
船橋市地域防災計画

資 料 編

令和４年11月修正

船橋市防災会議



資料1   避難施設⼀覧......................................................................................................................1-1

資料2   防災MCA無線局⼀覧..........................................................................................................2-1

資料3   防災⾏政無線（固定系）⼦局⼀覧..........................................................................................3-1

資料4   防災⾏政無線（固定系）⼾別受信機⼀覧..................................................................................4-1

資料5   非常⽤電源の概要................................................................................................................5-1

資料6   防災⽤井⼾⼀覧......................................................................................................................6-1

資料7   耐震性貯⽔槽⼀覧................................................................................................................7-1

資料8   防災倉庫等⼀覧....................................................................................................................8-1

資料9   備蓄品目⼀覧..........................................................................................................................9-1

資料10 市域内の災害拠点病院および災害医療協⼒病院⼀覧..................................................................10-1

資料11 災害時応援協定締結先⼀覧....................................................................................................11-1

資料12 ヘリコプター臨時離発着場⼀覧........................................................................12-1

資料13 罹災（被災）証明願................................................................................................................13-1

資料14 ⽕葬場・埋葬場⼀覧............................................................................................................14-1

資料15 応急仮設住宅建設候補地リスト....................................................................................................15-1

資料16 広報⽂例............................................................................................................................16-1

資料17 船橋市域災害記録................................................................................................................17-1

資料18 船橋市河川⼀覧..................................................................................................................18-1

資料19 浸⽔想定区域等の要配慮者利⽤施設等 ......................................................................................................19-1

資料20 船橋市防災会議委員の構成....................................................................................................20-1

資料21 地震・津波情報等の種類......................................................................................................21-1

資料22 気象庁震度階級解説表資料....................................................................................................22-1

資料23 気象警報・注意報・情報の種類と発表基準..............................................................................23-1

資料24 ⽔防警報の種類、内容及び発表基準........................................................................................24-1

資料25 ⼟砂災害警戒区域等⼀覧..........................................................................................................25-1

目   次



（令和4年6⽉30⽇現在）

福
祉
避
難
所

帰
宅
困
難
者

支
援
施
設

洪
⽔

⼟
砂

高
潮

地
震

津
波

⽕
災

⽕
山

船橋小学校 本町4-17-20 ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ 2,054人 ○ 824人 ○ 715人

湊町小学校 湊町1-16-5 ○ × ○ × ○ × ○ ○ 5,586人 ○ 792人 ○ 1,483人

南本町小学校 栄町1-7-1 ○ × ○ × ○ × ○ ○ 3,266人 ○ 694人 ○ 1,518人

宮本小学校 宮本7-10-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3,928人 ○ 996人

若松小学校 若松3-2-4 ○ × ○ × ○ × ○ ○ 5,276人 ○ 863人 ○ 1,447人

峰台小学校 宮本6-33-1 ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ 3,631人 ○ 851人

市場小学校 市場1-5-1 ○ × ○ × ○ × ○ ○ 2,610人 ○ 537人

海神小学校 海神2-6-5 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 2,268人 ○ 735人

⻄海神小学校 海神5-19-36 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3,795人 ○ 753人

海神南小学校 海神町南1-1510 ○ × ○ × ○ × ○ ○ 2,977人 ○ 674人 ○ 478人

葛飾小学校 印内1-2-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3,563人 ○ 1,067人

小栗原小学校 本中山3-16-12 ○ × ○ × ○ × ○ ○ 3,276人 ○ 799人 ○ 1,015人

八栄小学校 夏⾒5-27-1 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 2,831人 ○ 695人

夏⾒台小学校 夏⾒台2-12-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3,948人 ○ 797人

高根小学校 高根町2895 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2,166人 ○ 1,014人

高根東小学校 新高根1-17-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7,235人 ○ 812人

⾦杉小学校 ⾦杉8-10-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3,147人 ○ 698人

三咲小学校 二和東5-39-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4,683人 ○ 975人

二和小学校 二和東1-9-11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3,312人 ○ 734人

八木が谷小学校 八木が谷2-3-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3,640人 ○ 929人

八木が谷北小学校 八木が谷4-13-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3,500人 ○ 825人

咲が丘小学校 咲が丘1-22-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2,718人 ○ 672人

⾦杉台小学校 ⾦杉台2-1-7 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3,705人 ○ 730人

法典小学校 藤原5-2-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4,016人 ○ 1,053人

丸山小学校 丸山4-43-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3,115人 ○ 759人

法典東小学校 丸山5-25-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4,180人 ○ 689人

法典⻄小学校 上山町1-111-5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3,563人 ○ 752人

塚田小学校 前貝塚町600 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3,454人 ○ 762人

塚田南小学校 ⾏田1-50-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5,542人 ○ 1,094人

⾏田東小学校 ⾏田2-4-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3,882人 ○ 719人

⾏田⻄小学校 ⾏田3-4-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4,510人 ○ 715人

前原小学校 前原⻄2-28-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2,520人 ○ 712人

中野木小学校 中野木2-19-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3,042人 ○ 871人

二宮小学校 前原東5-9-3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3,868人 ○ 857人
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飯山満小学校 飯山満町3-1394-3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5,040人 ○ 766人

飯山満南小学校 飯山満町1-954-4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3,836人 ○ 710人

芝山東小学校 芝山3-19-1 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4,298人 ○ 730人

芝山⻄小学校 芝山2-4-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5,120人 ○ 640人

七林小学校 七林町115-13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3,589人 ○ 719人

薬円台小学校 薬円台4-5-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6,301人 ○ 883人

薬円台南小学校 薬円台2-18-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3,669人 ○ 822人

田喜野井小学校 田喜野井4-33-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4,674人 ○ 701人

三山小学校 三山2-42-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4,576人 ○ 916人

三山東小学校 三山6-32-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2,788人 ○ 679人

高根台第二小学校 高根台5-2-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3,940人 ○ 654人

高根台第三小学校 高根台1-4-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3,761人 ○ 677人

高郷小学校 ⻄習志野1-47-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2,965人 ○ 766人

習志野台第⼀小学校 習志野台2-51-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2,950人 ○ 927人

習志野台第二小学校 習志野台5-43-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4,819人 ○ 1,274人

古和釜小学校 松が丘3-42-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3,776人 ○ 785人

坪井小学校 坪井町747-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3,246人 ○ 992人

大穴小学校 大穴南2-7-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4,585人 ○ 900人

大穴北小学校 大穴北1-7-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4,104人 ○ 910人

豊富小学校 豊富町1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7,733人 ○ 566人

小室小学校 小室町899 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9,484人 ○ 801人

船橋特別支援学校高根台校舎 高根台2-1-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3,180人 ○ 672人 ○

船橋中学校 夏⾒2-11-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11,209人 ○ 1,343人

湊中学校 ⽇の出1-1-2 ○ × ○ × ○ × ○ ○ 7,332人 ○ 849人 ○ 1,105人

宮本中学校 東船橋7-8-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7,880人 ○ 1,128人

若松中学校 若松3-2-3 ○ × ○ × ○ × ○ ○ 5,651人 ○ 907人 ○ 1,519人

海神中学校 海神4-27-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7,628人 ○ 962人

葛飾中学校 印内1-5-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6,447人 ○ 1,110人

⾏田中学校 ⾏田3-6-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5,074人 ○ 1042人

法田中学校 藤原7-46-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5,836人 ○ 1068人

旭中学校 旭町2-23-1 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 4,543人 ○ 1067人

御滝中学校 ⾦杉6-5-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7,920人 ○ 906人

高根中学校 新高根1-17-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7,450人 ○ 941人

八木が谷中学校 八木が谷2-9-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6,626人 ○ 1194人
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⾦杉台中学校 ⾦杉台1-2-18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5,010人 ○ 722人

前原中学校 中野木2-33-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5,856人 ○ 913人

二宮中学校 滝台1-2-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6,676人 ○ 1138人

飯山満中学校 飯山満町1-946-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5,528人 ○ 805人

芝山中学校 芝山1-40-11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5,542人 ○ 752人

七林中学校 七林町130 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4,788人 ○ 1032人

三田中学校 田喜野井2-24-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5,156人 ○ 977人

三山中学校 三山6-26-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5,204人 ○ 897人

高根台中学校 高根台3-3-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4,262人 ○ 1004人

習志野台中学校 習志野台6-23-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8,362人 ○ 1155人

古和釜中学校 松が丘3-69-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5,075人 ○ 1106人

坪井中学校 坪井東1-24-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5,134人 ○ 948人

大穴中学校 大穴南3-19-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5,134人 ○ 1241人

豊富中学校 豊富町12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4,402人 ○ 616人

小室中学校 小室町898 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6,048人 ○ 718人

船橋特別支援学校⾦堀校舎 ⾦堀町349-1 ○

市⽴船橋高等学校 市場4-5-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6,066人 ○ 2908人

県⽴船橋高等学校 東船橋6-1-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12,251人 ○ 281人

県⽴薬園台高等学校 薬円台5-34-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6,870人 ○ 345人

県⽴船橋東高等学校 芝山2-13-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12,299人 ○ 213人

県⽴船橋啓明高等学校 旭町333 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10,841人 ○ 310人

県⽴船橋芝山高等学校 芝山7-39-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7,093人 ○ 104人

県⽴船橋二和高等学校 二和⻄1-3-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13,940人 ○ 270人

県⽴船橋古和釜高等学校 古和釜町586 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8,874人 ○ 265人

県⽴船橋法典高等学校 藤原4-1-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9,520人 ○ 237人

県⽴船橋北高等学校 神保町133-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11,517人 ○ 299人

東葉高等学校 飯山満町2-6651 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5,384人 ○ 363人

⽇本大学理⼯学部 習志野台7-24-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 33,793人 ○ 488人

⽇本大学生産⼯学部 習志野市泉町1-2-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7,383人

東邦大学 三山2-2-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9,891人 ○ 193人

中央公⺠館 本町2-2-5 ○ 660人 ○

東部公⺠館 前原⻄2-21-21 ○ 211人 ○

⻄部公⺠館 ○ 282人

本中山児童ホーム

⽼人憩の家

北部公⺠館 豊富町4 ○ 178人 ○

本中山1-6-6 ○
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高根台公⺠館 ○ 231人 ○

⽼人憩の家 ○

夏⾒公⺠館 夏⾒2-29-1 ○ 110人 ○

法典公⺠館 藤原7-33-7 ○ 165人 ○

二和公⺠館 二和東5-26-1 ○ 210人 ○

三田公⺠館 田喜野井2-24-2 ○ 99人 ○

海⽼が作公⺠館 大穴南3-19-1 ○ 116人 ○

高根公⺠館 高根町2885-3 ○ 121人 ○

習志野台公⺠館 習志野台5-1-1 ○ 134人 ○

小室公⺠館 ○ 90人

小室児童ホーム

⽼人憩の家

浜町公⺠館 ○ 233人

⽼人憩の家

八木が谷公⺠館 八木が谷2-14-6 ○ 122人 ○

飯山満公⺠館 飯山満町1-950-3 ○ 120人 ○

丸山公⺠館 丸山5-19-6 ○ 120人 ○

塚田公⺠館 ○ 141人

塚田児童ホーム

⽼人憩の家

宮本公⺠館 ○ 191人

宮本児童ホーム

⽼人憩の家

三咲公⺠館 ○ 150人

三咲児童ホーム

⽼人憩の家

新高根公⺠館 ○ 163人

新高根児童ホーム

⽼人憩の家

葛飾公⺠館 ⻄船3-6-25-201 ○ 152人 ○

薬円台公⺠館 ○ 182人

薬円台児童ホーム

⽼人憩の家

松が丘公⺠館 松が丘4-32-2 ○ 182人 ○

海神公⺠館 海神6-3-36 ○ 201人 ○

坪井公⺠館 坪井町1371 ○ 221人 ○

三山市⺠センター 三山8-19-1 ○ 197人 ○

浜町2-1-15

○前貝塚町601-1

高根台1-2-5

小室町3308 ○

○

薬円台5-18-1 ○

宮本6-18-1 ○

新高根1-12-9

三咲3-5-10 ○

○
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⻘少年会館 若松3-3-4 ○ 237人 ○

⻘少年センター 本町1-23-7 ○ 66人

武道センター 市場1-3-1 ○ 289人

勤労市⺠センター 本町4-19-6 ○ 534人

総合体育館（船橋アリーナ） 習志野台7-5-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10,501人 ○ 392人

中央⽼人福祉センター 夏⾒台1-11-3 ○

東⽼人福祉センター

身体障害者福祉センター

東簡易マザーズホーム

北⽼人福祉センター 三咲7-24-1 ○

⻄⽼人福祉センター

法典児童ホーム

南⽼人福祉センター 湊町1-11-19 ○

天沼弁天池公園 本町7-16 ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ 2,675人

高根木⼾近隣公園 高根台5-3-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8,210人

⻄船近隣公園 ⻄船1-25 ○ × ○ × ○ × ○ ○ 3,795人

夏⾒台近隣公園 夏⾒台2-13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5,227人

大穴近隣公園 大穴南4-22 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17,458人

御滝公園 ⾦杉6-26 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4,310人

薬円台公園 薬円台4-25-19 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8,324人

北習志野近隣公園 習志野台3-4-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8,992人

坪井近隣公園 坪井町1371 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5,920人

法典公園（グラスポ） 藤原5-9-10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17,257人

県⽴⾏田公園 ⾏田2-5-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 21,059人

運動公園 夏⾒台6-4-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 44,997人

県⺠の森 大神保町586-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 69,824人

地方卸売市場 市場1-8-1 ○ × ○ × ○ × ○ ○ 15,815人

陸上⾃衛隊習志野演習場 習志野3-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 482,883人

中山競馬場 古作1-1-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 307,083人

船橋大神宮 宮本5-2-1 ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ 4,514人

船橋競馬場正⾯駐⾞場 若松1-2-1 ○ × ○ × ○ × ○ ○ 10,000人

NTT船橋グラウンド 飯山満町2-622 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7,704人

高瀬町まちかどスポーツ広場 高瀬町56 ○ × ○ × ○ × ○ ○ 24,266人

船橋市 市庁舎 湊町2-10-25 ○ 3,687人

南部清掃⼯場 ⼯場棟 潮⾒町38 ○ 756人

ふなばし三番瀬環境学習館 潮⾒町40 ○ 1,250人

三井物産ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ
東関東支店東浜流通センター

市川市東浜1-2-1 ○ 9,245人

○薬円台5-31-1

藤原3-2-15 ○
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アイシーエクスプレス
京葉物流センター

潮⾒町35-3 ○ 安全に避難が
可能な人数

京葉港湾労働者福祉センター 潮⾒町32-3 ○ 216人

三井ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾊﾟｰｸ
ららぽーとTOKYO-BAY

浜町2-1-1 ○ 18,769人

IKEA Tokyo-Bay 浜町2-3-30 ○ 5,107人

ビビット南船橋 浜町2-2-7 ○ 10,000人

コナミスポーツクラブ船橋 湊町2-8-45 ○ 2,300人

ダイアパレス
ライブシティ船橋

栄町1-9-1 ○ 2,000人

ワンダーベイシティSAZAN 浜町2-3-31〜34 ○ 1,280人

グランドホライゾン・
トーキョーベイ

浜町2-3-35〜37 ○ 12,000人

高瀬下⽔処理場上部運動広場
（タカスポ）

高瀬町56-1 ○ 21,000人

スーパーオートバックス市川
⽴体駐⾞場

市川市⻤高3-32-12 ○ 3,124人

三井不動産ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽﾊﾟｰｸ船橋
Ⅱ ⽴体駐⾞場棟

浜町2-6-25 ○ 2,530人

京葉ガス株式会社 船橋倉庫 南海神1-7-1 ○ 911人

市⺠⽂化ホール 本町2-2-5 ○

石井食品 本町2-7-17 ○

セミナーハウス
クロスウェーブ船橋

本町2-9-3 ○

ホテルトレントﾞ船橋 本町2-7-10 ○

船橋第⼀ホテル 湊町2-5-18 ○

ティップネス船橋店 本町6-4-21 ○

⻄船橋出張所 ⻄船4-17-3 ○

船橋商⼯会議所 本町1-10-10 ○

東京医療保健大学
船橋キャンパス

海神町⻄1-1042-2 ○

ー ー ー ー ー ー ー ー ー
1,625,550人
（118箇所）

ー 84,256人
（128箇所） － ー －

103,455人
（25箇所）

※⼀時避難場所、広域避難場所︓敷地⾯積を基に概ねの受入可能人数を算定

 宿泊可能避難所︓延床⾯積を基に概ねの受入可能人数を算定

 津波⼀時避難施設︓屋上などの避難箇所の⾯積を基に概ねの受入可能人数を算定

※⼀時及び広域避難場所のうち、「×」の記載がある災害時は、該当避難場所へは避難不可

 なお「○」の記載がある場合でも災害の状況に応じて避難が⾏えない場合もあります。

受入可能人数等計
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（令和4年6⽉30⽇現在）

区分 配備場所 無線番号 局種
本部員 本部⻑（市⻑） 001 携 帯 600

本部⻑⾞⽤（市⻑⾞⽤） 002 携 帯 600
副本部⻑（副市⻑） 003 携 帯 600 601
副本部⻑（副市⻑） 004 携 帯 600 601
本部⻑付（教育⻑） 009 携 帯 600 602
  〃 （建設局⻑） 024 携 帯 600 603
  〃 （健康福祉局⻑） 016 携 帯 600 603
  〃 （教育次⻑） 031 携 帯 600 603
  〃 （危機管理監） 008 携 帯 600 603
本部員（市⻑公室⻑） 010 携 帯 600 603
 〃 （企画財政部⻑） 011 携 帯 600 603
 〃 （総務部⻑） 012 携 帯 600 603
 〃 （税務部⻑） 014 携 帯 600 603
 〃 （市⺠生活部⻑） 015 携 帯 600 603
 〃 （健康・高齢部⻑） 017 携 帯 600 603
 〃 （保健所⻑） 018 携 帯 600 603
 〃 （福祉ｻｰﾋﾞｽ部⻑） 019 携 帯 600 603
 〃 （⼦育て支援部⻑） 020 携 帯 600 603
 〃 （環境部⻑） 021 携 帯 600 603
 〃 （経済部⻑） 022 携 帯 600 603
 〃 （地方卸売市場⻑） 023 携 帯 600 603
 〃 （都市計画部⻑） 025 携 帯 600 603
 〃 （都市整備部⻑） 026 携 帯 600 603
 〃 （道路部⻑） 027 携 帯 600 603
 〃 （下⽔道部⻑） 028 携 帯 600 603
 〃 （建築部⻑） 029 携 帯 600 603
 〃 （消防局⻑） 030 携 帯 600 603
 〃 （管理部⻑） 032 携 帯 600 603
 〃 （学校教育部⻑） 033 携 帯 600 603
 〃 （生涯学習部⻑） 034 携 帯 600 603
 〃 （保健所理事） 035 携 帯 600 603
 〃 （議会事務局⻑） 038 携 帯 600 603
 〃 （医療センター事務局⻑） 039 携 帯 600 603
 〃 （会計管理者） 040 携 帯 600 603

災害対策本部 災害対策本部 100 指 令 100 101
（危機管理課内） 101 指 令 100 101

102 指 令 100 101
103 指 令 100 101
104 指 令 100 101

災害医療 災害医療対策本部⻑ 769 携 帯
対策本部 災害医療対策本部 788 半固定

789 半固定
  790 半固定

791 半固定
792 半固定

市⻑公室 危機管理課 130 半固定 100 101 800
 危機管理課⻑ 042 携 帯
 危機管理課課⻑補佐 043 携 帯
 危機管理課課⻑補佐 044 携 帯
危機管理課 005 携 帯

006 携 帯
007 携 帯
800 ⾞ 載 210
909 ⾞ 載 205 210

 軽トラック 798 ⾞ 載 210
 軽ワンボックス 799 ⾞ 載 210
 ハイエース 801 ⾞ 載
 起震⾞ 802 ⾞ 載

所属グループ番号

資料2 防災MCA無線局⼀覧

防災MCA無線局一覧

2-1



区分 配備場所 無線番号 局種 所属グループ番号
市⻑公室  給⽔⾞ 998 ⾞ 載

 給⽔⾞ 999 ⾞ 載
危機管理課（災害対策本部室） 036 携 帯 800

037 携 帯 800
045 携 帯 800
046 携 帯 800
047 携 帯 800
048 携 帯 800
049 携 帯 800
064 携 帯
065 携 帯 800
066 携 帯 800
067 携 帯
068 携 帯 800
069 携 帯 800
070 携 帯 800
071 携 帯 800
072 携 帯 800
073 携 帯 800
081 携 帯
082 携 帯
083 携 帯
084 携 帯 800
085 携 帯 800
086 携 帯 800
087 携 帯 800
667 半固定

防災備蓄センター 377 半固定
広報課 131 半固定 100 101
  968 ⾞ 載 210
市⺠の声を聞く課 967 ⾞ 載 210
秘書課 132 携 帯 100 101
  990 ⾞ 載 210

企画財政部 財産管理課 134 半固定 100 101
（集中管理） 804 ⾞ 載 200 210

805 ⾞ 載 200 210
806 ⾞ 載 200 210
807 ⾞ 載 200 210
808 ⾞ 載 200 210
809 ⾞ 載 200 210
810 ⾞ 載 200 210
811 ⾞ 載 200 210
812 ⾞ 載 200 210
813 ⾞ 載 200 210
814 ⾞ 載 200 210
815 ⾞ 載 200 210
816 ⾞ 載 200 210
817 ⾞ 載 200 210
818 ⾞ 載 200 210
819 ⾞ 載 200 210
820 ⾞ 載 200 210
821 ⾞ 載 200 210
822 ⾞ 載 200 210
823 ⾞ 載 200 210
824 ⾞ 載 200 210
825 ⾞ 載 200 210
826 ⾞ 載 200 210
827 ⾞ 載 200 210
828 ⾞ 載 200 210
830 ⾞ 載 200 210
831 ⾞ 載 200 210
833 ⾞ 載 200 210
834 ⾞ 載 200 210
835 ⾞ 載 200 210
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区分 配備場所 無線番号 局種 所属グループ番号
企画財政部 財産管理課 836 ⾞ 載 200 210

（集中管理） 837 ⾞ 載 200 210
838 ⾞ 載 200 210
839 ⾞ 載 200 210

  840 ⾞ 載 200 210
841 ⾞ 載 200 210
842 ⾞ 載 200 210
843 ⾞ 載 200 210
844 ⾞ 載 200 210
845 ⾞ 載 200 210
846 ⾞ 載 200 210
848 ⾞ 載 200 210
849 ⾞ 載 200 210
850 ⾞ 載 200 210
851 ⾞ 載 200 210
853 ⾞ 載 200 210
854 ⾞ 載 200 210
855 ⾞ 載 200 210
856 ⾞ 載 200 210
857 ⾞ 載 200 210
858 ⾞ 載 200 210
859 ⾞ 載 200 210
860 ⾞ 載 200 210
861 ⾞ 載 200 210
862 ⾞ 載 200 210
864 ⾞ 載 200 210
865 ⾞ 載 200 210
867 ⾞ 載 200 210
868 ⾞ 載 200 210
869 ⾞ 載 200 210
870 ⾞ 載 200 210
871 ⾞ 載 200 210
872 ⾞ 載 200 210
873 ⾞ 載 200 210
874 ⾞ 載 200 210
875 ⾞ 載 200 210
876 ⾞ 載 200 210
877 ⾞ 載 200 210
878 ⾞ 載 200 210
879 ⾞ 載 200 210
880 ⾞ 載 200 210
894 ⾞ 載 200 210
908 ⾞ 載 200 210
928 ⾞ 載 200 210
957 ⾞ 載 200 210

総務部 職員課 133 半固定 100 101
税務部 税務課 156 半固定 100 101
市⺠生活部 ⼾籍住⺠課 135 半固定 100 101

⾃治振興課 136 半固定 100 101
市⺠安全推進課 935 ⾞ 載 210

969 ⾞ 載 210
991 ⾞ 載 210
912 ⾞ 載 205 210

健康・高齢部 健康政策課 153 携 帯 100 101
高齢者福祉課 316 携 帯 100 101
介護保険課 205 半固定 100 101
市⽴看護専門学校 155 携 帯

福祉サービス部 地域福祉課 137 半固定 100 101
  881 ⾞ 載 210
生活支援課 882 ⾞ 載 210
障害福祉課 654 半固定

⼦育て支援部 公⽴保育園管理課 138 半固定 100 101
  883 ⾞ 載 210
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区分 配備場所 無線番号 局種 所属グループ番号
⼦育て支援部 地域⼦育て支援課 311 携 帯 100 101
  高根台⼦育て支援センター 089 携 帯

982 ⾞ 載 210
南本町⼦育て支援センター 090 携 帯
療育支援課 313 携 帯 100 101
家庭福祉課（家庭児童相談室） 995 ⾞ 載 210

996 ⾞ 載 210
環境部 環境政策課 966 ⾞ 載 210

環境保全課 139 半固定 100 101
829 ⾞ 載 202 210

  884 ⾞ 載 210
資源循環課 141 半固定 100 101
廃棄物指導課 041 携 帯
  895 ⾞ 載 202 210
  921 ⾞ 載 210
クリーン推進課 140 半固定 100 101

832 ⾞ 載 201 210
  885 ⾞ 載 201 210
  886 ⾞ 載 201 210

887 ⾞ 載 201 210
888 ⾞ 載 201 210
889 ⾞ 載 201 210
890 ⾞ 載 201 210
891 ⾞ 載 201 210
893 ⾞ 載 201 210

経済部 商⼯振興課 151 携 帯 100 101
  965 ⾞ 載 210
農業センター 981 ⾞ 載 210

建設局 技術管理課 077 携 帯 100 101
建設局本部（５０１会議室） 157 半固定 100 101

都市整備部 都市整備課 917 ⾞ 載 206 210
公園緑地課 142 半固定 100 101

896 ⾞ 載 204 210
897 ⾞ 載 204 210
993 ⾞ 載 204 210

道路部 道路管理課 143 半固定 100 101
910 ⾞ 載 205 210
913 ⾞ 載 205 210

道路維持課 866 ⾞ 載 205 210
899 ⾞ 載 205 210
900 ⾞ 載 205 210
901 ⾞ 載 205 210
902 ⾞ 載 205 210
903 ⾞ 載 205 210
904 ⾞ 載 205 210
906 ⾞ 載 205 210
907 ⾞ 載 205 210
911 ⾞ 載 205 210
914 ⾞ 載 205 210
915 ⾞ 載 205 210

道路建設課 144 半固定 100 101
863 ⾞ 載 210
916 ⾞ 載 210

下⽔道部 下⽔道総務課 740 携 帯 100 101
977 ⾞ 載 210
978 ⾞ 載 210

下⽔道河川計画課 973 ⾞ 載 210
下⽔道河川管理課 146 半固定 100 101

920 ⾞ 載 207 210
922 ⾞ 載 207 210
923 ⾞ 載 207 210
974 ⾞ 載 207 210
975 ⾞ 載 207 210
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区分 配備場所 無線番号 局種 所属グループ番号
下⽔道部 下⽔道建設課 145 半固定 100 101

下⽔道施設課 963 ⾞ 載 210
964 ⾞ 載 210
976 ⾞ 載 210

下⽔道施設課 381 半固定 100 301
(高瀬下⽔処理場） 940 ⾞ 載 210

942 ⾞ 載 210
  943 ⾞ 載 208 210

下⽔道施設課 380 半固定 100 301
（⻄浦下⽔処理場） 941 ⾞ 載 210

944 ⾞ 載 208 210
下⽔道施設課（監視センター） 382 半固定 100 208
下⽔道施設課（海⽼川排⽔機場） 608 携 帯 208
下⽔道施設課（船橋排⽔機場） 609 携 帯 208
河川整備課 147 半固定 100 101

924 ⾞ 載 209 210
925 ⾞ 載 209 210

建築部 宅 地 課 148 半固定 100 101
管理部 教育総務課 076 携 帯 100 101
学校教育部 学 務 課 149 半固定 100 101
生涯学習部 社会教育課 150 半固定 100 101

郷⼟資料館 376 ⾞ 載 210
飛ノ台史跡公園博物館 980 ⾞ 載 210

消防 消防局（警防指令課） 200 半固定 100 302 400 701
消防局（警防指令課・リエゾン⽤） 013 携 帯 100 302

050 携 帯 100 302
088 携 帯 100 302

中央消防署 201 半固定 100 302
東消防署 202 半固定 100 302
北消防署 203 半固定 100 302
消防局（救急課） 204 半固定 100 302

