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地区別防災カルテについて 

 わたしたちの住む地域を知り、災害に立ち向かうために取り組むべきことを、 

 ご自身、ご家族、地域のみなさんで考え、実践してみませんか？ 

 ご自身を守ればこそ、愛するご家族を守れます。 

 そしてご近所を守り、愛する地域を守る・・・その輪の広がりは災害に立ち向かう 

 最も大きな力であり、そのきっかけとなる大切な情報がカルテに詰まっています・・・ 

 

[はじめに・・・] 

本市では、平成 23 年 3 月に東京湾北部地震を想定した防災アセスメント調査を実施し、公

表しました。同時期に東日本大震災が発生し、この教訓を考慮することが検討課題となりました。 

この後、内閣府では東日本大震災の教訓や新たな科学的知見を踏まえて、平成 24 年 8 月に

内閣府で M8 クラスの南海トラフ沿いの地震・津波による被害想定結果が、平成 25 年 12 月

に M7 クラスの首都直下地震の地震・津波による被害想定結果が公表されました。 

これらの結果をもとに、千葉県では平成 26 年度より地震被害想定調査が実施され、平成 28

年 5 月に結果が公表されました。本市においても、県と同じ千葉県北西部直下地震を想定した

防災アセスメント調査を実施し、平成 30 年 12 月に公表しました。 

さて、市が防災計画を策定するに際しては災害対策基本法（第 42 条）により、国、県によ

る被害想定、上位計画を逸脱してはならないと定められており、県承認を経なければ正式な計

画として認められません（これをもって国の承認を受けたと同様の扱いとなります。）。 

しかしながら、住民一人一人を対象とする市では被害予測について、より詳細かつ緻密に、

市域の状況を把握する必要があります。 

これを実現すべく、市が実行力ある地域防災計画を策定するため、その原材料となる本市の

状況を反映した様々な災害予測を行い、これを集約したものが「防災アセスメント調査」であ

り、その成果のひとつとして、より身近に減災に取り組んでいただくための資料として活用い

ただく事も想定して作成したものが「地区別防災カルテ」となります。 
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[地区別防災カルテとは？] 

本市は縦に長く広い市域をもち、南部の商業地を中心に高層建物が集中する湾岸地域、中央

部の住宅密集地域や市街化農地、北部の山林農地やニュータウン地域では取り巻く環境、特徴

も大きく異なり、災害時にはこれらの要素が複雑に絡み合い、大変難しい対応を求められる可

能性があると考えられます。 

そのため、国が示した地震被害想定や、千葉県による地震被害想定を参考とし、本市に最も

大きな被害が及ぶとされる「千葉県北西部直下地震（Mw7.3）」を想定地震として、地域特性

を取り入れた災害要因、防災力を総合的に取りまとめ、予測される災害危険性について市全域

を 50 メートル四方の調査単位に区切り（約 33,800 ブロック）、多様な観点から被害想定調査

を実施しております。 

この調査結果は市の地域防災計画をはじめとする様々な対策、計画をすすめるための貴重な

資料でありますが、更に地域に特化した要点をより解りやすく、多くの方々にご活用いただけ

るよう配慮し、地域と行政が情報を共有する目的も「地区別防災カルテ」は持っております。 

 

[地区別防災カルテの概要について] 

 地区別防災カルテの公開 ― 減災を市民のみなさまと共に実現するために ―          

今回の地区別防災カルテは幅広い方々にご活用いただきたく、分かりやすく作成しました。 

しかし、一方で大災害に及ぶ可能性を想定する調査であり、予測が示す指標は大変に厳しい

内容もあり、公開決定には慎重に検討を重ねてまいりました。 

結果として何よりも優先すべきは人命であり、これを守るための大切な情報として市民と共

有することで正しい防災への見識を深め、行政と市民の相互で防災力を高める機会とするのが

適切であるとの判断に至り、公開することとなりました。 
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どのような地域区分となっているのか？                         

