物を除去した

１ 水害予防計画（環境生活部、農林水産部、県土整備部） 

ウ 水害に対する応急的な防ぎ方 

（イ）水害直後の対策  

水害をうけた農作物に対する応急処置は、作物によっても

異なるが、一般的なものとしては、水路の阻害物を除去した
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ページ 修正理由 修正案 現行 

り、排水ポンプ等により、耕地の停滞水をなるべく早く除去

すること、浸水のため根元が現れたときは、他から土をもっ

てきて株元を固定すること、収穫期にある 農作物は水が引

いたならば、なるべく早く収穫してよく乾燥させること、病

害虫防除の対策をとること、回復の見込みのないものは取り

かたづける、弱っている作物に生育を促す肥料をやる、とい

ったことが必要である。 

      （略） 

り、排水ポンプ等により、耕地の停滞水をなるべく早く除去

すること、浸水のため根元が現れたときは、他から土をもっ

てきて根株を固定すること、収穫期にある 農作物は水が引

いたならば、なるべく早く収穫してよく乾燥させること、病

害虫防除の対策をとること、回復の見込みのないものは取り

かたづける、弱っている作物に生育を促す肥料をやる、とい

ったことが必要である。 

（略） 

風-2-10 検証会議「解決

の方向性」・防

災基本計画の修

正を反映 

（４）河川改修等の治水事業 

  （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）河川改修等の治水事業 

  イ 洪水ハザードマップの作成 

河川の整備には時間を要することから、これと並行して、

ソフト面から安全度を高めるために、浸水実績や洪水シミュ

レーション結果に基づく洪水ハザードマップの整備を促進す

る。 

洪水ハザードマップは、水害時の人的被害の防止、啓発活

動などを目的として各市町村が作成、公表して地域住民への

周知を図るものであり、浸水情報や避難場所等を記載したも

のである。 

洪水ハザードマップ作成の基礎資料となる浸水実績図や浸

水想定区域図等については河川管理者が市町村に対して情報

提供するとともに、河川管理者自らも、インターネット等を

通じて浸水実績図等の積極的公表に努める。その際、河川近

傍や浸水深の大きい区域については、「早期の立退き避難が

必要な区域」として明示することに努めるものとする。 

なお、洪水浸水想定区域は、水防法第１４条第１項に基づ

き、知事が指定した河川について、当該河川の洪水防御に関

する計画の基本となる降雨により、当該河川が氾濫した場合

に浸水が想定される区域を指定するものであったが、平成２

７年の水防法の改定により対象降雨が「計画の基本となる降

雨」から「想定最大規模降雨」へ変更となり、それに伴い想

定最大規模降雨に対応した浸水想定区域へ順次拡充を図るも

のとする。 



88 

 

ページ 修正理由 修正案 現行 

 

 

 

また、市町村は、水防法第１５条に基づき、浸水想定区域

内に地下街、大規模工場等、又は主として高齢者、障害者、

乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設

で、当該施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難を確

保する必要があると認めた場合にあっては、これらの施設の

名称及び所在地を定め、その施設については洪水予報等の伝

達方法等を市町村地域防災計画に定めるものとする。 

    イ 雨水排水の流出抑制 

   （略） 

   ウ 雨水排水の流出抑制 

   （略） 

  （５）浸水想定区域等の作成及び公表 

  ア 浸水予想区域の調査 

   県及び市町村は河川周辺地域での外水及び内水の氾濫の影

響により、家屋の浸水が予想される浸水予想区域をあらかじめ

調査し、水害による被害の軽減に努めるものとする。 

（ア）洪水浸水想定区域等の作成及び公表 

県は、水害リスク情報を住民に分かりやすく伝え、住民の

適切な避難行動を促すため、県管理の一・二級河川、湖沼の

うち、水位周知河川及びその支川においては、想定最大規

模の降雨による洪水浸水想定区域図を、その他の河川につ

いては氾濫推定図を作成・公表し、水災による被害の軽減

に努めるものとする。 

（５）浸水予想区域の調査及び周知 

  ア 浸水予想区域の調査 

   県及び市町村は河川周辺地域での外水及び内水の氾濫や海

岸近くにおける高潮及び津波の影響により、家屋の浸水が予想

される浸水予想区域をあらかじめ調査し、水害による被害の軽

減に努めるものとする。 

（ア）洪水浸水予想区域の調査 

県管理の一・二級河川、湖沼等は、下記危険度判定基準によ

り行っている。 
 

評 定 基 準 

過去の降雨による浸水により住宅区域に被害が発生したこ

とがあり、その危険性が現在においても解消されていない河

川流域で、家屋浸水（床下・床上）の被害が予測される河川。 

なお、降雨の規模は概ね50mm/h程度であるが、今後、想定

最大規模降雨に拡充予定である。 

  （イ）浸水想定区域等に基づいた洪水ハザードマップ作成 

     洪水ハザードマップは、水害時の人的被害の防止、啓発 

活動などを目的として各市町村が作成、公表し、地域住民へ

の周知を図るものである。 

 県は、洪水ハザードマップ作成の基礎資料となる浸水想定

区域図等を市町村に情報提供するとともに、インターネット

等を通じて浸水想定区域図等の公表に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

ページ 修正理由 修正案 現行 

（ウ）要配慮者利用施設の避難確保計画等について 

市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所

有者又は管理者は、当該施設の利用者の洪水時等の円滑かつ

迅速な避難を確保するために必要な訓練、その他の措置に関

する計画の作成が義務付けられる。その際、県は計画作成を

指導する市町村に対し、技術的助言を行うものとする。 

 （エ）地盤沈下の調査 

  （略） 

 

 

 

 

 

 