074 携 帯 100 302 400
市⺠生活施設 船橋駅前総合窓口センター 250 半固定 100

三山市⺠センター 251 半固定 100 500 501 510
出張所 二宮出張所 252 半固定 100 306

852 ⾞ 載 210
芝山出張所 253 半固定 100 306
高根台出張所 254 半固定 100 306

926 ⾞ 載 210
習志野台出張所 255 半固定 100 306

929 ⾞ 載 210
豊富出張所 256 半固定 100 306

931 ⾞ 載 210
二和出張所 257 半固定 100 306

930 ⾞ 載 210
⻄船橋出張所 258 半固定 100 306 701

保健所 保健総務課 300 半固定 100
994 ⾞ 載 210
997 ⾞ 載 210
355 ⾞ 載 210
356 ⾞ 載 210
357 ⾞ 載 210
358 ⾞ 載 210
359 ⾞ 載 210
360 ⾞ 載 210
361 ⾞ 載 210
362 ⾞ 載 210
363 ⾞ 載 210
364 ⾞ 載 210
365 ⾞ 載 210

  366 ⾞ 載 210
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区分 配備場所 無線番号 局種 所属グループ番号
保健所 地域保健課 154 携 帯 100 101

970 ⾞ 載 210
971 ⾞ 載 210
972 ⾞ 載 210

動物愛護指導センター 752 半固定 100
938 ⾞ 載 210

保健センター 北部保健センター 301 半固定 100
369 ⾞ 載 210
370 ⾞ 載 210
371 ⾞ 載 210
372 ⾞ 載 210

中央保健センター 308 半固定 100
東部保健センター 309 半固定 100

367 ⾞ 載 210
368 ⾞ 載 210

⻄部保健センター 310 半固定 100
373 ⾞ 載 210
374 ⾞ 載 210

福祉施設 中央⽼人福祉センター 302 半固定 100 501
東⽼人福祉センター 303 半固定 100 501
⻄⽼人福祉センター 304 半固定 100 501
北⽼人福祉センター 314 携 帯 100 501
南⽼人福祉センター 315 携 帯 100 501
養護⽼人ホーム豊寿園 305 半固定 100
特別養護⽼人ホーム三山園 306 半固定 100
光風みどり園 307 半固定 100
身体障害者福祉作業所太陽 317 携 帯 100
北総育成園 656 半固定 100
身体障害者福祉センター 728 半固定 100
大久保学園 713 半固定
のまる 714 半固定
誠光園 715 半固定
ローゼンヴィラ藤原 716 半固定
古和釜恵の⾥ 718 携 帯
ローゼンヴィラ藤原弐番館 719 携 帯
ワールドナーシングホーム 793 携 帯
船橋百寿苑 794 携 帯
船橋あさひ苑 795 携 帯
オレンジガーデン 796 携 帯
船橋梨⾹園 797 携 帯

市⽴保育園 宮本第⼀保育園 320 半固定 100 303
宮本第二保育園 321 半固定 100 303
若松保育園 322 半固定 100 303
湊町保育園 323 半固定 100 303
千鳥保育園 324 半固定 100 303
中央保育園 325 半固定 100 303
本町保育園 326 半固定 100 303
海神第⼀保育園 327 半固定 100 303
海神第二保育園 328 半固定 100 303
⻄船保育園 329 半固定 100 303
本中山保育園 330 半固定 100 303
若葉保育園 331 半固定 100 303
⾏田保育園 332 半固定 100 303
夏⾒第⼀保育園 333 半固定 100 303
夏⾒第二保育園 334 半固定 100 303
高根保育園 335 半固定 100 303
⾦杉台保育園 336 半固定 100 303
二和保育園 337 半固定 100 303
三山保育園 338 半固定 100 303
二宮保育園 339 半固定 100 303
習志野台第⼀保育園 340 半固定 100 303
習志野台第二保育園 341 半固定 100 303
高根台保育園 342 半固定 100 303
緑台保育園 343 半固定 100 303
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区分 配備場所 無線番号 局種 所属グループ番号
市⽴保育園 芝山第⼀保育園 344 半固定 100 303

小室保育園 345 半固定 100 303
浜町保育園 346 半固定 100 303

環境施設 馬込衛生管理事務所 350 半固定 100
919 ⾞ 載 203 210
932 ⾞ 載 203 210

  934 ⾞ 載 203 210
936 ⾞ 載 203 210
937 ⾞ 載 203 210
979 ⾞ 載 203 210

清掃⼯場等 北部清掃⼯場 351 半固定 100 300
南部清掃⼯場 352 半固定 100 300
清掃センター 353 半固定 100

地方卸売市場 地方卸売市場 354 半固定 100 511
939 ⾞ 載 210

公⺠館 東部公⺠館 400 半固定 100 307 500 501 509
  949 ⾞ 載 210
⻄部公⺠館 401 半固定 100 307 500 501 509
  945 ⾞ 載 210
法典公⺠館 402 半固定 100 307 500 501 508
  946 ⾞ 載 210
塚田公⺠館 403 半固定 100 307 500 501 509
  947 ⾞ 載 210
八木が谷公⺠館 404 半固定 100 307 500 501 508
  951 ⾞ 載 210
小室公⺠館 405 半固定 100 307 500 501 508
  952 ⾞ 載 210
海⽼が作公⺠館 406 半固定 100 307 500 501 508

950 ⾞ 載 210
高根公⺠館 407 半固定 100 307 500 501 508
  948 ⾞ 載 210
中央公⺠館 770 半固定 100 307 500 501 509 701
浜町公⺠館 771 半固定 100 307 500 501 509
 （船橋競馬場確認⽤） 080 携 帯
宮本公⺠館 772 半固定 100 307 500 501 509
海神公⺠館 773 半固定 100 307 500 501 509
三田公⺠館 774 半固定 100 307 500 501 509
飯山満公⺠館 775 半固定 100 307 500 501 509
習志野台公⺠館 776 半固定 100 307 500 501 509
薬円台公⺠館 777 半固定 100 307 500 501 509
丸山公⺠館 778 半固定 100 307 500 501 508
  992 ⾞ 載 210
葛飾公⺠館 779 半固定 100 307 500 501 509 701
三咲公⺠館 780 半固定 100 307 500 501 508
松が丘公⺠館 781 半固定 100 307 500 501 508
夏⾒公⺠館 782 半固定 100 307 500 501 509
新高根公⺠館 783 半固定 100 307 500 501 508
坪井公⺠館 784 半固定 100 307 500 501 508
北部公⺠館 785 半固定 100 307 500 501 508
二和公⺠館 786 半固定 100 307 500 501 508
高根台公⺠館 787 半固定 100 307 500 501 508

スポーツ施設 運動公園 410 半固定 100 511
  953 ⾞ 載 210
船橋アリーナ 411 半固定 100 500 510
法典公園 412 半固定 100 511
武道センター 413 半固定 100 500 510

市⽴小学校 船橋小学校 420 半固定 100 304 500 503 701
湊町小学校 421 半固定 100 304 500 503
南本町小学校 422 半固定 100 304 500 503
宮本小学校 423 半固定 100 304 500 503
 （船橋大神宮確認⽤） 051 携 帯
若松小学校 424 半固定 100 304 500 503
峰台小学校 425 半固定 100 304 500 503
市場小学校 426 半固定 100 304 500 503
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区分 配備場所 無線番号 局種 所属グループ番号
市⽴小学校 海神小学校 427 半固定 100 304 500 503

 （天沼弁天公園確認⽤） 052 携 帯
⻄海神小学校 428 半固定 100 304 500 503
 （⻄船近隣公園確認⽤） 053 携 帯
海神南小学校 429 半固定 100 304 500 503
葛飾小学校 430 半固定 100 304 500 503 701
小栗原小学校 431 半固定 100 304 500 503
八栄小学校 432 半固定 100 304 500 503
夏⾒台小学校 433 半固定 100 304 500 503
 （夏⾒台近隣公園確認⽤） 055 携 帯
高根小学校 434 半固定 100 304 500 504
高根東小学校 435 半固定 100 304 500 504
⾦杉小学校 436 半固定 100 304 500 502
三咲小学校 437 半固定 100 304 500 502
二和小学校 438 半固定 100 304 500 502
八木が谷小学校 439 半固定 100 304 500 502
八木が谷北小学校 440 半固定 100 304 500 502
咲が丘小学校 441 半固定 100 304 500 502
⾦杉台小学校 442 半固定 100 304 500 502
法典小学校 443 半固定 100 304 500 502
丸山小学校 444 半固定 100 304 500 502
法典東小学校 445 半固定 100 304 500 502
法典⻄小学校 446 半固定 100 304 500 503
塚田小学校 447 半固定 100 304 500 503
塚田南小学校 666 半固定 100 304 500 503
⾏田東小学校 448 半固定 100 304 500 503
⾏田⻄小学校 449 半固定 100 304 500 503
前原小学校 450 半固定 100 304 500 504
中野木小学校 451 半固定 100 304 500 504
二宮小学校 452 半固定 100 304 500 504
飯山満小学校 453 半固定 100 304 500 504
飯山満南小学校 454 半固定 100 304 500 504
 （ＮＴＴ船橋グラウンド確認⽤） 058 携 帯
芝山東小学校 455 半固定 100 304 500 504
芝山⻄小学校 456 半固定 100 304 500 504
七林小学校 457 半固定 100 304 500 504
薬円台小学校 458 半固定 100 304 500 504
 （薬円台公園確認⽤） 059 携 帯
薬円台南小学校 459 半固定 100 304 500 504
田喜野井小学校 460 半固定 100 304 500 504
三山小学校 461 半固定 100 304 500 504
三山東小学校 462 半固定 100 304 500 504
高根台第二小学校 463 半固定 100 304 500 502
 （高根木⼾近隣公園確認⽤） 057 携 帯
高根台第三小学校 464 半固定 100 304 500 502
高郷小学校 465 半固定 100 304 500 504
習志野台第⼀小学校 466 半固定 100 304 500 504
（北習志野近隣公園確認⽤） 061 携 帯
習志野台第二小学校 467 半固定 100 304 500 504
 （陸上⾃衛隊習志野演習場確認⽤） 060 携 帯
古和釜小学校 468 半固定 100 304 500 502
坪井小学校 469 半固定 100 304 500 502
 （坪井近隣公園確認⽤） 062 携 帯
大穴小学校 470 半固定 100 304 500 502
大穴北小学校 471 半固定 100 304 500 502
豊富小学校 472 半固定 100 304 500 502
小室小学校 473 半固定 100 304 500 502
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区分 配備場所 無線番号 局種 所属グループ番号
市⽴中学校 船橋中学校 500 半固定 100 305 500 506

湊中学校 501 半固定 100 305 500 506
宮本中学校 502 半固定 100 305 500 506
若松中学校 503 半固定 100 305 500 506
海神中学校 504 半固定 100 305 500 506
葛飾中学校 505 半固定 100 305 500 506 701
  (中山競馬場確認⽤） 079 携 帯
⾏田中学校 506 半固定 100 305 500 506
 （⾏田公園確認⽤） 054 携 帯
法田中学校 507 半固定 100 305 500 505
旭中学校 508 半固定 100 305 500 505
御滝中学校 509 半固定 100 305 500 505
 （御滝公園確認⽤） 056 携 帯
高根中学校 510 半固定 100 305 500 505
八木が谷中学校 511 半固定 100 305 500 505
⾦杉台中学校 512 半固定 100 305 500 505
前原中学校 513 半固定 100 305 500 506
二宮中学校 514 半固定 100 305 500 506
飯山満中学校 515 半固定 100 305 500 506
芝山中学校 516 半固定 100 305 500 506
七林中学校 517 半固定 100 305 500 506
三田中学校 518 半固定 100 305 500 506
三山中学校 519 半固定 100 305 500 506
高根台中学校 520 半固定 100 305 500 505
習志野台中学校 521 半固定 100 305 500 505
古和釜中学校 522 半固定 100 305 500 505
坪井中学校 523 半固定 100 305 500 505
大穴中学校 524 半固定 100 305 500 505
豊富中学校 525 半固定 100 305 500 505
 （県⺠の森確認⽤） 063 携 帯
小室中学校 526 半固定 100 305 500 505

高等学校 市⽴船橋高等学校 550 半固定 100 500 507
県⽴船橋高等学校 551 半固定 500 507
県⽴薬園台高等学校 552 半固定 500 507
県⽴船橋東高等学校 553 半固定 500 507
県⽴船橋啓明高等学校 554 半固定 500 507
県⽴船橋芝山高等学校 556 半固定 500 507
県⽴船橋二和高等学校 557 半固定 500 507
県⽴船橋古和釜高等学校 558 半固定 500 507
県⽴船橋法典高等学校 559 半固定 500 507
県⽴船橋北高等学校 560 半固定 500 507
東葉高等学校 561 半固定 500 507
県⽴船橋豊富高等学校 562 半固定

特別支援学校 県⽴船橋特別支援学校 570 半固定
市⽴船橋特別支援学校⾦堀校舎 571 半固定 100

954 ⾞ 載 210
955 ⾞ 載 210
956 ⾞ 載 210

市⽴船橋特別支援学校高根台校舎 572 半固定 100 500 510
放課後ルーム 船橋放課後ルーム 474 携 帯 308

湊町放課後ルーム 475 携 帯 308
南本町放課後ルーム 476 携 帯 308
宮本放課後ルーム 477 携 帯 308
若松放課後ルーム 478 携 帯 308
峰台放課後ルーム 479 携 帯 308
市場放課後ルーム 480 携 帯 308
海神放課後ルーム 481 携 帯 308
⻄海神放課後ルーム 482 携 帯 308
海神南放課後ルーム 483 携 帯 308
葛飾放課後ルーム 484 携 帯 308
小栗原放課後ルーム 485 携 帯 308
八栄放課後ルーム 486 携 帯 308
夏⾒台放課後ルーム 487 携 帯 308
高根放課後ルーム 488 携 帯 308
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区分 配備場所 無線番号 局種 所属グループ番号
放課後ルーム 高根東放課後ルーム 489 携 帯 308

⾦杉放課後ルーム 490 携 帯 308
三咲放課後ルーム 491 携 帯 308
二和放課後ルーム 492 携 帯 308
八木が谷放課後ルーム 493 携 帯 308
八木が谷北放課後ルーム 494 携 帯 308
咲が丘放課後ルーム 495 携 帯 308
⾦杉台放課後ルーム 496 携 帯 308
法典放課後ルーム 497 携 帯 308
丸山放課後ルーム 498 携 帯 308
法典東放課後ルーム 499 携 帯 308
法典⻄放課後ルーム 672 携 帯 308
塚田放課後ルーム 673 携 帯 308
塚田南放課後ルーム 318 携 帯 308
⾏田東放課後ルーム 674 携 帯 308
⾏田⻄放課後ルーム 675 携 帯 308
前原放課後ルーム 676 携 帯 308
中野木放課後ルーム 677 携 帯 308
二宮放課後ルーム 678 携 帯 308
飯山満放課後ルーム 679 携 帯 308
飯山満南放課後ルーム 680 携 帯 308
芝山東放課後ルーム 681 携 帯 308
芝山⻄放課後ルーム 682 携 帯 308
七林放課後ルーム 683 携 帯 308
薬円台放課後ルーム 684 携 帯 308
薬円台南放課後ルーム 685 携 帯 308
田喜野井放課後ルーム 686 携 帯 308
三山放課後ルーム 687 携 帯 308
三山東放課後ルーム 688 携 帯 308
高根台第二放課後ルーム 689 携 帯 308
高根台第三放課後ルーム 690 携 帯 308
高郷放課後ルーム 691 携 帯 308
習志野台第⼀放課後ルーム 692 携 帯 308
習志野台第二放課後ルーム 693 携 帯 308
古和釜放課後ルーム 694 携 帯 308
坪井放課後ルーム 695 携 帯 308
大穴放課後ルーム 696 携 帯 308
大穴北放課後ルーム 697 携 帯 308
豊富放課後ルーム 698 携 帯 308
小室放課後ルーム 699 携 帯 308

児童ホーム 宮本児童ホーム 527 半固定 309
若松児童ホーム 528 半固定 309

986 ⾞ 載 210
海神児童ホーム 529 半固定 309
  987 ⾞ 載 210
⻄船児童ホーム 530 半固定 309
本中山児童ホーム 531 半固定 309
夏⾒児童ホーム 532 半固定 309
新高根児童ホーム 533 半固定 309
三咲児童ホーム 534 半固定 309
八木が谷児童ホーム 535 半固定 309
⾦杉台児童ホーム 536 半固定 309

984 ⾞ 載 210
法典児童ホーム 537 半固定 309
  989 ⾞ 載 210
塚田児童ホーム 538 半固定 309
前原児童ホーム 539 半固定 309
  983 ⾞ 載 210
飯山満児童ホーム 540 半固定 309
薬円台児童ホーム 541 半固定 309
三山児童ホーム 542 半固定 309
  985 ⾞ 載 210
高根台児童ホーム 543 半固定 309
習志野台児童ホーム 544 半固定 309
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区分 配備場所 無線番号 局種 所属グループ番号
児童ホーム 松が丘児童ホーム 545 半固定 309

  988 ⾞ 載 210
小室児童ホーム 546 半固定 309
坪井児童ホーム 725 半固定 309

大学 ⽇本大学生産⼯学部 580 半固定 511
⽇本大学理⼯学部 581 半固定 500 510
東邦大学 582 半固定 511

防災関係機関 陸上⾃衛隊第１空挺団第１普通科大隊 600 半固定 511
 国⼟交通省関東地方整備局千葉国道事務所船橋出張所 601 半固定

船橋警察署 602 半固定 701
船橋東警察署 603 半固定
千葉県葛南⼟木事務所 604 半固定
千葉県葛南港湾事務所 605 半固定
千葉県葛南港湾事務所中央支所 606 半固定

公共機関 東京電⼒パワーグリッド㈱京葉支社 620 半固定
京葉⽡斯㈱供給保安部保安指令 621 半固定
千葉県企業局船橋⽔道事務所 622 半固定
千葉県企業局船橋⽔道事務所 船橋北支所 623 半固定
㈱ＮＴＴ東⽇本－南関東 千葉⻄支店 624 半固定

医療関係機関 ⼀般社団法人船橋市医師会 650 半固定
（公社）船橋⻭科医師会 651 半固定
（⼀社）船橋薬剤師会 652 半固定
千葉県柔道整復師会 船橋鎌ヶ谷支部 653 半固定
（⼀社）千葉県助産師会 312 携 帯
千葉県⾚⼗字⾎液センター 655 半固定
地域医療機能推進機構 船橋中央病院 658 携 帯 400 701
市⽴医療センター 660 半固定 100 400
  659 携 帯 100 400
船橋中央病院 661 半固定 400
千葉徳洲会病院 662 半固定 400
⻘山病院 663 半固定 400
船橋総合病院 664 半固定 400
板倉病院 665 半固定 400
北習志野花輪病院 668 半固定 400
船橋二和病院 669 半固定 400
東船橋病院 670 半固定 400
セコメディック病院 671 半固定 400

交通機関 東⽇本旅客鉄道㈱船橋駅 700 半固定 701
東武鉄道㈱船橋駅 701 半固定 701
京成電鉄㈱京成船橋駅 702 半固定 701
新京成電鉄㈱北習志野駅 703 半固定
東葉高速鉄道㈱飯山満駅 704 半固定 701
北総鉄道㈱小室駅 705 半固定
東⽇本旅客鉄道㈱⻄船橋駅 706 半固定 701
船橋新京成バス㈱鎌ヶ谷営業所 707 半固定
船橋新京成バス㈱習志野営業所 708 半固定
ちばレインボーバス㈱ 709 半固定
京成バスシステム㈱ 710 半固定
京成バス㈱習志野出張所 607 携 帯

関連機関 船橋商⼯会議所 657 携 帯 701
（公社）清美公社 383 半固定
㈱カインズ 711 半固定
㈱セブン-イレブン・ジャパン 712 半固定
⽇本中央競馬会中山競馬場 720 半固定 511
㈱よみうりランド船橋競馬場 721 半固定 511
⽇本通運㈱船橋支店 722 半固定
船橋市漁業協同組合 723 半固定
㈱ジェイコム千葉 YY船橋習志野局 724 半固定
ふなばし三番瀬海浜公園 726 半固定 100
アンデルセン公園 727 半固定 100
㈱東武百貨店船橋店 729 半固定 701
ららぽーと TOKYO-BAY 730 半固定
（⼀社）京葉食品コンビナート協議会 731 半固定
勤労市⺠センター 732 半固定 100 500 510 701
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区分 配備場所 無線番号 局種 所属グループ番号
関連機関 ⻘少年会館 733 半固定 100 500 501 510

⻘少年センター 734 半固定 100 500 510
船橋ツインビル（㈱イトーヨーカドー 船橋店） 735 半固定 701
トライネット・ロジスティクス㈱ 736 携 帯 700
アイシーエクスプレス㈱ 737 携 帯 700
(⼀財）千葉港湾福利厚生協会 738 携 帯 700
石井食品株式会社 741 携 帯 701
セミナーハウスクロスウェーブ船橋 742 携 帯 701
ホテルトレンド船橋 743 携 帯 701
船橋第⼀ホテル 744 携 帯 701
株式会社ティップネス船橋店 745 携 帯 701
ワンダーベイシティSAZAN 746 携 帯 700
グランドホライゾン・トーキョーベイ 747 携 帯 700
ダイアパレスライブシティ船橋 748 携 帯 700
IKEA Tokyo-Bay 749 携 帯 700
ビビット南船橋 750 携 帯 700
コナミスポーツクラブ船橋 751 携 帯 700
三井不動産ロジスティクスパーク船橋Ⅱ ⽴体駐⾞場棟 555 半固定 700
スーパーオートバックス市川 ⽴体駐⾞場 768 半固定 700
千葉県タクシー協会京葉支部 753 半固定
船橋市福祉限定事業者連絡会 754 半固定
船橋造園協同組合 755 携 帯
船橋市電設協⼒会 756 携 帯
船橋建設業協同組合 757 携 帯
船橋市測量調査協⼒会 758 携 帯
千葉県石油協同組合船橋支部 759 携 帯
（⼀社）千葉県ＬＰガス協会船橋支部 760 携 帯
生活協同組合コープみらい 761 半固定
⾚帽⾸都圏軽⾃動⾞運送協同組合千葉県支部 762 半固定
船橋市管⼯事業協同組合 763 半固定
千葉県トラック協会船橋支部 764 半固定
千葉⼟建⼀般労働組合船橋支部 765 半固定
イオンモール船橋店 766 半固定
生活協同組合パルシステム千葉 767 半固定

その他 社会福祉協議会 152 携 帯
ボランティアセンター 717 携 帯
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（令和3年11⽉22⽇現在）
Ｎｏ 設置場所 住所

1 古作町南公園 古作４－９３７－２
2 中山競馬場古作第１駐⾞場 古作３－１５
3 葛飾小学校 印内１－２－１
4 ⽻⿊神社 東中山１－６－６
5 ⻄船児童ホーム 本郷町５５４
6 ⻄図書館 ⻄船１－２０－５０
7 山野町公園 山野町１４２－２
8 朋松苑 ⻄船２－２１－１２
9 ⻄部保健センター 本郷町４５７－１
10 東中山２丁目２号公園 東中山２－８７－２３
11 本⾏寺 旭町２－７－５５
12 前貝塚北公園 前貝塚町３８０－９３
13 しらゆり保育園 北本町２－４７－７
14 塚田小学校 前貝塚町６００
15 ⾏田⻄小学校 ⾏田３－４－１
16 ⾏田東小学校 ⾏田２－４－１
17 北本町ふれあい公園 北本町２－６４７－３
18 旭町４丁目２号⼦供の広場 旭町４丁目１３８－２８
19 旭町５丁目２号公園 旭町５丁目５０６－３６ほか
20 塚田南小学校 ⾏田１－３８２－２１
21 ⻄部公⺠館 本中山１－６－６
22 小栗原小学校 本中山３－１６－１２
23 本中山保育園 本中山５－６－１
24 小栗原⻄公園 本中山７－１３－１
25 馬込霊園 馬込町１２１６
26 法典東小学校 丸山５－２５－１
27 丸山小学校 丸山４－４３－１
28 丸山公園 丸山２－２５－１
29 法田中学校 藤原７－４６－１
30 法典公⺠館 藤原７－３４－１
31 天満宮 馬込⻄2-18-10
32 コスモス幼稚園 上山町３－５１２
33 法典小学校 藤原５－２－１
34 藤原桐畑公園 藤原６－２４
35 ⻄部福祉会館 藤原３－２－１５
36 法典⻄小学校 上山町１－１１１－５
37 藤原団地 藤原２－６－１
38 中山競馬場藤原駐⾞場 藤原１－４
39 馬込町１０号公園 馬込町９３５－８
40 杉の⼦保育園 新高根３－８－１
41 高根東小学校 新高根１－１７－１
42 芝山あすなろ公園 芝山６－６１－１
43 芝山中央公園 芝山４－１３－１０
44 芝山⻄小学校 芝山２－４－１
45 芝山中学校 芝山１－４０－１１
46 芝山東小学校 芝山３－１９－１
47 芝山⻄公園 芝山１－５－１
48 石の山公園 芝山１－５０
49 ⾦杉桜が丘公園 ⾦杉７－２１－１
50 ⾦杉台小学校 ⾦杉台２－１－７
51 ⾦杉幼稚園 ⾦杉３－６－１
52 緑台２丁目 緑台２丁目1－１３の⼀部
53 緑台グリーンハイツ 緑台１－２
54 高根小学校 高根町２８９５
55 第９分団５班器庫 高根町１４７２－１
56 高根台さくら公園 高根台３－２０４
57 船橋特別支援学校高根台校舎 高根台２－１－１
58 高根木⼾第２号公園 高根台４－５－５
59 高根台第二小学校 高根台５－２－１

