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学習に役立つ資料 

 

液状化マップ（東京湾北部地震ケース） ゆれやすさマップ 

想定震度分布図（東京湾北部地震） 

この地図は，地震時の揺れの大きさや

液状化危険度，防災関連施設等を県全域

で一覧できるようにしたものです。 

この地図をご覧になって，自分の地域

の持つ危険性を知り，地震災害に対する

イメージを持ち，建築物の耐震化や家具

の転倒防止を行う等の日頃からの地震防

災対策を進めるきっかけとしていただく

ために作成したものです。 

みなさんの住んでいる地域も千葉県ホ

ームページに掲載されています。自分の

住む地域も調べてみましょう。 

千葉県防災危機管理監防災危機管理課ホームページ 

http://www.pref.chiba.lg.jp/bousai/jishin/higaichousa/bousaichizu.html 

１ 千葉県防災地図（平成２１年度作成） 

２ ちば地震被害想定のホームページ  
http://www.bousai.pref.chiba.lg.jp/portal/higaisoutei/index.html 

ちば地震被害想定のホームページでは，明治時代

の地図と現代の地図を見比べることができます。 

地図を左右に並べ比較する方法と，重ね合わせて

比較する方法の２種類が掲載されています。 

みなさんの住む地域には，防災の観点から，どの

ような危険があるのか把握し，災害への備え，災害

後の対応を考えてみましょう。 
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