
「千葉県地域防災計画」の作成及び修正の経過 

 

昭和38年８月23日               作 成 

昭和39年７月15日発行             第１回修正 

昭和40年９月15日発行             第２回修正 

昭和41年９月15日発行             第３回修正 

昭和42年５月25日発行             第４回修正 

昭和44年７月１日発行             第５回修正 

昭和45年12月25日発行             第６回修正 

昭和46年７月                 第７回修正 

（昭和46年11月10日発行） 

昭和47年７月31日発行             第８回修正 

昭和48年８月                 第９回修正 

（昭和48年10月20日発行） 

昭和49年３月 

 千葉県震災対策総合計画 

昭和50年８月                 第10回修正 

（昭和50年10月１日発行） 

昭和51年８月                 第11回修正 

（昭和51年10月１日発行） 

昭和52年度（昭和53年３月） 

 千葉県地域防災計画             第12回修正 

 千葉県震災対策総合計画           第１回修正 

昭和53年度 

 千葉県地域防災計画             第13回修正 

 千葉県震災対策総合計画           第２回修正 

昭和54年度（昭和55年３月） 

 千葉県地域防災計画             第14回修正 

 千葉県震災対策総合計画           第３回修正 

昭和56年度（昭和56年７月） 

 千葉県地域防災計画             第15回修正 

 千葉県震災対策総合計画           第４回修正 

 東海地震に係る周辺地域としての対応計画作成 

昭和57年度（昭和58年３月） 

 千葉県地域防災計画（風水害等編）      第16回修正 

 千葉県震災対策総合計画           第５回修正 

 東海地震に係る周辺地域としての対応計画   第１回修正 

昭和58年度（昭和59年３月） 

 千葉県地域防災計画（風水害等編）      第17回修正 

 千葉県震災対策総合計画           第６回修正 

 東海地震に係る周辺地域としての対応計画   第２回修正 

昭和59年度（昭和60年３月） 

 千葉県地域防災計画（風水害等編）      第18回修正 

 千葉県震災対策総合計画           第７回修正 

 東海地震に係る周辺地域としての対応計画   第３回修正 

昭和60年度（昭和60年11月） 

 千葉県地域防災計画（震 災 編）      第８回修正 

 （千葉県震災対策総合計画を改称） 

 



 