本市では、広く大きな市域を 24 区分のコミュニティ（地区）に、地区を束ねる概念として 5

つの行政ブロックに分けていますが、本カルテでは詳細な 24 区分を採用しております。 

 

どのような活用ができるのか？ ― 地域独自の防災マップ作りのおすすめ ―       

本カルテは地域の特徴や防災力、施設とともに各種被害の危険性を示す地図を掲載しており、

地域の災害対策を検討する際に必要な情報が凝縮されております。 

これらを素材として自主防災組織や町会・自治会などを通じ、世代を超えて地域住民が協力

し、ご近所の情報を追加・検証・共有し、地域独自の視点で「危険箇所マップ」や「避難予定

経路マップ」、「避難行動要支援者リスト」などを作成することは、最も大切な皆様の生命、財

産を自助、共助により地域全体で守るという意識高揚を育み、地域の防災力向上は必ずや減災

へとつながって参ります。 

本市では総合防災訓練のみならず、防災指導や講話、中学生向け防災学習、地域防災リーダ

ー養成講座、防災フェアなど年間を通じて実施しており、今後も充実させて参りますが、本カ

ルテが地域の皆さま自身によるマップ作りへ取り組むきっかけとなるよう願っております。 

 

 カルテのページ構成について（すべて横版 A3 サイズ、カラー印刷）            

地域の基本情報に始まり、被害予測、危険性、防災力などの情報を一つの地区を最大で 9 ペ

ージ構成としてまとめております。 

●1 ページ目：地区別防災カルテ [様式 1] 

  ＊地区の構成   ・・・コミュニティに属する町名 

  ＊地区の概要   ・・・「位置」、「地形」、「土地利用」、「交通」の特徴点 

  ＊地区の位置図   ・・・市域内の位置を示す簡易地図 



地区別防災カルテについて 
 

船橋市市長公室危機管理課  5 

＊社会条件   ・・・5 年齢区分による人口、世帯数、建築物棟数など 

＊防災関連施設   ・・・避難場所をはじめとする防災関連施設を記載 

  ＊近年の災害履歴  ・・・平成 25 年から平成 29 年までの 5 年間の水害通報 

への活動履歴を記載 

＊災害予測の結果（図）・・・地震関連、水害・土砂災害の危険度分布図の縮小版 

  ＊災害予測の結果（概要）・・・地域の災害予測の概要を表として一覧にしたもの 

  （様式 1 の例） 

 

  ●2 ページ目：防災関連施設分布図 [様式 2]  

  ＊コミュニティ内および隣接地域を含めた防災関連施設等を示すマップ 

  ＊千葉県北西部直下地震で想定される、建物・人的被害 

  ＊防災上の課題に関する説明文 

  （様式 2 の例） 
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  ●3 ページ目：地震危険性分布図（想定震度） [様式 3]  

＊千葉県北西部直下地震を想定し、市域内の地震動の強さ想定の分布状況を「震度 6

強」、「6 弱」の 2 段階で示しています 

 （様式３の例） 

 

  ●4 ページ目：地震危険性分布図（液状化） [様式 4]  

＊千葉県北西部直下地震を想定し、液状化の危険性の分布状況を「極めて高い」、「高

い」、「やや高い」、「低い」、「なし」の 5 段階で示しているほか、想定の根拠となる

地形分類図を掲載しています 

（様式 4 の例） 

 

  ●5 ページ目：地震危険性分布図（建物被害） [様式 5] 

＊千葉県北西部直下地震を想定し、揺れ・液状化によって半壊以上となる建物被害を

「なし」、「0～0.1 棟」、「0.1～0.25 棟」、「0.25～0.5 棟」、「0.5～1 棟」、「1～5



地区別防災カルテについて 
 

船橋市市長公室危機管理課  7 

棟」、「5～10 棟」の 7 段階で分布状況を示しています 

＊地震への対策の例を示しています 

（様式 5 の例） 

 

