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船橋小学校 本町4-17-20 ○ ○ × ○ ○ × ○ ○  2,054人 ○  2,472人

湊町小学校 湊町1-16-5 ○ × × ○ ○ × ○ ○  5,586人 ○  2,378人 ○ 1,483人

南本町小学校 栄町1-7-1 ○ × × ○ ○ × ○ ○  3,266人 ○  2,083人 ○ 1,518人

宮本小学校 宮本7-10-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  3,928人 ○  2,988人

若松小学校 若松3-2-4 ○ ○ × ○ ○ × ○ ○  5,276人 ○  2,590人 ○ 1,447人

峰台小学校 宮本6-33-1 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○  3,631人 ○  2,553人

市場小学校 市場1-5-1 ○ × × ○ ○ ○ ○ ○  2,610人 ○  1,612人

海神小学校 海神2-6-5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  2,268人 ○  2,207人

⻄海神小学校 海神5-19-36 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  3,795人 ○  2,260人

海神南小学校 海神町南1-1510 ○ × × ○ ○ ○ ○ ○  2,977人 ○  2,023人

葛飾小学校 印内1-2-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  3,563人 ○  3,202人

小栗原小学校 本中山3-16-12 ○ × × ○ ○ ○ ○ ○  3,276人 ○  2,398人

八栄小学校 夏⾒5-27-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  2,831人 ○  2,087人

夏⾒台小学校 夏⾒台2-12-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  3,948人 ○  2,391人

高根小学校 高根町2895 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  2,166人 ○  3,042人

高根東小学校 新高根1-17-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  7,235人 ○  2,437人

⾦杉小学校 ⾦杉8-10-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  3,147人 ○  2,094人

三咲小学校 二和東5-39-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  4,683人 ○  2,926人

二和小学校 二和東1-9-11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  3,312人 ○  2,204人

八木が谷小学校 八木が谷2-3-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  3,640人 ○  2,788人

八木が谷北小学校 八木が谷4-13-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  3,500人 ○  2,476人

咲が丘小学校 咲が丘1-22-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  2,718人 ○  2,017人

⾦杉台小学校 ⾦杉台2-1-7 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○  3,705人 ○  2,192人

法典小学校 藤原5-2-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  4,016人 ○  3,161人

丸山小学校 丸山4-43-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  3,115人 ○  2,278人

法典東小学校 丸山5-25-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  4,180人 ○  2,067人

法典⻄小学校 上山町1-111-5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  3,563人 ○  2,256人

塚田小学校 前貝塚町600 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  3,454人 ○  2,286人

⾏田東小学校 ⾏田2-4-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  3,882人 ○  2,157人

⾏田⻄小学校 ⾏田3-4-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  4,510人 ○  2,145人

前原小学校 前原⻄2-28-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  2,520人 ○  2,138人

中野木小学校 中野木2-19-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  3,042人 ○  2,615人
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二宮小学校 前原東5-9-3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  3,868人 ○  2,572人

飯山満小学校 飯山満町3-1394-3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  5,040人 ○  2,300人

飯山満南小学校 飯山満町1-954-4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  3,836人 ○  2,132人

芝山東小学校 芝山3-19-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  4,298人 ○  2,190人

芝山⻄小学校 芝山2-4-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  5,120人 ○  1,921人

七林小学校 七林町115-13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  3,589人 ○  2,157人

薬円台小学校 薬円台4-5-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  6,301人 ○  2,651人

薬円台南小学校 薬円台2-18-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  3,669人 ○  2,466人

田喜野井小学校 田喜野井4-33-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  4,674人 ○  2,103人

三山小学校 三山2-42-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  4,576人 ○  2,748人

三山東小学校 三山6-32-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  2,788人 ○  2,037人

高根台第二小学校 高根台5-2-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  3,940人 ○  1,963人

高根台第三小学校 高根台1-4-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  3,761人 ○  2,031人

高郷小学校 ⻄習志野1-47-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  2,965人 ○  2,299人

習志野台第⼀小学校 習志野台2-51-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  2,950人 ○  2,783人

習志野台第二小学校 習志野台5-43-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  4,819人 ○  3,823人

古和釜小学校 松が丘3-42-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  3,776人 ○  2,357人

坪井小学校 坪井町747-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  3,246人 ○  2,976人

大穴小学校 大穴南2-7-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  4,585人 ○  2,700人

大穴北小学校 大穴北1-7-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  4,104人 ○  2,731人

豊富小学校 豊富町1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  7,733人 ○  1,698人

小室小学校 小室町899 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  9,484人 ○  2,405人

船橋特別支援学校
高根台校舎

高根台2-1-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  3,180人 ○  2,016人 ○

船橋中学校 夏⾒2-11-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  11,209人 ○  4,029人

湊中学校 ⽇の出1-1-2 ○ × × ○ ○ × ○ ○  7,332人 ○  2,549人 ○ 1,105人

宮本中学校 東船橋7-8-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  7,880人 ○  3,385人

若松中学校 若松3-2-3 ○ ○ × ○ ○ × ○ ○  5,651人 ○  2,723人 ○ 1,519人

海神中学校 海神4-27-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  7,628人 ○  2,887人

葛飾中学校 印内1-5-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  6,447人 ○  3,331人

⾏田中学校 ⾏田3-6-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  5,074人 ○  3,128人

法田中学校 藤原7-46-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  5,836人 ○  3,204人

旭中学校 旭町2-23-1 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○  4,543人 ○  3,201人

御滝中学校 ⾦杉6-5-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  7,920人 ○  2,719人

高根中学校 新高根1-17-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  7,450人 ○  2,824人

八木が谷中学校 八木が谷2-9-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  6,626人 ○  3,582人
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⾦杉台中学校 ⾦杉台1-2-18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  5,010人 ○  2,168人

前原中学校 中野木2-33-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  5,856人 ○  2,740人

二宮中学校 滝台1-2-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  6,676人 ○  3,414人

飯山満中学校 飯山満町1-946-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  5,528人 ○  2,415人

芝山中学校 芝山1-40-11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  5,542人 ○  2,257人

七林中学校 七林町130 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  4,788人 ○  3,097人

三田中学校 田喜野井2-24-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  5,156人 ○  2,932人

三山中学校 三山6-26-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  5,204人 ○  2,691人

高根台中学校 高根台3-3-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  4,262人 ○  3,012人

習志野台中学校 習志野台6-23-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  8,362人 ○  3,467人

古和釜中学校 松が丘3-69-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  5,075人 ○  3,318人

坪井中学校 坪井東1-24-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  5,134人 ○  2,845人

大穴中学校 大穴南3-19-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  5,134人 ○  3,725人

豊富中学校 豊富町12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  4,402人 ○  1,849人

小室中学校 小室町898 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  6,048人 ○  2,155人

船橋特別支援学校
⾦堀校舎

⾦堀349-1 ○

市⽴船橋高等学校 市場4-5-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  6,066人 ○  8,726人

県⽴船橋高等学校 東船橋6-1-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  12,251人 ○  845人

県⽴薬園台高等学校 薬円台5-34-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  6,870人 ○  1,037人

県⽴船橋東高等学校 芝山2-13-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  12,299人 ○  639人

県⽴船橋啓明高等学校 旭町333 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○  10,841人 ○  931人

県⽴船橋芝山高等学校 芝山7-39-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  7,093人 ○  314人

県⽴船橋二和高等学校 二和⻄1-3-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  13,940人 ○  812人

県⽴船橋古和釜高等学校 古和釜町586 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  8,874人 ○  795人

県⽴船橋法典高等学校 藤原4-1-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  9,520人 ○  713人

県⽴船橋北高等学校 神保町133-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  11,517人 ○  897人

東葉高等学校 飯山満町2-6651 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  5,384人 ○  1,090人

⽇本大学理⼯学部 習志野台7-24-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  33,793人 ○  1,466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 ○  580人

中央公⺠館 本町2-2-5 ○  1,981人 ○

東部公⺠館 前原⻄2-21-21 ○  633人 ○

⻄部公⺠館 ○  846人

本中山児童ホーム

⽼人憩の家

○本中山1-6-6
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北部公⺠館 豊富町4 ○  535人 ○

高根台公⺠館 ○  693人

⽼人憩の家

夏⾒公⺠館 夏⾒2-29-1 ○  330人 ○

法典公⺠館 藤原7-33-7 ○  495人 ○

二和公⺠館 二和東5-26-1 ○  631人 ○

三田公⺠館 田喜野井2-24-2 ○  298人 ○

海⽼が作公⺠館 大穴南3-19-1 ○  349人 ○

高根公⺠館 高根町2885-3 ○  363人 ○

習志野台公⺠館 習志野台5-1-1 ○  403人 ○

小室公⺠館 ○  270人

小室児童ホーム

⽼人憩の家

浜町公⺠館 ○  701人

⽼人憩の家

八木が谷公⺠館 八木が谷2-14-6 ○  366人 ○

飯山満公⺠館 飯山満町1-950-3 ○  361人 ○

丸山公⺠館 丸山5-19-6 ○  360人 ○

塚田公⺠館 ○  424人

塚田児童ホーム

⽼人憩の家

宮本公⺠館 ○  575人

宮本児童ホーム

⽼人憩の家

三咲公⺠館 ○  451人

三咲児童ホーム

⽼人憩の家

新高根公⺠館 ○  491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 ○  457人 ○

薬円台公⺠館 ○  548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 ○  547人 ○

薬円台5-18-1 ○

宮本6-18-1 ○

新高根1-12-9

三咲3-5-10 ○

○

小室町3308 ○

○浜町2-1-15

○前貝塚町601-1

高根台1-2-5 ○
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海神公⺠館 海神6-3-36 ○  604人 ○

坪井公⺠館 坪井町1371 ○  664人 ○

三山市⺠センター 三山8-19-1 ○  592人 ○

⻘少年会館 若松3-3-4 ○  711人 ○

⻘少年センター 本町1-23-7 ○  200人

武道センター 市場1-3-1 ○  869人

勤労市⺠センター 本町4-19-6 ○  1,603人

総合体育館
（船橋アリーナ）

習志野台7-5-1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  10,501人 ○  1,178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