昭和60年度（昭和61年３月） 

 千葉県地域防災計画（風水害等編）      第19回修正 

 東海地震に係る周辺地域としての対応計画   第４回修正 

昭和61年度（昭和62年３月） 

 千葉県地域防災計画（風水害等編）      第20回修正 

     〃    （震 災 編）      第９回修正 

 東海地震に係る周辺地域としての対応計画   第５回修正 

昭和62年度（昭和63年３月） 

 千葉県地域防災計画（風水害等編）      第21回修正 

     〃    （震 災 編）      第10回修正 

昭和63年度（平成元年11月） 

 千葉県地域防災計画（風水害等編）      第22回修正 

     〃    （震 災 編）      第11回修正 

平成２年度（平成３年３月） 

 千葉県地域防災計画（風水害等編）      第23回修正 

     〃    （震 災 編）      第12回修正 

平成５年度（平成６年５月） 

 千葉県地域防災計画（風水害等編）      第24回修正 

     〃    （震 災 編）      第13回修正 

平成７年度（平成８年５月） 

 千葉県地域防災計画（風水害等編）      第25回修正 

     〃    （震 災 編）      第14回修正 

平成８年度（平成９年11月） 

 千葉県地域防災計画（風水害等編）      第26回修正 

     〃    （震 災 編）      第15回修正 

平成10年度（平成11年３月） 

 千葉県地域防災計画（風水害等編）      第27回修正 

     〃    （震 災 編）      第16回修正 

     〃    （大規模事故編）     （新 設） 

平成12年度（平成13年５月） 

 千葉県地域防災計画（風水害等編）      第28回修正 

     〃    （震 災 編）      第17回修正 

     〃    （大規模事故編）     第１回修正 

平成14年度（平成15年５月） 

 千葉県地域防災計画（風水害等編）      第29回修正 

     〃    （震 災 編）      第18回修正 

     〃    （大規模事故編）     第２回修正 

平成18年度（平成19年３月） 

 千葉県地域防災計画（風水害等編）      第30回修正 

     〃    （震 災 編）      第19回修正 

     〃    （大規模事故編）     第３回修正 

平成21年度（平成22年５月） 

 千葉県地域防災計画（風水害等編）      第31回修正 

     〃    （震 災 編）      第20回修正 

     〃    （大規模事故編）     第４回修正 

 東海地震に係る周辺地域としての対応計画   第６回修正 

 

 

 

 



 

平成24年度（平成24年８月） 

 千葉県地域防災計画（第１編 総則編）      （新 設） 

     〃    （第２編 地震・津波編）   第21回修正 ※震災編を改編 

 千葉県地域防災計画附編 

 [東海地震に係る周辺地域としての対応計画]   第７回修正     

 千葉県地域防災計画（第３編 風水害等編）    第32回修正 

     〃    （第４編 放射性物質事故編） 第５回修正 ※大規模事故編を改編 

     〃    （第５編 大規模火災等編）  第５回修正     〃 

     〃    （第６編 公共交通等事故編） 第５回修正     〃 

 

平成26年度（平成27年３月） 

 千葉県地域防災計画（第１章 総則編）      第１回修正 

     〃    （第２章 地震・津波編）   第22回修正  

 千葉県地域防災計画附編 

 [東海地震に係る周辺地域としての対応計画]   第８回修正     

 千葉県地域防災計画（第３編 風水害等編）    第33回修正 

     〃    （第４編 放射性物質事故編） 第６回修正 

     〃    （第５編 大規模火災等編）  第６回修正 

     〃    （第６編 公共交通等事故編） 第６回修正 

 

平成29年度（平成29年８月） 

 千葉県地域防災計画（第１章 総則編）      第２回修正 

     〃    （第２章 地震・津波編）   第23回修正  

 千葉県地域防災計画附編 

 [東海地震に係る周辺地域としての対応計画]   第９回修正     

 千葉県地域防災計画（第３編 風水害等編）    第34回修正 

     〃    （第４編 放射性物質事故編） 第７回修正 

     〃    （第５編 大規模火災等編）  第７回修正 

     〃    （第６編 公共交通等事故編） 第７回修正 

 

令和２年度（令和２年６月） 

 千葉県地域防災計画（第１章 総則編）      第３回修正 

     〃    （第２章 地震・津波編）   第24回修正  

 千葉県地域防災計画附編 

 [東海地震に係る周辺地域としての対応計画]   第10回修正     

 千葉県地域防災計画（第３編 風水害等編）    第35回修正 

     〃    （第４編 放射性物質事故編） 第８回修正 

     〃    （第５編 大規模火災等編）  第８回修正 

     〃    （第６編 公共交通等事故編） 第８回修正 

 

令和２年度第２回（令和３年３月） 

 千葉県地域防災計画（第１章 総則編）      第４回修正 

     〃    （第２章 地震・津波編）   第25回修正  

 千葉県地域防災計画附編 

 [東海地震に係る周辺地域としての対応計画]   第11回修正     

 千葉県地域防災計画（第３編 風水害等編）    第36回修正 

     〃    （第４編 放射性物質事故編） 第９回修正 

     〃    （第５編 大規模火災等編）  第９回修正 

     〃    （第６編 公共交通等事故編） 第９回修正 

 



 

令和３年度（令和３年１２月） 

 千葉県地域防災計画（第１章 総則編）      第５回修正 

     〃    （第２章 地震・津波編）   第26回修正  

 千葉県地域防災計画附編 

 [東海地震に係る周辺地域としての対応計画]   第12回修正     

 千葉県地域防災計画（第３編 風水害等編）    第37回修正 

     〃    （第４編 放射性物質事故編） 第10回修正 

     〃    （第５編 大規模火災等編）  第10回修正 

     〃    （第６編 公共交通等事故編） 第10回修正 

 