資料3 防災⾏政無線（固定系）⼦局⼀覧
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Ｎｏ 設置場所 住所
60 高根台第三小学校 高根台１－４－１
61 運動公園 夏⾒台６－４－１
62 夏⾒台小学校 夏⾒台２－１２－１
63 夏⾒台北公園 夏⾒４－２７－１
64 八栄小学校 夏⾒５－２７－１
65 船橋中学校 夏⾒２－１１－１
66 船橋アリーナ 習志野台７－５－１
67 北習志野第６号公園 習志野台６－１０－１
68 習志野台第⼀小学校 習志野台２－５１－１
69 イオン（株）高根木⼾店 習志野台１－１－３
70 高郷小学校 ⻄習志野１－４７－１
71 東消防署 習志野台３－１８－２３
72 東図書館 習志野台５－１－１
73 習志野台第二小学校 習志野台５－４３－１
74 千葉⽇本大学第⼀中・高等学校 習志野台８－３４－１
75 北習志野第９号公園 習志野台５－１６－１
76 飯山満幼稚園 飯山満町３－１７１６－２
77 飯山満小学校 飯山満町３－１３９４－３
78 二宮第１団地 二宮２－２
79 NTT東⽇本(株)船橋社員宿舎 飯山満町２－６２２－１
80 飯山満南小学校 飯山満町１－９５４－４
81 前原中学校 中野木２－３３－１
82 前原保育園 前原⻄８－２３－５
83 二宮小学校 前原東５－９－３
84 前原公園 前原東３－３３－１
85 前原小学校 前原⻄２－２８－１
86 二宮保育園 前原⻄６－１－１２
87 前原北公園 前原⻄４－１６
88 認定外市道 前原⻄１－５６６－１９
89 海松台公園 前原東２－２２
90 習志野１丁目⻄公園 習志野１－５－１
91 田喜野井公園 田喜野井４－１４－１
92 田喜野井小学校 田喜野井４－３３－１
93 三山北公園 三山５－４３－５
94 三山中学校 三山６－２６－１
95 三山つくし保育園 三山９－３１－７
96 三山まちかどスポーツ広場 三山６－２－３
97 三山小学校 三山２－４２－１
98 三山公園 三山４－１０－７
99 三田中学校 田喜野井２－２４－１
100 田喜野井南公園 田喜野井１－１９－１
101 三山新田公園 三山８丁目６１２－３の⼀部
102 七林小学校 七林町１１５－１３
103 薬円台小学校 薬円台４－５－１
104 郷⼟資料館 薬円台４－２５－１９
105 薬円台南小学校 薬円台２－１８－１
106 船橋東警察署薬円台交番裏 薬円台１－５
107 海神中学校 海神４－２７－１
108 ⻄海神小学校 海神５－１９－３６
109 海神南小学校 海神町南１－１５１０
110 第５分団１班器庫 海神６－８－１２
111 千鳥保育園 南本町１３－１
112 海神小学校 海神２－６－５
113 海神公⺠館 海神６－３－３６
114 天沼弁天池公園 本町７－１６
115 ⻘少年センター 本町１－２３－７
116 中央公⺠館 本町２－２－５
117 船橋小学校 本町４－１７－２０
118 湊町小学校 湊町１－１６－５
119 湊中学校 ⽇の出１－１－２
120 南本町小学校 栄町１－７－１
121 ⻄浦下⽔処理場 ⻄浦１－４－６
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Ｎｏ 設置場所 住所
122 (株)クボタ 京葉⼯場 栄町２－１６－１
123 浜町公⺠館 浜町２－１－１５
124 浜町公園 浜町１－４３－１５
125 若松保育園 若松２－６－３
126 (株)辻野 浜町３－２－１
127 若松公園駐⾞場 高瀬町３５－２
128 京葉ユーティリティー(株) 高瀬町１１
129 ふなばし三番瀬海浜公園 潮⾒町４０
130 船橋市役所 湊町２－１０－２５
131 (株)朝⽇プリンテック ⽇の出２－１６－５
132 動物愛護指導センター 潮⾒町３２－２
133 ジェイコム船橋習志野（清掃センター） 東町８９６
134 宮本台北公園 東船橋３－３０－１
135 京葉ガス(株)船橋ビル 屋上 市場５－１６－１８
136 地方卸売市場 市場１－８－１
137 宮本６丁目⼦供の広場 宮本６－３－１
138 峰台小学校 宮本６－３３－１
139 宮本台公園 東船橋４－９－１
140 宮本中学校 東船橋７－８－１
141 宮本第二保育園 宮本８－９－１０
142 宮本小学校 宮本７－１０－１
143 宮本ポンプ場 宮本２－１５－５
144 大穴北小学校 大穴北１－７－１
145 大穴中学校 大穴南３－１９－２
146 大穴小学校 大穴南２－７－１
147 大穴新田市⺠の森 大穴北８－４９３－１
148 第１９分団３班器庫 坪井町５３９
149 坪井中学校 坪井東１－２４－１
150 (株)マミーマート船橋⽇大前店 坪井東３－６－１
151 坪井公⺠館 坪井町１３７１
152 小室小学校 小室町８９９
153 小室２号緑地 小室町２７５０
154 小室保育園 小室町３３０５
155 小野田町会⾃治会館 小野田町６８２－２
156 豊富中学校 豊富町１２
157 船橋特別支援学校 ⾦堀町３４９－１
158 第１６分団１班器庫 神保町１０１－２
159 第１８分団３班器庫 ⾦堀町３９９－４
160 第１９分団２班器庫 古和釜町４１２－１
161 小室北部 小室町３２９７
162 小室４号緑地 小室町３１１３
163 県⽴船橋北高等学校 神保町１３３－１
164 高才川緑地公園 ⾞方町２２７－１
165 鈴身町つつじ公園 鈴身町７５４－８
166 三咲小学校 二和東５－３９－１
167 県⽴船橋二和高等学校 二和⻄１－３－１
168 二和小学校 二和東１－９－１１
169 古和釜中学校 松が丘３－６９－１
170 古和釜小学校 松が丘３－４２－１
171 北消防署三咲分署 三咲３－６－１４
172 大穴第２号公園 三咲８－２０－１
173 新京成電鉄(株)三咲駅 三咲２－１－１
174 南三咲ゲートボール場 南三咲３－１７－２５
175 八木が谷北公園 高野台３－２２－１
176 八木が谷北小学校 八木が谷４－１３－１
177 八木が谷第３号公園 みやぎ台２－１０－１
178 八木が谷小学校 八木が谷２－３－１
179 富士栄⾃治会館 高野台１－９－４３
180 咲が丘緑地公園 咲が丘３－１３－１
181 三咲分譲住宅 咲が丘２－２２
182 咲が丘小学校 咲が丘１－２２－１
183 八木が谷児童ホーム みやぎ台１－７－１
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（令和3年11⽉22⽇現在）
Ｎｏ 設置場所 所在地

1 市場小学校 市場１－５－１
2 大穴北小学校 大穴北１－７－１
3 大穴小学校 大穴南２－７－１
4 小栗原小学校 本中山３－１６－１２
5 海神小学校 海神２－６－５
6 海神南小学校 海神町南１－１５１０
7 葛飾小学校 印内１－２－１
8 ⾦杉小学校 ⾦杉８－１０－１
9 ⾦杉台小学校 ⾦杉台２－１－７
10 ⾏田⻄小学校 ⾏田３－４－１
11 ⾏田東小学校 ⾏田２－４－１
12 小室小学校 小室町８９９
13 古和釜小学校 松が丘３－４２－１
14 咲が丘小学校 咲が丘１－２２－１
15 芝山⻄小学校 芝山２－４－１
16 芝山東小学校 芝山３－１９－１
17 高郷小学校 ⻄習志野１－４７－１
18 高根小学校 高根町２８９５
19 高根台第二小学校 高根台５－２－１
20 高根台第三小学校 高根台１－４－１
21 高根東小学校 新高根１－１７－１
22 田喜野井小学校 田喜野井４－３３－１
23 塚田小学校 前貝塚町６００
24 坪井小学校 坪井町７４７－１
25 豊富小学校 豊富町１
26 中野木小学校 中野木２－１９－１
27 夏⾒台小学校 夏⾒台２－１２－１
28 七林小学校 七林町１１５－１３
29 習志野台第⼀小学校 習志野台２－５１－１
30 習志野台第二小学校 習志野台５－４３－１
31 ⻄海神小学校 海神５－１９－３６
32 二宮小学校 前原東５－９－３
33 飯山満小学校 飯山満町３－１３９４－３
34 飯山満南小学校 飯山満町１－９５４－４
35 二和小学校 二和東１－９－１１
36 船橋小学校 本町４－１７－２０
37 法典小学校 藤原５－２－１
38 法典⻄小学校 上山町１－１１１－５
39 法典東小学校 丸山５－２５－１
40 前原小学校 前原⻄２－２８－１
41 丸山小学校 丸山４－４３－１
42 三咲小学校 二和東５－３９－１
43 湊町小学校 湊町１－１６－５
44 南本町小学校 栄町１－７－１
45 峰台小学校 宮本６－３３－１
46 三山小学校 三山２－４２－１
47 三山東小学校 三山６－３２－１
48 宮本小学校 宮本７－１０－１
49 八木が谷北小学校 八木が谷４－１３－１
50 八木が谷小学校 八木が谷２－３－１
51 薬円台小学校 薬円台４－５－１
52 薬円台南小学校 薬円台２－１８－１
53 八栄小学校 夏⾒５－２７－１
54 若松小学校 若松３－２－４
55 塚田南小学校 ⾏田１-５０-１
56 旭中学校 旭町２－２３－１
57 大穴中学校 大穴南３－１９－２
58 御滝中学校 ⾦杉６－５－１
59 海神中学校 海神４－２７－１

資料4 防災⾏政無線（固定系）⼾別受信機⼀覧
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Ｎｏ 設置場所 所在地
60 葛飾中学校 印内１－５－１
61 ⾦杉台中学校 ⾦杉台１－２－１８
62 ⾏田中学校 ⾏田３－６－１
63 小室中学校 小室町８９８
64 古和釜中学校 松が丘３－６９－１
65 芝山中学校 芝山１－４０－１１
66 高根台中学校 高根台３－３－１
67 高根中学校 新高根１－１７－２
68 坪井中学校 坪井東１－２４－１
69 豊富中学校 豊富町１２
70 七林中学校 七林町１３０
71 習志野台中学校 習志野台６－２３－１
72 二宮中学校 滝台１－２－１
73 飯山満中学校 飯山満町１－９４６－１
74 船橋中学校 夏⾒２－１１－１
75 法田中学校 藤原７－４６－１
76 前原中学校 中野木２－３３－１
77 三田中学校 田喜野井２－２４－１
78 湊中学校 ⽇の出１－１－２
79 三山中学校 三山６－２６－１
80 宮本中学校 東船橋７－８－１
81 八木が谷中学校 八木が谷２－９－１
82 若松中学校 若松３－２－３
83 市⽴船橋高等学校 市場４－５－１
84 船橋特別支援学校 ⾦堀町３４９－１
85 船橋特別支援学校高根台校舎 高根台２－１－１
86 海神第⼀保育園 海神２－１３－２５
87 海神第二保育園 本町１－２３－７
88 ⾦杉台保育園 ⾦杉台１－１－６
89 ⾏田保育園 ⾏田３－１－２
90 小室保育園 小室町３３０５
91 芝山第⼀保育園 芝山３－１０－４
92 高根保育園 新高根４－１９－２
93 高根台保育園 高根台２－２－２
94 千鳥保育園 南本町１３－１
95 中央保育園 本町４－１７－２１
96 夏⾒第⼀保育園 夏⾒４－１０－２６
97 夏⾒第二保育園 夏⾒台４－１－１
98 習志野台第⼀保育園 習志野台２－５０－３
99 習志野台第二保育園 習志野台６－７－１
100 ⻄船保育園 ⻄船６－１－２４
101 二宮保育園 前原⻄６－１－１２
102 浜町保育園 浜町１－１－１
103 二和保育園 二和東５－５０－１
104 本町保育園 本町６－７－１８
105 緑台保育園 緑台２－４－１１
106 湊町保育園 湊町１－１６－２３
107 三山保育園 三山６－２６－２６
108 宮本第⼀保育園 宮本６－２６－２７
109 宮本第二保育園 宮本８－９－１０
110 本中山保育園 本中山５－６－１
111 若葉保育園 藤原７－４１－１
112 若松保育園 若松２－６－３
113 あすなろ保育園 二和⻄２－６－１
114 アポロンの丘 習志野台２－５９－２２
115 アリスなかよし保育園 ⻄船２－２９－２８
116 アンデルセン保育園 習志野台７－８－２１
117 アンデルセン第二保育園 習志野台５－４３－３
118 印内保育園 印内２－２－３１
119 大浜幼稚園 薬円台４－６－３
120 海神南保育園 海神町南１－１６２７－２
121 かもめ保育園 新高根６－４３－３
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Ｎｏ 設置場所 所在地
122 かもめ保育園・芝山分園 芝山３－１０－８
123 敬心ゆめ保育園 東船橋３－１５－８
124 さくら保育園 二⼦町４７４
125 シーガル保育園 飯山満町２－１００７－１
126 しらゆり保育園 北本町２－４７－７
127 高根台グリーンキディ保育園 高根台２－１０－５
128 高根台⽂化こども園 高根台３－３－２
129 高根台ベビーホーム 高根台１－９－２３－２０１
130 田喜野井旭こども園 田喜野井４－３０－１２
131 たちばな保育園 前原⻄２－２５－１３
132 中山あけぼの保育園 本中山３－１９－３
133 夏⾒台保育園 夏⾒台２－１６－１
134 なないろ保育園 ⾏田１－３９－５
135 ⻄船みどり保育園 ⻄船１－２１－５０
136 はさま保育園 飯山満町３－１５１２－１
137 ひばり保育園 松が丘１－３３－４
138 不二幼稚園 飯山満町２－６６６
139 船橋旭こども園 夏⾒台５－７－１３
140 船橋ピコレール保育園 宮本２－６－２６
141 プレスクール・ベル 海神４－２３－１６
142 ベル・ナーサリー ⾏田１－４９－１
143 ベル・ナーサリー・アスール 海神３－３０－１
144 前原ひまわり保育園 前原⻄４－１８－１９
145 まこと保育園 神保町２７５－３４
146 まこと保育園分園 習志野台２－７３－９
147 三咲小鳩保育園 三咲３－６－２
148 みそら保育園 東中山２－１－２０
149 みどり保育園 市場４－１２－３
150 南船橋保育園 若松２－３－１５
151 三山つくし保育園 三山９－３１－７
152 めぐみ保育園 薬円台４－６－１
153 やまびこ保育園 咲が丘２－１１－５
154 弥生保育園 本中山３－４－１８
155 ゆいまーる保育園 北本町１－１２－８
156 リサ保育園 海神町南１－７２８
157 ローゼンかみやま保育園 上山町２－２８８－１
158 ロータス保育園 藤原５－２３－２
159 丸山旭保育園 丸山５-３３-２５
160 栄光幼稚園 芝山３－１０－９
161 英進幼稚園 みやぎ台３－１０－１０
162 海神幼稚園 海神６－１８－３４
163 葛飾幼稚園 ⻄船４－１６－４
164 ⾦杉幼稚園 ⾦杉３－６－１
165 木⼾脇幼稚園 高根台７－１７－３
166 恵楓幼稚園 宮本８－３５－１２
167 健伸幼稚園 丸山５－１２－７
168 健伸⾏田幼稚園 ⾏田２－４－３
169 コスモス幼稚園 上山町３－５１２
170 木の実幼稚園 坪井東４－７－１
171 古和釜幼稚園 松が丘４－３２－１
172 シオン幼稚園 夏⾒６－６－６
173 神明幼稚園 飯山満町１－６４０
174 すずみ幼稚園 大穴南３－８－１２
175 すずらん幼稚園 三山３－４０－８
176 清和幼稚園 前貝塚町６４５
177 第二船橋ひまわり幼稚園 ⾦杉８－４－１２
178 坪井幼稚園 坪井町１３３－１
179 習志野台幼稚園 習志野台２－５９－２２
180 ⻄船幼稚園 ⻄船２－３２－２５
181 ひなぎく幼稚園 海神４－２９－１０
182 ⽇の丸幼稚園 馬込⻄２－１７－１１
183 富士⾒幼稚園 高根台１－１－１
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Ｎｏ 設置場所 所在地
184 富士⾒第二幼稚園 前原⻄６－１－１３
185 二葉幼稚園 海神５－７－１４
186 二和ひつじ幼稚園 二和東６－２３－２１
187 船橋幼稚園 本町３－３６－３２
188 船橋いづみ幼稚園 習志野台６－１１－２２
189 船橋小鳩幼稚園 三山５－３４－３
190 船橋ひかり幼稚園 二⼦町４９８
191 船橋ひまわり幼稚園 夏⾒５－２６－２２
192 瑞穂幼稚園 習志野台４－４２－２０
193 みどり台幼稚園 緑台２－６
194 みのり第二幼稚園 芝山２－５－１７
195 八木が谷幼稚園 八木が谷２－１８－１
196 山野幼稚園 ⻄船２－１０－７
197 若松幼稚園 若松２－３－３
198 海⽼が作公⺠館 大穴南３－１９－１
199 海神公⺠館 海神６－３－３６
200 葛飾公⺠館 ⻄船３－６－２５－２０１
201 小室公⺠館 小室町３３０８
202 新高根公⺠館 新高根１－１２－９
203 ⻄部公⺠館 本中山１－６－６
204 高根公⺠館 高根町２８８５－３
205 高根台公⺠館 高根台１－２－５
206 中央公⺠館 本町２－２－５
207 塚田公⺠館 前貝塚町６０１－１
208 坪井公⺠館 坪井町１３７１
209 東部公⺠館 前原⻄２－２１－２１
210 夏⾒公⺠館 夏⾒２－２９－１
211 習志野台公⺠館 習志野台５－１－１
212 飯山満公⺠館 飯山満町１－９５０－３
213 浜町公⺠館 浜町２－１－１５
214 二和公⺠館 二和東５－２６－１
215 法典公⺠館 藤原７－３３－７
216 北部公⺠館 豊富町４
217 松が丘公⺠館 松が丘４－３２－２
218 丸山公⺠館 丸山５－１９－６
219 三咲公⺠館 三咲３－５－１０
220 三田公⺠館 田喜野井２－２４－２
221 宮本公⺠館 宮本６－１８－１
222 八木が谷公⺠館 八木が谷２－１４－６
223 薬円台公⺠館 薬円台５－１８－１
224 芝山出張所 芝山３－１０－８
225 高根台出張所 高根台１－２－５
226 津田沼連絡所 前原⻄２－２１－２１
227 豊富出張所 豊富町４
228 習志野台出張所 習志野台２－４５－１８
229 ⻄船橋出張所 ⻄船４－１７－３
230 二宮出張所 滝台１－１－２０
231 二和出張所 二和東５－２６－１
232 法典連絡所 藤原７－３３－７
233 本中山連絡所 本中山３－２０－２
234 武道センター 市場１－３－１
235 勤労市⺠センター 本町４－１９－６
236 ⻘少年会館 若松３－３－４
237 ⻘少年センター 本町１－２３－７
238 三山市⺠センター 三山８－１９－１
239 船橋駅前総合窓口センター 本町１－３－１
240 大久保学園 ⾦堀町４９９－１
241 愛の家グループホーム船橋二⼦ 二⼦町６２９－２
242 けいよう 二和⻄５－１０－１
243 光風みどり園 大神保町１３５９－７
244 こども発達相談センター 北本町１－１６－５５
245 地域活動支援センター 北本町１－１６－５５
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Ｎｏ 設置場所 所在地
246 中央⽼人福祉センター 夏⾒台１－１１－３
247 東⽼人福祉センター 薬円台５－３１－１
248 船橋市社会福祉協議会 本町２－７－８
249 南本町⼦育て支援センター 南本町１０－１
250 南⽼人デイサービスセンター 湊町１－１１－１９
251 南⽼人福祉センター 湊町１－１１－１９
252 三山園 三山２－３－２
253 漁業協同組合 湊町１－２４－６
254 消防局警防指令課 湊町２－６－１０
255 ふなばし三番瀬海浜公園 潮⾒町４０
256 医療センター ⾦杉１－２１－１
257 商⼯振興課(船橋市臨海⼯業地区連絡協議会事務局) 湊町２－１０－２５
258 駅前商店会 本町４－４１－１９
259 本町商店会 本町３－３－１
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（令和3年11⽉22⽇現在）

総合消防情報
システム⽤

庁舎⽤

地下タンク
貯蔵所

地下2階
発電機室

地下2階
バッテリー室

※1
※2

資料5 非常⽤電源の概要

非常用電源の概要

施設名 設備

確保燃料
消費燃料
（ℓ/hr）

維持時間 ※1
種類

量
（ℓ）

非常⽤電源供給フロア
 ・電灯盤→1階〜6階
 ・動⼒盤→1、3階
 ・低圧動⼒盤→2階（総合消防情報システム）
 ・保安電灯盤→4、6階（1階動⼒盤から送電）

消
防
指
令
セ
ン
タ
ー

80KVA
非常⽤⾃家発電設備

軽油 190 23.5 約8時間

200KVA
非常⽤⾃家発電設備

軽油 490 49

約91時間

－ 軽油 4,000 －

約15時間

HS形据置型鉛蓄電池
54セル  1,000AH

― ― ―

市
役
所
本
庁

 発電機 ※2 １台
 ガスタービン
   3相3線 6,600V
 50Hz 1,000KVA

灯油 7,500 490

―

発電機︓買電⼜は庁舎内電⼒回路が停電した場合、発電機に接続する負荷は、法規的に必要な設備、電算機⽤電源
    設備、給排⽔⽤設備、昇降機設備、照明設備の⼀部、及び窓口部門のコンセント等とする。

蓄電池︓買電⼜は庁舎内電⼒回路が停電した場合、建築基準法の規定による、非常照明⽤電源（30分間点灯）
    および受変電設備、発電機設備の遮断器等の操作、表示⽤として⽤いる。

燃料無補給での運転時間をいう
発電機に接続する負荷は、法規的に必要な設備、電算機⽤電源設備、給排⽔⽤設備、昇降機設備、照明設備の⼀部、
及び窓口部門のコンセント等とした
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（令和3年11⽉22⽇現在）

設置年 場所 住所
揚⽔量
ﾄﾝ/時

さく井
深度

（ﾒｰﾄﾙ）

ポンプ
位置

（ﾒｰﾄﾙ）

機械室
㎡

昭55 葛飾小学校 印内１－２－１ 12 101.5 44 RC5.5

昭55 二宮中学校 滝台１－２－１ 12 101.5 44 RC5.5

昭55 東船橋防災倉庫 東船橋７－８－５ 12 101.5 33 倉庫併設

昭56 三田中学校 田喜野井２－２４－１ 12 105 33 RC9.0

昭56 古和釜中学校 松が丘３－６９－１ 12 105 33 RC5.5

昭56 芝山防災倉庫 芝山１－３９－１０ 12 105 33 倉庫併設

昭57 八木が谷中学校 八木が谷２－９－１ 12 108 33 RC5.5

昭57 夏⾒防災倉庫 夏⾒２－１１－３ 12 105 44 倉庫併設

昭58 高根台第二小学校 高根台５－２－１ 12 101.5 44 RC5.5

昭58 小室小学校 小室８９９ 12 101.5 44 RC5.5

昭58 薬円台防災倉庫 薬円台２－１８－１ 12 101.5 33 倉庫併設

昭59 三咲防災倉庫 三咲３－６－１４ 12 101.5 44 倉庫併設

昭60 ⾏田防災倉庫 ⾏田２－１－１ 8 101.5 33 RC4.8

昭61 医療センター ⾦杉１－２１－１ 12 101.5 33 RC7.5

平10 湊中学校 ⽇の出１－１－２ 12 150 60 RC7.5

平11 小栗原小学校 本中山３－１６－１２ 12 150 34 RC7.5

平18 法典公園 藤原５－９－１０ 15.6 150 44 RC7.5

平19 北習志野第7号公園 習志野台６－２７ 2 60 手押ポンプ

平20 前原小学校 前原⻄２－２８－１ 2 60 手押ポンプ

平25 坪井中学校 坪井東１－２４－１ 3.6 100
40及び

手押ポンプ
RC4.0

平25 大穴小学校 大穴南2－7－１ 3.6 100
40及び

手押ポンプ
RC4.0

平25 海神小学校 海神2－6－5 3.6 100
40及び

手押ポンプ
RC4.0

平25 二和小学校 二和東1－9－１1 3.6 100
40及び

手押ポンプ
RC4.0

平26 船橋小学校 本町4－17－20 12 120 44 RC7.5

平26 市場小学校 市場１－５－１ 3.6 100
40及び

手押ポンプ
RC4.0

平26 七林小学校 七林町１１５－１３ 3.6 100
40及び

手押ポンプ
RC4.0

平26 古和釜小学校 松が丘３－４２－１ 3.6 100
40及び

手押ポンプ
RC4.0

平28 芝山緑地 芝山５－４６ 2 100 手押ポンプ

合計設置数 ２８箇所

 50-1 40-1 13-2

資料6 防災⽤井⼾⼀覧

防災用井⼾一覧

吐⽔口
ミリ － 数

 50-1 40-1 13-2

 50-1 40-1 13-2

 50-1 40-1 13-2

 50-2 40-1 13-2

 65-1 50-1 40-1 13-2

 50-1 40-1 13-2

 65-1 40-1 13-2

 65-1 40-1 13-2

 13-5

 50-1 40-1 13-2

 65-1 40-1 13-2

 65-1 40-1 13-2

 65-1 40-1 13-2

 65-1 40-1 13-2

 65-1 40-1 13-2

 65-1 40-1 13-2

 65-1 40-1 13-3

 13-5

合計揚⽔量 246.8トン／時

 13-5

 13-5

 65-1 40-1 13-6

 13-4 40-1

 13-4 40-1

 13-4 40-1
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（令和3年11⽉22⽇現在）

Ｎｏ． 住所 耐震性貯⽔槽設置場所 緊急災害支援基地 設置年度

1 本町７－１６ 天沼弁天池公園内 夏⾒分署内 昭和５３年度

2 前原東４－１－２ 津田沼国際パレス内 同左 昭和５４年度

3 宮本５－２－１ 大神宮境内 宮本中央⾃治会館内 昭和５５年度

4 習志野台２－１５ 北習志野第1号公園内 習志野台２丁目会館内 昭和５６年度

5 藤原３－２－１５ ⻄部⽼人福祉センター内 第７分団１班器庫内 昭和５７年度

6 大穴南３－１９－１ 海⽼が作公⺠館内 同左 昭和５８年度

7 本中山３－１６－２ 小栗原小学校内 同左 昭和５９年度

8 七林町１３０－１ 七林中学校内 同左 昭和６０年度

9 三山２－４２－１ 三山小学校内 同左 昭和６１年度

10 坪井町７００－１ 坪井中学校内 同左 昭和６２年度

11 二和東１－９－１１ 二和小学校内 同左 昭和６３年度

12 本町４－３１ 本町中央児童遊園内 同左 平成元年度

13 栄町１－７－１ 南本町小学校内 同左 平成２年度

14 夏⾒台６－４ 運動公園内（体育館側） 同左 平成３年度

15 習志野台７－５ 総合体育館（船橋アリーナ）駐⾞場脇 同左 平成４年度

16 薬円台４－５－１ 薬円台小学校内 同左 平成５年度

17 二和東５－３９ 三咲小学校内 同左 平成６年度

18 海神５－１９－３６ ⻄海神小学校内 同左 平成７年度

19 丸山４－４３－１ 丸山小学校内 同左 平成７年度

20 八木が谷４－１３－１ 八木が谷北小学校内 同左 平成７年度

21 習志野台５－４３ 習志野台第二小学校内 同左 平成８年度

22 三山６－２６－１ 三山中学校内 同左 平成８年度

23 小室町８９８ 小室中学校内 同左 平成８年度

24 ⾏田２－５－１ 県⽴⾏田公園東側駐⾞場内 ⾏田東小学校内 平成９年度

25 若松３－３－４ ⻘少年会館内 同左 平成９年度

26 三咲７－２４－１ 北部⽼人福祉センター内 同左 平成９年度

27 神保町１３３－１ 県⽴船橋北高等学校内 同左 平成１０年度

28 夏⾒台２－１３ 夏⾒台近隣公園内 同左 平成１４年度

29 ⻄船１－２５ ⻄船近隣公園内 同左 平成１４年度

30 丸山２－２５ 丸山公園内 同左 平成１７年度

31 滝台１－２－１ 二宮中学校内 同左 平成２１年度

32 ⾦杉６－５ 御滝中学校内 同左 平成２２年度

33 高根台１－４－１ 高根台第三小学校内 同左 平成２３年度

34 松が丘３－６９－１ 古和釜中学校内 同左 平成２４年度

35 新高根1－17－１ 高根東小学校内 同左 平成２５年度

資料7 耐震性貯⽔槽⼀覧

耐震性貯水槽一覧（公設100㎥以上）
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（令和3年11⽉22⽇現在）

名称

東船橋防災倉庫

芝山防災倉庫

夏⾒防災倉庫

薬円台防災倉庫

三咲防災倉庫

⾏田防災倉庫

小室防災倉庫

古和釜防災倉庫

夏⾒台近隣公園防災倉庫 夏⾒台2-13

⻄船近隣公園防災倉庫 ⻄船1-24

法典公園防災倉庫 藤原5-9-10

湊町⽔防倉庫

⽇の出⽔防倉庫

海神倉庫

南本町⽔防倉庫

資料8 防災倉庫等⼀覧

防災倉庫等一覧

所在地

防災倉庫

東船橋7-8-5 宮本中学校脇

芝山1-39-10 芝山分署内

夏⾒2-11-3  夏⾒分署内

薬円台2-18-1薬円台南小学校内

三咲3-6-14  三咲分署内

船橋市防災備蓄センター ⾏田2-8-10

⾏田2-1-1   ⾏田分署内

小室町3326-2小室出張所内

古和釜町502-１  消防訓練センター内

⽔防倉庫等

湊町1-24

⽇の出1-16

海神2-18-19

南本町34-19
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（令和3年3⽉1⽇現在）

宿泊可能避難所 福祉避難所 その他

小学校（55）
中学校（27）
特別支援学校高根台校舎

高校（11）大学（2）

公⺠館（26）
⻘少年会館

三山市⺠センター
⽼人福祉センター（5）

特別支援学校（2）

勤労市⺠センター
武道センター
船橋アリーナ

⻘少年センター

クラッカー 1箱70食 630食 - 350食
アルファ米 1箱50食 アレルギー対応の避難所あり 250食 - 250食
リゾット（調理不要非常食） 1箱50食 - 400食 -
飲料⽔２Ｌ（ペットボトル） 1箱6本 126本 - -
飲料⽔500ml（ペットボトル） 1箱24本 192本 240本 240本
粉ミルク（キューブ） 1箱16袋 3箱 3箱 3箱
粉ミルク（アレルギー対応） 1缶850ｇ 1缶 1缶 1缶
離乳食（和風） 1箱2食 40食 40食 40食
離乳食（おかゆ）（アレルギー対応） 20食 20食 20食
液体ミルク 240mℓ 6缶 6缶 6缶
哺乳瓶 4本 4本 4本
哺乳瓶消毒⽤液 1050㎖ 1本 1本 1本
防⽔シート（ブルーシート） 100枚 - -
ワンタッチパーテーション 高校・大学は２組 3組 - -
避難所⽤間仕切り ※１ 30区画 24区画 24区画
アルミマット 1箱50枚 小中学校のみ 50枚 - -
毛布 1箱10枚 360枚 200枚 200枚
簡易トイレ 6基 - -
トイレ消臭剤 12本 - -
携帯⽤トイレ 1パック5枚 高校・大学は５００枚 1000枚  1000枚 1000枚
マンホールトイレ関連備品⼀式 ※２ - -
ポリタンク（２０ℓ） 10個 - -
ウォータータンク（１０ℓ） 折りたたみ式 60個 - -
紙コップ 1袋50個 250個 - -
固形燃料 108個 24個 24個
⻭ブラシセット 1箱500本 500本 500本 500本
⻑期保存⽤液体⻭磨き 1箱24本 1箱 1箱 1箱
紙おむつ（⾚ちゃん⽤） 1袋42枚 210枚 162枚 162枚
紙おむつ（大人⽤） 1袋14枚 56枚 1000枚 60枚
おしりふき 1袋72枚 - 1512枚 -
おむつ取替手袋 1パック100枚 - 3000枚 -
生理⽤品 1袋34枚 272枚 - -
ゴミ袋（４５ℓ） 1箱400枚 400枚 - -
避難所⽤ゴム手袋（作業⽤） ストレージボックス内に備蓄 2個 2個 2個
手指消毒液 1本1000㎖ 22本 22本 22本
サージカルマスク 1箱50枚 1000枚 1000枚 1000枚
フェイスシールド 20個 20個 20個
体温計（接触型） 1本 1本 1本
体温計（非接触型） 1本 1本 1本
ウェットティッシュ 1個30枚 150枚 150枚 150枚
ペーパータオル 1パック200枚 200枚 200枚 200枚
衛生⽤手袋（Ｓ・Ｍ・Ｌ） 各100枚 300枚 300枚 300枚
雑巾・雑巾ワイパー 10枚・1本 1セット 1セット 1セット
アルコール除菌スプレー 2本 2本 2本
詰め替え⽤液体石鹸（５ℓ） 2個 2個 2個
ディスペンサー・空ボトル 3セット 3セット 3セット
ガウン 100枚 100枚 100枚