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

○薬円台5-31-1

藤原3-2-15 ○
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船橋市 市庁舎 湊町2-10-25 ○ 3,687

南部清掃⼯場 管理棟 潮⾒町38 ○ 725

ふなばし三番瀬環境学習館 潮⾒町40 ○ 1,250

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

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

東亜建設⼯業 船橋寮 ⽇の出1-1-7 ○ 425

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

IKEA Tokyo-Bay 浜町2-3-30 ○ 5,107

ビビット南船橋 浜町2-2-7 ○ 10,000

コナミスポーツクラブ船橋 湊町2-8-45 ○ 2,300

ダイアパレス
ライブシティ船橋

栄町1-9-1 ○ 2,000

ワンダーベイシティSAZAN 浜町2-3-31〜34 ○ 1,280

グランドホライゾン・
トーキョーベイ

浜町2-3-35〜37 ○ 12,000

市⺠⽂化ホール 本町2-2-5 ○

船橋グランドホテル 本町7-11-1 ○

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 ○

レックスイン船橋 本町6-21-18 ○

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 ○

※⼀時避難場所、広域避難場所：敷地⾯積を基に概ねの収容人員を算定

 宿泊可能避難所：延床⾯積を基に概ねの収容人員を算定

 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人員を算定

 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
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（令和元年5⽉末⽇現在）

区分 配備場所 無線番号 局種

災害対策本部 災害対策本部無線班 100 指 令 100 101

（危機管理課無線室内） 101 指 令 100 101

102 指 令 100 101

103 指 令 100 101

104 指 令 100 101

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

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
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区分 配備場所 無線番号 局種 所属グループ番号

災害医療 災害医療対策本部 788 半固定

対策本部 789 半固定

790 半固定

791 半固定

792 半固定

災害医療対策本部⻑⽤ 769 携 帯

市⻑公室 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 130 半固定 100 101

005 携 帯

006 携 帯

007 携 帯

 軽トラック 798 ⾞ 載 210
 危機管理号（軽ワンボックス） 799 ⾞ 載 210

 パジェロ 800 ⾞ 載 210

 ハイエース 801 ⾞ 載 210

 起震⾞ 802 ⾞ 載 210

 給⽔⾞ 998 ⾞ 載 210

 給⽔⾞ 999 ⾞ 載 210

市⻑公室 危機管理課 036 携 帯

（災害対策本部室） 037 携 帯

045 携 帯

046 携 帯

047 携 帯

048 携 帯

049 携 帯

064 携 帯

065 携 帯

066 携 帯

068 携 帯

069 携 帯

070 携 帯

071 携 帯

072 携 帯

073 携 帯

081 携 帯

082 携 帯

083 携 帯

084 携 帯

085 携 帯

086 携 帯
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区分 配備場所 無線番号 局種 所属グループ番号

市⻑公室 危機管理課 087 携 帯

（災害対策本部室） 656 半固定

753 半固定

754 半固定

768 半固定

375 ⾞載

847 ⾞載

867 ⾞載

927 ⾞載

969 ⾞載

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
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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 829 ⾞ 載 200 210

（集中管理） 830 ⾞ 載 200 210

831 ⾞ 載 200 210

832 ⾞ 載 200 210

833 ⾞ 載 200 210

834 ⾞ 載 200 210

835 ⾞ 載 200 210

836 ⾞ 載 200 210

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

866 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
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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 875 ⾞ 載 200 210

（集中管理） 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

957 ⾞ 載 200 210

958 ⾞ 載 200 210

959 ⾞ 載 200 210

960 ⾞ 載 200 210

961 ⾞ 載 200 210

962 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

男⼥共同参画センター 555 半固定 100

市⺠安全推進課 935 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 318 携 帯 100 101

身体障害者福祉センター 728 半固定 100

⼦育て支援部 公⽴保育園管理課 138 半固定 100 101

883 ⾞ 載 210

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

環境部 環境政策課 966 ⾞ 載 210

環境保全課 139 半固定 100 101

884 ⾞ 載 210

894 ⾞ 載 202 210

資源循環課 141 半固定 100 101

廃棄物指導課 041 携 帯
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区分 配備場所 無線番号 局種 所属グループ番号

環境部 廃棄物指導課 895 ⾞ 載 202 210

921 ⾞ 載 210

クリーン推進課 140 半固定 100 101

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

892 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

918 ⾞ 載 206 210

933 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

909 ⾞ 載 205 210

910 ⾞ 載 205 210

913 ⾞ 載 205 210

道路維持課 898 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

905 ⾞ 載 205 210

道路維持課 906 ⾞ 載 205 210

907 ⾞ 載 205 210

908 ⾞ 載 205 210

911 ⾞ 載 205 210

914 ⾞ 載 205 210

915 ⾞ 載 205 210
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区分 配備場所 無線番号 局種 所属グループ番号

道路部 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 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

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

高瀬下⽔処理場 381 半固定 100 301

940 ⾞ 載 210

942 ⾞ 載 210

943 ⾞ 載 208 210

⻄浦下⽔処理場 380 半固定 100 301

941 ⾞ 載 210

944 ⾞ 載 208 210

監視センター 382 半固定 100 208

海⽼川排⽔機場 608 携 帯 208

船橋排⽔機場 609 携 帯 208

（公社）清美公社 383 半固定

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

消防局 警防指令課 200 半固定 100 302 400 701

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
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区分 配備場所 無線番号 局種 所属グループ番号

消防局 北消防署 203 半固定 100 302

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

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

995 ⾞ 載 210

996 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

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

2-8



区分 配備場所 無線番号 局種 所属グループ番号

保健センター 北部保健センター 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

福祉施設 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

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

身体障害者福祉センター 728 半固定 100

身体障害者福祉作業所太陽 317 携 帯 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
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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 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

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

067 携 帯

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

⻄部公⺠館 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
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区分 配備場所 無線番号 局種 所属グループ番号

公⺠館 海⽼が作公⺠館 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

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

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

海神小学校 427 半固定 100 304 500 503

052 携 帯

⻄海神小学校 428 半固定 100 304 500 503

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
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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 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

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

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

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

薬円台小学校 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

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

061 携 帯

習志野台第二小学校 467 半固定 100 304 500 504
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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 習志野台第二小学校 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

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

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

079 携 帯

⾏田中学校 506 半固定 100 305 500 506

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

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

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
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区分 配備場所 無線番号 局種 所属グループ番号

高等学校 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 571 半固定 100

954 ⾞ 載 210

955 ⾞ 載 210

956 ⾞ 載 210

078 携 帯
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

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
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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 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

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
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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 法典児童ホーム 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

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
保安指令ｾﾝﾀｰ船橋ｸﾞﾙｰﾌﾟ

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

（公社）千葉県看護協会 654 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
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区分 配備場所 無線番号 局種 所属グループ番号

医療関係機関
地域医療機能推進機構
船橋中央病院

658 携 帯 400

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

滝不動病院 666 半固定 400

共⽴習志野台病院 667 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 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
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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 勤労市⺠センター 732 半固定 100 500 510 701

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

三井物産ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱ 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

東亜建設⼯業㈱ 739 半固定 700

船橋グランドホテル株式会社 740 携 帯 701

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

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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（平成３１年４⽉１⽇現在）

