
令和４年１０月１日現在

市町村名 名称 実施主体 内容 備考

災害時外国人市民支援
事業

（公財）千葉市国
際交流協会

台風や地震等の情報を千葉市国際交流協会のHP・facebookで「やさしい日本
語」を含む多言語で発信している。

平成26年度に千葉市と千葉市国際交流協会で締結した「災害時外国人支援セン
ターの設置・運営に関する協定」に基づき、定期的に訓練やマニュアルの見直し
を実施している。

多言語防災メール配信
サービス

千葉市
災害時の緊急情報を英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、ベトナム語、スペ
イン語、ネパール語、フィリピン語、タイ語、ポルトガル語、インドネシア語、フラン
ス語の全12言語で配信。

避難所へのコミュニケー
ション支援ボードの設置

千葉市
絵記号等を用いて意思表示やコミュニケーションが図れるようにするため、「千葉
市コミュニケーション支援ボード」を作成し、福祉避難室用備蓄品として各指定避
難所に配備。

避難所・避難場所表示
板の多言語表記

千葉市
指定避難所・指定緊急避難場所の入り口付近に設置している「指定緊急避難場
所・指定避難所表示板」（H29～設置）について、日本語・英語・韓国語及び中国
語の4か国表記としている。

避難誘導看板の英語表
記

銚子市
平成27年12月17日付けで、東電タウンプランニング（株）千葉営業所と広告付避
難場所等電柱看板に関する協定を締結。当該広告を掲示する際、日本語表記と
併せて英語表記を用いている。

避難誘導看板の英語表
記

銚子市
津波避難誘導標識を設置。看板に日本語表記と併せて英語表記を用いた。
（普通企画公共電柱標識（巻広告２９基）
（津波避難誘導看板（自立型５基）

3  市川市
臨時相談室の開設及び
通訳支援

市川市
市川市国際交流
協会

市川市国際交流協会は、「災害時における外国人への支援に関する協定書」に
基づき大規模災害発生時には、市の要請等に基づいて、協会は、臨時市民相談
室での相談業務や、避難所での通訳支援等を行なうもの。

ふなばし情報メール 船橋市
多言語（日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア
語、フィリピン語、タイ語、ポルトガル語、スペイン語、ヒンディー語）に対応した
メール配信を行い、防災情報等を提供している。

避難所への多言語表示
シートの設置

船橋市
市内各避難所に、開設時に必要と思われる多言語表示シートを7言語（日本語、
やさしい日本語、英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語、タガロ
グ語）で作成し、設置している。

5 館山市
避難所への多言語表示
シートの設置

館山市
市内各避難所に、開設時に必要と思われる案内表示シートを５言語（日本語・英
語・タガログ語・中国語・韓国語）で作成し、設置している。

災害時通訳ボランティア
木更津市国際交
流協会

災害時に避難場所等において外国人に対する情報の提供を行う。

海抜表示看板の英語表
記

木更津市 海抜表示看板に英語を入れている。

避難所開設・混雑状況
の多言語対応支援

松戸市
パソコンやスマートフォンから、災害時の避難所開設・混雑状況について、４ヶ国
語（英語、中国語、韓国語、台湾語）で閲覧が可能

洪水時垂直避難場所用
ピクトグラム設置

松戸市 市内５施設に洪水時垂直避難場所用ピクトグラム設置（日本語、英語併記)

収容避難所用ピクトグラ
ム設置

松戸市 市内１０６ヶ所の収容避難所用ピクトグラム設置予定（日本語、英語併記）

避難誘導サインの英語
対応

松戸市 避難誘導表示板を整備し、英語で表記

野田市地域防災計画
外国人対策

野田市
地域防災計画において外国人を災害時要配慮者として位置付け、支援計画（全
体計画）に基づいて支援対策を実施している。

避難所への多言語表示
シートの設置

野田市
市内各避難所に、開設時に必要と思われる案内表示シートを５言語（日本語・英
語・タガログ語・中国語・韓国語）で作成し、設置している。

9 成田市
なりたメール配信サービ
ス

成田市
多言語（英語、中国語（繁体字・簡体字）、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、タ
ガログ語、タイ語）に対応したメール配信を行い、防災情報を提供している。