衛生・感染
症対策⽤品

資料9 備蓄品目⼀覧

項目 品目 仕様 備考

数量

保存食

飲料⽔

乳幼児⽤品
⽼人福祉センター、
特別支援学校を除く

生活⽤品
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宿泊可能避難所 福祉避難所 その他

小学校（55）
中学校（27）
特別支援学校高根台校舎

高校（11）大学（2）

公⺠館（26）
⻘少年会館

三山市⺠センター
⽼人福祉センター（5）

特別支援学校（2）

勤労市⺠センター
武道センター
船橋アリーナ

⻘少年センター

手回し充電式非常⽤多機能ラジオ ストレージボックス内に備蓄 1台 1台 1台
電池式懐中電灯 6台 6台 6台
カセットガスボンベ式発電機 2基 ※４ 2基 1基
カセットガスボンベ 1箱24本 別途保管 48本 ※４ 48本 24本
バルーン型ＬＥＤ照明機 2基 1基 1基
コードリール 2台 1台 1台
キャンドルランタン 20本 - -
蓄電池 ※３ 1台 1台 -
災害⽤公衆電話 2台 2台 2台
避難⽤背負いひも 1本 - -
コンビネーションストレッチャー 1台 - -
⾞いす 1台 1台 -
折りたたみ式リヤカー 1台 - -
けん引式⾞いす補助装置 1組 1組 1組
避難所看板 1枚 1枚 1枚
災害⽤救急セット 包帯2箱、テープ12巻 1箱 1箱 1箱
ストレージボックス ベストや筆記⽤具等 1箱 1箱 1箱

※１ 避難所⽤間仕切りについて
小中学校、船橋特別支援学校高根台校舎︓30区画
高校、大学、公⺠館、⻘少年会館、三山市⺠センター、勤労市⺠センター、武道センター、船橋アリーナ、⻘少年センター︓24区画
⽼人福祉センター、船橋特別支援学校⾦堀校舎︓なし

※上記マンホールトイレ設置施設には、設置基数分のマンホールトイレ関係備品(便器・テント・バール等）を備蓄。

項目 品目 仕様 備考

数量

情報収集
・

照明⽤品

搬送⽤品

その他

※注意

※２ マンホールトイレについて
■船橋小１９基、⻄海神小６基、前原中５基、旭中５基、高根中５基、⾦杉小５基、小栗原小１０基、海神小５基、前原小５基、八木が谷中５基

■葛飾小・法典小・二宮小・薬円台小・八木が谷小・古和釜小・⾏田東小・小室小・湊町小・八栄小・宮本小・海神小・高根小・
高根台第三小
【配備品】鍋６０個・やかん７０個・トラロープ３束・麻ロープ２束・鉄ハンマー４本・ツルハシ１２本・ナタ１５本・ノコギリ
１４本・シャベル１８本
※ 中央公⺠館について
■他公⺠館に⽐べて、食料・飲料⽔、毛布が5倍。ＬＥＤ照明機、コードリールが2倍。カセットボンベ式発電機が3台、カセットボ
ンベが72本。

※３ 蓄電池について
小中学校、船橋特別支援学校高根台校舎、公⺠館、三山市⺠センター︓1台  その他︓なし
※4 福祉避難所の備蓄について
公⺠館︓カセットボンベ式発電機2基、カセットボンベ48本
それ以外の福祉避難所︓カセットボンベ式発電機1基、カセットボンベ24本
※ 拠点校について 下記の拠点校には追加配備品
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（令和3年11⽉22⽇現在）

資料10 市域内の災害拠点病院および災害医療協⼒病院⼀覧

地域防災
計画上の種別

病院名称 所在地 電話番号
MCA無線

番号

災害医療
協⼒病院

船橋中央病院 海神6-13-10 047-433-2111 661

災害拠点病院 市⽴医療センター ⾦杉1-21-1 047-438-3321

660
（救急）

069
（総務）

千葉徳洲会病院 高根台2-11-1 047-466-7111 662

⻘山病院 市場4-21-8 047-424-5511 663

船橋総合病院 北本町1-13-1 047-425-1151 664

板倉病院 本町2-10-1 047-431-2662 665

北習志野花輪病院 習志野台2-71-10 047-462-2112 668

船橋二和病院 二和東5-1-1 047-448-7111 669

東船橋病院 高根台4-29-1 047-468-0011 670

セコメディック病院 豊富町696-1 047-457-9900 671
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（令和4年7⽉31⽇現在）
１．⾃治体相互応援協定

№ 協定等名称 協定先 協定概要 締結⽇

1 中核市災害相互応援協定 中核市各市 応急活動等相互応援 平成15年9⽉1⽇

2
災害時における東葛飾地域市町間の相
互応援に関する基本協定

東葛飾地域９市
(市川市・松⼾市・野田市・柏市
・流山市・我孫⼦市・鎌ヶ谷市・
浦安市・船橋市)

応急活動等相互応援 昭和50年7⽉24⽇

3
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

千葉県内市町村間 応急活動等相互応援 平成8年2⽉23⽇

4
災害時等における廃棄物処理施設に係
る相互援助細目協定書

千葉県内市町村及び⼀部事務組合 相互援助協⼒ 平成9年7⽉31⽇

5
⼀般廃棄物処理に係る広域的相互支援
実施協定

千葉市、市川市、松⼾市、柏市 相互援助協⼒ 平成7年4⽉1⽇

6 ⼀般廃棄物処理に係る相互支援協定 印⻄地区環境整備事業組合 相互支援 平成12年6⽉27⽇

7 災害時における相互応援に関する協定 神奈川県横須賀市 応急活動等相互応援 平成8年5⽉28⽇

8 災害時における相互応援に関する協定 埼玉県川口市 応急活動等相互応援 平成8年6⽉21⽇

9
船橋市防災資機材の使⽤及び管理に関
する協定

陸上⾃衛隊習志野駐屯地 防災資機材管理等 平成8年2⽉29⽇

10
覚書（船橋防災センター臨時離着陸場
使⽤）

国⼟交通省関東地方整備局
関東技術事務所

ヘリポート使⽤ 平成12年3⽉1⽇

11 災害時の情報交換に関する協定
国⼟交通省関東地方整備局
⾸都国道事務所

TEC-FORCE情報連絡員の派
遣

平成23年1⽉17⽇

12 災害時の医療救護活動に関する協定書 千葉県 医療救護活動派遣要請 平成19年4⽉1⽇

13
応急給⽔⽤仮設給⽔栓等による応急給
⽔の実施等に関する覚書

千葉県⽔道局 仮設給⽔栓 平成29年1⽉12⽇

14
全国公設地方卸売市場協議会災害時相
互応援に関する協定

全国公設地方卸売市場協議会 生鮮食料品の提供及び搬送 平成29年9⽉1⽇

15 災害時における相互協⼒に関する協定 船橋警察署 相互応援 平成24年6⽉6⽇

16 災害時における相互協⼒に関する協定 船橋東警察署 相互応援 平成24年10⽉5⽇

17
船橋市災害時要援護者避難支援ガイド
ラインに基づく要援護者情報の提供に
関する協定

船橋警察署・船橋東警察署 要援護者情報の提供 平成24年11⽉16⽇

資料11 災害時応援協定締結先⼀覧
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2.物資供給（食料品・飲料⽔・生活必需品・燃料等）に関する協定
№ 協定等名称 協定先 協⼒項目・供給物資 締結⽇

1
災害時における応急生活物資供給等の
協⼒に関する協定

生活協同組合コープみらい ⽔・食料・他生活必需品 平成8年3⽉26⽇

2
災害時における物資の供給に関する協
定

(⼀社)京葉食品コンビナート協議会
協議会構成企業

食料品 平成25年2⽉6⽇

3
災害時における物資の供給に関する協
定

石井食品㈱ 食料品 平成24年5⽉23⽇

4
災害時における物資の供給等に関する
協定

イケア・ジャパン㈱ 食料・生活物資等 平成24年7⽉9⽇

5
災害時における物資の供給等に関する
協定

㈱マミーマート ⽔・食料・他生活必需品 平成24年1⽉20⽇

6
災害時における物資の供給等に関する
協定

イオンリテール㈱船橋店 ⽔・食料・他生活必需品 平成24年3⽉25⽇

7
災害時における物資の供給等に関する
協定

イオンリテール㈱高根木⼾店 ⽔・食料・他生活必需品 平成24年3⽉25⽇

8
災害時における物資の供給等に関する
協定

㈱東武百貨店船橋店 ⽔・食料・他生活必需品 平成24年10⽉31⽇

9
災害時における物資の供給等に関する
協定

㈱イトーヨーカ堂 ⽔・食料・他生活必需品 平成24年10⽉31⽇

10
災害時における物資の供給等に関する
協定

生活協同組合パルシステム千葉 ⽔・食料・他生活必需品 平成25年6⽉7⽇

11
災害時における被災者に対する防災活
動協⼒に関する協定

イオンタウン㈱
マックスバリュ関東㈱

⽔・食料・他生活必需品 平成25年3⽉26⽇

12
災害時における福祉⽤具等物資の供給
等の協⼒に関する協定

(⼀社)⽇本福祉⽤具供給協会
福祉⽤具等（介護⽤品・衛
生⽤品・食事⽤品等）

平成26年11⽉13⽇

13
災害時におけるストマ装具等の供給等
に関する協定

㈲⼗仁ホームヘルス ストマ装具等 平成29年2⽉9⽇

14
災害時におけるストマ装具等の供給等
に関する協定

㈱福山医科在宅ケア事業部本店 ストマ装具等 平成29年2⽉9⽇

15
災害時における物資の供給支援等に関
する協定

㈱カインズ 食料品・生活物資等 平成27年3⽉31⽇

16
災害時の物資供給及び店舗営業の継続
⼜は早期再開に関する協定

㈱セブン-イレブン・ジャパン ⽔・食料・他生活必需品 平成27年8⽉21⽇

17
災害時における燃料の供給に関する協
定

(⼀社)千葉県ＬＰガス協会
船橋支部

プロパンガス・灯油・設備
器具

平成7年3⽉15⽇

18
災害時における⾞両燃料等の供給及び
徒歩帰宅者支援に関する協定

千葉県石油協同組合
船橋支部

⾞両燃料（ガソリン等）徒
歩帰宅者支援

平成17年12⽉1⽇

19
災害時における石油類燃料の供給に関
する協定

㈱塚本 石油類燃料 平成29年5⽉8⽇

20
災害時における重機等の優先的な提供
に関する協定

太陽建機レンタル㈱
船橋支店

重機等 平成29年9⽉21⽇

21
災害時における井⼾の使⽤に関する協
定

千葉県中古⾃動⾞販売商⼯組合
船橋支部

生活⽤⽔ 平成30年1⽉30⽇

22
災害時における飲料⽔等の提供に関す
る協定

㈱アペックス 飲料 平成30年4⽉1⽇

23
災害時における物資・資機材等の供給
に関する協定

㈱アクティオ 仮設トイレ・発電機等 平成30年7⽉2⽇
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№ 協定等名称 協定先 協⼒項目・供給物資 締結⽇

24
災害時における段ボール製品の調達に
関する協定

東⽇本段ボール⼯業組合
段ボールベッド・間仕切り
等

平成30年11⽉9⽇

25
災害時における井⼾の使⽤に関する協
定

船橋翼ライオンズクラブ 生活⽤⽔ 平成31年2⽉21⽇

26
災害時における井⼾の使⽤に関する協
定

(⼀社)千葉県タクシー協会
京葉支部

生活⽤⽔ 令和元年6⽉26⽇

27
災害時における燃料等の優先供給に関
する協定書

㈱榊原 燃料等 令和2年2⽉10⽇

28
簡易間仕切りシステム等の供給に関す
る協定書

(特非)ボランタリー・アーキテク
ツ・ネットワーク

間仕切り等 令和2年8⽉6⽇

29
災害時における段ボール製品の調達に
関する協定

コバシ㈱
段ボールベッド・間仕切り
等

令和2年10⽉14⽇

30
災害時における物資の供給に関する協
定

㈱Eプラン
スーパーアルカリイオン
⽔・ミスト噴射機等

令和3年12⽉14⽇
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3.災害復旧に関する協定
№ 協定等名称 協定先 協定概要 締結⽇

1 災害時の応急措置に関する覚書 船橋建設業協同組合 応急活動 平成21年5⽉25⽇

2
災害時における応急対策業務に関する
協定

船橋測量調査協⼒会 応急活動 平成23年12⽉14⽇

3 災害時の応急措置に関する協定
千葉⼟建⼀般労働組合
船橋習志野支部

応急活動 平成27年3⽉27⽇

4
災害時の応急措置および資機材の提供
に関する協定

船橋市管⼯事業協同組合 応急活動・資機材の提供 令和2年3⽉17⽇

5 災害時の応急措置に関する覚書 船橋市電設協⼒会 応急活動 平成17年3⽉23⽇

6 災害時の応急措置に関する覚書 船橋造園協同組合 応急活動 平成17年3⽉23⽇

7
災害時における家屋被害認定調査等に
関する協定

千葉県⼟地家屋調査士会 家屋被害認定調査等 平成29年3⽉6⽇

8
災害時における復旧支援協⼒に関する
協定

(公社)⽇本下⽔道管路管理業協会 復旧支援 平成29年3⽉10⽇

9
機械・電気設備故障等復旧支援協⼒に
関する協定

㈱⽇⽴製作所
千葉支店

復旧支援 平成29年3⽉10⽇

10
機械・電気設備故障等復旧支援協⼒に
関する協定

㈱明電舎
東関東支社

復旧支援 平成31年3⽉25⽇

11
機械・電気設備故障等復旧支援協⼒に
関する協定

クボタ環境サービス㈱
千葉営業所

復旧支援 平成31年3⽉25⽇

12
災害時における停電復旧の連携等に関
する基本協定

東京電⼒パワーグリッド㈱京葉支社 停電復旧支援 令和2年11⽉19⽇

13
機械・電気設備故障等復旧支援協⼒に
関する協定

㈱⽇⽴プラントサービス関東支店 復旧支援 令和3年2⽉8⽇

14
機械・電気設備故障等復旧支援協⼒に
関する協定

㈱⽇⽴インダストリアルプロダクツ
公共営業本部

復旧支援 令和3年2⽉8⽇

15
機械・電気設備故障等復旧支援協⼒に
関する協定

㈱荏原製作所東京支社 復旧支援 令和3年2⽉8⽇
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4.広報・報道・情報通信に関する協定
№ 協定等名称 協定先 協定概要 締結⽇

1 災害時における放送要請に関する協定 千葉テレビ放送㈱ 放送要請 平成17年12⽉1⽇

2 災害時における放送要請に関する協定 ㈱ベイエフエム 放送要請 平成17年12⽉1⽇

3 災害時における放送要請に関する協定 放送要請 平成28年2⽉16⽇

4 ⾏政告知放送の再送信に関する協定 災害時情報発信 平成30年1⽉17⽇

5 ふなばし減災プロジェクト協定 ㈱ウェザーニューズ 災害時情報発信 平成26年7⽉22⽇

6 災害時に係る情報発信等に関する協定 ヤフー㈱ 災害時情報発信 平成25年4⽉1⽇

7
船橋市防災⾏政無線の使⽤に関する協
定

東京電⼒パワーグリッド㈱
京葉支社

防災⾏政無線の活⽤ 平成28年10⽉31⽇

8
災害時⽤公衆電話の設置・利⽤に関す
る覚書

東⽇本電信電話㈱ 通信設備設置・利⽤ 平成28年8⽉23⽇

9
災害時における情報発信の協⼒に関す
る協定書

㈱地域新聞社 災害時広報の協⼒ 令和3年10⽉21⽇

㈱ジェイコム千葉YY船橋習志野局
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5.医療・衛生に関する協定
№ 協定等名称 協定先 協定概要 締結⽇

1 災害時の医療救護活動に関する協定 (⼀社)船橋市医師会 医療活動 平成29年4⽉1⽇

2 災害時の医療救護活動に関する協定 (公社)船橋⻭科医師会 医療活動 平成16年4⽉1⽇

3 災害時の医療救護活動に関する協定 (⼀社)船橋薬剤師会 医療活動 平成16年4⽉1⽇

4 災害時の医療救護活動に関する協定
千葉県柔道整復師会
船橋鎌ヶ谷支部

医療活動 平成16年4⽉1⽇

5
災害時等における助産師による支援活
動協⼒に関する協定

(⼀社)千葉県助産師会 医療及び保健衛生活動 平成27年3⽉27⽇

6 災害時における支援協⼒協定 (⼀社)全⽇本冠婚葬祭互助協会 応急活動 平成17年5⽉1⽇

7
災害時における動物救護活動に関する
協定

京葉地域獣医師会 救護活動 平成30年7⽉19⽇

8 災害時における消毒に関する協定 船橋イカリ消毒㈱ 災害時支援協⼒ 令和3年8⽉10⽇

9 災害時における消毒に関する協定
㈱環境コントロールセンター
船橋営業所

災害時支援協⼒ 令和3年8⽉10⽇

10 災害時における消毒に関する協定 東京企業㈱船橋営業所 災害時支援協⼒ 令和3年8⽉10⽇

11 災害廃棄物等の処理に関する協定 大栄環境ホールディングス㈱ 災害廃棄物等の処理 平成31年3⽉25⽇

12 災害廃棄物等の処理に関する協定 DOWAエコシステム㈱ 災害廃棄物等の処理 平成31年3⽉25⽇

13
災害時における⼀般廃棄物の収集運搬
の協⼒に関する協定

㈱ジャンクサービス ⼀般廃棄物の収集運搬 令和元年12⽉19⽇

14
災害時における⼀般廃棄物の収集運搬
の協⼒に関する協定

船橋市⼀般廃棄物協同組合 ⼀般廃棄物の収集運搬 令和元年12⽉19⽇

15
災害時における⼀般廃棄物の収集運搬
の協⼒に関する協定

㈱京葉エナジー ⼀般廃棄物の収集運搬 令和元年12⽉19⽇

16
災害時における⼀般廃棄物の収集運搬
の協⼒に関する協定

橋本商事㈱ ⼀般廃棄物の収集運搬 令和元年12⽉19⽇

17
災害時における⼀般廃棄物の収集運搬
の協⼒に関する協定

船橋清掃㈱ ⼀般廃棄物の収集運搬 令和元年12⽉19⽇

18
災害時における⼀般廃棄物の収集運搬
の協⼒に関する協定

㈲船和清掃 ⼀般廃棄物の収集運搬 令和元年12⽉19⽇

19
災害時における⼀般廃棄物の収集運搬
の協⼒に関する協定

㈱大谷商事 ⼀般廃棄物の収集運搬 令和元年12⽉19⽇

20
災害時における⼀般廃棄物の収集運搬
の協⼒に関する協定

㈲法典清掃 ⼀般廃棄物の収集運搬 令和元年12⽉19⽇

21
災害時における⼀般廃棄物の収集運搬
の協⼒に関する協定

㈲北⽖清掃事業 ⼀般廃棄物の収集運搬 令和元年12⽉19⽇

22 災害廃棄物等の処理に関する協定 住友大阪セメント㈱ 災害廃棄物等の処理 令和2年3⽉12⽇

23 災害廃棄物等の処理に関する協定 八⼾セメント㈱ 災害廃棄物等の処理 令和2年3⽉12⽇

24 災害廃棄物等の処理に関する協定 ㈱⿊姫 災害廃棄物等の処理 令和2年3⽉19⽇

25 災害廃棄物等の処理に関する協定 ㈱京葉アスコン 災害廃棄物等の処理 令和2年3⽉19⽇

26 災害廃棄物等の処理に関する協定 ㈱新白井リサイクルセンター 災害廃棄物等の処理 令和2年3⽉19⽇

27 災害廃棄物等の処理に関する協定 千葉製鋼㈱ 災害廃棄物等の処理 令和2年3⽉19⽇
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№ 協定等名称 協定先 協定概要 締結⽇

28 災害廃棄物等の処理に関する協定
前田道路㈱東京支店（船橋合材⼯
場）

災害廃棄物等の処理 令和2年3⽉19⽇

29 災害廃棄物等の処理に関する協定
前田道路㈱東京支店（総武合材⼯
場）

災害廃棄物等の処理 令和2年3⽉19⽇

30 災害廃棄物等の処理に関する協定 東瀝⻘建設㈱ 災害廃棄物等の処理 令和2年3⽉19⽇

31 感染症対策消毒業務等に関する協定
（⼀社）千葉県ペストコントロール
協会

災害時支援協⼒ 令和2年4⽉2⽇

32
災害時における⼀般廃棄物（し尿・浄化槽
汚泥）の収集運搬等の協⼒に関する協定

㈱エイケン ⼀般廃棄物の収集運搬 令和2年11⽉4⽇

33
災害時における⼀般廃棄物（し尿・浄化槽
汚泥）の収集運搬等の協⼒に関する協定

船橋興産㈱ ⼀般廃棄物の収集運搬 令和2年11⽉4⽇

34
災害時における⼀般廃棄物（し尿・浄化槽
汚泥）の収集運搬等の協⼒に関する協定

（公社）船橋市清美公社 ⼀般廃棄物の収集運搬 令和2年11⽉4⽇

35
災害時における⼀般廃棄物（し尿・浄化槽
汚泥）の収集運搬等の協⼒に関する協定

㈱都市整美センター千葉支店 ⼀般廃棄物の収集運搬 令和2年11⽉4⽇

36
災害時における浴場の使⽤等に関する
協定

千葉県公衆浴場業生活衛生同業組合
船橋支部

浴場の使⽤、生活⽤⽔ 令和3年1⽉25⽇

37
災害時における有害化学物質調査の協⼒に
関する協定書

千葉県環境計量協会 有害化学物質調査 令和4年4⽉1⽇
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6.物流・輸送に関する協定
№ 協定等名称 協定先 協定概要 締結⽇

1
災害時における救助物資等の輸送業務
に関する協定

⾚帽⾸都圏軽⾃動⾞運送協同組合
千葉県支部

輸送業務 平成11年3⽉19⽇

2
災害時における救助物資等の輸送業務
に関する協定

(⼀社)千葉県トラック協会
船橋支部

輸送業務 平成17年3⽉23⽇

3
災害時における施設の使⽤および物資
集積場所の使⽤に関する協定

㈱よみうりランド 避難場所及び集積場所使⽤ 平成24年10⽉1⽇

4
災害時における⾞両等の優先的な提供
に関する協定

㈱A-TRUCK 輸送業務 平成31年1⽉31⽇

5
災害時における緊急輸送等に関する協
定

(⼀社)千葉県タクシー協会
京葉支部

輸送業務 平成31年3⽉22⽇

6
災害時における緊急輸送等に関する協
定

船橋市福祉限定事業者連絡会 輸送業務 令和元年7⽉12⽇

7 災害発生時における地域支援のための人員及び
⾞両等の提供に関する協定

㈱ジェイコム千葉YY船橋習志野局 輸送業務 令和2年7⽉31⽇

8 災害時における支援物資の受入及び配送等に関
する協定

佐川急便㈱
支援物資の集積及び配送業
務

令和4年2⽉21⽇
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7.避難所等に関する協定

№ 協定等名称 協定先 対象施設 締結日

1
津波における一時避難施設としての使

用に関する協定

三井物産グローバルロジスティクス

㈱東関東支店
市川東浜流通センター 平成24年4月5日

2
津波における一時避難施設としての使

用に関する協定
アイシーエクスプレス㈱ 京葉物流センター 平成24年4月5日

3
津波における一時避難施設としての使

用に関する協定
(一財)千葉港湾福利厚生協会

京葉港湾労働者福祉セン

ター
平成24年4月5日

4
津波における一時避難施設としての使

用に関する協定
三井不動産㈱

三井ショッピングパーク

ららぽーとTOKYO-BAY
平成24年7月9日

5
津波における一時避難施設としての使

用に関する協定
イケア・ジャパン㈱ イケア船橋店 平成24年7月9日

6
津波における一時避難施設としての使

用に関する協定
㈱コナミスポーツ＆ライフ コナミスポーツクラブ船橋 平成24年7月9日

7
津波における一時避難施設としての使

用に関する協定

ダイアパレスライブシティ船橋

管理組合

ダイアパレスライブシティ

船橋
平成24年7月9日

8
津波における一時避難施設としての使

用に関する協定

ワンダーベイシティSAZAN

管理組合
ワンダーベイシティSAZAN 平成24年7月9日

9
津波における一時避難施設としての使

用に関する協定

グランドホライゾン・トーキョーベ

イ管理組合

グランドホライゾン・

トーキョーベイ
平成24年11月30日

10
津波における一時避難施設としての使

用に関する協定
三井不動産㈱ロジスティクス本部

三井不動産ロジスティクス

パーク船橋Ⅱ立体駐車場棟
令和元年9月26日

11
津波における一時避難施設としての使

用に関する協定
㈱オートバックスセブン

スーパーオートバックス市

川

立体駐車場

令和元年10月28日

12
津波における一時避難施設としての使

用に関する協定
三井不動産㈱ ビビット南船橋 令和3年3月19日

13
津波における一時避難施設としての使

用に関する協定
京葉瓦斯株式会社

京葉ガス株式会社　船橋倉

庫
令和4年7月13日

14
災害発生時における帰宅困難者支援に

関する協定
石井食品㈱ 石井食品㈱ 平成24年5月23日

15
災害発生時における帰宅困難者支援に

関する協定
セミナーハウスクロスウェーブ船橋

セミナーハウス

クロスウェーブ船橋
平成24年5月23日

16
災害発生時における帰宅困難者支援に

関する協定
㈱鶴長観光 船橋第一ホテル 平成24年5月23日

17
災害発生時における帰宅困難者支援に

関する協定
㈱ティップネス船橋店 ティップネス船橋店 平成24年5月23日

18
災害発生時における帰宅困難者支援に

関する協定
船橋商工会議所 船橋商工会議所 平成29年3月27日

19
災害発生時における帰宅困難者支援に

関する協定
㈱ハルクニック ホテルトレンド船橋 平成29年3月27日

20
災害発生時における帰宅困難者支援に

関する協定

(独)地域医療機能推進機構本部／学

校法人青葉学園

東京医療保健大学船橋キャ

ンパス
平成30年4月1日

21
災害時における要配慮者の受入れに関

する協定
社会福祉法人千葉県福祉援護会

①障害者支援施設誠光園

②障害者支援施設ローゼン

ヴィラ藤原

平成28年1月12日

11-9



№ 協定等名称 協定先 対象施設 締結⽇

22
災害時における要配慮者の受入れに関
する協定

社会福祉法人さざんか会 のまる 平成28年1⽉12⽇

23
災害時における要配慮者の受入れに関
する協定

社会福祉法人大久保学園 大久保学園 平成28年1⽉12⽇

24
災害時における要配慮者の受入れに関
する協定

船橋市⽼人福祉施設協議会
特別養護⽼人ホーム、軽費
⽼人ホーム、ケアハウス、
養護⽼人ホーム 計35施設

平成28年4⽉5⽇

25
災害時における避難所等の施設利⽤等
に関する協定

県⽴船橋高等学校 県⽴船橋高等学校 平成24年8⽉15⽇

26
災害時における避難所等の施設利⽤等
に関する協定

学校法人船橋学園 東葉高等学校 平成24年10⽉18⽇

27
災害時における避難所等の施設利⽤等
に関する協定

県⽴薬園台高等学校 県⽴薬園台高等学校 平成24年11⽉13⽇

28
災害時における避難所等の施設利⽤等
に関する協定

県⽴船橋啓明高等学校 県⽴船橋啓明高等学校 平成24年12⽉17⽇

29
災害時における避難所等の施設利⽤等
に関する協定

県⽴船橋二和高等学校 県⽴船橋二和高等学校 平成24年12⽉17⽇

30
災害時における避難所等の施設利⽤等
に関する協定

県⽴船橋古和釜高等学校 県⽴船橋古和釜高等学校 平成25年1⽉15⽇

31
災害時における避難所等の施設利⽤等
に関する協定

県⽴船橋東高等学校 県⽴船橋東高等学校 平成25年1⽉15⽇

32
災害時における避難所等の施設利⽤等
に関する協定

県⽴船橋法典高等学校 県⽴船橋法典高等学校 平成25年1⽉15⽇

33
災害時における避難所等の施設利⽤等
に関する協定

県⽴船橋北高等学校 県⽴船橋北高等学校 平成25年1⽉15⽇

34
災害時における避難所等の施設利⽤等
に関する協定

県⽴船橋芝山高等学校 県⽴船橋芝山高等学校 平成25年2⽉6⽇

35
災害時における避難所等の施設利⽤等
に関する協定

⽇本大学理⼯学部 ⽇本大学理⼯学部船橋校舎 平成30年4⽉1⽇

36
災害時における避難所等の施設利⽤等
に関する協定

東邦大学 東邦大学 平成27年12⽉1⽇
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8.その他の応援協定
№ 協定等名称 協定先 協定概要 締結⽇