Ｎｏ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

○
○
○

○
○

○
○

○
○

○

○

○
○
○
○

アンサーバック機能
○
○

○

○
○

市場５－１６－１８

住所

芝山１－３７９－３０ほか

大穴南２－７－１

本中山３－１６－１２

海神２－６－５

⾦杉７－２１－１

習志野台６－１０－１

⾏田２－４－１
薬円台４－２５－１９
栄町２－１６－１

○
⾏田東小学校

北習志野第６号公園
北習志野第９号公園

⾦杉桜が丘公園
⾦杉台小学校

海神小学校
海神中学校

小栗原小学校
小栗原⻄公園

大穴小学校
大穴新田市⺠の森

⾦杉台２－１－７
⾦杉幼稚園 ⾦杉３－６－１

葛飾小学校 印内１－２－１

海神４－２７－１
海神南小学校 海神町南１－１５１０

海神公⺠館

○

設置場所
旭町４丁目２号⼦供の公園

古作町南公園 古作４－９３７－２
コスモス幼稚園 上山町３－５１２

県⽴船橋二和高等学校 二和⻄１－３－１
高才川緑地公園 ⾞⽅町２２７－１

京葉ユーティリティー(株) 高瀬町１１
県⽴船橋北高等学校 神保町１３３－１

(株)クボタ 京葉⼯場
京葉ガス(株)船橋ビル

郷⼟資料館

⾏田⻄小学校 ⾏田３－４－１

習志野台５－１６－１
北本町ふれあい公園 北本町２－２１－９

北消防署三咲分署 三咲３－６－１４

海神６－３－３６

本中山７－１３－１
海松台公園 前原東２－２２

大穴中学校 大穴南３－１９－２

大穴北８－４９３－１
大穴第２号公園 三咲８－２０－１

旭町４－１３８－２８
旭町５丁目２号公園 旭町５－５０６－３６ほか

資料3 防災⾏政無線（固定系）⼦局⼀覧

防災⾏政無線（固定系）⼦局

大穴北小学校 大穴北１－７－１

夏⾒台６－４－１
NTT東⽇本(株)船橋社員宿舎 飯山満町２－６２２－１

イオン(株)高根木⼾店 習志野台１－１－３

⽇の出２－１６－５
本町７－１６

石の山公園
運動公園

(株)朝⽇プリンテック
天沼弁天池公園

○

3-1



Ｎｏ アンサーバック機能住所設置場所
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

○

○
○

○
○

○

○
○

○
○
○
○
○

○
○

本町１－２３－７
本中山１－６－６
藤原３－２－１５
本郷町４５７－１
海神６－８－１２

地⽅卸売市場 市場１－８－１ ○

千鳥保育園
千葉⽇本大学第⼀中・高等学校

南本町１３－１
習志野台８－３４－１

○
○

田喜野井小学校
田喜野井南公園

田喜野井４－３３－１
田喜野井１－１９－１ ○

高根東小学校
田喜野井公園

新高根１－１７－１
田喜野井４－１４－１

○
○

高根台第二小学校
高根台第三小学校

高根台５－２－１
高根台１－４－１

○
○

高根小学校
高根台さくら公園

高根町２８９５
高根台３－２－１

○

高郷小学校
高根木⼾第２号公園

⻄習志野１－４７－１
高根台４－５－５

○
○

第１９分団２班器庫
第１９分団３班器庫

古和釜町４１２－１
坪井町５３９

○
○

第１６分団１班器庫
第１８分団３班器庫

神保町１０１－２
⾦堀町３９９－４

第５分団１班器庫
第９分団５班器庫 高根町１４７２－１

⻄部福祉会館
⻄部保健センター

⻘少年センター
⻄部公⺠館

○

ジェイコム船橋習志野 東町８９６
芝山あすなろ公園 芝山６－６１－１

咲が丘小学校 咲が丘１－２２－１
咲が丘緑地公園 咲が丘３－１３－１

古和釜小学校 松が丘３－４２－１
古和釜中学校 松が丘３－６９－１

小室保育園 小室町３３０５
小室北部

鈴身町つつじ公園 鈴身町７５４－８

新京成電鉄(株)三咲駅 三咲２－１－１
杉の⼦保育園 新高根３－８－１

芝山東小学校 芝山３－１９－１
しらゆり保育園 北本町２－４７－７

芝山⻄公園 芝山１－５－１
芝山⻄小学校 芝山２－４－１

芝山中央公園 芝山４－１３－１０
芝山中学校 芝山１－４０－１１

小室町３２９７

小室４号緑地 小室町９９４
小室小学校 小室町８９９

小野田町会⾃治会館 小野田町６８２－２
小室２号緑地 小室町２７５０
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Ｎｏ アンサーバック機能住所設置場所
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127 船橋特別支援学校高根台校舎 高根台２－１－１ ○

船橋中学校
船橋特別支援学校

夏⾒２－１１－１
⾦堀町３４９－１

○
○

船橋市役所
船橋小学校

湊町２－１０－２５
本町４－１７－２０

○

船橋グリーンハイツ
ふなばし三番瀬海浜公園

緑台１－２
潮⾒町４０

○

二和小学校
船橋アリーナ

二和東１－９－１１
習志野台７－５－１

○
○

藤原桐畑公園
藤原団地

藤原６－２４
藤原２－６－１

○
○

東図書館
富士栄⾃治会館

習志野台５－１－１
高野台１－９－４３

○

浜町公⺠館
東消防署

浜町２－１－１５
習志野台３－１８－２３ ○

飯山満幼稚園
浜町公園

飯山満町３－１７１６－２
浜町１－４３－１５ ○

飯山満小学校
飯山満南小学校

飯山満町３－１３９４－３
飯山満町１－９５４－４

○
○

認定外市道
⽻⿊神社

前原⻄１－５６６－１９
東中山１－６－６

○

二宮第１団地
二宮保育園

二宮２－２
前原⻄６－１－１２ ○

⻄船児童ホーム
二宮小学校

本郷町５５４
前原東５－９－３

○
○

⻄海神小学校
⻄図書館

海神５－１９－３６
⻄船１－２０－５０

○
○

習志野台第二小学校
⻄浦下⽔処理場

習志野台５－４３－１
⻄浦１－４－６

○

習志野１丁目⻄公園
習志野台第⼀小学校

習志野１－５－１
習志野台２－５１－１ ○

夏⾒台小学校
七林小学校

夏⾒台２－１２－１
七林町１１５－１３

○
○

中山競馬場藤原駐⾞場
夏⾒台北公園

藤原１－４
夏⾒４－２７－１

豊富中学校
中山競馬場古作第１駐⾞場

豊富町１２
古作３－１５

○

天満宮
動物愛護指導センター

馬込⻄2-18-10
潮⾒町３２－２

○
○

坪井公⺠館
坪井中学校

坪井町１３７１
坪井東１－２４－１ ○

塚田小学校
(株)辻野

前貝塚町６００
浜町３－２－１

○
○

中央公⺠館 本町２－２－５ ○
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Ｎｏ アンサーバック機能住所設置場所
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171 八木が谷北公園 高野台３－２２－１ ○

宮本ポンプ場
本中山保育園

宮本２－１５－５
本中山５－６－１

○
○

宮本台公園
宮本中学校

東船橋４－９－１
東船橋７－８－１

○
○

宮本第二保育園
宮本台北公園

宮本８－９－１０
東船橋３－３０－１ ○

宮本６丁目⼦供の広場
宮本小学校

宮本６－３－１
宮本７－１０－１ ○

三山つくし保育園
三山まちかどスポーツ広場

三山９－３１－７
三山６丁目１６－１０

○
○

三山新田公園
三山中学校

三山８丁目６１２－３の一部

三山６－２６－１
○
○

三山公園
三山小学校

三山４－１０－７
三山２－４２－１

○
○

峰台小学校
三山北公園

宮本６－３３－１
三山５－４３－５

○
○

南本町小学校
南三咲ゲートボール場

栄町１－７－１
南三咲３－１７－２５

○
○

湊中学校
湊町小学校

⽇の出１－１－２
湊町１－１６－５ ○

三田中学校
緑台２丁目

田喜野井２－２４－１
緑台２丁目1－１３の⼀部

○

三咲小学校
三咲分譲住宅

二和東５－３９－１
咲が丘２－２２

○
○

丸山公園
丸山小学校

丸山２－２５－１
丸山４－４３－１

○
○

馬込霊園
(株)マミーマート船橋⽇大前店

馬込町１２１６
坪井東３－６－１

○

前原保育園
馬込町１０号公園

前原⻄８－２３－５
馬込町９３５－８

○
○

前原小学校
前原中学校

前原⻄２－２８－１
中野木２－３３－１

○
○

前原北公園
前原公園

前原⻄４－１６
前原東３－３３－１

○
○

本⾏寺
前貝塚北公園

旭町２－７－５５
前貝塚町３６６－２３

○
○

法典⻄小学校
法典東小学校

上山町１－１１１－５
丸山５－２５－１

○
○

法典公⺠館
法典小学校

藤原７－３４－１
藤原５－２－１ ○

朋松苑
法田中学校

⻄船２－２１－１２
藤原７－４６－１ ○

船橋東警察署薬円台交番裏 薬円台１－５ ○
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Ｎｏ アンサーバック機能住所設置場所
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 ○若松２－６－３

○

○
○

○
○

○
○

若松保育園

山野町公園
若松公園駐⾞場

山野町１４２－２
高瀬町３５－２

薬円台南小学校
八栄小学校

薬円台２－１８－１
夏⾒５－２７－１

八木が谷第３号公園
薬円台小学校

みやぎ台２－１０－１
薬円台４－５－１

八木が谷児童ホーム
八木が谷小学校

みやぎ台１－７－１
八木が谷２－３－１

八木が谷北小学校 八木が谷４－１３－１ ○
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（平成３１年４⽉１⽇現在）

Ｎｏ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1 法典⻄小学校 上山町１－１１１－５ ○

1 豊富小学校 豊富町１ ○
1 中野木小学校 中野木２－１９－１ ○

1 船橋小学校 本町４－１７－２０ ○
1 法典小学校 藤原５－２－１ ○

1 高郷小学校 ⻄習志野１－４７－１ ○

1 小室小学校 小室町８９９ ○
1 古和釜小学校 松が丘３－４２－１ ○
1 咲が丘小学校 咲が丘１－２２－１ ○

1 二宮小学校 前原東５－９－３ ○

1 七林小学校 七林町１１５－１３ ○
1 習志野台第⼀小学校 習志野台２－５１－１ ○

1 坪井小学校 坪井町７４７－１ ○

○

1 小栗原小学校 本中山３－１６－１２ ○
1 海神小学校 海神２－６－５

外アンテナ設置区分
市場１－５－１市場小学校1

1 大穴北小学校 大穴北１－７－１ ○

1 法典東小学校 丸山５－２５－１ ○

1 二和小学校 二和東１－９－１１ ○
1 飯山満南小学校 飯山満町１－９５４－４ ○

1 ⻄海神小学校 海神５－１９－３６ ○
1 習志野台第二小学校 習志野台５－４３－１ ○

1 夏⾒台小学校 夏⾒台２－１２－１ ○

1 飯山満小学校 飯山満町３－１３９４－３ ○

1 塚田小学校 前貝塚町６００ ○
1 田喜野井小学校 田喜野井４－３３－１ ○

1 高根台第二小学校 高根台５－２－１ ○
1 高根小学校 高根町２８９５ ○

1 芝山⻄小学校 芝山２－４－１ ○

1 高根台第三小学校 高根台１－４－１ ○
1 高根東小学校 新高根１－１７－１ ○

1 芝山東小学校 芝山３－１９－１ ○

資料4 防災⾏政無線（固定系）⼾別受信機⼀覧

防災⾏政無線（固定系）⼾別受信機

設置場所 所在地

1 ⾏田東小学校 ⾏田２－４－１ ○
1 ⾏田⻄小学校 ⾏田３－４－１ ○

1 葛飾小学校 印内１－２－１ ○
1 海神南小学校 海神町南１－１５１０ ○

1 大穴小学校 大穴南２－７－１ ○

1 ⾦杉小学校 ⾦杉８－１０－１ ○
1 ⾦杉台小学校 ⾦杉台２－１－７
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Ｎｏ 外アンテナ設置区分 設置場所 所在地
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