  ●6 ページ目：水害・土砂災害危険性分布図 [様式 6] 

＊河川からの浸水想定深を「～0.5ｍ」、「0.5～1ｍ」、「1～2ｍ」、「2～3m」、「3～

5m」、「5m～」の 6 段階で分布状況を示しています 

  ＊重要水防区域の図示 

  ＊水門、陸こう、浸水の恐れがあるアンダーパス（橋脚等をくぐる低い道路など）の 

図示 

  ＊高潮被害の可能性がある区域（国公表）の図示 

＊平成 24 年以前及び平成 25 年～平成 29 年に「床上浸水」、「床下浸水」、「道路冠

水」の 3 区分で「通報・警戒等による水害活動履歴」がある付近を示しています 

  ＊土砂災害危険箇所（県公表）：急傾斜地を 3 区分で示しています 

 （様式 6 の例） 
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●7 ページ目：避難情報（水害） [様式 7] 

＊水害・土砂災害危険性分布図に、避難に関する以下の情報を追加しています 

 ・一時避難場所、広域避難場所、宿泊可能避難所（いずれも浸水域外） 

 ・防災倉庫、水防倉庫 

 ・災害拠点病院、災害医療協力病院、保育園、幼稚園、学校・大学等 

 ・浸水域内の福祉施設、浸水域内の地下街 

 ・水害からの避難方向 

＊洪水・高潮の浸水域が想定されている地区を対象としています 

＊国による想定最大の河川の浸水想定が公表された江戸川、利根川の浸水域にかかる

地区については、浸水継続時間を掲載しています 

＊水害からの避難に関する考え方を示しています 

（様式 7 の例） 

 

●8 ページ目：避難情報（南海トラフ地震による津波） [様式 8] 

＊南海トラフ地震（M9.0）発生時の市域及び周辺への浸水域を浸水深別に表示 

＊津波の浸水域が想定されている地区を対象としています 

＊津波からの避難に関する以下の情報を追加しています 

 ・避難対象地域 

 ・一時避難場所、広域避難場所、宿泊可能避難所（いずれも避難対象地域外） 

 ・津波一時避難施設 

 ・防災倉庫、水防倉庫 

 ・災害拠点病院、災害医療協力病院、保育園、幼稚園、学校・大学等 

 ・浸水域内の福祉施設、浸水域内の地下街 

 ・津波からの避難方向 

＊津波からの避難に関する考え方、地区の津波一時避難施設の一覧を示しています 
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（様式 8 の例） 

 

●9 ページ目：地区別 一時避難場所・広域避難場所・宿泊可能避難所一覧 [様式 9] 

＊地区別の一時避難場所、広域避難場所、宿泊可能避難所について、施設名、所在地、

災害種別（避難場所）、収容人員、井戸やマンホールトイレの設置有無等を示すとと

もに、周辺の避難施設と避難施設のあらましも併記しています 

（様式 9 の例） 

 

 ★各マップに示された場所を示すマーク（絵図等）はＧＩＳ（Geographic 

   Information System：地理情報システム）へ各種情報を掲載したものですが、 

  該当する場所を完全に一致させることは現状では困難であり、概ねの場所を示す 

  目安であることをご理解願います。  
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[地区別防災カルテのＱ＆Ａ] 

 このＱ＆Ａは地区別防災カルテを公開するにあたり、市民の皆さまがカルテをご覧になる際の

 参考に作成したものです。 

 