（イ）地盤沈下の調査 

  （略） 

風-2-11 防災基本計画

修正のため 

（６）道路災害による事故防止 

ウ 異常気象時における交通規制 

異常気象時において、道路災害による事故を未然に防止

するため、降雨出水等により道路状態が悪く、がけ崩れ、

道路損壊等が予想され、交通の安全が確保できない場合は、

道路法第４６条の規定による通行の禁止又は制限を行う。

また、雨量が規制基準値に達したときは、「異常気象時にお

ける道路通行規制要領」に基づく交通止めの措置をとる。

なお、降雨予測等から通行規制範囲を広域的に想定して、

できるだけ早く通行規制予告を発表するものとする。 

（６）道路災害による事故防止 

ウ 異常気象時における交通規制 

異常気象時において、道路災害による事故を未然に防止

するため、降雨出水等により道路状態が悪く、がけ崩れ、

道路損壊等が予想され、交通の安全が確保できない場合は、

道路法第４６条の規定による通行の禁止又は制限を行う。

また、雨量が規制基準値に達したときは、「異常気象時にお

ける道路通行規制要領」に基づく交通止めの措置をとる。 

風-2-11 検証会議「解決

の方向性」・防

災基本計画の

修正を反映 

（７）気象（降水量）、河川水位等の観測 

イ 県管理河川 

（イ）水位観測所 

千葉県水防テレメーター水位観測所は矢作局ほか１０

８か所に設置している。 

千葉県水防計画資料編第２章「観測通報」、第７章   

第３節「防災行政無線系統」、４節「水位及び雨量観測所 

(水防テレメータ一覧表)」を参照のこと。 

このほか、水位周知河川の基準水位観測所等を補完す

る危機管理型水位計を３４箇所に設置したところであ

り、さらによりきめ細やかな河川の監視体制の構築に向

け、水位周知河川とその支川を対象に２９箇所の設置を  

進めるなど、増設に努めるものとする。 

（ウ）気象官署の観測 

    （略） 

（７）気象（降水量）、河川水位等の観測 

イ 県管理河川 

（イ）水位観測所 

千葉県水防テレメーター水位観測所は矢作局ほか１０

８か所に設置している。 

千葉県水防計画資料編第２章「観測通報」を参照のこ

と。 

（新設） 

 

 

 

 

 

（ウ）気象官署の観測 

   （略） 
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風-2-12 表現の統一 ２ 高潮予防計画（環境生活部、農林水産部、県土整備部） 

（６）保安林整備事業（海岸防災林造成工事、保安林緊急改良工

事） 

（略） 

なお、実施に当たっては、直接波浪による侵食を防止する

ために設置した防潮堤の後方に森林を造成して、それぞれの

もつ防災機能効果の促進を期する。 

 

２ 高潮予防計画（環境生活部、農林水産部、県土整備部） 

（６）保安林整備事業（海岸防災林造成工事、保安林緊急改良工

事） 

（略） 

なお、実施にあたっては、直接波浪による侵食を防止する

ために設置した防潮堤の後方に森林を造成して、それぞれの

もつ防災機能効果の促進を期する。 

 

  第３節 土砂災害予防対策 

 

第３節 土砂災害予防対策 

 
風-2-15 表現の統一 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

  土砂災害（急傾斜地の崩壊、土石流、地すべり）から住民の生

命及び身体を保護するため、土砂災害が発生するおそれがある土

地の区域を明らかにし、警戒避難体制の整備や一定の開発行為の

制限を行うことを趣旨とする「土砂災害防止法」が平成１３年４

月に施行された。この法律の趣旨に則り以下の手続を推進する。 

 

（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

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。 

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) 

土砂災害（急傾斜地の崩壊、土石流、地すべり）から住民の生

命及び身体を保護するため、土砂災害が発生するおそれがある土

地の区域を明らかにし、警戒避難体制の整備や一定の開発行為の

制限を行うことを趣旨とする「土砂災害防止法」が平成１３年４

月に施行された。この法律の趣旨に則り以下の手続きを推進す

る。 

（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

地域をあらかじめ調査し、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。 

風-2-15 防災基本計画 

修正のため 

（２）基礎調査の推進 

県は、土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に

危害が生ずるおそれのある土地、当該土地のうち建築物に損壊

が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれが

ある土地について、その土地の利用状況、人家、公共施設等の

（２）基礎調査の推進 

県は、土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に

危害が生ずるおそれのある土地、当該土地のうち建築物に損壊

が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれが

ある土地について、その土地の利用状況、人家、公共施設等の
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状況、過去の災害実態等について調査する。 

   また、基礎調査については、おおむね5年ごとに、各区域に

おける土砂災害警戒区域等の指定を踏まえた警戒避難体制の

整備状況、地形や土地利用の状況等を確認し、変化が認められ

た箇所等については、現地確認を行うなど、当該区域において

必要な項目について詳細な調査を行うものとする。 

さらに、区域指定を予定していない箇所での土砂災害が全国

で確認されたことを踏まえ、数値標高モデル等の高精度な地形

情報等を用いて危険箇所を抽出し、また、「市町村との情報共

有の仕組み」により危険箇所を把握し、基礎調査を実施する。 

状況、過去の災害実態等について調査する。 

 

 

 

 

 

さらに、土砂災害防止法第４条第２項の規定により、その結果

を公表する。 

風-2-14、15 土砂災害防止法

第26条に基づき

修正のため 

（４）土砂災害警戒区域等における危険回避のためのソフト対策 

ア 市町村は、土砂災害から住民等の生命を守るため、災害

情報の伝達や避難が早くできるよう警戒避難体制の整備

を図る。 

イ 土砂災害特別警戒区域内において、居室を有する建築物

は、想定される衝撃等に対して建築物の構造が安全である

かどうか建築確認を行う。 

ウ 土砂災害特別警戒区域内において、住宅宅地分譲や、要

配慮者利用施設の建築のための開発行為は、基準に従った

ものに限って許可する。 

エ 土砂災害特別警戒区域内において、著しい損壊が生じるお

それのある建築物の所有者等に対して、移転等の勧告をする

ことができる。 

また、勧告を受けた者に対し、土地の取得についてのあっ

せんその他の必要な措置を講ずるように努める。 

 

（４）土砂災害警戒区域等における危険回避のためのソフト対策 

ア 市町村は、土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝

達や避難が早くできるよう警戒避難体制の整備を図る。 

 

イ 居室を有する建築物は、想定される衝撃等に対して建築

物の構造が安全であるかどうか建築確認を行う。 

 