2 船橋中学校 夏⾒２－１１－１
2 法田中学校 藤原７－４６－１ ○

2 高根台中学校 高根台３－３－１ ○

2 ⾦杉台中学校 ⾦杉台１－２－１８ ○
2 ⾏田中学校 ⾏田３－６－１ ○
2 小室中学校 小室町８９８ ○

2 八木が谷中学校 八木が谷２－９－１

2 三田中学校 田喜野井２－２４－１ ○
2 湊中学校 ⽇の出１－１－２

2 飯山満中学校 飯山満町１－９４６－１ ○

2 大穴中学校 大穴南３－１９－２ ○
2 御滝中学校 ⾦杉６－５－１ ○

1 薬円台南小学校 薬円台２－１８－１ ○
1 八栄小学校 夏⾒５－２７－１

1 宮本小学校 宮本７－１０－１ ○
1 八木が谷北小学校 八木が谷４－１３－１ ○
1 八木が谷小学校 八木が谷２－３－１ ○

1 南本町小学校 栄町１－７－１
1 峰台小学校 宮本６－３３－１ ○

1 前原小学校 前原⻄２－２８－１ ○
1 丸山小学校 丸山４－４３－１ ○

4 船橋特別支援学校 ⾦堀町３４９－１ ○
3 市⽴船橋高等学校 市場４－５－１

2 宮本中学校 東船橋７－８－１
2 三山中学校 三山６－２６－１ ○

2 前原中学校 中野木２－３３－１ ○

2 若松中学校 若松３－２－３ ○

2 二宮中学校 滝台１－２－１ ○
2 習志野台中学校 習志野台６－２３－１ ○

2 坪井中学校 坪井東１－２４－１ ○
2 高根中学校 新高根１－１７－２ ○

2 古和釜中学校 松が丘３－６９－１ ○

2 豊富中学校 豊富町１２ ○
2 七林中学校 七林町１３０ ○

2 芝山中学校 芝山１－４０－１１ ○

2 葛飾中学校 印内１－５－１ ○
2 海神中学校 海神４－２７－１

2 旭中学校 旭町２－２３－１ ○
1 若松小学校 若松３－２－４ ○

1 薬円台小学校 薬円台４－５－１ ○

1 三山東小学校 三山６－３２－１ ○
1 三山小学校 三山２－４２－１ ○

1 湊町小学校 湊町１－１６－５
1 三咲小学校 二和東５－３９－１ ○
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Ｎｏ 外アンテナ設置区分 設置場所 所在地
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

6 敬心ゆめ保育園 東船橋３－１５－８ ○
6 さくら保育園 二⼦町４７４ ○

6 アポロンの丘 習志野台２－５９－２２ ○

5 宮本第二保育園 宮本８－９－１０ ○
5 本中山保育園 本中山５－６－１ ○
5 若葉保育園 藤原７－４１－１ ○

6 高根台グリーンキディ保育園 高根台２－１０－５ ○
6 高根台ベビーホーム 高根台１－９－２３－２０１ ○

6 かもめ保育園・芝山分園 芝山３－１０－８

5 海神第二保育園 本町１－２３－７

5 緑台保育園 緑台２－４－１１ ○
5 湊町保育園 湊町１－１６－２３

5 二宮保育園 前原⻄６－１－１２ ○
5 浜町保育園 浜町１－１－１

5 夏⾒第二保育園 夏⾒台４－１－１ ○
5 習志野台第⼀保育園 習志野台２－５０－３ ○
5 習志野台第二保育園 習志野台６－７－１ ○

5 高根台保育園 高根台２－２－２ ○
5 千鳥保育園 南本町１３－１ ○

5 ⾏田保育園 ⾏田３－１－２ ○
5 小室保育園 小室町３３０５ ○

4 船橋特別支援学校高根台校舎 高根台２－１－１ ○
5 海神第⼀保育園 海神２－１６－４ ○

6 中山あけぼの保育園 本中山３－１９－３ ○
6 田喜野井旭保育園 田喜野井４－３０－１２ ○

6 しらゆり保育園 北本町２－４７－７ ○

6 かもめ保育園 新高根６－４３－３ ○
6 海神南保育園 海神町南１－１６２７－２ ○

6 アンデルセン保育園 習志野台７－８－２１ ○
6 アリスなかよし保育園 ⻄船２－２９－２８

5 若松保育園 若松２－６－３ ○

6 アンデルセン第二保育園 習志野台５－４３－３ ○
6 印内保育園 印内２－２－３１ ○

6 あすなろ保育園 ⾦杉５－１２－１ ○

5 宮本第⼀保育園 宮本６－２６－２７ ○
5 三山保育園 三山６－２６－２６ ○

5 本町保育園 本町６－７－１８ ○
5 二和保育園 二和東５－５０－１

5 ⻄船保育園 ⻄船６－１－２４ ○

5 夏⾒第⼀保育園 夏⾒４－１０－２６ ○
5 中央保育園 本町４－１７－２１

5 高根保育園 新高根４－１９－２ ○
5 芝山第⼀保育園 芝山３－１０－４ ○

5 ⾦杉台保育園 ⾦杉台１－１－６ ○
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Ｎｏ 外アンテナ設置区分 設置場所 所在地
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

7 神明幼稚園 飯山満町１－６４０ ○
7 すずみ幼稚園 大穴南３－８－１２ ○

7 木⼾脇幼稚園 高根台７－１７－３ ○

7 英進幼稚園 みやぎ台３－１０－１０
7 大浜幼稚園 薬円台４－６－３ ○
7 海神幼稚園 海神６－１８－３４ ○

7 シオン幼稚園 夏⾒６－６－６ ○

6 船橋ピコレール保育園 宮本２－６－２６

6 シーガル保育園 飯山満町２－１００７－１ ○
6 ゆいまーる保育園 北本町１－１２－８ ○

6 ロータス保育園 藤原５－２３－２ ○
6 南船橋保育園 若松２－３－１５ ○

6 めぐみ保育園 薬円台４－６－１ ○
6 やまびこ保育園 咲が丘２－１１－５ ○
6 弥生保育園 本中山３－４－１８ ○

6 三咲小鳩保育園 三咲３－６－２ ○
6 みそら保育園 東中山２－１－２０ ○

6 ベル・ナーサリー ⾏田１－４９－１ ○
6 前原ひまわり保育園 前原⻄４－１８－１９ ○

6 ひばり保育園 松が丘１－３３－４ ○
6 船橋旭こども園 夏⾒台５－７－１３ ○

6 夏⾒台保育園 夏⾒台２－１６－１ ○

7 すずらん幼稚園 三山３－４０－８ ○

7 古和釜幼稚園 松が丘４－３２－１ ○
7 木の実幼稚園 坪井東４－７－１ ○

7 健伸幼稚園 丸山５－１２－７ ○
7 恵楓幼稚園 宮本８－３５－１２ ○

7 葛飾幼稚園 ⻄船４－１６－４ ○

7 健伸⾏田幼稚園 ⾏田２－４－３ ○
7 コスモス幼稚園 上山町３－５１２ ○

7 ⾦杉幼稚園 ⾦杉３－６－１ ○

7 栄光幼稚園 芝山３－１０－９ ○
6 リサ保育園 海神町南１－７２８ ○

6 たちばな保育園 前原⻄２－２５－１３ ○
6 ベル・ナーサリー・アスール 海神３－３０－１ ○

6 ローゼンかみやま保育園 上山町２－２８８－１ ○

6 三山つくし保育園 三山９－３１－７ ○
6 みどり保育園 市場４－１２－３

6 まこと保育園分園 習志野台２－７３－９ ○
6 まこと保育園 神保町２７５－３４ ○

6 プレスクール・ベル 海神４－２３－１６

6 はさま保育園 飯山満町３－１５１２－１ ○
6 ⻄船みどり保育園 ⻄船１－２１－５０ ○
6 なないろ保育園 ⾏田１－３９－５ ○
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Ｎｏ 外アンテナ設置区分 設置場所 所在地
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

8 法典公⺠館 藤原７－３３－７ ○
8 北部公⺠館 豊富町４ ○

8 浜町公⺠館 浜町２－１－１５ ○
8 二和公⺠館 二和東５－２６－１

8 習志野台公⺠館 習志野台５－１－１ ○
8 飯山満公⺠館 飯山満町１－９５０－３ ○

8 東部公⺠館 前原⻄２－２１－２１ ○
8 夏⾒公⺠館 夏⾒２－２９－１ ○

8 塚田公⺠館 前貝塚町６０１－１ ○
8 坪井公⺠館 坪井町１３７１ ○

8 高根台公⺠館 高根台１－２－５ ○
8 中央公⺠館 本町２－２－５

8 ⻄部公⺠館 本中山１－６－６ ○
8 高根公⺠館 高根町２８８５－３ ○

8 小室公⺠館 小室町３３０８ ○
8 新高根公⺠館 新高根１－１２－９ ○

8 海神公⺠館 海神６－３－３６
8 葛飾公⺠館 ⻄船３－６－２５－２０１

7 若松幼稚園 若松２－３－３ ○
8 海⽼が作公⺠館 大穴南３－１９－１ ○

7 八木が谷幼稚園 八木が谷２－１８－１
7 山野幼稚園 ⻄船２－１０－７ ○

7 みどり台幼稚園 緑台２－６－３ ○
7 みのり第二幼稚園 芝山２－５－１７ ○

7 船橋ひまわり幼稚園 夏⾒５－２６－２２
7 瑞穂幼稚園 習志野台４－４２－２０

7 船橋小鳩幼稚園 三山５－３４－３ ○
7 船橋ひかり幼稚園 二⼦町４９８ ○

7 船橋幼稚園 本町３－３６－３２
7 船橋いづみ幼稚園 習志野台６－１１－２２ ○

7 二葉幼稚園 海神５－７－１４ ○
7 二和ひつじ幼稚園 二和東６－２３－２１

7 富士⾒幼稚園 高根台１－１－１ ○
7 富士⾒第二幼稚園 前原⻄６－１－１３ ○

7 ⽇の丸幼稚園 馬込⻄２－１７－１１ ○
7 不二幼稚園 飯山満町２－６６６ ○

7 坪井幼稚園 坪井町１３３－１ ○

7 清和幼稚園 前貝塚町６４５
7 第二船橋ひまわり幼稚園 ⾦杉８－４－１２ ○

7 ひなぎく幼稚園 海神４－２９－１０
7 ⻄船幼稚園 ⻄船２－３２－２５ ○

7 たきのい幼稚園 田喜野井６－２０－３
7 高根台⽂化幼稚園 高根台３－３－２ ○

7 習志野台幼稚園 習志野台２－５９－２２ ○
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Ｎｏ 外アンテナ設置区分 設置場所 所在地
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256 18 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