問 1 地区別防災カルテは何のために作られたのですか？               

大規模な災害時に被害を最小限とするためには、地域の方々によるお互いの助け合いや協力

（共助）が不可欠です。そこで、本市では自治会、町会、マンション管理組合による自主防災

組織の結成普及を働き掛けております。そのために地域防災リーダー養成講座や、自主防災組

織の防災資機材購入への補助、防災士等の資格取得費の補助、防災指導や講話、また中学生を

対象とした防災学習など、さまざまな支援を行っております。 

  また、近年、各地で住民自らの手による「地域の危険性マップ（ハザードマップ）」作りの取

り組みが広がっておりますが、その支援策のひとつとして、地域がもつ特性や防災施設、危険

性などの基礎的な情報を、皆さまと市が共有することが大変重要であると考えております。 

  このカルテが地域の皆さまの防災への見識を深め、地域住民の視点で情報を追加、充実させ

たハザードマップ作成に活用され、地域の減災の輪が市全体に広がりを見せ、本市の防災力の

向上と減災につながることを願っております。 

 

問 2 想定する地震と規模はどのような内容ですか？                 

平成 26、27 年の千葉県地震被害想定で設定され、本市にも大きな被害がおよぶとされる「千

葉県北西部直下地震」を選定しております。これは「プレート内で発生する地震」であり、地

震規模を示すモーメントマグニチュードを 7.3 として想定しております。なお、この想定地震

による本市の被害予測は「平成 29・30 年度 船橋市防災アセスメント調査（地震被害想定）

報告書」及び「同報告書概要版」として取りまとめ、カルテと同様に市のホームページへ掲載

します。 
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補足説明）モーメントマグニチュードとは？ 

Mw は開放されたひずみエネルギーに対応するマグニチュードで、物理的な意味が明確な指標ですが、数多く

の（同一）地震の観測から、対象地震の震源断層を推定することで初めて求められるため、判明するのに比較的

時間がかかるという特徴があります。また、震源断層が推定できない（観測記録の無い）過去の地震や、小さい

地震は表現できませんが、震源断層が推定できれば超巨大な地震でも、その規模を比較的正確に表現できます。 

 

問 3 各マップの危険性は、どのように捉えればよいのですか？            

  全てのマップに共通して、それぞれの災害要因により被害を受ける可能性について、想定し    

た結果による傾向を示すものとなっております。 

  つまり、各マップが示しているものは、実災害において被害にあうか、あわないかなどを判

断する指標ではなく想定される災害による危険性であり、注意喚起や防災意識の高揚、減災対

策につなげることを目的のひとつとしております。 

 

問 4 地区別防災カルテはどのように活用すればよいのですか？            

本カルテはひとつの地域につき最大で 9 ページにわたり、有用な情報を記しております。そ

の何れにも隣接地域（隣接する近隣市域を含む）を記した地図があり、防災関連施設や公共施

設など目標となる施設、名称等を示すことで把握が容易にできるよう配慮しております。 

  まずは皆さまが本カルテの情報を地図上で確認し、事前に気になる場所、考えられる危険性、

対策など、気がつく点を書き込み、これを手にして実際に地域を見て、歩き、触れて、感じな

がら「問 1」のようなマップを作ることをお勧めします。 

  また、これを機会にご近所に避難の際に支援を必要とされる方々がいるかどうかを調べ、災

害時の支援方法を決めておくことも地域の結束力を深めることにつながるでしょう。 

そして、その集大成として、避難場所へ皆さんで向かう際の集合場所、避難場所への複数の

避難経路、特殊な技能や資機材をお持ちの方、災害時に援助を必要とされる方、地元で協力し

てくれる事業者などを記すことで、地域の独自性溢れる独自の防災ハザードマップが完成しま
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す。 

これらの作り方には決まりはありませんので、是非、地域の皆さまで工夫し、地域を知るこ

とを楽しみながら取り組んで頂き、定期的に見直しをして頂きたいと思います。 

なお、作成の一助として市ホームページ内の地区別防災カルテ公開ページにて、雛型ファイ

ル（Microsoft  Excel 形式）をダウンロード頂けますので、ご活用下さい。 

 