1
災害発生時における船橋市と船橋市内
郵便局の協⼒に関する協定

⽇本郵便㈱船橋郵便局 応急活動 令和2年9⽉1⽇

2 災害救助犬の出動に関する協定 NPO法人全国災害救助犬協会 被災者の捜索活動 平成17年12⽉1⽇

3 災害時における支援協⼒に関する協定 千葉県⾏政書士会 応急対策業務 平成30年12⽉11⽇

4
広告付避難場所等電柱看板に関する協
定

東電タウンプランニング㈱ 広告付避難場所等電柱看板 平成26年12⽉1⽇

5
災害時における地図製品等の供給等に
関する協定

㈱ゼンリン 地図製品等の供給 平成27年1⽉8⽇

6 災害時の法律相談等に関する協定 千葉県弁護士会 法律相談等 平成29年8⽉23⽇

7
災害時における被災者の運動支援に関
する協定

NPO法人⽇本3Q体操協会 運動支援 平成30年6⽉9⽇

8
災害時における移動式宿泊施設の提供
に関する協定

株式会社デベロップ 災害対応支援 令和元年10⽉16⽇

9
災害時における福祉避難所への介護福
祉士の派遣に関する協定

(⼀社)千葉県介護福祉士会 要配慮者支援 令和2年1⽉20⽇

10
災害時における電動⾞両等の支援に関
する協定

千葉三菱コルト⾃動⾞販売㈱、
三菱⾃動⾞⼯業㈱

電動⾞両等の支援 令和2年10⽉15⽇

11-11



9.消防に関する協定
№ 協定等名称 協定先 協定の種別 締結⽇

1 千葉県広域消防相互応援協定 県下の市町村及び⼀部事務組合 災害 平成4年4⽉1⽇

2 千葉県消防広域応援基本計画 県下の市町村及び⼀部事務組合 災害 平成30年5⽉18⽇

3 消防相互応援協定 印⻄地区消防組合 ⽕災等 平成18年12⽉22⽇

4 消防相互応援協定 鎌ケ谷市 ⽕災等 平成19年2⽉14⽇

5 消防相互応援協定 市川市 ⽕災等 平成18年11⽉1⽇

6 消防相互応援協定 習志野市 ⽕災等 平成25年2⽉1⽇

7 消防相互応援協定 八千代市 ⽕災等 平成29年11⽉20⽇

8 騒擾及び災害救助に関する共助協定 船橋警察署 騒擾及び非常災害等 昭和30年6⽉10⽇

9 防災資機材の管理運⽤に関する協定 千葉県 資機材の運⽤管理 昭和54年4⽉1⽇

10
千葉県石油コンビナート防災相互通信
⽤無線設備の管理運営に関する協定

千葉県 無線設備の管理運営 昭和55年4⽉1⽇

11 ガス爆発事故等防止対策に関する協定

船橋警察署、京葉⽡斯㈱船橋支社、
㈱千葉県LPガス協会船橋支部、習志
野市企業局、東京電⼒㈱千葉支店船
橋営業所

ガス爆発等 昭和57年7⽉1⽇

12
千葉県⽔道局との⽔道法第２４条２項
の規定による消⽕栓設置及び管理に伴
う補償に関する協定

千葉県⽔道局 消⽕栓の設置及び管理 平成4年2⽉29⽇

13
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

県下の市町村及び⼀部事務組合 災害 平成8年2⽉23⽇

14
東関東⾃動⾞道及び新空港⾃動⾞道消
防相互応援協定

当該⾃動⾞沿線の市町及び⼀部事務
組合14機関

災害 平成25年4⽉10⽇

15 相互通報に関する協議書 船橋警察署船橋東警察署 災害 平成21年2⽉17⽇

16
災害時における緊急消防援助隊進出・
活動拠点等の施設利⽤に関する協定

県⽴船橋豊富高等学校 災害 平成23年3⽉16⽇

17
上⽔道における排⽔栓の取扱い等に関
する覚書

千葉県 排⽔栓の取扱い 平成27年3⽉5⽇

18
上⽔道における排⽔栓の取扱い等に関
する覚書

習志野市企業局 排⽔栓の取扱い 平成27年3⽉30⽇

19
京葉臨海北部地区に係る消⽕薬剤の共
同備蓄に関する協定

千葉県、市川市、京葉臨海北部地区
石油コンビナート等特別防災地域協
議会

消⽕薬剤の共同備蓄 平成28年3⽉30⽇

20 都市ガス災害対策に関する業務協定 京葉⽡斯㈱船橋支社 都市ガスに起因する災害 昭和56年6⽉1⽇

21
消⽕栓標識株式会社との消⽕栓標識に
関する協定

消⽕栓標識株式会社 災害 平成7年5⽉18⽇
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№ 協定等名称 協定先 協定の種別 締結⽇

22
鉄道災害時における鉄道軌道事業者と
消防機関との連携に関する協定

県内鉄道事業者及び消防本部 ⽕災等 平成21年3⽉31⽇

23
船橋市と⽇本大学理⼯学部との連携・
協⼒に関する協定

⽇本大学理⼯学部 ドローンの開発、研究 平成29年6⽉2⽇

24
災害時における燃料等の供給に関する
協定

(株)榊原 災害 平成29年10⽉23⽇

25
災害時における緊急消防援助隊進出・
活動拠点等の施設利⽤に関する協定

⽇本大学理⼯学部(船橋校舎) 災害 平成30年4⽉1⽇

26
千葉海上保安部と船橋市との
業務協定

千葉海上保安部 船舶⽕災 昭和57年8⽉23⽇

27
災害時等における消防⽤⽔の供給支援
に関する協定書

千葉⻄部生コンクリート協同組合 消防⽤⽔の供給 令和2年3⽉12⽇
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ヘリコプター臨時離発着場⼀覧
（県より「ヘリコプター臨時離着陸場」の利⽤確認を経て、離着陸可能場所として登録済みの施設⼀覧） （令和3年11⽉22⽇現在）

想定使⽤⽤途

TEL

地名・地番
座標(60進法)
世界測地系

防災MCA無線

N35°43'31" 047-334-2222

E139°57'45” 半固720

N35°43'09" 047-434-7675

E139°58'26" 携帯054（⾏田中）

N35°42'15" 047-424-1151

E139°59'35" 半固354・⾞939

N35°41'42" 047-422-8127

E140°00'00" 半固502

N35°43'50" 047-438-4461

E139°59'47" 半固410・⾞953

N35°42'43" 047-436-2111

E140°02'57" 携帯059（薬円台小）

N35°43'31" 047-469-5330

E140°03'30" 半固581

N35°43'39" 047-469-5330

E140°03'18" 半固581

N35°44'14" 047-448-3102

E140°01'04" 半固509

N35°45'44" 047-457-2030

E140°03'48" 半固525

N35°45'58" 047-457-5200

E140°04'19" 半固562

N35°44'32" 047-438-3500

E139°58'44" 半固412

N35°41'15" 047-431-2151

E139°59'45" 半固721

N35°44′43.８″ 047-435-1116

E140°03′18.3″ 半固202

⼀時避難場所、
避難所予定施設

との競合

Ａ 航空基地
Ｂ 前進基地
Ｃ 救急救助
Ｄ 物資搬送
Ｅ 緊急限定

⻑ 巾 表⾯
散⽔
設備

付近の障害物
ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ臨時離着陸場

指定施設等の名称

所在地
施設管理者
⼜は占有者

⼟地の状況 最寄の
消防署
（所）
からの
距離

70 芝 無 ⻄側に20m⾼の観客⽤スタンド席あり 1012ｍ 一時避難場所
（兼広域）

1 Ｃ・Ｄ ＪＲＡ中山競馬場 古作１－１－１ ⽇本中央競馬会 80

140 芝 無 東側に15m⾼の植栽あり 264ｍ 一時避難場所
（兼広域）

2 Ｄ 県⽴⾏田公園 ⾏田２－５
県知事

（葛南⼟木）
220

50
アス

ファル
ト

無 敷地内に30m⾼の⾼圧線鉄塔あり 902ｍ 一時避難場所
（兼広域）

3 Ｅ 地方卸売市場 市場１－８－１ 船橋市⻑ 130

70 ⼟ 無 グラウンドの周囲、内部に⾼さ12mのネットあり 924ｍ
一時避難場所、
避難所予定施設
に隣接

4 Ｄ 宮本中学校 東船橋７－８－１
市教育委員会
（学校⻑）

130

80 芝 無 北側120mに⾼圧線鉄塔（110m⾼、47m⾼）、
⻄側に照明灯（30m⾼）あり

1254ｍ 一時避難場所
（兼広域）

5 Ｂ・Ｃ・Ｄ 運動公園陸上競技場 夏⾒台６－４－１
市教育委員会
（教育⻑）

160

64 ⼟ 無 東側に9階建ての建物、四⽅に10〜20m⾼の植栽あ
り

550ｍ 一時避難場所
（兼広域）

6 Ｅ 薬円台公園 薬円台４－２５－１９ 船橋市⻑ 80

40
アス

ファル
ト

無 北側30mに⾼圧線鉄塔（51m⾼）あり 1430ｍ
一時避難場所、
避難所予定施設
に隣接

7 Ｂ・Ｃ・Ｄ
⽇本大学理⼯学部
グラウンド（Ａ）

習志野台７－２４－１ ⽇本大学 130

120 芝 無 北側30mに⾼圧線鉄塔（51m⾼）あり 1430ｍ
一時避難場所、
避難所予定施設
に隣接

8 Ｃ・Ｄ
⽇本大学理⼯学部
グラウンド（Ｂ）

習志野台７－２４－１ ⽇本大学 100

90 ⼟ 無 グラウンド内に3〜12mのネット、南・⻄側に10〜18m
の植栽あり

1760ｍ
一時避難場所、
避難所予定施設
に隣接

9 Ｅ 御滝中学校 ⾦杉６－５－１
市教育委員会
（学校⻑）

110

50 ⼟ 無 グランド内に植栽とフェンス（5m⾼）あり 2838ｍ
一時避難場所、
避難所予定施設
に隣接

10 Ｄ 豊富中学校 豊富町１２
市教育委員会
（学校⻑）

110

200 ⼟ 無 北側に防球ネット(15m⾼）、北東側に⾼圧線鉄塔
（70m⾼）あり

1892ｍ11 Ｂ・Ｃ・Ｄ 県⽴船橋豊富高等学校 豊富町６５６－８
県教育委員会
（学校⻑）

100

75 芝 無
東側にフェンスに植栽（15m⾼）、北側フェンスの一部に植栽
（15m⾼）、球技場周囲にネットフェンス（10m⾼）、東
側、⻄側に４本ずつ、計８本の照明灯（15m⾼）あり

1892ｍ 一時避難場所
（兼広域）

12
Ｃ

(平時はﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ
に限定)

法典公園（グラスポ） 藤原５－９－１０
市教育委員会
（教育⻑）

125

90
アス

ファル
ト

無 離着陸地帯を含む駐⾞場前⾯にH=0.1mの輪⽌め
あり。ただし接地帯は平坦。

1800ｍ 一時避難場所13 Ｃ・Ｄ 船橋競馬場（駐⾞場） 若松１－２－１ よみうりランド 160

33
アス

ファル
ト

有
北側27ｍに⾼さ1.5ｍのフェンス
東側2ｍに⾼さ8ｍの建物　16ｍに⾼さ19ｍの建物
南側8ｍに⾼さ6ｍのネット　13ｍに⾼さ8〜12ｍの⽵林
⻄側2ｍに⾼さ5〜１４ｍの樹⽊

0ｍ14 Ｂ・Ｃ・Ｄ 船橋市消防訓練センター 古和釜町502－1 船橋市⻑ 62

1
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資料13 罹災（被災）証明願
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（令和3年11⽉22⽇現在）

名称 所在地

四市複合事務組合
馬込斎場

馬込町1102-1

四市複合事務組合
しおかぜホール茜浜

習志野市
茜浜3-7-6

名称 所在地

船橋市馬込霊園 馬込町1216

船橋市習志野霊園 習志野2-5-9

資料14 ⽕葬場・埋葬場⼀覧

火葬場

電話 ⽕葬炉 燃料 処理時間 処理能⼒

1体 約90分 約24体／⽇

047-409-9270 12基
都市ガス

LP(災害時)
1体 約90分 約48体／⽇

047-465-5457 685

047-438-1151 15基
灯油

都市ガス

埋葬場（市営霊園）

電話 総区画数

047-439-1360 21,751
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（令和3年12⽉14⽇現在）

資料15 応急仮設住宅建設候補地リスト

応急仮設住宅建設候補地リスト

候補地
番号

候補地の名称
（通称）

所在地
（地名地番）

仮設住宅建設
可能区域⾯積

（㎡）

建設可能⼾数
（⼾）

1
公共下⽔道高瀬下⽔処理場
（運動広場）

高瀬町56 23,270 276

2 若松公園 若松3-4-1他 20,000 156

3 ⻄船近隣公園 ⻄船1-215-2他 8,800 104

4 勝間田公園 ⻄船5-245-1他 2,080 20

5 天沼弁天池公園 本町7-1114-1 2,236 22

6 夏⾒台中央公園 夏⾒4-795-1 1,400 14

7 夏⾒台近隣公園 夏⾒台2-80-2他 10,919 109

8 船橋市運動公園 夏⾒台6地先 18,000 293

9 馬込公園 馬込⻄2-651-1 2,040 20

10 法典公園 藤原5-307-4他 15,600 168

11 ⾦杉台公園 ⾦杉台1-1104-2他 1,711 17

12 二和⻄公園 二和⻄1-10-113他 1,863 18

13 大穴新谷津公園 大穴北8-1015-3他 2,444 24

14 大穴第２号公園 三咲8-220-108 1,238 12

15 アンデルセン公園 ⾦堀町525他 46,000 359

16 高才川緑地公園 ⾞方町227-1他 1,600 16

17 小室公園 小室町3313 10,924 123

18 宮本台公園 東船橋4-3006 1,276 12

19 宮本台北公園 東船橋3-3026-2 1,616 16

20 飯山満くすの木公園 飯山満町3-1582-9他 999 9

21 薬円台公園 薬円台4-212-5他 5,800 56

22 北習志野第９号公園 習志野台5-16 1,911 19
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候補地
番号

候補地の名称
（通称）

所在地
（地名地番）

仮設住宅建設
可能区域⾯積

（㎡）

建設可能⼾数
（⼾）

23 北習志野第８号公園 習志野台5-9 3,381 33

24 習志野台８丁目公園 習志野台8-1983-10 1,794 17

25 北習志野第７号公園 習志野台6-27 2,000 20

26 北習志野近隣公園 習志野台3-4 11,878 124

27 北習志野第５号公園 習志野台2-47 2,600 26

28 北習志野第４号公園 習志野台6-2 1,800 18

29 高根木⼾第１号公園 高根台4-19-5 630 6

30 高根木⼾第３号公園 高根台3-684-1他 2,900 29

31 高根台さくら公園 高根台3-2-1 1,100 11

32 高根木⼾第４号公園 高根台3-721-1他 2,400 24

33 高根木⼾近隣公園 高根台5-1-1 9,700 90

34 田喜野井公園 田喜野井4-666-1他 3,183 31

35 海松台公園 前原東2-127-1他 3,900 39

36 咲が丘３丁目公園 咲が丘3-625-5他 1,454 14

37 アルビス前原中央公園 前原⻄6-678-2 1,253 12

38 夏⾒１丁目あおぞら中央公園 夏⾒1-169-1他 1,200 12

39 本町４丁目広場公園 本町4-1262-1他 1,205 12

40 坪井近隣公園 坪井町1371 3,000 30

41
法典公園（グラスポ）
グラウンド

藤原5-307-4他 13,870 116

42 農業センター ⾦堀町522-1 2,924 36

45 緑台中央公園 緑台2-7-1 3,080 30

43 船橋市⽴船橋中学校（グラウンド） 夏⾒2-275-1他 9,277 94

44 大穴近隣公園 大穴南4-674-2他 7,400 88
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千葉県北⻄部（地震予報区）で震度５弱以上

東京湾内湾 (津波予報区) で津波注意報発表

東京湾内湾 (津波予報区) で津波警報発表

東京湾内湾 (津波予報区) で大津波警報発表

○手動による放送

津波注意報が発表されました。

資料16 広報⽂例

＜J-ALERTによる⾃動起動＞

緊急地震速報

緊急地震速報。大地震（おおじしん）です。大地震（おおじしん）です。

津波注意報 発表

海岸付近にいる方は、すぐに海岸付近から離れ、高い場所に避難してください。

津波警報 発表

津波警報が発表されました。

大津波警報 発表

① 東⽇本大震災クラス【特別警報】

大津波警報。大津波警報。東⽇本大震災クラスの津波がきます。ただちに高台に避難してく

ださい。

② ①以外の大津波警報

大津波警報。大津波警報。ただちに高台に避難してください。

津波注意報 発表

こちらは船橋市です。

津波注意報の発表により、海岸付近にいる方に避難指示を出しました。

今後、テレビ、ラジオ等の情報に⼗分注意してください。

津波警報／大津波警報 発表

こちらは船橋市です。

（津波警報／大津波警報）の発表により、避難対象地域に避難指示を出しました。

直ちに、避難を開始し、海から離れ、高い場所へ避難してください。

大津波警報／津波警報／津波注意報 解除

こちらは船橋市です。

ただ今、（大津波警報／津波警報／津波注意報）が解除されました。
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避難に時間がかかる方は、速やかに近くの避難所へ避難を始めてください。

⾼齢者等避難 発令

こちらは船橋市です。

○○時○○分○○地区に、高齢者等避難を発令しました。

こちらは船橋市です。

その他の方は、避難の準備をしてください。

避難指⽰ 発令

こちらは船橋市です。

○○時○○分○○地区に、避難指示を発令しました。

住⺠の方は、直ちに近くの避難所へ避難してください。

身軽な服装で、非常持出品等を準備し、落ち着いて避難してください。

⾼齢者等避難／避難指⽰ 解除

こちらは船橋市です。

○○時○○分○○地区の

（高齢者等避難／避難指示）を解除しました。

東海地震注意情報 発表

テレビ・ラジオなどで、正確な情報を得るように努めてください。

○○時○○分に東海地震の注意情報が発表されました。

今後、東海地震の警戒宣⾔が発表されますと、⼀部の鉄道、バスなどの公共交通機関の運⾏

が休止されます。

テレビ・ラジオなどで、正確な情報を得るように努めてください。

東海地震予知情報 発表（警戒宣言発表）

こちらは船橋市です。

○○時○○分に東海地震の警戒宣⾔が発表されました。

この警戒宣⾔は、２・３⽇（または数時間）以内に東海地方を中心に強い地震が発生する

おそれがあるときに発表されます。帰宅できる方は、気をつけてお帰りください。

⼀部の鉄道、バスなどの公共交通機関は停止しておりますので、帰宅できない方は、近く

の避難所へ移動してください。
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年 ⽉⽇ 原因 被害状況 備考

1703年
(元禄16年) 12月31日 元禄地震

大地震の被害多く加ふるに海嘯
（津波）にて名畜多く死せり
……船橋町誌より

Ｍ7.9〜 8.2
野島崎南⽅30km

1855年
(安政2年) 11月11日 安政地震

東上総地⽅まで激しく揺れて地が割れ
泥が吹き出した所ある
……船橋市史より

Ｍ 6.9

1923年
(大正12年) 9月1日 関東大地震

①小学校玄関の椎五寸脱離・ 壁⻲裂剥
落13か所・障⼦腰板　 破損数枚
②町に多くの避難⺠を収容せし関係で郵便
局電信電話は連日事務輻輳繁忙極めた
③農業は販路遮断による損害推定５千円
④漁業は多量の油流入によるシオフキ貝・ア
サリ・サルボウ貝等の死滅多く約１か月 休
業状態

Ｍ 7.9
相模湾

6月28〜29日 台風4号 床上浸⽔88⼾、床下浸⽔253⼾、
家屋半壊1⼾、がけ崩れ1箇所

9月24〜25日 台風26号
屋根の一部損壊、
⽔稲倒伏冠⽔50ha、
野菜流失茎損傷250ha

8月29日 台風10号 床上浸⽔43⼾、床下浸⽔205⼾

10月25日 ⾼潮 床上浸⽔20⼾、床下浸⽔560⼾

6月29日 ⾼潮・強風 床上浸⽔36⼾、床下浸⽔300⼾

8月23日 台風9号
床下浸⽔160⼾、野菜被害19ha、
⽔稲倒伏冠⽔20ha、
ハウス損壊1,000平⽅メートル

1970年
(昭和45年) 1月31日 低気圧通過 床上浸⽔11⼾、床下浸⽔524⼾

8月31日 台風23号
床上浸⽔55⼾、床下浸⽔444⼾、
道路冠⽔21箇所、路肩崩れ1箇所、
⽔稲倒伏冠⽔5ha、がけ崩れ7箇所

9月6日 異常潮位 床下浸⽔96⼾、道路冠⽔4箇所

9月7〜8日 台風25号
床上浸⽔3⼾、床下浸⽔143⼾
道路冠⽔25箇所、道路⻲裂1箇所
⽔稲倒伏冠⽔5ha、がけ崩れ2箇所

9月26日 台風29号 床下浸⽔12⼾、道路冠⽔7箇所

1月11〜12日 低気圧通過 道路冠⽔6箇所

2月13日 低気圧通過 床下浸⽔18⼾

2月26〜27日 低気圧通過 床下浸⽔23⼾、道路冠⽔4箇所

5月5日 低気圧通過 床下浸⽔2⼾、道路冠⽔4箇所

7月11〜12日 豪雨 床下浸⽔71⼾、道路冠⽔8箇所
道路陥没1箇所、⼟砂崩れ1箇所

7月15日 台風6号 床下浸⽔26⼾、道路冠⽔6箇所

9月15日 台風20号 床上浸⽔1⼾（家屋一部損壊）
床下浸⽔22⼾、道路冠⽔15箇所 　

12月24日 低気圧通過 床下浸⽔8⼾、道路冠⽔1箇所

1972年
(昭和47年)

資料17 船橋市域災害記録

1966年
(昭和41年)

1968年
(昭和43年)

1969年
(昭和45年)

1971年
(昭和46年)
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年 ⽉⽇ 原因 被害状況 備考

6月8日 低気圧通過 床上浸⽔2⼾、床下浸⽔49⼾
敷地内浸⽔5件、道路冠⽔15箇所 　

6月21日 雷雨 床下浸⽔5⼾、道路冠⽔5箇所

7月21日 台風6号 床下浸⽔1⼾、道路冠⽔3箇所

10月13〜14日 大雨 床下浸⽔28⼾、道路冠⽔5箇所

10月28日 大雨 道路冠⽔7箇所

11月9〜10日 大雨 床下浸⽔44⼾、道路冠⽔47箇所

6月9日 雷雨 床上浸⽔3⼾、床下浸⽔21⼾
道路冠⽔4箇所 　

7月10〜11日 大雨 床上浸⽔23⼾、道路冠⽔1箇所
がけ崩れ1箇所 　

8月1日 大雨
床上浸⽔2⼾、床下浸⽔24⼾
道路冠⽔5箇所、⽥園冠⽔1箇所
がけ崩れ1箇所

　

7月3〜4日 大雨 床上浸⽔3⼾、床下浸⽔16⼾
道路冠⽔5箇所

10月4〜5日 台風13号 床上浸⽔7⼾、床下浸⽔32⼾
道路冠⽔21箇所

11月6〜7日 大雨 床下浸⽔12⼾、道路冠⽔11箇所

4月6〜7日 大雨 床下浸⽔57⼾、道路冠⽔7箇所

6月15日 大雨 床上浸⽔45⼾、床下浸⽔229⼾
道路冠⽔45箇所

8月25日 大雨 床下浸⽔48⼾、道路冠⽔18箇所

3月30日 大雨 床下浸⽔4⼾

7月16〜17日 雷雨 床上浸⽔32⼾、床下浸⽔151⼾
道路冠⽔24箇所

8月18日 大雨 床下浸⽔39⼾、道路冠⽔31箇所

9月19日 台風11号 床下浸⽔7⼾、道路冠⽔5箇所

11月17日 大雨 床下浸⽔3⼾、道路冠⽔2箇所
1978年
(昭和53年) 7月8日 雷雨 集中豪雨 床上浸⽔780⼾、床下浸⽔714⼾

道路冠⽔57箇所
降⽔量87mm
最大降雨70mm/時

3月24日 大雨 床上浸⽔13⼾、道路冠⽔8箇所 降⽔量43mm
最大降雨25mm/時

10月7日 台風18号 床上浸⽔1⼾、床下浸⽔10⼾
道路冠⽔11箇所

降⽔量87mm
最大降雨12mm/時
最大風速6m/秒

10月18〜19日 台風20号
家屋半壊26⼾、家屋一部損壊93⼾
床上浸⽔3⼾、床下浸⽔52⼾
道路冠⽔19箇所

降⽔量63mm
最大降雨11mm/時
最大風速15m/秒

4月13〜14日 大雨 床上浸⽔1⼾、床下浸⽔23⼾
道路冠⽔27箇所

降⽔量66mm
最大降雨20mm/時
最大風速7m/秒

5月21日 台風3号 床上浸⽔1⼾、床下浸⽔10⼾
道路冠⽔8箇所

降⽔量35mm
最大降雨11mm/時
最大風速7m/秒

7月7〜9日 大雨 床上浸⽔1⼾、床下浸⽔21⼾
道路冠⽔42箇所

降⽔量87mm
最大降雨30mm/時
最大風速5m/秒

10月14日 台風19号 床上浸⽔1⼾、床下浸⽔8⼾
道路冠⽔12箇所

降⽔量57mm
最大降雨23mm/時
最大風速6m/秒

1974年
(昭和49年)

1975年
(昭和50年)

1976年
(昭和51年)

1977年
(昭和52年)

1979年
(昭和54年)

1973年
(昭和48年)

1980年
(昭和55年)
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年 ⽉⽇ 原因 被害状況 備考