18 ⻘少年会館 若松３－３－４ ○
18 ⻘少年センター 本町１－２３－７

18 武道センター 市場１－３－１ ○
18 勤労市⺠センター 本町４－１９－６

18 三山市⺠センター 三山８－１９－１ ○
18 医療センター ⾦杉１－２１－１ ○

18 本中山連絡所 本中山３－２０－２ ○
18 船橋駅前総合窓口センター 本町１－３－１

18 二和出張所 二和東５－２６－１
18 法典連絡所 藤原７－３３－７ ○

18 ⻄船橋出張所 ⻄船４－１７－３ ○
18 二宮出張所 滝台１－１－２０ ○

18 豊富出張所 豊富町４ ○
18 習志野台出張所 習志野台２－４５－１８ ○

18 高根台出張所 高根台１－２－５ ○
18 津田沼連絡所 前原⻄２－２１－２１ ○

17 ふなばし三番瀬海浜公園 潮⾒町４０ ○
18 芝山出張所 芝山３－１０－８ ○

10 漁業協同組合 湊町１－２４－６ ○
15 消防局警防指令課 湊町２－６－１０

9 南⽼人福祉センター 湊町１－１１－１９
9 三山園 三山２－３－２ ○

9 南本町⼦育て支援センター 南本町１０－１
9 南⽼人デイサービスセンター 湊町１－１１－１９ ○

9 東⽼人福祉センター 薬円台５－３１－１ ○
9 船橋市社会福祉協議会 本町２－７－８

9 地域生活支援センター オアシス 北本町１－１６－５５
9 中央⽼人福祉センター 夏⾒台１－１１－３

9 光風みどり園 大神保町１３５９－７ ○
9 こども発達相談センター 北本町１－１６－５５

9 グループホームさくらの家二⼦ 二⼦町６２９－２ ○
9 けいよう 二和⻄５－１０－１ ○

8 薬円台公⺠館 薬円台５－１８－１ ○
9 大久保学園 ⾦堀町４９９－１ ○

8 宮本公⺠館 宮本６－１８－１ ○
8 八木が谷公⺠館 八木が谷２－１４－６ ○

8 三咲公⺠館 三咲３－５－１０
8 三田公⺠館 田喜野井２－２４－２ ○

8 松が丘公⺠館 松が丘４－３２－２ ○
8 丸山公⺠館 丸山５－１９－６ ○
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（平成31年3⽉末⽇現在）

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

※

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、昇降機設備の⼀部、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。

市
役
所
本
庁

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、昇降機設備の１部、照明設備の
１部、及び窓口部門のコンセント等とした。

HS形据置型鉛蓄電池
54セル  1,000AH

23.5 約8時間

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）
停電後 40秒で⾃動稼働する。

消
防
指
令
セ
ン
タ
ー

約72時間

200KVA
非常⽤⾃家発電設備

軽油 490 49

4,000 －

約91時間

・発電機※ １台
 3相3線 6,600V
 50Hz 1,000KVA
・内燃機関 １台
 ガスタービン
1,200HP

灯油

－ 軽油

80KVA
非常⽤⾃家発電設備

軽油 190

資料5 非常⽤電源の概要

非常用電源の概要

種類
量

（ℓ）

確保燃料

施設名 設備 維持時間
消費燃料
（ℓ/hr）
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（平成31年3⽉末⽇現在）

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 246.8トン／時

 13-5

 13-5

 13-5

 13-5

 65-1 40-1 13-2

 65-1 40-1 13-2

 65-1 40-1 13-2

 13-4 40-1

 50-1 40-1 13-2

 50-1 40-1 13-2

 65-1 40-1 13-2

 65-1 40-1 13-2

 65-1 40-1 13-2

資料6 防災⽤井⼾⼀覧

防災用井⼾一覧

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

合計揚⽔量

 13-4 40-1

 65-1 40-1 13-6

 13-4 40-1

 50-1 40-1 13-2

吐⽔口
ミリ － 数

 50-1 40-1 13-2

 50-1 40-1 13-2

 50-2 40-1 13-2

 65-1 40-1 13-3

 50-1 40-1 13-2

 65-1 40-1 13-2

 65-1 40-1 13-2
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（平成31年3⽉末⽇現在）

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 北習志野第⼀号公園内 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４－３１－１８ 本町中央公園内 同左 平成元年度

13 栄町１－７－１ 南本町小学校 同左 平成２年度

14 夏⾒台６－４－１ 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（倉庫） 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２－１５－１ 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 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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（平成31年4⽉1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

夏⾒2-11-3  夏⾒分署内

芝山1-39-10 芝山分署内

東船橋7-8-5 宮本中学校脇

防災倉庫

資料8 防災倉庫等⼀覧

防災倉庫等一覧

所在地

⾏田2-1-1   ⾏田分署内

⽔防倉庫等

船橋市防災備蓄センター

古和釜町502-１

三咲3-6-14  三咲分署内

薬円台2-18-1薬円台南小学校内

⾏田2-8-10

海神2-18-19

⽇の出1-16

湊町1-24

小室町3326-2小室出張所内
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（１）避難所（学校） （平成31年4⽉1⽇現在）
Ｎｏ． 項目 品目 数量 備考

1 クラッカー ６３０食 １箱７０食

2 アルファ米（五目）
※避難所によってはアレルギー対応の場合あり １５０食 １箱５０食

3 アルファ米（アレルギー対応） １００食 １箱５０食
4 飲料⽔２Ｌ（ペットボトル） １２６本 １箱６本
5 飲料⽔500ml（ペットボトル） １９２本 １箱２４本
6 粉ミルク（スティック）（０歳児用） １００本 １箱１０本
7 粉ミルク（スティック）（１〜２歳児用） ２００本 １箱１０本
8 粉ミルク（アレルギー対応） ２缶 １缶８５０ｇ
9 離乳食（和風） ４０食 １箱２食
10 離乳食（おかゆ）（アレルギー対応） ２０食
11 哺乳瓶 ４本
12 哺乳瓶消毒用液 １本
13 紙おむつ（赤ちゃん用）※１ ２１０枚 １袋４２枚
14 ポリタンク（２０ℓ） １０個
15 ウォータータンク（１０ℓ）（折りたたみ式） ６０個
16 ゴミ袋（４５ℓ） ４００枚 １箱４００枚
17 防⽔シート １００枚
18 ワンタッチパーテーション ３組
19 簡易トイレ ６基
20 トイレ消臭剤 １２本
21 毛布 ３６０枚 １箱１０枚
22 固形燃料 １０８個
23 紙コップ ２５０個 １袋５０個
24 紙おむつ（大人用）※２ ５６枚 １袋１４枚
25 ⽣理用品※３ ２７２枚 １袋３４枚
26 ⼝腔ケア用⻭ブラシセット ５００本 １箱５００本
27 サージカルマスク １２００枚 １箱６０枚
28 手指消毒液 ２０本 １箱１０本
29 アルミマット ※４ ５０枚 １箱５０枚
30 携帯用トイレ １０００枚 １パック５枚
31 手回し充電式非常用多機能ラジオ １台
32 電池式懐中電灯 １台
33 カセットガスボンベ式発電機 ２基
34 カセットガスボンベ（別途保管） ４８本 １箱２４本
35 バルーン型ＬＥＤ照明機 ２基
36 コードリール ２台
37 キャンドルランタン ２０本
38 災害用公衆電話 ２台
39 避難用背負いひも １本
40 コンビネーションストレッチャー １台
41 ⾞いす １台
42 折りたたみ式リヤカー １台
43 けん引式⾞いす補助装置 １組
44 その他 避難所看板 １枚

情報収集
・

照明用品

搬送用品

資料9 備蓄品目⼀覧

保存食

飲料⽔

乳幼児用品

⽣活用品
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※３生理⽤品        船橋中・湊中・宮本中・葛飾中・法田中・旭中・御滝中・高根中・前原中・二宮中・

              三田中・三山中・高根台中・習志野台中・古和釜中・大穴中は２５６枚

※１紙おむつ（⾚ちゃん⽤） 若松中・海神中・葛飾中・⾏田中・八木が谷中・⾦杉台中・前原中・二宮中・芝山中・

              七林中・高根台中・坪井中・豊富中・高校は２７０枚

 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本を備蓄。

              飯山満中・小室中は２８５枚

              習志野台・古和釜中・大穴中・小室中は７０枚

              若松中・海神中・⾏田中・八木が谷中・⾦杉台中・飯山満中・芝山中・七林中・坪井中・

              豊富中・小室中は３２０枚

※４アルミマット      小・中学校のみ配備

※マンホールトイレ     船橋小１８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

※拠点校（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）には、更に鍋６０個・やかん７０個・トラロープ３束・⿇ロープ２束・

※２紙おむつ（大人⽤）   船橋中・湊中・宮本中・法田中・旭中・御滝中・高根中・飯山満中・三田中・三山中・

              七林中・高根台中・坪井中・豊富中は１００枚

              若松中・海神中・葛飾中・⾏田中・八木が谷中・⾦杉台中・前原中・二宮中・芝山中・
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（２）避難所（公⺠館等） （平成31年4⽉1⽇現在）
Ｎｏ． 項目 品目 数量 備考