問 5 地区別防災カルテの入手方法は？                       

本カルテは市域の全コミュニティをまとめるとページ数も大変に多く、また、変更や修正へ

の対応も難しく、冊子として製本し全戸配布をすることは難しい状況です。 

  そのため、「船橋市ホームページ」、「市役所 9 階危機管理課」、「市内各図書館」、「市役所 11

階行政資料室」にて閲覧可能としておりますので、「広報ふなばし」への掲載、防災学習、イベ

ントなどの機会を通じ、自由に活用いただけることを広くお伝えして参ります。 

また、公開についてご不明な点につきましては、危機管理課（電話 047-436-2037）へお

問い合わせください。 

  

問 6 地区別防災カルテはどの時点の情報が記されているのですか？          

調査項目や基礎となる資料により時期の違いはありますが、平成 29 年度から平成 30 年度

にかけて把握、収集したデータを基本としております。なお、想定調査で用いた資料は「平成

29・30 年度 船橋市防災アセスメント調査（地震被害想定）報告書」に出典として記されてお

ります。 
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問 7 地区別防災カルテの内容について問い合わせたい                

本カルテに記載された内容全般につきましては、危機管理課（電話 047-436-2037）まで

お問い合わせください。また、地区別防災カルテの付随資料として「平成 29・30 年度 船橋

市防災アセスメント調査（地震被害想定）報告書」及び「同報告書概要版」を公開しますので、

具体的な調査手法をご確認頂けます。これらは地区別防災カルテの付随資料として「船橋市ホ

ームページ」、「市役所 9 階危機管理課」、「市内各図書館」、「市役所 11 階行政資料室」にて閲

覧可能です。 

 

問 8 地区別防災カルテの更新はいつ行われますか？                 

次回の更新は現段階では未定ですが、国・県による新たな災害想定や指針、想定手法などが

示された場合には、必要に応じ適切な時期に被害想定調査を実施し、その成果として地区別防

災カルテの見直しを行います。 

 

問 9 建物被害はどのように想定しているのですか？                 

詳しい想定や算定の説明は「平成 29・30 年度 船橋市防災アセスメント調査（地震被害想

定）報告書」に記載されておりますが、その概要は以下のとおりとなります。 

市内各地域の建物について、建築年度、構造、用途、階層、面積を把握し、地理的条件、地

域特性を加えた資料を基に、想定地震の強度や揺れの要素により 50ｍの調査単位ごとに、家屋

が倒壊する確率を求めております。 

特に建築年代で建物を区分しているのは、過去の震災害などにより都度、建築基準法の耐震

基準が大きく改正されており、耐震性能が大きく異なっていることで、被害を受ける確率も建

築年代ごとに大きく変わるためです。 
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 補足説明）新耐震基準は何時から適用されているのか？ 

 建築基準法（施行令）の改正により新しい耐震基準（いわゆる新耐震基準）が施行されたのは、1981 年（昭和

56 年）6 月 1 日のことで、この日以降に建築確認を受けた建物に対して新耐震基準が適用されています。 

 よって、実際に竣工した年月日だけでは特定することが出来ないことにご注意ください。 

 

問 10 最近建築したばかりだから危険度が高くても倒壊はしないですか？        

  昭和56年改正の新耐震基準では、比較的発生の可能性が高いとされる震度5程度の地震で、

建物本体が損傷することのない機能の維持、震度 6 以上の大地震で建物本体が損傷しても倒壊

せず人命を保護する機能の維持を義務付けております。 

  しかし、実災害では建物形状や地震動の周期をはじめ、さまざまな要因が影響することから、

本カルテの内容は一概に被害の有無を表わすものではなく、危険性の傾向を示すものであると

お考えください。 

 

問 11 昭和 56 年以前の建物ですが危険度が低いので倒壊しないですか？        

  昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された建物は、危険度に関係なく適切な耐震診断を受け、

正しく建物の耐震性を確認した上で、必要に応じ、耐震改修や対策をおこなうようお願いしま

す。なお、市では木造住宅の耐震改修への助成をはじめ、耐震化のご相談を受け付けておりま

すので、担当する建築指導課（電話 047-436-2632）までお問い合わせください。 

 