ウ 住宅宅地分譲や、要配慮者関連施設の建築のための開発

行為は、基準に従ったものに限って許可する。 

 

エ 著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者に対

して、移転等の勧告を図る。この移転等が円滑に行われる

ために必要な資金の確保、融通又は、その斡旋に努める。 

風-2-15 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画 

 修正のため 

 

 

 

 

 

２ 土砂災害に対する警戒避難体制の整備（防災危機管理部、県土

整備部、警察本部） 

（１）土砂災害に関する情報の収集 

県及び市町村は、平常時から土砂災害警戒区域等や砂防施設

等を巡視することにより、危険箇所や施設等の状況把握に努め

るとともに、台風及び豪雨等により大雨が予測されるときは、

住民、警察、消防団等から土砂災害発生の前兆現象や災害発生

２ 土砂災害に対する警戒避難体制の整備（防災危機管理部、県土

整備部、警察本部） 

（１）土砂災害に関する情報の収集 

県及び市町村は、平常時から土砂災害危険箇所や砂防施設等

を巡視することにより、危険箇所や施設等の状況把握に努める

とともに、台風及び豪雨等により大雨が予測されるときは、住

民、警察、消防団等から土砂災害発生の前兆現象や災害発生等
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風-2-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画 

 修正のため 

等の情報を収集する。 

（２）警戒避難体制の整備等 

市町村は、主として以下の項目に留意して土砂災害に対する

警戒避難体制を整備するものとし、県は、これらについて市町

村に対し、必要な支援を行なうものとする。 

ア 市町村は、土砂災害警戒区域等ごとに、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。 

イ 市町村は、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報の発

表など土砂災害発生の危険が予想されたときは、体制の強化

を図り、大雨警報（土砂災害）の危険度分布や土砂災害警戒

判定メッシュ情報などの土砂災害発生の切迫性や危険度の

推移がわかる補足情報、前兆現象を参考にして、土砂災害発

生のおそれがある地域を特定した上で、的確に避難準備・高

齢者等避難開始、避難勧告等を発令する。 

（略） 

エ 市町村は、土砂災害に対する住民の警戒避難体制として、

土砂災害警戒情報が発表された場合に直ちに避難勧告等を

発令することを基本とした具体的な避難勧告等の発令基準

を設定するものとする。また、面積の広さ、地形、地域の実

情等に応じて市町村をいくつかの市域に分割した上で、大雨

警報（土砂災害）の危険度分布や土砂災害警戒判定メッシュ

の情報を収集する。 

（２）警戒避難体制の整備等 

市町村は、主として以下の項目に留意して土砂災害に対する

警戒避難体制を整備するものとし、県は、これらについて市町

村に対し、必要な支援を行なうものとする。 

ア 市町村は、土砂災害警戒区域等ごとに、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。 

イ 市町村は、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報の発

表など土砂災害発生の危険が予想されたときは、体制の強化

を図り、土砂災害警戒判定メッシュ情報などの土砂災害発生

の切迫性や危険度の推移がわかる補足情報、前兆現象を参考

にして、土砂災害発生のおそれがある地域を特定した上で、

的確に避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告等を発令する。 

（略） 

 

エ 市町村は、土砂災害に対する住民の警戒避難体制として、

土砂災害警戒情報が発表された場合に直ちに避難勧告等を

発令することを基本とした具体的な避難勧告等の発令基準

を設定するものとする。また、面積の広さ、地形、地域の実

情等に応じて市町村をいくつかの市域に分割した上で、土砂

災害に関するメッシュ情報等を用い、危険度の高まっている
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情報等を用い、危険度の高まっている領域が含まれる地域内

の全ての土砂災害警戒区域等に絞り込んで避難勧告等を発

令できるよう、発令範囲をあらかじめ具体的に設定するとと

もに、必要に応じ見直すよう努めるものとする。 

 

領域が含まれる地域内の全ての土砂災害警戒区域等に絞り

込んで避難勧告等を発令できるよう、発令範囲をあらかじめ

具体的に設定するとともに、必要に応じ見直すよう努めるも

のとする。 

風-2-16 防災基本計画 

 修正のため 

３ 防災知識の普及啓発（防災危機管理部、県土整備部） 

（２）県は、土砂災害警戒区域等の指定箇所及び土砂災害が発生す

るおそれのある箇所の基礎調査結果を公表する。また、市町村

は、上記箇所が土砂災害発生のおそれのある箇所であることを

対象地域の住民等に対し周知することにより、住民の防災知識

の普及啓発に努める。 

 

３ 防災知識の普及啓発（防災危機管理部、県土整備部） 

（２）県は、土砂災害危険箇所及び土砂災害警戒区域等の指定箇所

を公表する。また、市町村は、上記箇所が土砂災害発生のおそ

れのある箇所であることを対象地域の住民等に対し周知する

ことにより、住民の防災知識の普及啓発に努める。 

風-2-17 防災基本計画 

 修正のため 

４ 県土保全事業の推進（商工労働部・農林水産部・県土整備部） 

（１） 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。（略） 

４ 県土保全事業の推進（商工労働部・農林水産部・県土整備部） 

（１） 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。（略） 

 

風-2-17 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箇所の向上  

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。 

 

風-2-19 盛土造成地マッ

プの公表が完了

したため 

 

記載内容の 

精査 

（５）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

町村に対し技術支援をしていく。 

 

 

（５）宅地造成地災害対策 

   宅地造成工事の施工にあたっては、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。 
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  第４節 風害予防対策 

 

第４節 風害予防対策 

 

風-2-21 防暴垣に比べ 

防風ネットは 

設置しやすい 

ため 

２ 農作物等の風害防止対策（農林水産部） 

（３）防風垣及び防風ネットの設置  

ア 果樹園の周囲に設置するが、風向、風質、風速等により

園を細分して囲う必要がある。なお、栽植果樹に接近する

ので、防風垣の場合は養水分の競合を起こさせない樹種を

選ぶこと。  

 