5月17〜18日 大雨 床上浸⽔7⼾、床下浸⽔12⼾
道路冠⽔9箇所

降⽔量47mm
最大降雨17mm/時

8月22〜23日 台風15号 床下浸⽔1⼾、道路冠⽔17箇所
降⽔量48mm
最大降雨15mm/時
最大風速7m/秒

9月25〜26日 大雨 床下浸⽔3⼾ 降⽔量50mm
最大降雨18mm/時

10月8〜9日 大雨 床下浸⽔3⼾、道路冠⽔1箇所 降⽔量79mm
最大降雨13mm/時

10月22〜23日 台風24号 家屋半壊1⼾、家屋一部損壊1⼾
床上浸⽔718⼾、床下浸⽔778⼾

降⽔量176mm
最大降雨47mm/時

4月15日 大雨 床下浸⽔6⼾、道路冠⽔3箇所 降⽔量46mm
最大降雨14mm/時

6月19〜20日 大雨 床上浸⽔4⼾、床下浸⽔15⼾ 降⽔量31mm
最大降雨15mm/時

8月1〜2日 台風10号 重傷2名
降⽔量51mm
最大降雨9mm/時
最大風速11m/秒

8月16〜17日 大雨 床上浸⽔8⼾、床下浸⽔15⼾ 降⽔量10mm
最大降雨2mm/時

8月31日 大雨 床上浸⽔2⼾、床下浸⽔78⼾ 降⽔量35mm
最大降雨21mm/時

9月10〜12日 台風18号 床上浸⽔79⼾、床下浸⽔365⼾
家屋一部損壊1⼾

降⽔量205mm
最大降雨19mm/時
最大風速10m/秒

9月23〜26日 台風19号 床上浸⽔1⼾、床下浸⽔19⼾
降⽔量93mm
最大降雨18mm/時
最大風速7m/秒

6月10日 雷雨
軽傷1名、家屋半壊1⼾
床上浸⽔6⼾、床下浸⽔73⼾
道路冠⽔4箇所

降⽔量27mm
最大降雨21mm/時

6月24〜25日 大雨 床上浸⽔4⼾、床下浸⽔85⼾ 降⽔量48mm
最大降雨17mm/時

7月5日 大雨 床下浸⽔16⼾ 降⽔量22mm
最大降雨5mm/時

7月27〜28日 雷雨
突風降氷

重傷1名、軽傷7名
家屋一部損壊243⼾
床上浸⽔4⼾、床下浸⽔47⼾

降⽔量63mm
最大降雨20mm/時

8月15〜17日 台風5号 床下浸⽔4⼾
降⽔量104mm
最大降雨16mm/時
最大風速7m/秒

9月1日 雷雨 床上浸⽔3⼾、床下浸⽔32⼾
降⽔量38mm
最大降雨19mm/時
最大風速7m/秒

9月27〜29日 台風10号 床下浸⽔4⼾
降⽔量112mm
最大降雨12mm/時
最大風速5m/秒

1月19日 大雪 中等傷入院7名、軽傷1名 観測値不明

1月31日 大雪 骨折入院2名、挫創通院1名 観測値不明

2月27日 大雪 中等傷入院2名、重傷1名 観測値不明

6月22〜23日 大雨 床下浸⽔22⼾、道路冠⽔4箇所 降⽔量111mm
最大降雨22mm/時

7月11日 大雨 床上浸⽔179⼾、床下浸⽔608⼾
道路冠⽔31箇所

降⽔量44mm
最大降雨32mm/時

5月20〜21日 大雨 床下浸⽔5⼾、道路冠⽔2箇所 降⽔量50mm
最大降雨12mm/時

6月19〜20日 大雨 床上浸⽔20⼾、床下浸⽔53⼾
道路冠⽔1箇所

降⽔量98mm
最大降雨24mm/時

1985年
(昭和60年)

1981年
(昭和56年)

1982年
(昭和57年)

1983年
(昭和58年)

1984年
(昭和59年)
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年 ⽉⽇ 原因 被害状況 備考

6月29〜7月1日 台風6号
家屋半壊1⼾、家屋一部損壊8⼾
床下浸⽔13⼾、がけ崩れ1箇所
道路⻲裂1箇所、道路冠⽔3箇所

降⽔量130mm
最大降雨19mm/時
最大風速9m/秒

9月6日 大雨 床下浸⽔7⼾ 降⽔量21mm
最大降雨14mm/時

2月18日 大雪 軽傷5名 観測値不明

5月14〜15日 大雨 道路冠⽔4箇所
降⽔量64mm
最大降雨12mm/時
⽔防本部設置

8月2日 大雨 床下浸⽔13⼾、道路冠⽔7箇所
降⽔量67mm
最大降雨61mm/時
⽔防本部設置

8月4〜5日 台風10号 床上浸⽔352⼾、床下浸⽔997⼾
道路冠⽔70箇所、⼟砂崩れ3箇所

降⽔量210mm
最大降雨28mm/時
⽔防本部設置

9月2〜3日 台風15号 床下浸⽔11⼾、道路冠⽔19箇所

降⽔量83mm
最大降雨21mm/時
最大風速3m/時
⽔防本部設置

9月6日 大雨
床上浸⽔4⼾、床下浸⽔11⼾
道路冠⽔11箇所、道路陥没1箇所
擁壁⻲裂1箇所

降⽔量20mm
最大降雨5mm/時

9月12〜14日 大雨 床上浸⽔1⼾、床下浸⽔4⼾ 降⽔量42mm
最大降雨19mm/時

12月18〜19日 大雨 床下浸⽔5⼾ 降⽔量40mm
最大降雨14mm/時

9月3〜4日 大雨 床上浸⽔3⼾、床下浸⽔11⼾
道路冠⽔27箇所

降⽔量115mm
最大降雨18mm/時
⽔防本部設置

9月6日 大雨 床下浸⽔3⼾、道路冠⽔2箇所 降⽔量11mm
最大降雨9mm/時

9月16〜19日 大雨 床下浸⽔3⼾、道路冠⽔2箇所 降⽔量73mm
最大降雨8mm/時

12月17日 千葉県東⽅沖地震

家一部破損19⼾、ガラス破損10校
設備器具破損8校、建物⻲裂16校
接続部ズレ16校、施設落下13校
ブロック塀1校

M6.7
東⽅沖　深70km
震度4

7月15〜17日 大雨 床上浸⽔10⼾、床下浸⽔50⼾
道路冠⽔2箇所

降⽔量77mm
最大降雨11mm/時

8月10〜12日 大雨 床下浸⽔4⼾ 降⽔量117m
最大降雨11mm/時

4月28日 強風 家屋一部損壊1⼾、その他1箇所 最大風速9m/時

8月1日 大雨 床上浸⽔9⼾、床下浸⽔69⼾
道路冠⽔40箇所、がけ崩れ1箇所

降⽔量128mm
最大降雨23mm/時
⽔防本部設置

8月6日 台風13号 床下浸⽔4⼾、道路冠⽔5箇所
降⽔量91mm
最大降雨18mm/時
⽔防本部設置

8月10日 集中豪雨 床上浸⽔1⼾、床下浸⽔4⼾
降⽔量49mm
最大降雨36mm/時
⽔防本部設置

8月26〜27日 台風17号 床上浸⽔296⼾、床下浸⽔247⼾
道路冠⽔48箇所、がけ崩れ3箇所

降⽔量159mm
最大降雨48mm/時
⽔防本部設置

1月31日 大雪 軽傷11名 降雪量21cm

9月13日 集中豪雨 床上浸⽔3⼾、床下浸⽔30⼾ 降⽔量26mm
最大降雨15mm/時

1990年
(平成2年)

1985年
(昭和60年)

1986年
(昭和61年)

1988年
(昭和63年)

1989年
(平成元年)

1987年
(昭和62年)
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年 ⽉⽇ 原因 被害状況 備考

9月20日 台風19号 家屋一部損壊1⼾ 最大風速8m/秒

9月30日 台風20号 道路冠⽔2箇所
降⽔量81mm
最大降雨11mm/時
⽔防本部設置

2月15日 大雨 道路冠⽔1箇所 降⽔量44mm
最大降雨8mm/時

8月7〜8日 集中豪雨 軽傷1名、床上浸⽔8⼾
床下浸⽔15⼾、道路冠⽔7箇所

降⽔量46mm
最大降雨13mm/時

9月8〜9日 台風15号 床上浸⽔10⼾、床下浸⽔109⼾
道路冠⽔41箇所、がけ崩れ1箇所

降⽔量118mm
最大降雨40mm/時
⽔防本部設置

9月18〜19日 台風18号 床上浸⽔36⼾、床下浸⽔153⼾
道路冠⽔73箇所、がけ崩れ7箇所

降⽔量236mm
最大降雨35mm/時

9月27〜28日 台風19号 家屋一部損壊6⼾ 最大風速10m/秒

10月11〜13日 台風21号
及び大雨

床下浸⽔28⼾
道路冠⽔27箇所、がけ崩れ7箇所
（10/6〜14の積算雨量は359㎜）

降⽔量206mm
最大降雨13mm/時
⽔防本部設置

10月8〜9日 大雨 床上浸⽔24⼾、床下浸⽔29⼾ 降⽔量138mm
最大降雨35mm/時

10月19〜20日 大雨 床下浸⽔12⼾
道路冠⽔2箇所、路⾯滞⽔33箇所

降⽔量57mm
最大降雨8mm/時

6月21日 雷雨
床上浸⽔13⼾、床下浸⽔14⼾
道路冠⽔3箇所、路⾯滞⽔33箇所
道路損壊7箇所、⼟砂流出15箇所

降⽔量37mm
最大降雨34mm/時

8月26〜27日 台風11号

家屋一部損壊2⼾、床上浸⽔74⼾
床下浸⽔99⼾、道路冠⽔7箇所
路⾯滞⽔71箇所、道路損壊4箇所、
がけ崩れ3箇所

降⽔量194mm
最大降雨29mm/時
⽔防本部設置

11月13〜14日 大雨 床下浸⽔99⼾、路⾯滞⽔3箇所 降⽔量85mm
最大降雨21mm/時

7月25日 大雨 床下浸⽔1⼾ 降⽔量3mm
最大降雨3mm/時

8月20〜21日 大雨 床上浸⽔1⼾、床下浸⽔1⼾ 降⽔量73mm
最大降雨24mm/時

9月1〜2日 雷雨 床上浸⽔85⼾、床下浸⽔116⼾ 降⽔量71mm
最大降雨49mm/時

4月23日 強風 重傷4名、軽傷5名、
家屋一部損壊4⼾ 最大風速11m/秒

9月16〜17日 台風12号 家屋一部損壊7⼾
降⽔量139mm
最大降雨9mm/時
最大風速11m/秒

2月17〜18日 大雪 軽傷6名、家屋一部損壊1⼾ 降雪量14cm

9月22日 台風17号
家屋一部損壊29⼾
床上浸⽔41⼾、床下浸⽔90⼾
道路損壊6箇所、がけ崩れ8箇所

降⽔量102mm
最大降雨14mm/時
⽔防本部設置

5月24〜25日 大雨 床上浸⽔2⼾、床下浸⽔2⼾ 降⽔量52mm
最大降雨15mm/時

7月17日 大雨 床下浸⽔14⼾ 降⽔量73mm
最大降雨47mm/時

1月15日 大雪 軽傷2名 降雪量11.5cm

8月29日 大雨 床上浸⽔1⼾、床下浸⽔5⼾ 降⽔量12mm
最大降雨7mm/時

9月15〜16日 台風5号 家屋一部損壊2⼾、床上浸⽔1⼾
停電230⼾

降⽔量42mm
最大降雨6mm/時

3月22日 暴風 軽傷2名、家屋一部損壊1⼾ 最大風速11m/秒

5月27日 暴風 軽傷1名 最大風速7/秒

1993年
(平成5年)

1990年
(平成2年)

1997年
(平成9年)

1998年
(平成10年)

1999年
(平成11年)

1991年
(平成3年)

1992年
(平成4年)

1994年
(平成6年)

1995年
(平成7年)

1996年
(平成8年)
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年 ⽉⽇ 原因 被害状況 備考

5月15日 大雨 床上浸⽔10⼾、床下浸⽔29⼾ 降⽔量29mm
最大降雨16mm/時

7月7〜8日 台風3号 家屋一部損壊2⼾、床上浸⽔5⼾
床下浸⽔39⼾、がけ崩れ1箇所

降⽔量184mm
最大降雨35mm/時
最大風速8m/秒

8月9日 大雨 床上浸⽔2⼾、床下浸⽔1⼾ 降⽔量21mm
最大降雨12mm/時

9月11日 大雨 床上浸⽔2⼾、床下浸⽔2⼾ 降⽔量28mm
最大降雨10mm/時

11月20〜21日 大雨 床上浸⽔2⼾ 降⽔量42mm
最大降雨8mm/時

9月10〜11日 台風15号 家屋一部損壊54⼾、軽傷10名
文教施設（小学校）一部損壊1校

降⽔量118mm
最大降雨21mm/時
最大風速12m/秒

10月10日 大雨 床上浸⽔8⼾、床下浸⽔52⼾
がけ崩れ1箇所

降⽔量221mm
最大降雨36mm/時

7月16日 台風7号 床下浸⽔3⼾ 降⽔量47mm
最大降雨31mm/時

9月30日〜10月1日 台風21号 屋根等の一部損壊2⼾
降⽔量65mm
最大降雨11mm/時
最大風速7m/秒

8月5日 大雨 床下浸⽔1⼾ 降⽔量20mm
最大降雨16mm/時

10月13日 大雨 床上浸⽔10⼾、床下浸⽔23⼾
（10/12〜14の積算雨量は74mm）

降⽔量35mm
最大降雨34mm/時

9月4日 大雨（落雷） 家屋一部損壊1⼾、停電2,900⼾ 降⽔量83mm
最大降雨26mm/時

10月8〜9日 台風22号 床下浸⽔7⼾、床上浸⽔4⼾
屋根等の一部損壊29⼾

降⽔量169mm
最大降雨21mm/時

10月19〜21日 台風23号
床下浸⽔1⼾、床上浸⽔3⼾
屋根等の一部損壊3⼾、
がけ崩れ2箇所

降⽔量140mm
最大降雨19mm/時

12月4〜5日 暴風 家屋一部損壊3⼾
降⽔量36mm
最大降雨8mm/時
最大風速10m/秒

7月23日 千葉県北⻄部地震

軽傷2名、ガラス破損1校
建物⻲裂2校、接続部ズレ1校
天井の一部はがれ1校、ブロック塀1⼾
ガス配管の⻲裂2件
エレベーター閉じ込め3件

M9.0
三陸沖　深70km
震度5弱

7月26日 台風7号 床下浸⽔1⼾ 降⽔量70mm
最大降雨20mm/時

8月12〜13日 大雨 家屋一部損壊1⼾ 降⽔量27mm
最大降雨16mm/時

8月25〜26日 台風11号 自主避難者受入れ1名 降⽔量103mm
最大降雨17mm/時

9月11日 大雨 床下浸⽔6⼾ 降⽔量24mm
最大降雨19mm/時

3月16〜17日 暴風 軽傷1名、家屋一部損壊1⼾ 降⽔量14mm
最大降雨6mm/時

7月14日 大雨 停電358⼾ 降⽔量10mm
最大降雨10mm/時

12月26〜27日 大雨・暴風 ブロック・石塀の損壊1箇所 降⽔量165mm
最大降雨21mm/時

2007年
(平成19年) 9月6〜7日 台風9号 軽傷2名、家屋一部損壊1⼾

停電669⼾、農産物被害6,483千円
降⽔量86mm
最大降雨14mm/時

2月23日 暴風 軽傷2名、家屋一部損壊6⼾ 最大風速9m/秒

8月4〜5日 大雨（落雷） 停電41,999⼾ 降⽔量13.5mm
最大降雨12mm/時

2004年
(平成16年)

2006年
(平成18年)

2002年
(平成14年)

2003年
(平成15年)

2005年
(平成17年)

2008年
(平成20年)

2000年
(平成12年)

2001年
(平成13年)
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年 ⽉⽇ 原因 被害状況 備考

8月20日 大雨（落雷） 床下浸⽔6⼾、停電8,797⼾ 降⽔量37mm
最大降雨28.5mm/時

8月30日 大雨（落雷） 床下浸⽔1⼾、停電2,000⼾ 降⽔量52.5mm
最大降雨35.5mm/時

2月13〜14日 暴風 軽傷1名 最大瞬間風速15m/秒

3月23日 暴風 軽傷2名 最大瞬間風速21.6m/秒

8月10〜11日 台風9号 床上浸⽔1⼾、床下浸⽔17⼾ 降⽔量121.5mm
最大降雨38.0mm/時

10月6〜8日 台風18号
家屋半壊1⼾、床下浸⽔2⼾、
軽傷1名、停電1,400⼾
（樹⽊が⾼圧線に接触し切断）

降⽔量131.5mm
最大降雨24.5mm/時
最大瞬間風速18.7m/秒

3月20〜21日 暴風 停電被害2,373⼾、
農産被害12,996千円 最大瞬間風速24.6m/秒

9月8〜9日 台風9号 床下浸⽔6⼾、停電被害1,150⼾
降⽔量167.5mm
最大降雨40mm/時
最大瞬間風速11.5m/秒

9月13日 大雨 床上浸⽔7⼾、床下浸⽔13⼾
文教施設（学校施設）一部損壊1校

降⽔量39.5mm
最大降雨38.5mm/時
最大瞬間風速12.8m/秒

9月27〜28日 大雨 ブロック・石塀の損壊1件
降⽔量125.5mm
最大降雨17.5㎜/時
最大瞬間風速9.9m/秒

11月9日 強風 軽傷1名 最大瞬間風速15.5m/秒

12月3日 大雨 床上浸⽔9⼾、床下浸⽔24⼾
降⽔量64mm
最大降雨26.5mm/時
最大瞬間風速17m/秒

2009年
(平成21年)

2008年
(平成20年)

2010年
(平成22年)
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年 ⽉⽇ 原因 被害状況 備考

⼈的被害︓
　重傷3名、軽傷30名
住家︓
　全壊13棟、13世帯、36名、
　半壊477棟、549世帯、1,299名、
　一部損壊4,803棟
公共物件︓
　全壊1棟
文教施設︓
　市⽴78棟、私⽴18棟
病院︓
　市⽴ 2棟、私⽴ 1棟
その他︓
　全壊1棟、半壊30棟
道路︓
　国4箇所、県3箇所、市314箇所
橋梁︓
　市10箇所
河川︓
　県2箇所、市31箇所
清掃施設︓
　9箇所
崖崩れ︓
　1箇所（県急傾斜公表地︓夏⾒）
鉄道不通︓
　9箇所
船舶被害︓
　2隻（船橋漁港）
⽔道施設︓
　県営420箇所
断⽔⼾数︓
　県営30箇所
停電⼾数︓
　2,589⼾
ガス︓
　156⼾
塀等倒壊︓
　84箇所
⽕災発⽣︓
　建物1棟（⾷品⼯場︓⾼瀬町）
※上記は平成27年5月20日現在の
　 統計値

9月21〜22日 台風15号
軽傷1名、一部損壊1⼾
鉄道不通6箇所、停電⼾数650⼾
避難所開設2箇所

降⽔量108.5mm
最大降雨16.5mm/時
最大瞬間風速23.4m/秒

3月14日 地震 ⼈的被害︓死者1名 最大震度3

9月1日 突風（⻯巻）

全壊1棟ほか家屋一部損壊等の
被害を多数確認した。
（豊富町〜⾦堀町付近で建物被害
多数）

藤⽥ｽｹｰﾙF1ｸﾗｽ
(後日、気象庁による現地調
査により認定された)

9月30日〜10月1日 台風17号 停電⼾数30⼾
避難所開設5箇所（8世帯、9名）

降⽔量6.5mm
最大降雨3.5mm/時
最大瞬間風速22.3m/秒

2013年
(平成25年) 6月25日 大雨 床上浸⽔3⼾、床下浸⽔17⼾

降⽔量48mm
最大降雨39.5mm/時
最大瞬間風速7.4m/秒

最大震度5弱
（気象庁発表）

潮位変動観測値240cm
（葛南港湾事務所）

2011年
(平成23年)

2012年
(平成24年)

3月11日 東日本大震災
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年 ⽉⽇ 原因 被害状況 備考

9月15日 台風18号 道路陥没3件、フェンス倒壊
・シャッター外れ等16箇所

降⽔量95mm
最大降雨42mm/時
最大瞬間風速8.7m/秒

10月16日 台風26号

床上浸⽔92⼾、床下浸⽔143⼾、
崖崩れ3件、道路陥没５件、
道路のり⾯崩落、停電⼾数320⼾
避難所開設12箇所（2世帯、2名）

降⽔量224mm
最大降雨58.5mm/時
最大瞬間風速23.3m/秒

7月19日 大雨
道路冠⽔33件、床下浸⽔1件、
敷地内浸⽔2件、道路陥没2件、
マンホール蓋浮上2件

降⽔量33mm
最大降雨30.5mm/時
最大瞬間風速7.3m/秒

9月11日 大雨 道路冠⽔7件、敷地内浸⽔1件、
降⽔量60mm
最大降雨41mm/時
最大瞬間風速4.6m/秒

10月5〜6日 台風18号

道路冠⽔60件、床下浸⽔1件、
倒⽊15件、敷地内浸⽔7件、
マンホール蓋浮上1件
避難所開設13箇所（17世帯、30名）

降⽔量250mm
最大降雨35.5mm/時
最大瞬間風速18.0m/秒

10月13〜14日 台風19号 倒⽊1件、街灯損壊1件
避難所開設14箇所（4世帯、6名）

降⽔量26.5mm
最大降雨11mm/時
最大瞬間風速15.2m/秒

5月12日 台風6号 倒⽊　36件
家屋一部損壊　4件

降⽔量17.5mm
最大降雨13.5mm/時
最大瞬間風速20.9m/秒

7月3日 大雨 道路冠⽔　3件
降⽔量95mm
最大降雨26.5mm/時
最大瞬間風速8m/秒

9月8日〜10日 大雨
道路冠⽔　25件
倒⽊　1件
避難所開設　8箇所（2世帯、3名）

降⽔量214mm
最大降雨27mm/時
最大瞬間風速11.5m/秒

10月1日〜2日 暴風 倒⽊　4件
家屋一部損壊　2件 最大瞬間風速21.2m/秒

4月17日 強風 軽傷　2名
倒⽊　1件 最大瞬間風速19.2m/秒

8月2日 大雨 道路冠⽔　9件
床下浸⽔　2件

降⽔量52mm
最大降雨47mm/時
最大瞬間風速6.2m/秒

8月22日 台風9号

軽傷　2名
道路冠⽔　16件
倒⽊　46件
避難所開設　1箇所（1世帯、1名）

降⽔量95mm
最大降雨27mm/時
最大瞬間風速20.9m/秒

8月29日〜30日 台風10号 道路冠⽔　1件
倒⽊　1件

降⽔量26.5mm
最大降雨7mm/時
最大瞬間風速12m/秒

9月19日〜20日 台風16号 道路冠⽔　1件
降⽔量98.5mm
最大降雨15.5mm/時
最大瞬間風速10.6m/秒

2014年
(平成26年)

2015年
（平成27年）

2016年
（平成28年）

2013年
(平成25年)
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年 ⽉⽇ 原因 被害状況 備考

9月17日〜18日 台風18号 道路冠⽔　2件
倒⽊　4件

降⽔量67mm
最大降雨17mm/時
最大瞬間風速17.2m/秒

9月27日〜28日 大雨 道路冠⽔　1件
降⽔量75.5mm
最大降雨28mm/時
最大瞬間風速7.5m/秒

10月22日〜23日 台風21号
道路冠⽔　2件
避難所開設　1箇所
（4世帯、10名）

降⽔量146.5mm
最大降雨16mm/時
最大瞬間風速19.2m/秒

2017年
（平成29年） 10月29日〜30日 台風22号

道路冠⽔　3件
倒⽊　4件
家屋一部損壊　1件
敷地内浸⽔　1件
避難所開設　1箇所（3世帯、6名）

降⽔量118.5mm
最大降雨18.5mm/時
最大瞬間風速18m/秒

7月27日〜28日 台風12号 倒⽊　5件
降⽔量45.5mm
最大降雨13.5mm/時
最大瞬間風速14.8m/秒

8月8日〜8月9日 台風13号
倒⽊　4件
停電　2⼾
避難所開設　9箇所（2世帯、3名）

降⽔量24mm
最大降雨3mm/時
最大瞬間風速14.3m/秒

9月4日〜6日 台風21号
倒⽊　3件
その他　12件
（ブロック塀、屋根などの被害）

降⽔量19.5mm
最大降雨11.5mm/時
最大瞬間風速19.6m/秒

9月30日〜10月1日 台風24号

軽傷　4名
倒⽊　98件
家屋一部損壊　10件
ブロック塀倒壊　7件
電柱・街灯倒壊　6件
看板落下　4件
その他　16件
停電被害　5,400⼾
避難所開設　5箇所（自主避難16名）

降⽔量49mm
最大降雨13.5mm/時
最大瞬間風速26.5m/秒

9月8日〜9日
台風15号
令和元年房総半島
台風

道路冠⽔　18件
床上浸⽔　3件
床下浸⽔　4件
倒⽊　204件
家屋一部損壊　710件
家屋半壊　20件
ブロック塀倒壊　3件
電柱・街灯倒壊　6件
看板落下　4件
電柱（⽕花）電線（⽕花、垂れ下がり）
7件
軽傷　2名
その他　297件
停電軒数　11,500軒
避難所開設　27箇所（26名）

降⽔量117.5mm
最大降雨35.5mm/時
最大瞬間風速22.9m/秒

2018年
（平成30年）

2017年
（平成29年）
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年 ⽉⽇ 原因 被害状況 備考

10月12日〜13日
台風19号
令和元年東日本台
風

道路冠⽔　15件
倒⽊　62件
家屋一部損壊　330件
家屋半壊　4件
ブロック塀倒壊　1件
電柱・街灯倒壊　1件
看板落下　1件
電柱（⽕花）電線（⽕花、垂れ下がり）
5件
軽傷　1名
その他　165件
停電軒数　2,300軒
避難所開設　106箇所（1,560名）

降⽔量122.5mm
最大降雨18.0mm/時
最大瞬間風速26.5m/秒

10月25日 大雨

道路冠⽔　14件
床下浸⽔　1件
家屋一部損壊　12件
敷地内浸⽔　4件
その他　10件
停電被害　1,500⼾
避難所開設　34箇所（16名）

降⽔量147.0mm
最大降雨26.5mm/時
最大瞬間風速14.9m/秒

4月13日 大雨 倒⽊　1件
その他　5件（軽微な住家・非住家被害）

降⽔量57.5mm
最大降雨9.5mm/時
最大瞬間風速21.5m/秒

7月1日〜2日 大雨

道路冠⽔　15件
敷地内浸⽔　1件
その他　3件（マンホールから溢⽔、⼟留め
の崩壊　他）

降⽔量41.0mm
最大降雨41.5mm/時
最大瞬間風速14.3m/秒

8月22日 大雨

道路冠⽔　5件
床下浸⽔　1件
家屋一部損壊　2件
マンホール蓋浮上　2件

降⽔量49.5mm
最大降雨47.5mm/時
最大瞬間風速13.0m/秒

1月7日 暴風
倒⽊　2件
⼈的被害　軽傷2名　中等傷1名
その他　1件（避難所看板折損）

最大瞬間風速16.8m/秒

2月15日 大雨 道路冠⽔　5件
降⽔量46.5mm
最大降雨15.0mm/時
最大瞬間風速14.5m/秒

3月13日 大雨
道路冠⽔　15件
道路陥没　1件
その他　2件

降⽔量68.0mm
最大降雨15.0mm/時
最大瞬間風速17.2m/秒

8月8日〜9日 台風10号 倒⽊　2件
その他　1件

降⽔量82.0mm
最大降雨18.0mm/時
最大瞬間風速17.5m/秒

8月15日 大雨
道路冠⽔　2件
倒⽊　2件
避難所開設　28避難所（7名）

降⽔量90.0mm
最大降雨15.0mm/時
最大瞬間風速7.5m/秒

2021年
（令和3年）

2019年
（令和元年）

2020年
（令和2年）
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年 ⽉⽇ 原因 被害状況 備考

8月23日 大雨

道路冠⽔　11件
敷地内浸⽔　3件
マンホール蓋浮上　4件
その他　6件（風呂・トイレからの溢⽔）

降⽔量25.5mm
最大降雨25.5mm/時
最大瞬間風速9.2m/秒

8月31日〜9月1日 大雨 道路冠⽔　1件
降⽔量50.0mm
最大降雨43.0mm/時
最大瞬間風速7.0m/秒

9月18日 台風14号
道路冠⽔　3件
倒⽊　1件
道路陥没　1件

降⽔量52.5mm
最大降雨18.0mm/時
最大瞬間風速8.7m/秒

10月1日 台風16号 道路冠⽔　1件
倒⽊　2件

降⽔量90.5mm
最大降雨12.0mm/時
最大瞬間風速14.5m/秒

1月6日 大雪
重傷者　1名
軽傷者　71名
倒⽊　1件

降雪量7cm
最深積雪7cm

2月10日〜11日 大雪 軽傷者　2名 降雪量3cm
最深積雪5cm

※平成11年以降の雨量は、気象庁アメダス船橋観測点（〜平成11年８月２日︓夏⾒台６丁目、同年８月３日〜︓薬円台５丁目）の値である
※表中の⽤語について、「降⽔量」･･･　連続雨量　「最大降雨」･･･最大時間雨量　「最大風速」･･･最大瞬間風速　を指す