問 12 液状化の危険性が高いと示されていますが・・・                

  臨海部の埋め立て地や地下水位が高い地域、谷津田、水路があった地域などでは、地盤の状

況によって液状化の可能性が高い傾向を示しております。ただし他の調査と同様に被害の有無

を示すものではなく、想定下において発生傾向を示すものであるとご理解ください。 

  なお、一般的に液状化は地盤そのものに影響を与えるため、液状化の危険性が高い地域では、
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建物の全体が傾くなどの被害の可能性が高まるとされております。また、地震の周期や揺れる

時間の長さに起因して大きな被害に繋がる傾向にあることが、過去の地震被害（昭和 39 年に

発生した新潟地震、平成 23 年に発生したニュージーランド地震が代表的）から明らかとなっ

ております。 

  東日本大震災での本市の被害として、過去に海や海岸線であった場所を埋め立てて造成した

南部地域（日の出、栄町、高瀬町など）、また、かつての沢や水路、水田付近に開発された地域

（高根町、飯山満町、芝山の一部など）では液状化、隆起・陥没、土盤流出などに起因する被

害がありましたが、今回の防災アセスメント調査の結果も近似の傾向である事が見てとれます。 

 

問 13 私の家に水害活動のマークがついているように見えますが・・・         

「水害・土砂災害危険性分布図[様式 6]」に示された床上浸水、床下浸水、道路冠水のマーク

については、平成 24 年以前及び平成 25 年～平成 29 年に水害関連の通報や警戒による調査

や対応活動を行った付近を示すもので、地図の縮尺や地点を示す精度の限界もあり、場所を完

全に特定するものではありません。従いまして、家が密集する地域では幾つかの建物がマーク

にかかるケースもあることをご理解願います。 
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[おわりに・・・] 

平成 23 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分に発生した東日本大震災は、本市においても、建物や

上下水道への被害や複数のターミナル駅からの帰宅困難者の発生などを引き起こしました。同

時多発的に発生したこれらの事象によりまして、混乱とともに不安な中で、朝を迎えられた方

も多かったことと思います。 

発災以降、本国初の計画停電の実施をはじめ、国や県による具体的な対策、指針が明示され

ず、一方で刻々と状況が変化する中、市の責務として限られた情報を基に、最善と思われる方

策を模索し、可能な限りの情報の即時発信や対応に注力して参りました。 

その後も、平成 28 年熊本地震や平成 30 年大阪府北部地震、北海道胆振東部地震など、各

地で大規模地震は発生してきました。これらの経験を通じた教訓は、本市防災計画の大綱とな

る船橋市地域防災計画の改訂に活かされるだけでなく、災害時の職員初動体制や行動計画、通

常業務とのバランスを考慮した業務継続計画などとして集約し、防災計画全般の修正サイクル

の構築にも繋げていきたいと考えております。 

しかし、災害からの復旧復興には、人と地域の強い繋がりや、個々の人間力が問われるとこ

ろも大きく、これは平時からの地域を構成する皆様方ご自身の意識、行動が重要な鍵を握って

いることは過去の災害においても明らかです。そして日常を取り戻すことは、非常に困難な道

のりでもあります。 

過去に被災された地域では、住民自らが自身や家族を守る自助、隣近所など地域による共助

の意識の高まりが見られ、実際に地域を深く知る住民が主体となり、自治体への協力・協調体

制をとって防災カルテや災害行動マニュアルの作成に取り組むなどの動きが多く見られます。 

併せて、個人が持つ優れた技能、コミュニティの結束力、地域に根差した企業の活用などは、

復旧復興を加速させる大きな要素であり、各地域の防災リーダーの育成とともに、その積極的

な活用についても、すすめて参りたいと考えております。 
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