２ 農作物等の風害防止対策（農林水産部） 

（３）防風垣の設置  

ア 果樹園の周囲に設置するが、風向、風質、風速等により

園を細分して囲う必要がある。なお、栽植果樹に接近する

ので、養水分の競合を起こさせない樹種を選ぶこと。  

 

風-2-22 防災基本計画 

修正のため 

３ 電力施設風害防止対策 

（１）強風対策 

（略） 

イ 防災施設の現況 

    各設備とも、災害予防計画目標に基づき次により設置して

いる。 

（ア）送電設備 

計画設計時に電気設備に関する技術基準等による風害対

策を十分考慮するとともに、既設設備の弱体箇所は、補強等

により対処する。 

災害時における倒木等による停電被害を未然に防止する

ため、県と連携し、平常時から計画的な樹木の伐採に努める。   

（略） 

 

３ 電力施設風害防止対策 

（１）強風対策 

（略） 

イ 防災施設の現況 

    各設備とも、災害予防計画目標に基づき次により設置して

いる。 

（ア）送電設備 

     支持物及び電線の強度は、風速４０m/S（地上15 ｍ）を基 

準にし、風速の上空逓増を考慮した風圧に耐え得るよう設計 

している。 

倒木等による事故を防止するため、平常時から風害発生の 

おそれのある樹木の伐採に努める。 

（略） 

 

風-2-22 

 

検証会議「解決

の方向性」・防

災基本計画の修

正を反映 

 

４ 通信施設風害防止対策 

（１）強風対策 

 （略） 

  エ 予防保全等のための連携 

県及び電気通信事業者は、倒木等により通信網に支障が生

じることへの対策として、地域性を踏まえつつ、平時におけ

る計画的な樹木伐採による予防保全や災害時の復旧作業の

迅速化に向けた、相互の連携の拡大に努める。 

 

４ 通信施設風害防止対策 

（１）強風対策 

 （略） 

 （新設） 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

風-2-23 

検証会議「解決

の方向性」に伴

う修正 

５ 水道施設の風害による停電対策 

 台風などの強風による水道施設の停電被害を防止するため、 

以下の予防対策を推進する。 

（１）非常用発電設備の整備 

 ・各水道事業体は、水道施設の非常用発電設備や連絡管を計画

的に整備する。 

・整備に当たっては、様々な状況への対応を想定して、複数燃

料を使用できる発電機や可搬式発電機を含めた多様な方式の

非常用発電設備の導入、近隣水道事業体間を含めた連絡管の

整備について検討する。 

（２）非常用発電設備の燃料の確保 

 ・平成30年度に新設された国の補助制度では、燃料の貯蔵量は

72時間分を限度とされたことから、各水道事業体においては

補助制度を活用することなどにより、燃料備蓄量の増量を図

る。 

 ・燃料調達に関する協定について、近隣地域の事業者との協定

の締結や、燃料調達に係る契約書に、優先供給に係る事項を

盛り込むことを検討する。 

 

（新設） 

風-2-23 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 

災害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。 

（１） 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。 

（２） 電線共同溝等については、災害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。 

 

（新設） 

  第５節 雪害予防対策 第５節 雪害予防対策 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

風-2-23 表現の統一 １ 道路雪害防止対策（県土整備部） 

（２）除雪作業等 

除雪作業等は次の各号により実施するものとする。 

ア 除雪作業 

また、除雪の実施に当たっては、隣接する土木事務所等や

他の道路管理者と連携を図った上で実施するものとする。 

 

１ 道路雪害防止対策（県土整備部） 

（２）除雪作業等 

除雪作業等は次の各号により実施するものとする。 

ア 除雪作業 

また、除雪の実施にあたっては、隣接する土木事務所等や

他の道路管理者と連携を図った上で実施するものとする。 

 
  第７節 消防計画 

 

第７節 消防計画 

 
風-2-28 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 

 
風-2-32 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

の整備を努めるものとする。 

 

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 

  第９節 情報連絡体制の整備 
 

第９節 情報連絡体制の整備 
 

風-2-36 表記の統一 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 

（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 

（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） 

風-2-36 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） 
 

 

 

（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） 

 

風-2-37 表記の統一 （カ）報道機関への緊急情報発信機能 

各防災機関が入力した避難準備・勧告・指示情報、避難

所情報、災害対策本部設置情報を、「Ｌアラート（災害情

報共有システム）」を通じて各報道機関へ発信する。 

 

（キ）報道機関への緊急情報発信機能 

各防災機関が入力した避難準備・勧告・指示情報、避難

所情報、災害対策本部設置情報を、「Ｌアラート」を通じ

て各報道機関へ発信する。 

 

  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） 

 

風-2-37 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） 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

  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 

 

風-2-38 機材に関する記

載を追加 

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） 

 

  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 

 

風-2-38 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） 

 （略） 

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） 

 （略） 

風-2-39 検証会議「解決

の方向性」・防

（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・

（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
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ページ 修正理由 修正案 現行 

災基本計画の修

正を反映 

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。 

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） 

風-2-39 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） 

風-2-40 

 

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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ページ 修正理由 修正案 現行 

風-2-40 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） 
 

風-2-41 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 

 
風-2-43 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。 

 

風-2-43 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 

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） 

風-2-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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。 

 

風-2-44 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 

風-2-46 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） 

風-2-46 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。 

  （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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風-2-46 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） 

風-2-46 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） 

風-2-46 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） 

風-2-46 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） 

  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 
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風-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。 

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。 

  （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 



105 

 

ページ 修正理由 修正案 現行 

風-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 

 

 

 

 

 

風-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。 

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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風-3-6 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) 

 

(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) 

  （３）県応急対策本部 

  （略） 

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 

（略） 

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＞ 

風-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） 

 

    

部（12） 

 
現地応急対策本部 

部（12） 

 
現地応急対策本部 
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風-3-10 配備を要する課

の修正 

 イ 配備基準 
   風水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。 
 

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） 

情報収集体制に加え 
【本 庁】 
（略） 
県土整備政策課 道
路計画課 道路整備
課 道路環境課 河
川整備課 河川環境
課 都市計画課 港湾
課 市街地整備課 公
園緑地課 下水道課 
（削除） 住宅課 
（略） 