1 保存食 調理不要非常食　※１・２ ４００食 （和風・イタリアンリゾット）
2 飲料⽔ 飲料⽔500ml（ペットボトル）※１ ２４０本 １箱２４本
3 粉ミルク（スティック）（０歳児用） １００本 １箱１０本
4 粉ミルク（スティック）（１〜２歳児用） ２００本 １箱１０本
5 粉ミルク（アレルギー対応） ２缶 １缶８５０ｇ
6 離乳食（和風） ４０食 １箱２食
7 離乳食（おかゆ）（アレルギー対応） ２０食
8 哺乳瓶 ４本
9 哺乳瓶消毒用液 １本
10 紙おむつ（赤ちゃん用） １６２枚 １袋５４枚
11 毛布※１ ２００枚 １箱１０枚
12 紙おむつ（大人用）※２ １０００枚 １袋２０枚
13 おしりふき※２ １５１２枚 １袋７２枚
14 おむつとりかえ手袋※２ ３０００枚 １パック１００枚
15 ⼝腔ケア用⻭ブラシセット※２ ５００本 １箱５００本
16 サージカルマスク １２００枚 １箱６０枚
17 手指消毒液 ２０本 １箱１０本
18 携帯用トイレ ５００枚 １パック５枚
19 固形燃料 ２４個 1箱12個

20 手回し充電式非常用多機能ラジオ １台
中央・東部・⻄部・

北部・⾼根台・
５⽼人福祉ｾﾝﾀｰ

21 カセットガスボンベ式発電機※１ １基
22 カセットガスボンベ（別途保管）※１ ２４本 １箱２４本
23 バルーン型ＬＥＤ照明機※１ １基
24 コードリール※１ １台
25 災害用公衆電話 ２台
26 ⾞いす １台 東部・北部・宮本・塚⽥
27 けん引式⾞いす補助装置 １組
28 その他 避難所看板 １枚

   パッとおしりふき・おむつとりかえ手袋なし。

   紙おむつ（大人⽤）が６０枚

搬送用品

※１ 中央公⺠館は、食糧、飲料⽔、⽑布が他公⺠館の５倍。発電機、ＬＥＤ照明機、ガスボンベ、

   コードリールが他公⺠館の２倍。

※２ 福祉避難所以外（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）は、

   食糧がクラッカー３５０食とアルファ⽶２５０食（調理不要非常食はなし）

乳幼児用品

⽣活用品

情報収集
・

照明用品
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病院前救護所で使⽤する軽症者のための備蓄 （平成31年4⽉1⽇現在）

1

資料10 災害時備蓄医薬品等⼀覧

Ｎｏ．

消毒⽤エタノール

4 カット綿

5 滅菌ガーゼ

6 油紙

品名

伸縮包帯

2 三角巾

3 布絆創膏

13 ソフラチュール 硫酸フラジオマイシン 貼付剤

7

11 デルモゾールＧ吉草酸ベタメタゾン・ゲンタマイシン軟膏剤 ０．１２％

12 ゲンタシン 硫酸ゲンタマイシン軟膏剤 ０．１％

イソジン液 ボピドンヨード液剤 １０％

9 ラポテック液 クロルヘキシジングルコネート液剤 ５％

10 白色ワセリン

8
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（平成３１年３⽉末現在）

セコメディック病院 豊富町696-1 047-457-9900 671

災害医療
協⼒病院

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

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

047-424-5511 663

北本町1-13-1 047-425-1151 664船橋総合病院

所在地 電話番号
MCA無線

番号

⾦杉1-21-1 047-438-3321

千葉徳洲会病院

⻘山病院

660
（救急）

069
（総務）

海神6-13-10 047-433-2111 661

高根台2-11-1 047-466-7111 662

市場4-21-8

災害拠点病院 市⽴医療センター

船橋中央病院

資料11 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
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（令和元年１０⽉１⽇現在）

047-422-6665

047-448-8604

杉山 宏之 047-404-1605 047-404-1607

川奈部 幸⼀郎 047-423-2008

047-422-3238

047-423-2009

右島薬局

川奈部薬局

ヒロ薬局

三咲ダルマ薬局

ドイ薬局

宮本６－２７－９

齋藤 滋之

047-448-8608

本町４－３６－１９

芝山３－１４－３

三咲３－１－１５

連絡先

馬場 勲

代表者

ＴＥＬ

資料12 薬局等緊急連絡先⼀覧

047-461-5400047-464-5348圡居 純⼀

ＦＡＸ

習志野台４－３１－７

所在地薬局名
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（令和元年10⽉末⽇現在）
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）

建設省関東地⽅建設局（現 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（事務取
扱い同局⾸都国道事務所）

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関東・中
部ブロック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13 災害時応援協定締結先⼀覧

13-1



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

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 災害時の応急措置に関する覚書 船橋市管⼯事業協同組合 応急活動 平成28年4⽉1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

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
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№ 協定等名称 協定先 協定概要 締結⽇

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 通信事業⽤機器等の設置に関する協定 通信設備設置 平成25年7⽉19⽇

5 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

6 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

7 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

8
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

9
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

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 防疫業務協定 船橋イカリ消毒㈱ 災害時支援協⼒ 平成25年5⽉28⽇

9 防疫業務協定
㈱環境コントロールセンター船橋営
業所

災害時支援協⼒ 平成25年5⽉28⽇

10 防疫業務協定 東京企業㈱船橋営業所 災害時支援協⼒ 平成26年6⽉1⽇

11
災害時における廃棄物の処理等に関す
る協定

（公社）船橋市清美公社
避難所等の廃棄物（し尿・汚
泥）の処理

平成25年6⽉14⽇

12 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

13 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

㈱ジェイコム千葉YY船橋習志野局
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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.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
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 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 （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 東亜建設⼯業㈱ 東亜建設⼯業船橋寮 平成24年4⽉5⽇

5 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

6 イケア・ジャパン㈱ イケア船橋店 平成24年7⽉9⽇

7 キャピタモールズ・ジャパン㈱ ビビット南船橋 平成24年7⽉9⽇

8 ㈱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

9
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

10
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

11
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

12
三井不動産株式会社ロジスティクス
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

津波における⼀時避難施設としての使
⽤に関する協定
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№ 協定等名称 協定先 対象施設 締結⽇

12 船橋グランドホテル㈱ 船橋グランドホテル 平成24年5⽉23⽇

13 石井食品㈱ 石井食品㈱ 平成24年5⽉23⽇

14 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

15 ㈱鶴⻑観光
①船橋第⼀ホテル
②レックスイン船橋

平成24年5⽉23⽇

16 ㈱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

17 船橋商⼯会議所 船橋商⼯会議所 平成29年3⽉27⽇

18 ㈱ハルクニック ホテルトレンド船橋 平成29年3⽉27⽇

19
（独）地域医療機能推進機構本部／
学校法人⻘葉学園

東京医療保健大学船橋キャン
パス

平成30年4⽉1⽇

20 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

21 社会福祉法人 さざんか会 のまる 平成28年1⽉12⽇

22 社会福祉法人 大久保学園 大久保学園 平成28年1⽉12⽇

23 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

災害発生時における帰宅困難者支援に
関する協定

災害時における要配慮者の受入れに関
する協定
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№ 協定等名称 協定先 対象施設 締結⽇

24 県⽴船橋高等学校 県⽴船橋高等学校 平成24年8⽉15⽇

25 学校法人船橋学園 東葉高等学校 平成24年10⽉18⽇

26 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

27 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

28 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

29 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

30 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

31 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

32 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

33 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

34 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

35 東邦大学 東邦大学 平成27年12⽉1⽇

36 （公財）船橋市⽂化・スポーツ公社
①総合体育館
②武道センター

平成25年3⽉22⽇

37
（公財）船橋市中小企業勤労者福祉
サービスセンター

勤労市⺠センター 平成25年3⽉22⽇

災害時における避難所等の施設利⽤等
に関する協定
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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
災害時における船橋市内郵便局、船橋
市間の協⼒に関する覚書

船橋郵便局 応急活動 平成9年10⽉15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

5
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

6
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

7 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

8
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

9
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.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 印⻄地区消防組合 平成18年12⽉22⽇

4 鎌ケ谷市 平成19年2⽉14⽇

5 市川市 平成18年11⽉1⽇

6 習志野市 平成25年2⽉1⽇

7 八千代市 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⽤に関する協定

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

消防相互応援協定 ⽕災等
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№ 協定等名称 協定先 協定の種別 締結⽇

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 千葉県 平成27年3⽉5⽇

18 習志野市企業局 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

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

排⽔栓の取扱い
上⽔道における排⽔栓の取扱い等に関
する覚書
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資料14-1 知事への⾃衛隊災害派遣依頼様式

３ 派遣を希望する区域及び活動内容
（１）活動希望区域

（２）活動内容

４ その他参考となるべき事項

    年  ⽉  ⽇ （  時  分）から災害応急対策の実施が終了するまでの間

記
１ 災害の状況及び派遣要請を依頼する事由
（１）災害の状況

（２）派遣要請を依頼する事由

２ 派遣を希望する期間

資料14 ⾃衛隊災害派遣依頼千葉県様式

様式－２
第      号

年  ⽉  ⽇

千葉県知事         様
  船橋市⻑          印  

⾃衛隊の災害派遣要請について（依頼）

 このことについて、⾃衛隊法第83 条第１ 項の規定による⾃衛隊の派遣要請を、下記のとおり依頼し
ます。
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資料14-2 知事への⾃衛隊災害派遣部隊撤収依頼様式

記

１ 撤収を希望する⽇時       
  年   ⽉   ⽇    時   分

２ 撤収要請を依頼する理由

３ その他必要事項

千葉県知事
             様

船橋市⻑           印

⾃衛隊の災害派遣部隊の撤収要請について（依頼）

      年   ⽉   ⽇付け        号で依頼したこのことについて、下記のとおり依
頼派遣部隊の撤収要請を依頼します。

様式－４
第      号

年  ⽉  ⽇
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ヘリコプター臨時離着陸場の現況について
（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） 平成26年10⽉31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°41'05" 047-431-2151