2022年
（令和4年）
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利根川（印旛沼）⽔系

河川延⻑（ｍ）

神崎川 2,290

6,410

1,592

小室川 250

小野田川 1,133

鈴身川 3,145

高才川 700

豊富川 858

白幡川 1,134

志多田川 2,106

19,618

桑納川 2,350

2,700

1,451

神保川 2,095

三咲川 3,008

大穴川 1,124

1,450

450

⾦堀川 1,318

15,946

35,564

資料18 船橋市河川⼀覧

河川名 備考

神
崎
川

⼀級河川

二重川
⼀級河川

合計

桑
納
川

⼀級河川

木⼾川
準⽤河川

駒込川
準⽤河川
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海⽼川⽔系

河川延⻑（ｍ）

2,670

2,990

1,030 準⽤河川

1,036

562

840

283

598

616

407

2,470

1,229

1,685

149

363

1,033

2,780

3,176

3,683

4,786

1,454

3,225

920

37,985

河川名 備考

向田川

貝塚川
準⽤河川

塚田川

海⽼川 二級河川

⻑津川

二級河川

上⻑津川

花輪川

市場川

飯山満川
二級河川

銅谷川

前原川
準⽤河川

中野木川
準⽤河川

高根川

⾦杉川

合計

念田川

北谷津川

宮前川
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真間川⽔系

河川延⻑（ｍ）

650

1,099

1,220

2,969

東京湾直流

河川延⻑（ｍ）

440

915

2,051

362

820

430

5,018

河川区分別集計

数

4

5

7

35

42

二和川

合計

河川名 備考

河川名 備考

真間川 市外 ⼀級河川

法田川

本海川

高瀬川 二級河川

谷津川 二級河川

海神川 準⽤河川

南海神川

二俣川

合計 81,536

二級河川 9,690

準⽤河川 10,058

普通河川 50,088

合計

区分 河川延⻑（ｍ）

⼀級河川 11,700
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（１）⽔防法第15条第3号に規定する要配慮者利⽤施設 （令和4年6⽉現在）

施設名 種別 江⼾川 利根川 真間川 海⽼川 高崎川
その他
河川

高潮 住所

湊町保育園 市⽴保育園 〇 〇 〇 〇 湊町1-16-23

中央保育園 市⽴保育園 〇 〇 本町4-17-21

本町保育園 市⽴保育園 〇 〇 本町6-7-18

浜町保育園 市⽴保育園 〇 〇 〇 浜町1-1-1

千鳥保育園 市⽴保育園 〇 〇 〇 〇 南本町13-1

海神第一保育園 市⽴保育園 〇 〇 海神2-13-25

本中山保育園 市⽴保育園 〇 〇 〇 〇 本中山5-6-1

若葉保育園 市⽴保育園 〇 藤原7-41-1

若松保育園 市⽴保育園 〇 〇 若松2-6-3

海神第二保育園 市⽴保育園 〇 本町1-23-7

船橋ひかり幼稚園 幼稚園 〇 〇   〇 二子町498

船橋幼稚園 幼稚園 〇 本町3-36-32

葛飾幼稚園 幼稚園 〇 ⻄船4-16-4

若松幼稚園 幼稚園 〇 〇 若松2-3-3

海神幼稚園 幼稚園 〇 海神6-18-34

たんぽぽ⻄船橋駅前保育園 認可保育所 〇 〇 〇 〇 印内町631-1

たんぽぽ海神町南保育園 認可保育所 〇 〇 〇 〇 海神町南1-1428-20

海神南保育園 認可保育所 〇 〇 〇 〇 海神町南1-1627-2

リサ保育園 認可保育所 〇 〇 〇 〇 海神町南1-728

グローバルキッズ コトニア⻄船橋園 認可保育所 〇 〇 〇 東中山1-19-13

さくら保育園 認可保育所 〇 〇 〇 二子町474

えがおの森保育園・にしふなばし 認可保育所 〇 〇 〇 本郷町430

⻄船橋雲⺟保育園 認可保育所 〇 〇 〇 本郷町456-1 アクロスキューブ２階

共同保育所子どもの家 認可保育所 〇 〇 本町5-15-9

船橋どろんこ保育園 分園 認可保育所 〇 〇 本町5-18-25

船橋どろんこ保育園 認可保育所 〇 〇 本町6-8-9

ゆいまーる保育園 認可保育所 〇 北本町1-12-8

ポポラー千葉新船橋園 認可保育所 〇 北本町1-12-17

そらまめ保育園新船橋 認可保育所 〇 〇 北本町1-17-22

ブルゥミング保育園 認可保育所 〇 〇 宮本1-8-11

船橋ピコレール保育園 認可保育所 〇 〇 〇 宮本2-6-26

まなびの森保育園船橋競馬場駅前 認可保育所 〇 〇 宮本9-1-11

中山あけぼの保育園 認可保育所 〇 〇 〇 本中山3-19-3

弥生保育園 認可保育所 〇 〇 〇 本中山3-4-18

⻄船みどり保育園 認可保育所 〇 〇 〇 ⻄船1-21-50

丸山旭保育園 認可保育所 〇 丸山5-33-25

みどり保育園 認可保育所 〇 市場4-12-3

船橋光の子保育園 認可保育所 〇 丸山1-3-3

南船橋保育園 認可保育所 〇 〇 若松2-3-15

AIAI NURSERY 宮本 認可保育所 〇 〇 宮本3-9-4

AIAI NURSERY ⻄船橋 認可保育所 〇 ⻄船-5-26-25

ここみ保育園 認可保育所 〇 海神1-8-9

トット保育園はさま 認可保育所 〇 飯山満町3-1345-1

リップル保育園⻄船橋 小規模保育事業A型 〇 〇 〇 葛飾町2-378-7

京進のほいくえんHOPPA船橋駅園 小規模保育事業A型 〇 〇 〇 本町4-7-17

パルパステル保育園 小規模保育事業A型 〇 〇 本町5-14-15パルパステル101

トレポンテ駅前保育園 小規模保育事業A型 〇 〇 本町6-8-1

うみのほいくえん 小規模保育事業A型 〇 〇 〇 〇 湊町2-2-20 アソルティ船橋102・202

りりぱっとナーサリー中山園 小規模保育事業A型 〇 〇 〇 本中山2-23-16

保育ルームサンライズ船橋 小規模保育事業A型 〇 〇 本町1-25-18 ジーリオ船橋

Gakkenほいくえん⻄船橋 小規模保育事業A型 〇 〇 〇 二子町610

医療法⼈弘仁会 板倉病院
院内保育室いたくらひみつきち

認可外保育施設 〇 〇 〇 〇 本町2-10-22

グリーンベアベイサイド船橋夏⾒校 認可外保育施設 〇 〇 夏⾒1-9-27

ひまわりガーデン⻄船橋 認可外保育施設 〇 〇 〇 〇 海神町南1-1742-1

船橋総合病院 にんじん保育室 認可外保育施設 〇 北本町1-13-1

そらまめこども園 船橋駅前 認可外保育施設 〇 〇 本町1-30-1

キッズハウスくれよん 認可外保育施設 〇 北本町2-21-18

ナーサリーホーム船橋 認可外保育施設 〇 〇 北本町2-65-1

Milky Way International
Nursery Center下総中山校

認可外保育施設 〇 〇 〇 本中山2-15-7

資料19 浸⽔想定区域等の要配慮者利⽤施設等
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施設名 種別 江⼾川 利根川 真間川 海⽼川 高崎川
その他
河川

高潮 住所

Free+ International School 認可外保育施設 〇 〇 本町6-5-8 ステイタスYUHARA102

アシュランプレスクール 認可外保育施設 〇 〇 本町6-8-26

グリーンベア・ベイサイド 認可外保育施設 〇 〇 本町6-8-36

リトルガーデンインター
ナショナルスクール

認可外保育施設 〇 〇 〇 浜町2-1-1 三井ビルディング1F

⻄船橋北⼝駅前キッズルーム 認可外保育施設 〇 ⻄船4-21-1 デイジイファーストビル502号

ICEモンテッソーリ
こどものいえ⻄船橋

認可外保育施設 〇 〇 〇 葛飾町2-336-1 キュービル5Ｆ

ひなっこはうす 認可外保育施設 〇 〇 〇 本郷町681 ⻄船ビル501号

あずかルンバ 認可外保育施設 〇 〇 〇 〇 浜町2-2-7ビビット南船橋4F

ウィズダムアカデミー
ららぽーとTOKYO-BAY船橋校

認可外保育施設 〇 〇 〇 浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY北館2F

都市型保育園ポポラー南船橋浜町園 認可外保育施設 〇 〇 浜町2-4-1 三井不動産ロジスティクスパーク船橋・＆GATE棟2階

IKEA船橋ダーギス 認可外保育施設 〇 〇 浜町2-3-30 IKEA船橋5階

オレンジガーデン 介護⽼⼈福祉施設・通所介護 〇 芝山7-41-2

オレンジガーデン・ケアセンター 介護⽼⼈保健施設 〇 芝山7-41-1

 介護⽼⼈保健施設リハビリケア船橋 介護⽼⼈保健施設 〇 〇 〇 本町4-8-30

介護⽼⼈保健施設やすらぎ 介護⽼⼈保健施設 〇 市場3-3-1

オレンジガーデン 軽費⽼⼈ホーム 〇 芝山7-41-3

障害者福祉作業所ＷＡＶＥ 心身障害者福祉作業所 〇 〇 〇 〇 南本町8-25 ラックス船橋

さかいリハきっずくらぶ・宮本 児童発達支援 〇 〇 〇 宮本4-3-16 ビラビスタ大神宮1階

コペルプラス⻄船橋教室 児童発達支援 〇 〇 〇 〇 山野町88-1 ⻄船協和ビル1階

船橋市⻄簡易マザーズホーム 児童発達支援 〇 〇 〇 海神町2-264-5

虹の教室 児童発達支援 〇 米ケ崎町651-1

船橋市こども発達相談センター
ひまわり親子教室

児童発達支援 〇 〇 〇 本郷町457-1 ⻄部消防保健センター5階

ジョブサキッズ 船橋教室 児童発達支援 〇 〇 本町5-2-15 松寿ビル1階

コペルプラス 船橋教室 児童発達支援 〇 〇 本町6-1-12 サクセスビル5階

つむぎ園ふなばし 児童発達支援 〇 宮本8-30-15

グリーンベア アルファ 児童発達支援 〇 〇 本町6-4-15 グリーンエステイトビル101号室

こどもプラス原木中山教室  児童発達支援・放課後等デイサービス 〇 〇 〇 〇 本中山7-8-15 サンハイム原木中山102号

⾳楽療育特化型どれみあーと倶楽部
タッチ船橋校

 児童発達支援・放課後等デイサービス 〇 〇 〇 日の出2-1-7

ハビー⻄船橋教室  児童発達支援・放課後等デイサービス 〇 〇 〇 〇 葛飾町2-343 中沢ビル2階

ノビルキッズ船橋浜町校 児童発達支援・放課後等デイサービス 〇 〇 〇 〇 浜町1-32-12 レイグランジュ101

AIAI PLUS 船橋駅北⼝ 児童発達支援・放課後等デイサービス 〇 〇 本町7-5-14 セイコービル3F

kiitos!  児童発達支援・放課後等デイサービス・日中一時支援 〇 前貝塚町1007-6

kiitos!なかにわ  児童発達支援・放課後等デイサービス・日中一時支援 〇 前貝塚町425-5

ウェルビー⻄船橋駅前センター 就労移⾏支援 〇 〇 〇 〇 印内町603-1 田中ビル301Ａ

アクセスジョブ⻄船橋 就労移⾏支援 〇 〇 〇 葛飾町2-380-2 ヤマゲンビル302

LITALICOワークス⻄船橋 就労移⾏支援 〇 〇 〇 本郷町475-1 石井ビル4階

ディーキャリア船橋オフィス 就労移⾏支援 〇 〇 〇 本町2-2-7 船橋本町プラザビル3階12

ジョブサ船橋アドバンス 就労移⾏支援 〇 〇 〇 本町2-2-7 船橋本町プラザビル6階-21A号室

atGPジョブトレIT・Web船橋 就労移⾏支援 〇 〇 〇 〇 本町3-32-20 東信船橋ビル2階A号室

就労移⾏支援事業所リンクス船橋 就労移⾏支援 〇 〇 〇 本町3-33-13 フォートリス船橋7F

ロクマル ジョブサ船橋 就労移⾏支援 〇 〇 本町6-2-18 田麻和ビル2階

manaby船橋駅前事業所 就労移⾏支援 〇 〇 本町6-4-20 平和ビル202

Cocorport船橋駅前Office 就労移⾏支援 〇 〇 本町6-6-4 船橋北⼝スクエアビル3階

休職・復職支援 リカバリーらぼ
自分らしさ

就労移⾏支援 〇 〇 〇 〇 湊町2-11-3 AS湊町ビル501、503室

DAYJOB⻄船橋 就労移⾏支援 〇 ⻄船4-21-1 デイジイファーストビル301号室

ディーキャリア船橋第二オフィス 就労移⾏支援 〇 本町1-10-8 ヤマキチ館2階210号室

スマイルハート船橋 就労移⾏支援 〇 〇 〇 本町3-33-13 フォートリス船橋4F

ハートフルNKC船橋 就労移⾏支援 〇 〇 本町6-21-16 日本企画株式会社ビル4階

Cocorport船橋Office 就労移⾏支援 〇 本町2-1-1 船橋スクエア21ビル4F

AILE 就労継続支援A型・B型 〇 〇 〇 〇 本中山4-2-5

スカイ⻄船橋 就労継続支援A型 〇 〇 〇 〇 印内町599-3 サンライズビル202号

パレット⻄船橋 就労継続支援A型 〇 〇 〇 〇 葛飾町2-341-3 サミットビル5階

ＥＯＳファーム船橋 就労継続支援A型 〇 〇 〇 〇 葛飾町2-341-3 サミットビル4階

障がい福祉サービス事業所
こんぽーる

就労継続支援Ｂ型 〇 〇 宮本2-4-6 トレゾア船橋201

陽だまり市場 就労継続支援Ｂ型 〇 〇 市場1-8-1

⻄船橋ワークショップ 就労継続支援Ｂ型 〇 〇 〇 本郷町439-2 グランデュール本郷

ラプエ 就労継続支援Ｂ型 〇 〇 〇 本中山2-22-15

ワークアイ・船橋 就労継続支援Ｂ型 〇 〇 〇 本中山3-21-5

ワークアイ・船橋
(ワークアイ・船橋)

就労継続支援Ｂ型 〇 〇 〇 本中山3-22-22 ATビル
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施設名 種別 江⼾川 利根川 真間川 海⽼川 高崎川
その他
河川

高潮 住所

ワークアイ・ジョブサポート 就労継続支援Ｂ型 〇 〇 〇 本中山3-22-1 STハイツビルⅡ

casaみなと 就労継続支援Ｂ型 〇 〇 〇 〇 湊町2-1-5 Ｍ2ビル101Ｒ

さざんかクラブ 就労継続支援Ｂ型 〇 〇 本中山2-15-10 2F

アイル 生活介護 〇 〇 宮本6-2-27

ベルサポ 生活介護・就労継続支援B型 〇 〇 本町3-6-3 小島ビル2階、3階301

コン 生活介護・自⽴訓練（生活訓練） 〇 〇 〇 本中山2-22-15

ひなたぼっこ 地域活動支援センター 〇 〇 〇 本町4-31-23

ミモザ⻄船橋 認知症対応型共同生活介護 〇 〇 〇 〇 海神町南1-735-1

コンフォートフィオーレ船橋宮本 認知症対応型共同生活介護 〇 〇 〇 宮本1-2-15

愛の家グループホーム船橋二子 認知症対応型共同生活介護 〇 〇 〇 二子町629-2

コンフォートフィオーレ船橋 認知症対応型共同生活介護 〇 〇 栄町1-6-24

グループホームゆう希苑つかだ 認知症対応型共同生活介護 〇 前貝塚町444-1

グループホームアスカみずきⅠ 認知症対応型共同生活介護 〇 飯山満町1-206

グループホームアスカみずきⅡ 認知症対応型共同生活介護 〇 飯山満町1-206

セントケアホーム夏⾒ 認知症対応型共同生活介護 〇 夏⾒5-6-9

ライブラリ船橋 認知症対応型共同生活介護 〇 〇 本町5-19 海⽼川マンション1・2F

セントケア夏⾒ 小規模多機能型居宅介護 〇 夏⾒5-6-9

スタジオplus+船橋教室 放課後等デイサービス 〇 〇 宮本1-21-8 ウイン船橋103・104

放課後等デイサービスもこもこ 放課後等デイサービス 〇 〇 〇 宮本4-19-10

ふぉーすまいる原木中山教室 放課後等デイサービス 〇 〇 〇 〇 本中山6-10-6

ジョブサＵ１８船橋南⼝教室 放課後等デイサービス 〇 〇 〇 本町2-2-7 船橋本町プラザビル6階-21B号室

ジョブサＵ１８船橋北⼝教室 放課後等デイサービス 〇 〇 本町6-3-9 時田ビル5階

放課後デイサービスすりーはあと
東船橋教室

放課後等デイサービス 〇 宮本8-39-12ドエル花輪1F

ここち船橋夏⾒ 有料⽼⼈ホーム 〇 〇 夏⾒1-17-27

イリーゼ船橋はさま 有料⽼⼈ホーム 〇 芝山3-12-5

イリーゼ船橋塚田・新館 有料⽼⼈ホーム 〇 前貝塚町509-5

マルミ 南本町つつじの郷 有料⽼⼈ホーム 〇 〇 〇 〇 南本町21-21

ブレスト船橋壱番館 有料⽼⼈ホーム 〇 〇 〇 〇 南本町6-15

グリーンライフ船橋 有料⽼⼈ホーム 〇 〇 〇 本郷町618-1

ベストライフ船橋⻄ 有料⽼⼈ホーム 〇 〇 〇 本郷町713

ライフコミューン下総中山 有料⽼⼈ホーム 〇 〇 〇 本中山3-2-3

大笑いのいえ下総中山 有料⽼⼈ホーム 〇 〇 〇 〇 本中山4-25-3

ココファン原木中山 有料⽼⼈ホーム 〇 〇 〇 〇 本中山7-20-7

クリード船橋本町 有料⽼⼈ホーム 〇 〇 〇 〇 本町2-19-16

リアンレーヴ東船橋 有料⽼⼈ホーム 〇 〇 宮本4-12-39

サービス付き高齢者向け住宅ファミリア 有料⽼⼈ホーム 〇 前貝塚町1008-1

オウカス船橋 有料⽼⼈ホーム 〇 〇 北本町1-16-56

 介護付き有料⽼⼈ホームきゃろっと 有料⽼⼈ホーム 〇 〇 〇 本町4-8-30

ベストライフ船橋東 有料⽼⼈ホーム 〇 ⻄船4-30-2

ベストライフ船橋南 有料⽼⼈ホーム 〇 ⻄船4-30-17

有料⽼⼈ホームカイト本中山 有料⽼⼈ホーム 〇 〇 本中山2-2-4

ＰＤハウス船橋 有料⽼⼈ホーム 〇 〇 〇 二子町561

ココファン⻄船橋 有料⽼⼈ホーム・通所介護 〇 〇 〇 二子町610

セントケア看護小規模船橋 看護小規模多機能型居宅介護 〇 北本町1-10-15

船橋市南⽼⼈福祉センター ⽼⼈福祉センター（A型） 〇 〇 〇 湊町1-11-19

南本町子育て支援センター内⽼⼈憩の家 ⽼⼈憩の家 〇 〇 〇 〇 南本町10-1

浜町公⺠館内⽼⼈憩の家 ⽼⼈憩の家 〇 〇 〇 浜町2-1-15

海神児童ホーム内⽼⼈憩の家 ⽼⼈憩の家 〇   〇 〇 海神町2-264-5

⻄船児童ホーム内⽼⼈憩の家 ⽼⼈憩の家 〇 〇 〇 本郷町５５４

若松児童ホーム内⽼⼈憩の家 ⽼⼈憩の家 〇 〇 若松2-3-6

⻄船橋出張所内⽼⼈憩の家 ⽼⼈憩の家 〇 ⻄船4-17-3

海神第二保育園隣⽼⼈憩の家 ⽼⼈憩の家 〇 本町1-23-7

本中山児童ホーム内⽼⼈憩の家 ⽼⼈憩の家 〇 本中山1-6-6

⽼⼈憩の家(宮本8） ⽼⼈憩の家 〇 宮本8-38-11

トータルリハセンター船橋 地域密着型通所介護 〇 〇 夏⾒1-10-30 高森ビル101

ステップぱーとなー船橋馬込沢 地域密着型通所介護 〇 丸山1-52-9

レコードブック船橋宮本 地域密着型通所介護 〇 〇 〇 宮本2-12-14 クリオ船橋伍番館0101号室

だんらんの家ふなばし市場 地域密着型通所介護 〇 〇 市場3-8-6

ＬｉｓｐｏＧｙｍコトニア⻄船橋店 地域密着型通所介護 〇 〇 〇 東中山1-19-13 コトニア⻄船橋

南浜デイサービスセンター 地域密着型通所介護 〇 〇 〇 〇 南本町6-2

栗の木リハビリクラブ 地域密着型通所介護 〇 〇 〇 本郷町526-1 秋元コーポ1階

トータルリハセンター下総中山 地域密着型通所介護 〇 〇 〇 本中山3-22-22 ATビル101
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施設名 種別 江⼾川 利根川 真間川 海⽼川 高崎川
その他
河川

高潮 住所

ポピンズ京葉デイサービスなかやま 地域密着型通所介護 〇 〇 〇 〇 本中山4-8-6

元気サポートにこにこ船橋湊 地域密着型通所介護 〇 〇 〇 〇 湊町1-14-19 1階

双葉ハート栄町 地域密着型通所介護 〇 〇 栄町1-6-14

ファミリアデイサービスセンター 地域密着型通所介護 〇 前貝塚町1008-1

デイサービス星に願いを 地域密着型通所介護 〇 〇 〇 〇 本町2-4-4 パークスハウス101

医療法⼈社団健恒会東海神デイサービス 地域密着型通所介護 〇 〇 本町7-22-21

デイサービス森のめぐみ 地域密着型通所介護 〇 〇 〇 ⻄船1-22-17

ケアパートナー船橋 通所介護 〇 〇 〇 〇 海神町南1-1641

 機能訓練型デイサービスえがおリハ本中山 通所介護 〇 〇 〇 本中山3-2-5 下総中山グランドハイツ1階

船橋市南⽼⼈デイサービスセンター 通所介護 〇 〇 〇 湊町1-11-19

東電さわやかデイサービス中山 通所介護 〇 〇 〇 本中山2-10-1 ミレニティ中山4階

リハプライド船橋丸山事業所 通所介護 〇 丸山2-43-10

ツクイ新船橋 通所介護 〇 〇 北本町1-16-56

おあしすトレーニング・センター船橋 通所介護 〇 〇 本町7-13-8

ウイング船橋デイサービス 通所介護 〇 〇 〇 〇 湊町2-12-25

デイサービスソラスト⻄船橋 通所介護 〇 ⻄船1-24-1エクセル⻘山1F

ツクイ海神 通所介護 〇 〇 海神6-25-18

セントケア大神宮下 認知症対応型通所介護 〇 〇 〇 宮本1-23-20

マイン船橋ＢⅠ（ハーモニー） 共同生活援助 〇 〇 〇 宮本3-2-33 マイン船橋B棟1階

マイン2(ハーモニー) 共同生活援助 〇 〇 〇 宮本3-2-33 マイン船橋B棟2階

おり家（ＤＤホームズ） 共同生活援助 〇 前貝塚町408-1

すずらん（のまのまホームズ） 共同生活援助 〇 ⻄習志野1-50-1

グループホーム ドリームハウス南本町
（グループホーム ドリームハウス）

共同生活援助 〇 〇 〇 〇 南本町29-17

はれ１(はれ) 共同生活援助・短期入所 〇 〇 本中山2-2-4

グループホーム ドリームハウス海神
（グループホーム ドリームハウス）

共同生活援助 〇 海神1-9-11

飯山満ユニット(わおん障がい者
グループホーム東船橋）

共同生活援助 〇 飯山満町3-1917-11

Epoh.Life 自⽴訓練（生活訓練） 〇 〇 本町3-6-14

リワークセンター船橋 自⽴訓練（生活訓練） 〇 〇 本町7-5-4 ユニマット船橋駅前ビル6階

船橋放課後ルーム 放課後児童健全育成事業実施施設 〇 〇 本町4-17-20（船橋小学校内）

湊町放課後ルーム 放課後児童健全育成事業実施施設 〇 〇 〇 〇 湊町1-16-5（湊町小学校内）

南本町放課後ルーム 放課後児童健全育成事業実施施設 〇 〇 栄町1-7-1（南本町小学校内）

市場放課後ルーム 放課後児童健全育成事業実施施設 〇 〇 市場1-5-1（市場小学校内）

海神南放課後ルーム 放課後児童健全育成事業実施施設 〇 〇 〇 〇 海神町南1-1510（海神南小学校内）

小栗原放課後ルーム 放課後児童健全育成事業実施施設 〇 〇 〇 本中山3-16-12（小栗原小学校内）

芝山東放課後ルーム 放課後児童健全育成事業実施施設 〇 芝山3-19-1（芝山東小学校内）

若松放課後ルーム 放課後児童健全育成事業実施施設 〇 〇 若松3-2-3（若松小学校内）

海神放課後ルーム 放課後児童健全育成事業実施施設 〇 海神2-6-5（海神小学校内）

アフタースクール（中山教室） 放課後児童健全育成事業実施施設 〇 〇 〇 〇 本中山4-11-6 朝日新聞ビル３階

アフタースクール（中山第二教室） 放課後児童健全育成事業実施施設 〇 〇 〇 本中山3-7-19 ジュンハピネス1-2階

アフタースクール 武学塾 放課後児童健全育成事業実施施設 〇 〇 本町6-3-20 ベルヴィル船橋本町2階

海神児童ホーム 児童センター 〇 〇 〇 海神町2-264-5

⻄船児童ホーム 児童センター 〇 〇 〇 本郷町554

若松児童ホーム 児童センター 〇 〇 若松2-3-6

本中山児童ホーム 児童センター 〇 本中山1-6-6

（２）⼟砂法※第8条第4項に規定する要配慮者利⽤施設
施設名 種別 住所

船橋ふくしの家 地域活動支援センター 夏⾒5-22-2

※⼟砂災害警戒区域等における⼟砂災害防⽌対策の推進に関する法律

（３）⽔防法第１５条第３項に規定する地下街等

施設名 種別 江⼾川 利根川 真間川 海⽼川 高崎川 その他
河川

高潮 住所

船橋フェイスビル船橋駅南⼝
地下通路・駐⾞場

地下施設・⽴体駐⾞場
（地下入出庫）

〇 〇 本町1-3-1

東武百貨店船橋店 百貨店 〇 〇 本町7-1-1

船橋北⼝駐⾞場
⽴体駐⾞場
（地下入出庫）

〇 〇 本町7-2-1

船橋ツインビル（イトーヨーカドー）
地下駐⾞場

⽴体駐⾞場
（地下入出庫）

〇 〇 本町7-6-1

レランドショッピングセンター スーパーマーケット 〇 藤原7-2-2

⼟砂災害警戒区域等

○

※『その他河川』とは、印旛放⽔路及び勝田川、菊田川、高⾕川、富ヶ沢川、高瀬川、法目川、秣川、⾕津川を指します。各河川の詳しい浸⽔想定区域に関しては、ふなばし生き生きふれあいマップを
 ご覧ください
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施設名 種別 江⼾川 利根川 真間川 海⽼川 高崎川
その他
河川

高潮 住所

船橋市役所 地下食堂・売店等 〇 〇 〇 〇 湊町2-10-25
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種別
会⻑

1号委員
1号委員
1号委員
1号委員
2号委員
3号委員
3号委員
3号委員
3号委員
4号委員
4号委員
5号委員
5号委員
5号委員
5号委員
5号委員
5号委員
5号委員
5号委員
5号委員
6号委員
7号委員
7号委員
8号委員
8号委員
8号委員
8号委員
8号委員
8号委員
8号委員
8号委員
8号委員
9号委員
9号委員
10号委員
10号委員
10号委員
10号委員
10号委員
10号委員
10号委員
10号委員
10号委員