イ 配備基準 

   風水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。 
 

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） 

情報収集体制に加え 
【本 庁】 
（略） 
県土整備政策課 道
路計画課 道路整備
課 道路環境課 河
川整備課 河川環境
課 都市計画課 港湾
課 市街地整備課 公
園緑地課 下水道課 
建築指導課 住宅課 
（略） 

風-3-14 位置の修正 （５）職員の動員 

  （略） 

  オ 対応長期化に備えた体制 

災害対応の長期化に備えて、災害対応従事者の健康を確保

するため、ローテーション管理や物資・資機材の確保に努め

る。 

 

（５）職員の動員 

  （略） 

  オ 対応長期化に備えた体制 

災害対応の長期化に備えて、災害対応従事者の健康を確

保するため、ローテーション管理や物資・資機材の確保に

努める。 
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風-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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）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。 

 

（２）市町村又は県は、災害の現場において、現地関係機関（消防

機関、警察機関、自衛隊、海上保安庁、医療機関、関係事業者

等の現地で活動する機関をいう。）の活動を円滑に調整する必

要があると認めるときは、合同調整所を速やかに設置し、現地

関係機関の間の連絡調整を図るものとする。 

合同調整所には、各関係機関の現場責任者等を配置し、二次

災害の防止に配慮しつつ、応急対策活動上必要な事項（相互の

体制、活動区域及び活動内容等）についての確認に努める等、

十分な連携を図るものとする。 
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風-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

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。 

 

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

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 
 

風-3-24 表現の統一 ２ 気象注意報・警報等の伝達及び気象業務の整備 

（１）気象注意報・警報等の伝達 

  カ 異常現象発見の際の手続 

２ 気象注意報・警報等の伝達及び気象業務の整備 

（１）気象注意報・警報等の伝達 

  カ 異常現象発見の際の手続き 

  （５）注意報・警報・特別警報実施基準 （５）注意報・警報・特別警報実施基準 

風-3-33 令和2年8月24日

より大雨特別警

報の発表基準を

雨を要因とする

基準に一元化し

たため 

 

 

 

 

 

ウ 気象官署が発表する特別警報の基準 

 
 

発表官署 

特別警報名 
銚子地方気象台 

 

大雨 
台風や集中豪雨により数十年

に一度の降雨量となる大雨が

（削除）予想される場合 

（略） （略） 

ウ 気象官署が発表する特別警報の基準 

発表官署 

特別警報名 
銚子地方気象台 

 

 

 

大雨 

風や集中豪雨により数十年に

一度の降雨量となる大雨が予

想され、若しくは、数十年に

一度の強度の台風や同程度の

温帯低気圧により大雨になる

と予想される場合 

（略） （略） 
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風-3-37 

 

防災基本計画 

修正のため 

３ 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） 

３ 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） 

風-3-37 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） 

 

風-3-38 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。 

 
風-3-38 

 

表現の統一 （４）収集報告に当たって留意すべき事項 

イ 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 

イ 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） 

 
風-3-38 位置の修正 （６）千葉県危機管理情報共有要綱 

この計画に定めるほか、被害情報等の収集報告活動に関す

る具体的な運用は、別に定める「千葉県危機管理情報共有要

（６）千葉県危機管理情報共有要綱 

この計画に定めるほか、被害情報等の収集報告活動に関す

る具体的な運用は、別に定める「千葉県危機管理情報共有要
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綱」による。 

 

綱」による。 

  第３節 水 防 計 画 第３節 水 防 計 画 

 

風-3-49 表現の修正 ８ 水防配備の解除 

（１）県の水防配備の解除 

水防本部長は、水位が氾濫注意水位以下に減じ、かつ危険が

なくなったとき、津波又は高潮のおそれがなくなったとき等、

配備の必要がなくなったと認めたときは、水防配備体制を解除

する。 

（２）水防管理団体の水防配備の解除 

水防管理者は、水位が氾濫注意水位以下に減じ、かつ危険が

なくなったとき、津波又は高潮のおそれがなくなったとき等、

自らの区域内の水防活動の必要がなくなったと認めたときは、

水防配備体制を解除する。 

（略） 

 

８ 水防配備の解除 

（１）県の水防配備の解除 

水防本部長は、水位がはん濫注意水位以下に減じ、かつ危険

がなくなったとき、津波又は高潮のおそれがなくなったとき

等、配備の必要がなくなったと認めたときは、水防配備体制を

解除する。 

（２）水防管理団体の水防配備の解除 

水防管理者は、水位がはん濫注意水位以下に減じ、かつ危険

がなくなったとき、津波又は高潮のおそれがなくなったとき

等、自らの区域内の水防活動の必要がなくなったと認めたとき

は、水防配備体制を解除する。 

（略） 

  第４節 避 難 計 画 

 
第４節 避 難 計 画 

 

風-3-51 

 

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 

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 

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） 

    

風-3-52 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

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



112 

 

ページ 修正理由 修正案 現行 

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。 

（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。 

（８）（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。 

 

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。 

（新設） 

 

 

（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。 

（８）（略） 

（新設） 

 

 

（新設） 

  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 

風-3-54 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） 

 

風-3-54 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 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） 



113 

 

ページ 修正理由 修正案 現行 

（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）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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風-3-66 時点修正 
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  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 

 
風-3-70 

 

 

表記の統一 １ 災害警備計画 

（２）海上保安部（署）非常配備等計画 

エ 警備要領 

（ア）海上における治安の確保及び海上における遭難者（陸上

から流れ出した漂流者を含む）の救助作業は、所属巡視船

艇あるいは他の海上保安部署からの応援派遣巡視船艇、航

空機をもって実施し、救護を必要とする者については、対

策本部及び医療機関等と連絡を密にして、早急に引渡し、

場合によっては医師、看護師等が巡視船艇に直接乗船して

救護に当たる。 

１ 災害警備計画 

（２）海上保安部（署）非常配備等計画 

エ 警備要領 

（ア）海上における治安の確保及び海上における遭難者（陸上

から流れ出した漂流者を含む）の救助作業は、所属巡視船

艇あるいは他の海上保安部署からの応援派遣船艇、航空機

をもって実施し、救護を必要とする者については、対策本

部及び医療機関等と連絡を密にして、早急に引渡し、場合

によっては医師、看護師等が当庁巡視船艇に直接乗船して

救護に当たる。 

風-3-70 

 