E139°59'57" 半固721

N35°41'15" 047-431-2151

E139°59'45" 半固721

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

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、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

155 芝 無
周囲12〜27ｍにH=1mのフェンス。
北側から東側経由南側43〜75ｍにH=1mのフェン
ス。

1800ｍ 一時避難場所13 Ｃ・Ｄ 船橋競馬場Ａ（内馬場芝） 若松１－２－１ よみうりランド 75

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14 Ｃ・Ｄ 船橋競馬場Ｂ（駐⾞場） 若松１－２－１ よみうりランド 160
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資料16 避難所運営のための様式
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（平成31年3⽉末⽇現在）
「千葉県危機管理情報共有要綱運⽤の手引き」による
区分 被害項目 認定基準 備考

共通
被害者の居住する市町村と被害発生場所の市町村とが異
なる場合は、被害発生場所の市町村が被害報告をする。

死者
 当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、または
死体は確認できないが死亡したことが確実な者とする。

当該災害による負傷者が、発災後48時間以内に死亡した
場合は、「死者」として扱う。

⾏⽅不明者
当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いの
ある者とする｡（原則として精神的なものを理由に⾏⽅が
不明になった場合を除くが、判断は市町村が⾏う。）

重傷者
当該災害により負傷し、医師の治療を受け、または受け
る必要のある者のうち１⽉以上の治療を要する⾒込みの
者とする。

１ 重傷⼜は軽傷の別が明らかでない場合は、とりあえず
「負傷者」として報告する。
２ 要治療期間については、可能な限り、診断した医師⼜
は病院から正確な情報を得ること。

軽傷者
当該災害により負傷し、医師の治療を受け、または受け
る必要のある者のうち１⽉未満で治療できる⾒込みの者
とする。

中等傷と診断された者について、左記の基準により傷病
程度を決めがたい場合は、軽傷者とする。

住
家
被
害

共通
住家とは現実に居住のため使⽤している建物をいい、社
会通念上の住家であるかどうかは問わない。

１ 別荘等で現に人が居住していないものは、「非住家」
として扱う。
２ 倉庫等は通常非住家と認められるが、人が居住してい
る場合で、当該居住部分に被害を生じた場合は「住家被
害」として計上する。
３ 店舗併⽤住宅の居住部分は「住家」として扱い、店舗
部分は「非住家」として扱う。また、両部分にわたり被
害を生じた場合は、「住家被害」として計上し、非住家
被害としては計上しない。
４ 「棟」とは、⼀つの独⽴した建物をいい、離れ、納
屋、倉庫等は⺟屋とは別に１棟として扱う。ただし、ご
く小規模なものは除く。二つ以上の棟が渡廊下等で接続
している場合には各１棟として計上する。
５ アパート、マンション等の集合住宅が被害を受けた場
合は、被災棟数は１棟とし、被災世帯数はその建物に居
住する世帯数を計上する。

人
的
被
害

資料17 被害の認定基準
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区分 被害項目 認定基準 備考

全壊

 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの。
すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没したもの、⼜は
住家の損壊（ここでいう「損壊」とは、住家が被災によ
り損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることによ
り、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に⾄っ
たものをいう。以下同じ。）が甚だしく、補修により元
通りに再使⽤することが困難なもので、具体的には、住
家の損壊、若しくは流出した部分の床⾯積がその住家の
延べ床⾯積の70％以上に達した程度のもの、または住家
の主要な構成要素（ここでいう「主要な構成要素」と
は、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであっ
て、住家の⼀部として固定された設備を含む。以下同
じ。）の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表
し、その住家の損害割合が50％以上に達した程度のもの
とする。

半壊

 住家がその居住するための基本的機能の⼀部を喪失し
たもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれ
ば元通りに使⽤できる程度のもので、具体的には、損壊
部分がその住家の延床⾯積の20％以上70％未満のもの、
⼜は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占
める損害割合で表し、その住家の損害割合が20％以上
50％未満のものとする。

⼀部破損
 全壊及び半壊に⾄らない程度の住家の破損で、補修を必
要とする程度のものとする。ただし、ガラスが数枚破損
した程度のごく小さなものは除く。

屋根⽡の相当部分が落ちた様な場合は、「⼀部破損」と
なるが、屋根の主要部分に被害が生じた場合は、「半
壊」以上として扱う。

床上浸⽔
住家の床より上に浸⽔したもの及び全壊・半壊には該当
しないが、⼟砂・竹木のたい積により⼀時的に居住する
ことができないものとする。

アパート、マンション等の集合住宅で２階建て以上の建
物の被災世帯は、次のように取り扱う。
（１） １階部分が床下浸⽔の場合、１階に居住する世帯
数のみでなく、その建物に居住する世帯数を「床下浸
⽔」に計上する。
（２） １階部分が床上浸⽔の場合、１階に居住する世帯
数は「床上浸⽔」に、２階以上に居住する世帯数は「床
下浸⽔」に計上する。

床下浸⽔ 床上浸⽔に⾄らない程度に浸⽔したものとする。

共通

住家以外の建築物で、この報告中他の被害箇所項目に属
さないものとする。
これらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住
家とする。
 非住家被害は、全壊⼜は半壊の被害を受けたもののみを
記入する。

公共建物
役場庁舎、公⺠館、公⽴保育所等で公⽤物⼜は公共の⽤
に供する建物とする。

⽂教施設・港湾・清掃施設等別に項目を定めてあるもの
は、「公共建物」に含めない。

その他 公共建物以外の倉庫、⼟蔵、⾞庫等の建物とする。
店舗併⽤住宅の店舗部分のみ被害を受けた場合は、「非
住家、その他」として扱う。

⽂教施設
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学
校、特別支援学校、大学、高等専門学校及び幼稚園にお
ける教育の⽤に供する施設とする。

⼀つの学校の中で、校舎、体育館等複数の施設が被害を
受けた場合でも、⽂教施設１箇所として被害に計上す
る。

病院
医療法第１条第１項に規定する病院（患者20人以上の収
容施設を有するもの。）とする。

非
住
家
被
害

住
家
被
害
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区分 被害項目 認定基準 備考

１ 災害により全壊、半壊及び床上浸⽔の被害を受け通常
の生活を維持できなくなった生計を⼀にしている世帯と
する。
２ ⼀部損壊及び床下浸⽔の場合は計上しない。

寄宿舎、下宿、その他これに類する施設に宿泊するもの
で共同生活を営んでいるものについては、これを⼀世帯
として扱い、また同⼀家屋の親⼦、夫婦であっても、生
活が別であれば分けて扱うものとする。

  罹災世帯の構成員とする。

道路
  道路法（昭和27年法律第 180号）第２条第１項に規定
する道路のうち,橋りょうを除いたものとする。

１ 高速⾃動⾞国道、⼀般国道、県道、市町村道の⼀般交
通の⽤に供する道で、トンネル、渡船施設等を含む。
（農業⽤道路、林道等は含まない）
２ 道路被害の例としては、法⾯崩壊、がけくずれ、地滑
り等の⼟砂崩れによって道路が陥没したり路肩が崩れた
もののほか、地震による路⾯の不陸、液状化による陥没
等が該当する。
３ 道路冠⽔そのものは道路被害ではないが、冠⽔中は道
路に被害があるか不明であり、また交通に影響を及ぼす
ことがあるため、被害程度を不明とし、その交通規制状
況について報告すること。

橋りょう
道路を連結するために河川、運河等の上に架設された橋
とする。

がけくずれ

地すべり
地すべり等防⽌法（昭和33年3⽉31⽇法律第30号）第2
条第3項に規定する「地すべり防⽌施設」とする。

急傾斜地
急傾斜地の崩壊による災害の防⽌に関する法律（昭和44
年7⽉1⽇法律第57号）第2条第2項に規定する「急傾斜地
崩壊防⽌施設」とする。

河川

河川法（昭和39年法律第 167号）が適⽤され、もしくは
準⽤される河川もしくはその他の河川⼜はこれらのもの
の維持管理上必要な堤防、護岸、⽔利、床⽌、その他の
施設もしくは沿岸を保全するために防護することを必要
とする河岸とする。

１ 河川被害の例としては、護岸の崩れ、破堤等が該当す
る。
２ なお、溢⽔は被害として計上しないが、その状況につ
いては報告すること。

港湾
港湾法（昭和25年法律第 218号）第２条第５項に規定す
る⽔域施設、外かく施設、けい留施設、⼜は港湾の利⽤
及び管理上重要な臨港交通施設とする。

漁港は「港湾」に含めない。

砂防

砂防法（明治30年法律第29号）第１条に規定する砂防設
備、同法第３条の規定によって同法が準⽤される砂防の
ための施設⼜は同法第３条の２の規定によって同法が準
⽤される天然の河岸とする。

砂防設備とは、砂防ダム・流路⼯等の⼟石流災害を防⽌
するための設備をいう。

清掃施設 ごみ処理及びし尿処理施設とする。
ごみ処理施設とは、⼀般廃棄物処理施設と産業廃棄物処
理施設をいう。

鉄道不通 汽⾞、電⾞等の運⾏が不能となった程度の被害とする。
豪⾬、地震等に伴い、⼀時的に運⾏を停⽌し、施設に異
常が無いことを確認し運⾏を再開した場合は、路線ごと
に各１箇所として被害に計上する。

被害船舶

ろ・かいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没
し、航⾏不能になったもの及び流失し、所在が不明に
なったもの、並びに修理しなければ航⾏できない程度の
被害を受けたものとする。