資料20 船橋市防災会議委員の構成

（令和3年11⽉22⽇現在）
所属 職名

船橋市 市⻑
関東農政局千葉県拠点 地⽅参事官
国⼟交通省千葉国道事務所 船橋出張所⻑
第三管区海上保安本部千葉海上保安部 千葉海上保安部⻑
銚⼦地⽅気象台 台⻑
陸上自衛隊第１空挺団 第１普通科大隊⻑
千葉県葛南地域振興事務所 所⻑
千葉県葛南⼟⽊事務所 所⻑
千葉県葛南港湾事務所 所⻑
千葉県企業局船橋⽔道事務所 所⻑
千葉県船橋警察署 署⻑
千葉県船橋東警察署 署⻑
船橋市 副市⻑
船橋市 副市⻑
船橋市 建設局⻑
船橋市 健康福祉局⻑
船橋市 病院事業管理者
船橋市 保健所⻑
船橋市 総務部⻑
船橋市 市⻑公室⻑
船橋市 危機管理監
船橋市教育委員会 教育⻑
船橋市 消防局⻑
船橋市消防団 消防団⻑
東日本旅客鉄道株式会社 船橋駅⻑
京成電鉄株式会社 京成船橋駅⻑
東武鉄道株式会社 東武船橋駅⻑
新京成電鉄株式会社 新津⽥沼駅⻑
東葉⾼速鉄道株式会社 運輸施設部北習志野駅⻑
東日本電信電話株式会社千葉事業部 千葉⻄⽀店⻑
東京電⼒パワーグリッド株式会社 京葉⽀社⻑
京葉ガス株式会社 供給企画部災害対策室⻑
日本通運株式会社 船橋⽀店⻑
船橋市自治会連合協議会 防災部会⻑
船橋ＳＬネットワーク 代表
社会福祉法⼈船橋市社会福祉協議会 会⻑
船橋市自治会連合協議会 会⻑
一般社団法⼈船橋市医師会 会⻑
公益社団法⼈船橋⻭科医師会 会⻑
一般社団法⼈船橋薬剤師会 会⻑

船橋市消防団 本部員分団⻑

千葉県柔道整復師会船橋・鎌ヶ⾕⽀部 ⽀部⻑
公益社団法⼈千葉県看護協会 船橋地区部会員
船橋市赤十字奉仕団 委員⻑
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震度速報 ・震度３以上 地震発⽣約１分半後に、震度３以上を観測した地域名（全国を
188地域に区分）と地震の揺れの検知時刻を速報。

資料21 地震・津波情報等の種類

 地震情報

種類 発表基準 内容

震源に関する情報
・震度３以上
(津波警報または注意報を発表した場合は
発表しない)

「津波の⼼配がない」または「若⼲の海⾯変動があるかもしれないが被
害の⼼配はない」旨を付加して、地震の発⽣場所（震源）やその規
模（マグニチュード）を発表。

震源・震度に関する情報

以下のいずれかを満たした場合
・震度３以上
・津波警報・注意報発表または若⼲の海⾯
変動が予想される場合
・緊急地震速報（警報）を発表した場合

地震の発⽣場所（震源）やその規模（マグニチュード）、震度３以
上の地域名と市町村毎の観測した震度を発表。
震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入⼿していない地点があ
る場合は、その市町村名を発表。

各地の震度に関する情
報 ・震度１以上

震度１以上を観測した地点のほか、地震の発⽣場所（震源）やそ
の規模（マグニチュード）を発表。
震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入⼿していない地点があ
る場合は、その地点名を発表。
※ 地震が多数発⽣した場合には、震度３以上の地震についてのみ
発表し、震度２以下の地震については、その発⽣回数を「その他の情
報（地震回数に関する情報）」で発表します。

遠地地震に関する情報

国外で発⽣した地震について以下のいずれ
かを満たした場合等
・マグニチュード7.0以上
・都市部など著しい被害が発⽣する可能性
がある地域で規模の大きな地震を観測した
場合

地震の発⽣時刻、発⽣場所（震源）やその規模（マグニチュード）
を概ね30分以内に発表。
日本や国外への津波の影響に関しても記述して発表。

その他の情報 ・顕著な地震の震源要素を更新した場合や
地震が多発した場合など

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多発した場合の震
度１以上を観測した地震回数情報等を発表。

推計震度分布図 ・震度５弱以上 観測した各地の震度データをもとに、１km四⽅ごとに推計した震度
（震度４以上）を図情報として発表。

⻑周期地震動に関する
観測情報 ・震度３以上

⾼層ビル内での被害の発⽣可能性等について、地震の発⽣場所
（震源）やその規模（マグニチュード）、地域ごと及び地点ごとの⻑
周期地震動階級等を発表（地震発⽣から約20〜30分後に気象
庁ホームページ上に掲載）。
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巨大地震
の場合の

発表

⾼い

（表記しない）

 津波警報・注意報の種類

種類 発表基準

発表される津波の⾼さ

想定される被害と取るべき⾏動数値での発表
（津波の⾼さ予想の区

分）

大津波警報
予想される津波の⾼さ
が⾼いところで３ｍを超
える場合。

１０ｍ超
(10ｍ＜予想⾼さ)

巨大

⽊造家屋が全壊・流失し、⼈は津波による流れに
巻き込まれます。
沿岸部や川沿いにいる⼈は、ただちに⾼台や避難
ビルなど安全な場所へ避難してください。

１０ｍ
(5ｍ＜予想⾼さ≦10ｍ)

５ｍ
(3ｍ＜予想⾼さ≦5ｍ)

各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報 主な地点の満潮時刻・津波の到達予想時刻を発表します。

津波警報
予想される津波の⾼さ
が⾼いところで１ｍを超
え、３ｍ以下の場合。

３ｍ
(1ｍ＜予想⾼さ≦3ｍ)

標⾼の低いところでは津波が襲い、浸⽔被害が発
⽣します。⼈は津波による流れに巻き込まれます。
沿岸部や川沿いにいる⼈は、ただちに⾼台や避難
ビルなど安全な場所へ避難してください。

津波注意報

予想される津波の⾼さ
が⾼いところで０．２
ｍ以上、１ｍ以下の
場合であって、津波によ
る災害のおそれがある場
合。

１ｍ
(0.2ｍ≦予想⾼さ≦1

ｍ)

海の中では⼈は速い流れに巻き込まれ、また、養殖
いかだが流失し小型船舶が転覆します。
海の中にいる⼈はただちに海から上がって、海岸から
離れてください。

 津波情報の種類

種類 内容

津波到達予想時刻・予想される津波の⾼さに関する情
報

各津波予報区の津波の到達予想時刻※や予想される津波の⾼さ（発表内容は
津波警報・注意報の種類の表に記載）を発表します。
※　この情報で発表される到達予想時刻は、各津波予報区でもっとも早く津波が
到達する時刻です。場所によっては、この時刻よりも１時間以上遅れて津波が襲っ
てくることもあります。

0.2ｍ未満の海⾯変動が予想されたとき ⾼いところでも0.2ｍ未満の海⾯変動のため被害の⼼配はなく、特段の防災対応
の必要がない旨を発表します。

津波注意報解除後も海⾯変動が継続するとき
津波に伴う海⾯変動が観測されており、今後も継続する可能性が⾼いため、海に
入っての作業や釣り、海⽔浴などに際しては十分な留意が必要である旨を発表しま
す。

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や⾼さを発表します。

沖合の津波観測に関する情報 沖合で観測した津波の時刻や⾼さ、及び沖合の観測値から推定される沿岸での津
波の到達時刻や⾼さを津波予報区単位で発表します。

 津波予報

発表される場合 内容
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計測
震度

震度
階級

0.5
未満 0

1.5
未満 1

2.5
未満 2

3.5
未満 3

4.5
未満 4

5
未満 5弱

5.5
未満 5強

6
未満 6弱

6.5
未満 6強

6.5
以上 7

資料22 気象庁震度階級解説表資料

（気象庁資料より抜粋）

人の体感・⾏動 屋内の状況 屋外の状況 木造建物（住宅）

⼈は揺れを感じないが、地震計
には記録される。 ― ― ―

屋内で静かにしている⼈の中に
は、揺れをわずかに感じる⼈が
いる。

― ― ―

屋内で静かにしている⼈の大半
が、揺れを感じる。眠っている⼈
の中には、目を覚ます⼈もいる｡

電灯などのつり下げ物が、わずかに
揺れる。 ― ―

屋内にいる⼈のほとんどが、揺れ
を感じる。歩いている⼈の中に
は、揺れを感じる⼈もいる。眠っ
ている⼈の大半が、目を覚ま
す。

棚にある⾷器類が⾳を⽴てることが
ある。 電線が少し揺れる。 ―

ほとんどの⼈が驚く。歩いている
⼈のほとんどが、揺れを感じる。
眠っている⼈のほとんどが、目を
覚ます。

電灯などのつり下げ物は大きく揺れ､
棚にある⾷器類は⾳を⽴てる。座り
の悪い置物が、倒れることがある。

電線が大きく揺れる。自
動⾞を運転していて、
揺れに気付く⼈がいる。

―

大半の⼈が、恐怖を覚え、物に
つかまりたいと感じる。

電灯などのつり下げ物は激しく揺れ､
棚にある⾷器類、書棚の本が落ち
ることがある。座りの悪い置物の大
半が倒れる。固定していない家具が
移動することがあり、不安定なもの
は倒れることがある。

まれに窓ガラスが割れて
落ちることがある。電柱
が揺れるのがわかる。道
路に被害が⽣じることが
ある｡

耐震性が低い住宅では、壁などに軽微なひ
び割れ・⻲裂がみられることがある。

大半の⼈が、物につかまらないと
歩くことが難しいなど、⾏動に⽀
障を感じる。

棚にある⾷器類や書棚の本で、落
ちるものが多くなる。テレビが台から
落ちることがある。固定していない家
具が倒れることがある。

窓ガラスが割れて落ちる
ことがある。補強されて
いないブロック塀が崩れ
ることがある。据付けが
不十分な自動販売機
が倒れることがある。自
動⾞の運転が困難とな
り、停⽌する⾞もある。

耐震性が低い住宅では、壁などにひび割
れ・⻲裂がみられることがある。

⽴っていることが困難になる。
固定していない家具の大半が移動
し、倒れるものもある｡ドアが開かなく
なることがある｡

壁のタイルや窓ガラスが
破損、落下することがあ
る。

耐震性が低い住宅では、さらに壁などに大
きなひび割れ・⻲裂が入ることがある。
⽡が落下したり、建物が傾いたりすることが
ある。倒れるものもある。
耐震性が⾼い住宅でも、壁などに軽微なひ
び割れ・⻲裂がみられることがある。

⽴っていることができず、はわな
いと動くことができない。揺れにほ
んろうされ、動くこともできず、飛
ばされることもある。

固定していない家具のほとんどが移
動し、倒れるものが多くなる。

壁のタイルや窓ガラスが
破損、落下する建物が
多くなる。補強されてい
ないブロック塀のほとんど
が崩れる。

耐震性が低い住宅では、壁などに大きなひ
び割れ・⻲裂が入るものが多くなる。
傾くものや、倒れるものが多くなる。
耐震性が⾼い住宅でも、壁などにひび割
れ・⻲裂がみられることがある。

固定していない家具のほとんどが移
動したり倒れたりし、飛ぶこともある｡

壁のタイルや窓ガラスが
破損､落下する建物が
さらに多くなる。補強さ
れているブロック塀も破
損するものがある。

耐震性が低い住宅では、傾くものや、倒れ
るものがさらに多くなる。
耐震性が⾼い住宅でも、壁などのひび割
れ・⻲裂が多くなる。まれに傾くことがある。
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計測
震度

震度
階級

0.5
未満 0

1.5
未満 1

2.5
未満 2

3.5
未満 3

4.5
未満 4

5
未満 5弱

5.5
未満 5強

6
未満 6弱

6.5
未満 6強

6.5
以上 7

※1
※2

※3

― ― ―

（気象庁資料より抜粋）

鉄筋コンクリート造建物 地盤の状況 斜⾯等の状況 ライフライン等

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

鉄道の停⽌、⾼速道路の規制等︓安全
確認のため、運転⾒合わせ、速度規制、
通⾏規制が、各事業者の判断によって⾏
われる。

―
⻲裂※1や液状化※
2が⽣じることがある。

落石やがけ崩れが発⽣
することがある。

ガス供給の停⽌︓安全装置のあるガスメー
ターでは遮断装置が作動し、ガスの供給を
停⽌する。さらに揺れが強い場合には、安
全のため地域ブロック単位でガス供給が⽌
まることがある。
断⽔、停電の発⽣︓断⽔、停電が発⽣す
ることがある。
エレベーターの停⽌︓地震管制装置付き
のエレベーターは、安全のため自動停⽌す
る。運転再開には、安全確認などのため、
時間がかかることがある。

耐震性が低い住宅では、壁、梁（はり）、
柱などの部材に、ひび割れ・⻲裂が入ることが
ある。

耐震性が低い住宅では、壁、梁（はり）、
柱などの部材に、ひび割れ・⻲裂が多くなる。
耐震性が⾼い住宅でも、壁、梁（はり）、柱
などの部材に、ひび割れ・⻲裂が入ることがあ
る。

地割れが⽣じることが
ある。

がけ崩れや地すべりが発
⽣することがある。

電話等通信の障害︓地震災害の発⽣
時、揺れの強い地域やその周辺の地域に
おいて、電話・インターネット等による安否確
認、⾒舞い、問合せが増加し、電話等がつ
ながりにくい状況（ふくそう）が起こることが
ある。
対策として、震度６弱程度以上の揺れが
あった地震などの災害の発⽣時に、通信事
業者により災害⽤伝言ダイヤルや災害⽤
伝言板などの提供が⾏われる。

耐震性が低い住宅では、壁、梁（はり）、
柱などの部材に、斜めや X状のひび割れ・⻲
裂がみられることがある。
１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるもの
がある。
耐震性が⾼い住宅では、壁、梁（はり）、
柱などの部材に、ひび割れ・⻲裂が多くなる。

大きな地割れが⽣じる
ことがある。

がけ崩れが多発し、大
規模な地すべりや山体
の崩壊が発⽣することが
ある※3。

震度６強程度以上の揺れとなる地震が
あった場合には、広い地域で、ガス、⽔道、
電気の供給が停⽌することがある。

耐震性が低い住宅では、壁、梁（はり）、
柱などの部材に、斜めや X状のひび割れ・⻲
裂が多くなる。
１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるもの
が多くなる。
耐震性が⾼い住宅では、壁、梁（はり）、
柱などの部材に、ひび割れ・⻲裂がさらに多く
なる。
1階あるいは中間階が変形し、まれに傾くもの
がある。

⻲裂は、地割れと同じ現象であるが、ここでは規模の小さい地割れを⻲裂として表記している
地下⽔位が高い、ゆるい砂地盤では、液状化が発生することがある。液状化が進⾏すると、地⾯からの泥⽔の噴出や地盤沈下が起こり、
堤防や岸壁が壊れる、下⽔管やマンホールが浮き上がる、建物の⼟台が傾いたり壊れたりするなどの被害が発生することがある
大規模な地すべりや山体の崩壊等が発生した場合、地形等によっては天然ダムが形成されることがある。
また、大量の崩壊⼟砂が⼟石流化することもある
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府県予報区

千葉県

陸上

海上

陸上

海上

陸上

海上

陸上

海上

陸上

海上

大雨警報（⼟砂災害） ⼟壌雨量指数基準 127

資料23 気象警報・注意報・情報の種類と発表基準

銚⼦地方気象台

船橋市
⼀次細分区域 市町村をまとめた地域

北⻄部 東葛飾

種類 発表基準

大雨警報（浸⽔害） 表⾯雨量指数基準 19

洪⽔警報

流域雨量指数基準 海⽼川流域=13.8 桑納川流域=8.8 真間川流域=21.4 ⼆和川流域=6.6

複合基準　※ 海⽼川流域=（8,7.4） 真間川流域=（8,17.1）

指定河川洪⽔予報による基準 江⼾川[野⽥]

暴風警報 平均風速
20m/s

25m/s

暴風雪警報 平均風速
20m/s　雪を伴う

25m/s　雪を伴う

大雪警報 降雪の深さ 12時間降雪の深さ10cm

波浪警報 有義波⾼ 3.0m

⾼潮警報 潮位 3.9m

大雨注意報
表⾯雨量指数基準 10

⼟壌雨量指数基準 105

洪⽔注意報

流域雨量指数基準 海⽼川流域=11 桑納川流域=7 真間川流域=17.1 ⼆和川流域=5.2

複合基準　※ 海⽼川流域=（5,6.7）真間川流域=（5,15.4）⼆和川流域=（5,5.1）

指定河川洪⽔予報による基準 ー

強風注意報 平均風速
13m/s

13m/s

風雪注意報 平均風速
13m/s　雪を伴う

13m/s　雪を伴う

融雪注意報

大雪注意報 降雪の深さ 12時間降雪の深さ5cm

波浪注意報 有義波⾼ 1.5m

⾼潮注意報 潮位 1.8m

雷注意報 落雷等により被害が予想される場合

濃霧注意報 視程
100ｍ

500ｍ

乾燥注意報 最少湿度30%で、実効湿度60%

※　表⾯雨量指数、流域雨量指数の組み合わせによる基準値を表しています。

なだれ注意報

低温注意報 　　夏季（最低気温）︓銚⼦地⽅気象台で16℃以下の日が2日以上継続
　　冬季（最低気温）︓銚⼦地⽅気象台で-3℃以下、千葉特別地域気象観測所で-5℃以下

霜注意報 4月1日〜5月31日　最低気温4℃以下

着氷・着雪注意報 著しい着氷（雪）が予想される場合

記録的短時間大雨情報 1時間雨量 100mm
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種類

待機

準備

出動

警戒

解除

資料24 ⽔防警報の種類、内容及び発表基準

（千葉県⽔防計画書より）

内容 発表基準

１．出⽔あるいは⽔位の再上昇等が予想される場合に、状況に
　　応じて直ちに⽔防機関が出動できるように待機する必要がある
　　旨を警告するもの。
２．⽔防機関の出動期間が⻑引くような場合に、出動⼈員を減
　　らしても差⽀えないが、⽔防活動をやめることはできない旨を警
　　告するもの。

　気象予・警報等及び河川状況により、特に必要と認め
るとき。

　⽔防活動を必要とする出⽔状況が解消した旨及び当該基準⽔
位観測所名による一連の⽔防警報を解除する旨を通告するもの。

　氾濫注意⽔位（警戒⽔位）以下に下降したとき。ま
たは、氾濫注意⽔位（警戒⽔位）以上であっても⽔
防作業を必要とする河川状況が解消したと認めるとき。

地震による堤防の漏⽔、沈下等の場合⼜は、津波の場合は、上記に準じて⽔防警報を発表する。

　⽔防に関する情報連絡、⽔防資器材の整備、⽔こう門機能等の
点検、通信及び輸送の確保等に努めるとともに、⽔防機関に出動
の準備をさせる必要がある旨を警告するもの。

　雨量、⽔位、流量その他の河川状況により必要と認め
るとき。

　⽔防機関が出動する必要がある旨を警告するもの

　○○川氾濫注意情報（洪⽔注意報）等により、氾
濫注意⽔位（警戒⽔位）を越えるおそれがあるとき、ま
たは⽔位、流量その他の河川状況により、必要と認める
とき。

　出⽔状況及びその河川状況を示し、警戒が必要である旨を警告
するとともに、⽔防活動上必要な堤防から⽔があふれる・漏⽔・堤
防斜⾯の崩れ・⻲裂等河川の状態を示し、その対応策を指示する
もの。

　○○川氾濫危険情報（洪⽔警報）等により、または
既に氾濫注意⽔位（警戒⽔位）を越え、災害のおこる
おそれがあるとき。
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１．⼟砂災害警戒区域等 （令和3年11⽉22⽇現在）

Ｎｏ 箇所番号 箇所名
⼟砂災害
警戒区域

⼟砂災害
特別警戒

区域

⼟木
事務所

告示⽇ 対象町丁名

1 Ⅰ-0111 藤崎3 〇 〇 千葉 令和元年5⽉31⽇ 三山1丁目
2 Ⅰ-0104 新栄1 〇 〇 千葉 令和2年3⽉24⽇ 三山9丁目
3 Ⅱ-7012 新栄2 〇 〇 千葉 令和2年3⽉24⽇ 三山9丁目
4 Ⅰ-2013 三山 〇 〇 葛南 令和3年2⽉16⽇ 三山2丁目
5 Ⅱ-0215 小室町2 〇 〇 葛南 令和3年2⽉16⽇ 小室町
6 Ⅱ-0216 小野田町1 〇 〇 葛南 令和3年2⽉16⽇ 小野田町
7 Ⅱ-0217 ⾞方町1 〇 〇 葛南 令和3年2⽉16⽇ ⾞方町
8 Ⅱ-0224 坪井町1 〇 〇 葛南 令和3年2⽉16⽇ 坪井町
9 Ⅱ-0225 旭町1 〇 〇 葛南 令和3年2⽉16⽇ 旭町1丁目

10 Ⅱ-0227 旭町3 〇 〇 葛南 令和3年2⽉16⽇ 旭町5・6丁目

11 Ⅱ-0228 ⾦杉1 〇 〇 葛南 令和3年2⽉16⽇ ⾦杉2丁目
12 Ⅱ-0230 ⾦杉3 〇 〇 葛南 令和3年2⽉16⽇ ⾦杉9丁目

13 Ⅱ-0231 ⾦杉4 〇 〇 葛南 令和3年2⽉16⽇ ⾦杉1・2丁目

14 Ⅱ-0232 ⾦杉5 〇 〇 葛南 令和3年2⽉16⽇ ⾦杉1丁目
15 Ⅱ-0235 ⾦杉7 〇 〇 葛南 令和3年2⽉16⽇ ⾦杉9丁目
16 Ⅱ-0236 高根町3 〇 〇 葛南 令和3年2⽉16⽇ 高根町
17 Ⅱ-0245 海神2 〇 〇 葛南 令和3年2⽉16⽇ 海神６丁目
18 Ⅱ-0247 宮本1 〇 〇 葛南 令和3年2⽉16⽇ 宮本６丁目
19 Ⅲ-1026 高根町1 〇 〇 葛南 令和3年2⽉16⽇ 高根町
20 Ⅲ-1027 米ヶ崎町2 〇 〇 葛南 令和3年2⽉16⽇ 米ヶ崎町 高根町
21 Ⅰ-2027 東道野辺2 〇 〇 東葛飾 令和3年3⽉5⽇ 丸山3・4丁目
22 Ⅰ-0144 大穴北５ 〇 〇 葛南 令和3年3⽉30⽇ 大穴北5丁目
23 Ⅰ-0146 飯山満町1 〇 〇 葛南 令和3年3⽉30⽇ 飯山満町2・3丁目
24 Ⅰ-0147 芝山1 〇 〇 葛南 令和3年3⽉30⽇ 芝山5丁目

25 Ⅰ-0148 芝山2 〇 〇 葛南 令和3年3⽉30⽇
芝山6・7丁目
⻄習志野1丁目

資料25 ⼟砂災害警戒区域等・急傾斜地崩壊危険区域⼀覧
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Ｎｏ 箇所番号 箇所名
⼟砂災害
警戒区域

⼟砂災害
特別警戒

区域

⼟木
事務所

告示⽇ 対象町丁名

26 Ⅰ-1274 飯山満町2 〇 〇 葛南 令和3年3⽉30⽇
飯山満町3丁目
⻄習志野3丁目

27 Ⅰ-1409 鈴身町1 〇 〇 葛南 令和3年3⽉30⽇ 鈴身町

28 Ⅱ-0218 ⾞方町2 〇 〇 葛南 令和3年3⽉30⽇ ⾞方町

29 Ⅱ-0221 大穴北2 〇 〇 葛南 令和3年3⽉30⽇ 大穴北5丁目

30 Ⅱ-0222 大穴北3 〇 〇 葛南 令和3年3⽉30⽇ 大穴北6丁目
31 Ⅱ-0237 芝山3 〇 〇 葛南 令和3年3⽉30⽇ 芝山5丁目

32 Ⅱ-0240 東町1 〇 〇 葛南 令和3年3⽉30⽇ 東町

33 Ⅱ-0241 駿河台2 〇 〇 葛南 令和3年3⽉30⽇ 駿河台２丁目
34 Ⅱ-0242 飯山満町4 〇 〇 葛南 令和3年3⽉30⽇ 飯山満町2丁目・3丁目

35 Ⅱ-0243 飯山満町5 〇 〇 葛南 令和3年3⽉30⽇ 飯山満町2丁目

36 Ⅱ-0244 芝山4 〇 〇 葛南 令和3年3⽉30⽇ 芝山7丁目

37 Ⅱ-7015 上山町3 〇 〇 葛南 令和3年3⽉30⽇ 上山町3丁目
38 Ⅱ-7017 飯山満町3 〇 〇 葛南 令和3年3⽉30⽇ 飯山満町2丁目・3丁目

39 Ⅲ-0018 旭町４ 〇 〇 葛南 令和3年3⽉30⽇ 旭町2丁目
40 Ⅰ-0143 馬込⻄１ 〇 葛南 令和3年3⽉30⽇ 馬込⻄2丁目
41 Ⅰ-030001 夏⾒6 〇 葛南 令和3年3⽉30⽇ 夏⾒5丁目

42 Ⅰ-2011 上山町2 〇 葛南 令和3年3⽉30⽇
上山町3丁目
旭町2丁目

43 Ⅰ-2063 駿河台1 〇 葛南 令和3年3⽉30⽇ 駿河台1丁目
44 Ⅰ-030002 夏⾒7 〇 〇 葛南 令和3年5⽉28⽇ 夏⾒5丁目
45 Ⅱ-0223 大穴北4 〇 〇 葛南 令和3年5⽉28⽇ 大穴北7丁目
46 Ⅱ-0233 高根町4 〇 〇 葛南 令和3年5⽉28⽇ 高根町
47 Ⅱ-0238 夏⾒4 〇 〇 葛南 令和3年5⽉28⽇ 夏⾒２丁目
48 Ⅱ-0239 夏⾒5 〇 〇 葛南 令和3年5⽉28⽇ 夏⾒２・5丁目
49 Ⅱ-0246 海神3 〇 〇 葛南 令和3年5⽉28⽇ 海神６丁目
50 Ⅱ-7016 高根町2 〇 〇 葛南 令和3年5⽉28⽇ 高根町
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Ｎｏ 箇所番号 箇所名
⼟砂災害
警戒区域

⼟砂災害
特別警戒

区域

⼟木
事務所

告示⽇ 対象町丁名

51 Ⅰ-1275 夏⾒2 〇 〇 葛南 令和3年5⽉28⽇ 夏⾒3丁目
52 Ⅱ-022K2200 ⾦杉6 〇 〇 葛南 令和3年11⽉9⽇ ⾦杉８丁目
53 Ⅰ-022K2201 東中山1 〇 〇 葛南 令和3年11⽉9⽇ 東中山2丁目

54 Ⅰ-022K2099 上山町1 〇 〇 葛南 令和3年11⽉9⽇
上山町3丁目
旭町2丁目

55 Ⅰ-022K2202 夏⾒3 〇 〇 葛南 令和3年11⽉9⽇ 夏⾒５・6丁目

56 Ⅱ-022K2013 夏⾒台1 〇 〇 葛南 令和3年11⽉9⽇
夏⾒台3丁目
旭町６丁目

57 Ⅰ-022K2132 大穴北1 〇 〇 葛南 令和3年11⽉9⽇ 大穴北4丁目
58 Ⅰ-022K2004 旭町2 〇 〇 葛南 令和3年11⽉9⽇ 旭町6丁目
59 Ⅱ-022K2039 ⾦杉2 〇 〇 葛南 令和3年11⽉9⽇ ⾦杉3丁目

60 Ⅱ-022K2203 米ヶ崎町1 〇 〇 葛南 令和3年11⽉9⽇
米ヶ崎町

飯山満町1丁目
※千葉県知事により指定

2．急傾斜地崩壊危険区域 （令和3年11⽉22⽇現在）

Ｎｏ 地区名

1 夏⾒６

2 海神2

※千葉県知事により指定

所在地
指定⾯積

（平方メートル）
指定年⽉⽇

夏⾒５丁目 5,037.00
平成25年11⽉19⽇
平成29年1⽉17⽇

海神６丁目 1,247.50 令和3年10⽉29⽇
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