 

 

脱字のため （イ）災害時の救助活動を行うに際し、海上自衛隊との任務分

担及び情報の交換については、海上自衛隊横須賀地方隊と

第三管区海上保安本部との海上における災害派遣に関す

る地方協定による。 

 

（イ）災害時の救助活動を行うに際し、海上自衛隊との任務分

担及び情報の交換については、海上自衛隊横須賀地方隊と

第三管区海上保安部との海上における災害派遣に関する

地方協定による。 

  ２ 交通対策計画（防災危機管理部、県土整備部、警察本部、市

町村） 

２ 交通対策計画（防災危機管理部、県土整備部、警察本部、市

町村） 

風-3-72 表現の統一 （５）緊急通行車両の確認等 

ア  緊急通行車両の確認 

（エ）届出に関する手続は、別に定める。 

（５）緊急通行車両の確認等 

ア 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。 

  イ  緊急通行車両の事前届出・確認 

（エ）届出に関する手続は、別に定める。 

  （略） 
 

イ 緊急通行車両の事前届出・確認 

（エ） 届出に関する手続きは、別に定める。 

  （略） 

風-3-75 

 

 

 

 

 

表記変更のため ３ 在港船舶対策計画（県土整備部、農林水産部） 

（１）在港船舶対策計画 

イ 災害防止の方法 

（イ）台風対策（千葉港、木更津港） 

ａ 台風等が千葉港及び木更津港に来襲し、災害の発生が

予想されるときは、千葉港長及び木更津港長は「千葉港

３ 在港船舶対策計画（県土整備部、農林水産部） 

（１）在港船舶対策計画 

イ 災害防止の方法 

（イ）台風対策（千葉港、木更津港） 

ａ 台風等が千葉港及び木更津港に来襲し、災害の発生が

予想されるときは、千葉港長及び木更津港長は「千葉港
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 台風・津波等対策委員会」及び「木更津港台風・津波等

対策委員会」の審議を踏まえ、在港船舶等に対し必要な

勧告を行う。 

（ｂ）第二警戒体制（避難勧告） 

⑤ 国際ＶＨＦ（ｃｈ１６）を常時聴取する等、海上保

安庁との連絡手段を確保すること。 

台風・津波等対策委員会」及び「木更津港台風・津波等

対策委員会」の審議を踏まえ、在港船舶等に対し必要な

勧告を行う。 

（ｂ）第二警戒体制（避難勧告） 

⑤ 国際ＶＨＦ（ｃｈ１６）を常時聴取する等、当庁と

の連絡手段を確保すること。 

風-3-75 

 

 

 

脱字のため ｂ 在港船舶に対する避難勧告 

（ｂ）勧告の周知 

② 「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） 

 

ｂ 在港船舶に対する避難勧告 

（ｂ）勧告の周知 

② 「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） 

風-3-76 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） 

風-3-76 

 

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。 

風-3-76 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 

風-3-76 

 

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

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
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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 

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 

風-3-76 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。 
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風-3-77,78 緊急輸送道路 

見直し（令和３

年１月）のため 
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風-3-79 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 

風-3-79 

 

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） 

風-3-79 

 

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） 

風-3-79 

 

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。 

（新設） 

風-3-79 令和元年の災

害を踏まえた

修正 

イ 給水方法 

（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

援に関する協定」等に基づき応援を要請するとともに、退

イ 給水方法 

（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

援に関する協定」等に基づき応援を要請するとともに、退
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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。 

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。 

風-3-80 

 

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。 

 

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。 

風-3-80 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。 

 

風-3-81 防災基本計画 

修正のため 

（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

定＞ 

＜資料編１－13 震災時等の相互応援に関する協定＞ 

（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

定＞ 

＜資料編１－13 震災時等の相互応援に関する協定＞ 
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＜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＞ 

 

＜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＞ 

 

風-3-81 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） 

 

 

風-3-82 事務手続きの 

具体性を高める

ため 

 

 
 

風-3-83 協定の見直し及

び防災基本計画 

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

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。 

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

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 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

＜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。 

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。 

                        （新設） 

 （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。 

 
風-3-83 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 

  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 

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 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

    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。 

 

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。 

 
風-3-87 表現の修正    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 

 

    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 

 

  （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。 

（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。 
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ページ 修正理由 修正案 現行 

風-3-87 対象市町村記載

が不足していた

ため 

   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） 

  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） 

風-3-87 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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ページ 修正理由 修正案 現行 

風-3-87 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 

 

風-3-88 

 

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。 

風-3-90 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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風-3-90 記載順序の統一 16  県外被災県等への支援（総務部、総合企画部、防災危機管理部、

健康福祉部、県土整備部、企業局、教育庁） 

 

16  県外被災県等への支援（防災危機管理部、総務部、総合企画部、

健康福祉部、県土整備部、企業局、教育庁） 

 
  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 

風-3-95 令和元年の災

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） 

（略） 

（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） 

風-3-95 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 

風-3-98 記載の修正 ２ 学用品の調達及び支給（総務部、防災危機管理部、教育庁、市

町村） 

 

２ 学用品の調達及び支給（総務部、防災危機管理部、教育庁） 

風-3-99 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） 
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  第１２節 帰宅困難者等対策 第１２節 帰宅困難者等対策 

風-3-100 表現の統一 ５ 一時滞在施設の開設及び施設への誘導（全庁、市町村） 

（１）一時滞在施設の開設 

県及び市町村は、交通機関が一定期間停止することが見込ま

れ、大量の帰宅困難者の発生が予想される場合には、地震発生

時に準じ、あらかじめ一時滞在施設として指定した所管の施設

について、被災状況や安全性を確認した後、一時滞在施設とし

て開設する。 

（略） 

 