避難者カード多言語翻
訳

市
災害時に避難所で避難者を受付する際に使用する避難者カードを多言語翻訳
（英語・中国語・韓国語）し、避難所での外国人対応の際に使用する。

避難所への多言語表示
シートの設置

市
災害時に避難所となる市内小中学校に、トイレ案内表示シートを４言語（日本語・
英語・中国語・韓国語）で作成し、設置している。

避難所案内板へ外国語
を表記

習志野市 避難所案内板に日本語のほか、英語、中国語、韓国語を併記している。

習志野市地域防災計画 習志野市 地域防災計画において、災害発生時の要配慮者として位置付けている。

12 柏市
在住外国人災害時多言
語支援センター

柏市国際交流協
会（柏市指定管
理事業）

外国人にわかりやすく防災の知識を伝えることを検討、災害時情報を外国人に
伝えるための準備

銚子市

松戸市

野田市
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８　災害時の外国人への支援
　　①発災時の支援

木更津市

東金市

1 千葉市

習志野市
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市町村名 名称 実施主体 内容 備考

８　災害時の外国人への支援
　　①発災時の支援

避難場所標識の多言語
化

市原市
ピクトグラムの表示及び3か国語（英語・中国語・韓国語）に対応した避難所誘導
標識の設置

地域防災計画 市原市 地域防災計画に要配慮者として位置付けている

災害時のメール配信 流山市
台風や地震等の発生に伴う避難情報や注意喚起等の情報を、英語メールとして
配信している。

避難所案内板の整備 流山市
市内指定避難（場）所に設置されている案内板のピクトグラム化及び英語表記し
たものに変更した。

要配慮者（外国人）の救援に関することとして
避難行動要支援者名簿に登載のある者の安否確認の他，外
国人の避難状況を第２，第３収容班を経由して収集を行う。

要配慮者（外国人）の救援に関することとして
避難所等において必要がある場合には，外国語通訳の確保を行う。

多文化交流センターの管理運営に関することとして
発災時の外国人支援を行う。

16 我孫子市
避難場所標識の外国語
表記

我孫子市 避難場所標識に英語及びピクトグラムを併記している。

災害時多言語表示シー
ト

鴨川市
各避難所に設置。地域によって住んでいる外国人の国籍が違うため、掲載言語
に違いあり。

災害時多言語指さし
ボード

鴨川市 受付時に外国人とコミュニケーションがとれるよう、避難所キット内に設置

災害時多言語支援セン
ター

鴨川市
鴨川市国際交流
協会

発災時にやさしい日本語と英語、中国語、ベトナム語を合わせた情報を市ホーム
ページ及び避難場所に掲載
災害が長期化した場合は、避難所巡回も行う。

鎌ケ谷市地域防災計画
外国人への対策

鎌ケ谷市 地域防災計画において、要配慮者として位置付けている。

避難誘導看板の多言語
表記

鎌ケ谷市 避難経路や避難場所の看板に多言語（英語、中国語、韓国語）を入れている。

地域防災計画
地域防災マニュアル

浦安市
地域防災計画において、外国人を要配慮者として位置付けている。
また、地域防災マニュアルにおいて、外国人対策について定めている。

避難場所標示板 浦安市
災害時の避難場所を外国人に周知するために設置している。
英語、中国語、韓国語

災害時多言語表示シー
ト

浦安市 災害時多言語表示シートを防災備蓄倉庫に配置している。

四街道市地域防災計画
外国人への配慮

四街道市
要配慮者（障害者・高齢者・妊婦・傷病者・外国人）に対しては自主防災組織やボ
ランティアの協力により支援を行う。

防災・災害発生時外国
人支援委員会

四街道市国際交
流協会

防災情報の提供、災害発生時・発生後の避難所での支援等について市の危機
管理室及び自治会の支援を図るために設置。

四街道市地域防災計画
外国人への配慮

四街道市
避難場所等を英語併記した防災ハザードマップを、希望者及び転入者へ配布。
避難場所の看板に英語を併記している。

21 八街市
八街市地域防災計画外
国人対策

八街市 地域防災計画において、災害時要援護者として位置付け

避難所案内板の多言語
化

印西市 一部指定避難場所の案内板に英語・中国語・韓国語を併記。

避難行動要支援者避難
支援計画

印西市
災害発生時、外国人を含む要配慮者に情報伝達、安否確認、救護・避難誘導、
避難所等における支援を実施する。

避難行動要支援者避難
支援計画

印西市
災害発生時における外国人を含む要配慮者への支援を実施するため、要支援
希望者の名簿を作成する。

23 白井市
災害時における外国人
への情報提供

白井市 災害時に避難所等において外国人に対する情報の提供を行う。

24 富里市 富里市地域防災計画等 市
地域防災計画等において、日本語による意思疎通に支障があり、本人等から申
し出のあった外国人を避難行動要支援者として位置付けている。

25 山武市
避難誘導看板の英語表
記

山武市 避難案内看板や海抜標示看板に英語やピクトグラムを入れている。

26 大網白里市
大網白里市地域防災計
画

大網白里市
県が実施する外国人向け語学ボランティアの派遣依頼や国際交流協会等のボラ
ンティアに対する協力依頼を行い、情報提供や相談窓口の開設など、外国人に
対する支援体制を整備する。

避難誘導看板の英語表
示

栄町 緊急避難所の入り口付近に、日本語表記と併せて英語表記を用いている

翻訳機メガホン 栄町 災害時に避難所において外国人に対する周知用に整備している

浦安市

15

17

八千代市

市原市13

14 流山市

八千代市
八千代市業務継続計画
（BCP）

19

18 鎌ケ谷市

鴨川市

22 印西市

20 四街道市

27 栄町
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市町村名 名称 実施主体 内容 備考

８　災害時の外国人への支援
　　①発災時の支援

避難所運営 多古町 避難所に、必要と思われる案内の多言語化に努めている

地域防災計画 多古町 地域防災計画において、外国人を要配慮者として位置付けている。

避難所案内看板 多古町 広域避難所案内看板に多言語（英語）を併記している。

29 横芝光町
横芝光町地域防災計画
外国人に対する対策

町 地域防災計画において、外国人を要配慮者として位置付けている。

避難誘導看板の英語表
記

御宿町 避難経路や避難場所の看板に英語を入れている。

町内観光案内看板の多
言語化による外国人へ
の避難誘導

御宿町
町内観光案内看板を多言語化（英語、中国語、韓国語、スペイン語）し、その中で
避難情報が
見られるようにしている。

千葉県
災害時多言語支援セン
ターの運営

千葉県・千葉県
国際交流セン
ター

大規模災害等の発生時に、災害時多言語支援センターを迅速に立ちあげること
ができるよう協定を締結し、体制整備を行っている。同センターでは、災害情報の
多言語での発信、翻訳など市町村の支援、避難所へ語学ボランティアの派遣、
外国人県民からの電話相談などの活動を行うこととしている。

多古町

御宿町30
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