５ 一時滞在施設の開設及び施設への誘導（全庁、市町村） 

（１）一時滞在施設の開設 

県及び市町村は、交通機関が一定期間停止することが見込ま

れ、大量の帰宅困難者の発生が予想される場合には、地震発生

時に準じ、予め一時滞在施設として指定した所管の施設につい

て、被災状況や安全性を確認した後、一時滞在施設として開設

する。 

（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 

風-3-101 

 

台風 15号の対

応による見直し 

と、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」（日本公衆

衛生協会／全国

保健師長会）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

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、
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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。 

気象情報等により事前に予測が可能であるため、発災前から

避難所等において二次健康被害予防のための周知啓発等を行

う。 

（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。 

 

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。 

 

 

 

（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。 

風-3-101 

 

 

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） 

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） 
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（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。 

 

  （新設） 

 

風-3-104 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 

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。 

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 

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。 

風-3-106 句点の削除 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） 

  （イ）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、

（イ）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、
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障害物の除去を実施 

（略） 

 

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） 

風-3-107 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 住宅の応急修理計画 

（１）計画方針 

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。 

２ 住宅の応急修理計画 

 （１）計画方針 

災害のため住家が半焼又は半壊し自己の資力では応急修

理できない者に対し、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、応急的に修理する計画とする。 

風-3-107 協定を締結し、

住宅事業者の団

体と連携を図っ

たため 

（３）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。 

（３）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。 

 

風-3-108 被災宅地危険度

判定実施要綱の

改定による 

４ 被災宅地危険度判定支援体制の整備 

  豪雨等により、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。 

 （略） 

４ 被災宅地危険度判定支援体制の整備 

  豪雨等により、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。 

（略） 

 

風-3-108 防災基本計画 

修正のため 

５ 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

５ 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
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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

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。 

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

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 ライフライン関連施設等の応急復旧 

 

第１５節 ライフライン関連施設等の応急復旧 

風-3-109 防災基本計画 

修正のため 

１ 水道施設災害対策計画（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。 

  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。 

 

１ 水道施設災害対策計画（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。 

 （新設） 

  ２ 電力施設災害対策計画 ２ 電力施設災害対策計画 

風-3-111 表現の統一 （１）応急対策方法 

ク 復旧用資機材等の調達及び輸送 

（イ）連絡不能等で、かつ早期復旧を要するためやむを得ず資

機材を現地調達した場合は、事後速やかに所定の手続を行

う。 

（１）応急対策方法 

ク 復旧用資機材等の調達及び輸送 

（イ）連絡不能等で、かつ早期復旧を要するためやむを得ず

資機材を現地調達した場合は、事後速やかに所定の手続

きを行う。 

風-3-111 防災基本計画 

修正のため 

（３）非常災害前の対策 

ア 情報連絡等 

  （エ）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

（３）非常災害前の対策 

  ア 情報連絡 

  （新設） 
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るよう努めるものとする。  

 

風-3-113 表現の統一 ３ 下水道施設災害対策計画 

（３）応急復旧対策 

（略） 

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。 

 

３ 下水道施設災害対策計画 

（３）応急復旧対策 

（略） 

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。 

 

風-3-114 表現の統一 ４ ガス施設災害対策計画 

（１）東京ガス㈱ 

ウ 応急対策 

（イ）情報収集、連絡体制 

ａ 風水害等の警報発令は、気象協会より入手し、あらかじ

め定めた方法で各事業所へ一斉通報を行う。 

ｂ 各行政、消防、警察等の防災機関との連絡は、あらかじ

め定められた方法で行い、必要に応じて連絡員の派遣を行

う。 

 （略） 

４ ガス施設災害対策計画 

（１）東京ガス㈱ 

ウ 応急対策 

（イ）情報収集、連絡体制 

ａ 風水害等の警報発令は、気象協会より入手し、予め定め

た方法で各事業所へ一斉通報を行う。 

ｂ 各行政、消防、警察等の防災機関との連絡は、予め定め

られた方法で行い、必要に応じて連絡員の派遣を行う。 

（略） 

風-3-115 予 防 対 策 の 

変更のため 

（３）大多喜ガス㈱ 

 ウ 予防対策 

（ア）（略） 

（イ）（略） 

（削除） 

 

（ウ）（略） 

（３）大多喜ガス㈱ 

 ウ 予防対策 

（ア）（略） 

（イ）（略） 

（ウ）拠点ごとに毎時の気圧、降雨量、河川水位を定点観測

し、被害の発生を予測し対応する。 

（エ）（略） 

風-3-116 動員、配備体制 

修正のため 

（５）京和ガス㈱ 

 （ア）動員、配備体制 

    非常災害が発生した場合は、災害対策の迅速かつ適切な

実施を図るため、社内規程により非常災害本部が設置され

る。一方当社は、基本方針のひとつに導管の保安体制の強

化を挙げており、緊急勤務員による２４時間勤務を実施し、

待機工事会社を選定して常時緊急、工作車の稼働待機体制

をとっている。また、宿直、日直制を採用し処理に当たっ

（５）京和ガス㈱ 

 （ア）動員、配備体制 

    非常災害が発生した場合は、災害対策の迅速かつ適切な

実施を図るため、社内規程により非常災害本部が設置され

る。一方当社は、基本方針のひとつに導管の保安体制の強

化を挙げており、緊急勤務員による２４時間勤務を実施し、

待機工事会社を選定して常時緊急、工作車の稼働待機体制

をとっている。また、宿日直、宅直保安要員制を採用し処
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ている。 

特別編成を必要とする非常災害時には、災害の規模に応

じて第１次から第３次の非常配備体制をとり、二次災害の

防止と事故処理に当たる。 

 

理にあたっている。 

    特別編成を必要とする非常災害時には、災害の規模に応

じて第１次から第３次の非常配備体制をとり、二次災害の

防止と事故処理にあたる。 

風-3-120 表現の統一 ５ 東日本電信電話㈱千葉事業部の通信施設災害対策計画 

（１）災害時の活動体制 

イ 情報連絡体制 

災害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。 

（略） 

５ 東日本電信電話㈱千葉事業部の通信施設災害対策計画 

（１）災害時の活動体制 

イ 情報連絡体制 

災害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。 

（略） 

風-3-121 表現の統一 （３）応急復旧対策 

災害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） 

 

（３）応急復旧対策 

災害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） 

 

風-3-121 資機材に関する

記載を追加 

６ ㈱ＮＴＴドコモの通信施設災害対策計画 

（２）発災時の応急措置 

ア 設備、資機材の点検及び発動準備 

災害の発生とともに、次のとおり設備、資機材の点検等を

行う。 

（ア）可搬型無線基地局装置、移動基地局車等の発動準備 

（イ）移動電源車等、発動発電機の発動準備 

（略） 

イ 応急措置 

災害により、通信設備に被害が生じた場合又は異常輻輳等

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） 

（ウ）可搬型無線基地局装置、移動基地局車等の設置 

（略） 

６ ㈱ＮＴＴドコモの通信施設災害対策計画 

（２）発災時の応急措置 

ア 設備、資機材の点検及び発動準備 

災害の発生とともに、次のとおり設備、資機材の点検等を

行う。 

（ア）可搬型無線基地局装置の発動準備 

（イ）移動電源車等の発動準備 

（略） 

イ 応急措置 

災害により、通信設備に被害が生じた場合又は異常輻輳等

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） 

（ウ）可搬型無線基地局装置の設置 

（略） 

風-3-122 表現の統一 （３）応急復旧対策 （３）応急復旧対策 
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災害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。 

 

災害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。 

風-3-123 業務継続計画の

改定のため 

10 工業用水道の応急復旧 

復旧に当たっては、被害状況を的確に把握して二次災害の防止

を最優先とし、災害復旧活動を行うものとする。 

（１）風水害時の初動体制 

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。 

ア 施設の被害状況を的確に把握して早期復旧を図り、発災

から概ね１か月以内を目途に受水企業への給水を行えるよ

う、応急復旧体制を確立する。 

イ 被害箇所は必要に応じ、被害の拡大や二次災害防止の措

置を講じるとともに、機能維持に努める。 

ウ 被害状況を把握し、応急復旧計画を作成し、速やかに施

工業者や資機材を手配し、早期に応急復旧を行い、施設の

機能回復に努める。 

エ 迅速かつ円滑に応急復旧を進めるため、あらかじめ補修

用資機材の備蓄や他事業体との協力体制を構築するととも

に、応急復旧を依頼する施工業者との連絡体制を確立する。 

オ 応急復旧に携わる人員が不足する場合は、「関東地域に

おける工業用水道災害相互応援に関する協定書」に基づき、

他の工業用水道事業体へ応援を要請する。 

（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。 

 

10 工業用水道の応急復旧 

復旧に当たっては、被害状況を的確に把握して二次災害の防止

を最優先とし、災害復旧活動を行うものとする。 

（１）被害発生の把握及び緊急措置 

発災後の緊急措置体制、被害状況の把握、被害の拡大防

止等について定める。 

（２）応急復旧 

復旧機関の目標をたて、次の方針に基づく復旧計画を立

て速やかに復旧を実施する。 

ア 浄水場及び給水場の施設の優先順位 

（ア）電気施設及び場内配管 

（イ）水処理施設 

（ウ）汚泥処理施設 

イ 管路の施設の優先順位 

（ア）緊急輸送道路及び鉄道横断の配管 

（イ）導水管及び住宅密集地区の配管 

（ウ）その他の配管及び施設 

（３）復旧方法 

本復旧を原則とし、本復旧が長期にわたると見込まれる

場合は、全体の進捗度合いを勘案し暫定復旧とする。 

（４）受水企業への連絡 

受水企業に対する連絡手順を作成し、災害時に即応でき

るよう常に整備しておくものとする。 

（５）応急復旧資機材の確保 

基本的に企業局工業用水部の保有資機材で対処するも

のとし、部内の各事務所で分散して備蓄する。 

 

  第１６節 ボランティアの協力 第１６節 ボランティアの協力  
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風-3-124 団体数の変更 

があったため 

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 

 

風-3-125 

 

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） 

風-3-126 

 

令和2年6月1日

付け内閣府によ

る、ボランティ

ア・ＮＰＯ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） 

（４）各種ボランティア団体との連携 

（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） 

（４）各種ボランティア団体との連携 

（新設） 

風-3-127 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。 
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風-3-128 

 

 

 

 

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） 
 

  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 

 

風-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） 

風-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） 

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） 
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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） 
 （新設） 

風-4-2 被災者生活再建

支援法改正のた

め 

 

（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） 

風-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） 

風-4-9 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 

11 中小企業への融資（商工労働部） 

（新設） 
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    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） 

 

 

 

 

（３）高度化融資（災害復旧貸付） 

  （略） 

風-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 
 

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）） 

 

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 
 

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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風-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 ライフライン関連施設等の復旧計画 

 

第２節 ライフライン関連施設等の復旧計画 

 
風-4-15 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 

災害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 

災害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） 

 

風-4-15 

 

業務継続計画の

改定のため 

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。 

（２）浄水場等の単独施設 

施設の被災状況を詳細に調査し、緊急度の高いものから更

新、修繕を行う。 

（３）管路等施設 

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。 

施設の被害状況の調査診断の徹底 

施設の被害状況を徹底的に調査し、破損箇所を完全に把握

したうえで、復旧工事を行う。 
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管路は道路占用等により布設されており、道路管理者の復旧

計画、他占用事業者の復旧計画との調整、整合を図り実施する。 

 

風-4-16 記載の統一 ７ 農林・水産業施設（農林水産部） 

（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 

７ 農林・水産業施設（農林水産部） 

（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 

風-4-16 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） 

 
風-4-16 表現の統一 ８ 公共土木施設 

（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

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。 

 

８ 公共土木施設 

（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

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３節 激甚災害の指定 第３節 激甚災害の指定 
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風-4-18 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４節 災害復興 

 

第４節 災害復興 

 

風-4-19 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） 

 

風-4-20 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

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。 

 

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。 

 