海岸
海岸法（昭和31年5⽉12⽇法律第101号）第2条第1項に
規定する「海岸保全施設」とする。

⽔道施設 断⽔を伴う⽔道事業者等の施設の被害とする。

罹災世帯

罹災者

道
路
被
害

そ
の
他
被
害
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区分 被害項目 認定基準 備考

断⽔⼾数
上⽔道⼜は簡易⽔道で断⽔している⼾数で、最新時点に
おける⼾数とする。

地域により断⽔の時間帯が異なる場合は、地域ごとの最
新時点における⼾数を合計する。

電気
災害により停電した⼾数で最新時点における⼾数とす
る。

地域により停電の時間帯が異なる場合は、地域ごとの最
新時点における⼾数を合計する。

電話 災害により通話不能となった電話の回線数とする。
発信規制により、電話がかかりにくい状態となった場合
は、被害に含めない。

ガス
⼀般ガス事業⼜は簡易ガス事業で供給停⽌となっている
⼾数で、最新時点における⼾数とする。

１ 地域により供給停⽌の時間帯が異なる場合は、地域ご
との最新時点における⼾数を合計する。
２ 各家庭に取り付けられた安全器が、地震等を感知して
作動し、供給が⼀時的に停⽌された場合は、被害に含め
ない。

ブロック
石塀

倒壊したブロック塀⼜は石塀の箇所数とする。

田の流出
埋没

田の耕⼟が流出し、⼜は砂利等の堆積のため、耕作が不
能になったものとする。

田の冠⽔
穂の先端が⾒えなくなる程度に⽔をつかったものとす
る。

畑の流出
埋没

田の例に準じて取り扱うものとする。

畑の冠⽔

⽕災発生件数については、地震⼜は⽕山噴⽕の場合のみ
報告するものとする。

⽕災発生

そ
の
他
被
害
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資料18-1 罹災証明願

住  所

申請者 氏  名 ㊞

電話番号

  状況
 

 

４ 使⽤目的                                 

５ 必要枚数                                 枚

２ 罹災住所   船橋市    （  ）丁目（  ）番(地)（  ）号

３ 罹災内容   ①風⽔害（台風  号） ②地震・⽕災 ③その他

１ 罹災年⽉⽇       年  ⽉  ⽇（  曜⽇）

罹 災 証 明 願

資料18 罹災証明書等様式

  年  ⽉  ⽇

船橋市⻑ あて

下記により、罹災したので証明願います。

記
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第 ９ 号

世帯人員 名

午前

午後

(1) 全 壊（焼） (4) 床上浸⽔
(2) 流 失 (5) 床下浸⽔
(3) 半 壊 (6) ⼀部損壊
(1) 死  亡   名 (3) 重  傷   名
(2) ⾏⽅不明   名 (4) 軽  傷   名

摘要
上記のとおり、罹災したことを証明する。

年   ⽉   ⽇
船 橋 市 ⻑

罹 災 証 明 書

氏    名

住    所

罹 災 場 所
災 害 の 原 因

1. 家屋

住家   ・   非住家

2. 人員

罹 災 程 度

罹
災
状
況

罹 災 年 ⽉ ⽇

時   刻
・

1.風⽔害   2.地震・⽕災    3.その他 （  ）

年    ⽉    ⽇    時  分 頃

氏    名 年 齢続 柄 備    考

世
帯
人
員
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資料18-2 被災証明書
発⾏区分（  新規  ・  追加  ・  再度  ）

第           号
  年  ⽉  ⽇ 

 船 橋 市 ⻑  宛

住所
申請人 氏名 印

電話

  下記のとおり、被災したことを届出しますので、届出があったことを証明願います。

上記の内容について、申請人より届出があったことを証明する。
      年   ⽉   ⽇

船 橋 市 ⻑  松 ⼾  徹

※太枠内は必ず申請者が記入すること。

 また、当証明書は市へ届出があったことを証明するものであり、記載の事実関係を証明するものではないが、申請人は

 出来る限り被災状況を示す具体的な添付資料を提出すること。

被 災 （ 届 出 ） 証 明 願

記

申請人と被災物件
と の 関 係

所有 ・ 管理 ・ 占⽤ ・ 担保権 ・ その他（     ）

被 災 ⽇ 時 年   ⽉   ⽇（  曜⽇）   時   分

被災物件の所在地   船橋市

被災届出の内容

添 付 資 料

使⽤目的・提出先
使 ⽤ 目 的

提 出 先
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資
料

20 
捜

索
受

付
け

か
ら

⽕
・

埋
葬

ま
で

の
書

式

資
料

20-1 ⾏
⽅

不
明

者
相

談
（

捜
索

）
受

理
票

確
認
結
果 

判
明
死
者 

死体番号（          ） 所持金品  有 ・ 無 

本籍 

住所 

職業       氏名 

性別 男 ・女 生年月日   年  月  日生（  歳） 

確
認
方
法 

 

 

 

 

 

確認日時  

確認場所  

確 認 者 

住所 

氏名           年齢 

死亡者との関係      電話 

確認立会人 
所属 

役職      氏名 

引
渡
状
況 

引渡日時  

引渡場所 
 

引 受 者 

□ 上記確認者に同じ 

□ 下記記載の者 

 住所 

 氏名           年齢 

 死亡者との関係      電話 

引渡取扱者 
所属 

役職      氏名 

備 
 

考 

 

 

 

 

 

 

 

施 設 名 （受理扱者        ） 

受理年月日 平成  年  月  日 午前・午後  時  分 

相
談
者 

住所 

職業 

氏名                    （  歳） 男・女 

行方不明者との関係 

連絡先                電話 

行
方
不
明
者 

住所 

職業 

氏名 

生年月日 明・大・昭・平  年  月  日生（  歳） 男・女 

連絡先                電話 

身
体
特
徴 

身 長 cm 体 格 肥満・小肥・不通・痩身・極痩 

顔 型  顔 色 白・青白・不通・浅黒・その他 

眼 鏡  血液型 A B AB O 

頭 髪  

歯の特徴 

 

 

※治療の痕、欠損、抜け等、覚えている事を記載願います。 

通院先 

歯科 

 

 

※歯科資料持参の際は添付願います。 

手術や 

傷など 

 

 

※手術やケガ、傷の痕等、覚えている事を記載願います。 

上 衣  下 衣  

所持品 
 

 

行方不明時の状況 
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資料20-2 遺体番号表

発⾒場所

搬送の経緯
(発⾒状況等)

着衣所持
⾦品等

搬送者

身体特徴等

番  号

  年   ⽉   ⽇ 午前・午後   時   分発生⽇時

20-2



（平成31年3⽉末⽇現在）

名称 所在地

四市複合事務組合
馬込斎場

馬込町1102-1

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2-5-9 047-465-5457 684

047-439-1360 20,950

埋葬場（市営霊園）

電話 総区画数

約75体／⽇
（2〜3⽇間）

1体 約90分
灯油

都市ガス
15基047-438-1151

資料21 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
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（平成31年3⽉末⽇現在）
応急仮設住宅建設候補地リスト

資料22 応急仮設住宅建設候補地リスト

候補地
番号

1
公共下⽔道高瀬下⽔処理場
（運動広場）

高瀬町56 23,270 276

仮設住宅建設
可能区域⾯積

（㎡）

建設可能⼾数
（⼾）

所在地
（地名地番）

候補地の名称
（通称）

3 ⻄船近隣公園 ⻄船1-215-2他 8,800 104

2 若松公園 若松3-4-1他 20,000 156

5 天沼弁天池公園 本町7-1114-1 2,236 22

4 勝間田公園 ⻄船5-245-1他 2,080 20

7 夏⾒台近隣公園 夏⾒台2-80-2他 10,919 109

6 夏⾒台中央公園 夏⾒4-795-1 1,400 14

9 馬込公園 馬込⻄2-651-1 2,040 20

8 船橋市運動公園 夏⾒台6地先 18,000 293

11 ⾦杉台公園 ⾦杉台1-1104-2他 1,711 17

10 法典公園 藤原5-307-4他 15,600 168

13 大穴新谷津公園 大穴北8-1015-3他 2,444 24

12 二和⻄公園 二和⻄1-10-113他 1,863 18

15 アンデルセン公園 ⾦堀町525他 46,000 359

14 大穴第２号公園 三咲8-220-108 1,238 12

17 小室公園 小室町3313 10,924 123

16 高才川緑地公園 ⾞⽅町227-1他 1,600 16

19 宮本台北公園 東船橋3-3026-2 1,616 16

18 宮本台公園 東船橋4-3006 1,276 12

21 薬円台公園 薬円台4-212-5他 5,800 56

20 飯山満くすの木公園 飯山満町3-1582-9他 999 9

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

仮設住宅建設
可能区域⾯積

（㎡）

建設可能⼾数
（⼾）

所在地
（地名地番）

候補地の名称
（通称）

23 北習志野第８号公園 習志野台5-9 3,381 33

25 北習志野第７号公園 習志野台6-27 2,000 20

24 習志野台８丁目公園 習志野台8-1983-10 1,794 17

27 北習志野第５号公園 習志野台2-47 2,600 26

26 北習志野近隣公園 習志野台3-4 11,878 124

29 高根木⼾第１号公園 高根台4-19-5 630 6

28 北習志野第４号公園 習志野台6-2 1,800 18

31 高根台さくら公園 高根台3-2-1 1,100 11

30 高根木⼾第３号公園 高根台3-684-1他 2,900 29

33 高根木⼾近隣公園 高根台5-1-1 9,700 90

32 高根木⼾第４号公園 高根台3-721-1他 2,400 24

35 海松台公園 前原東2-127-1他 3,900 39

34 田喜野井公園 田喜野井4-666-1他 3,183 31

37 アルビス前原中央公園 前原⻄6-678-2 1,253 12

36 咲が丘３丁目公園 咲が丘3-625-5他 1,454 14

39 本町４丁目広場公園 本町4-1262-1他 1,205 12

38 夏⾒１丁目あおぞら中央公園 夏⾒1-169-1他 1,200 12

41
法典公園（グラスポ）
グラウンド

藤原5-307-4他 13,870 116

40 坪井近隣公園 坪井町1371 3,000 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

42 農業センター ⾦堀町522-1 2,924 36
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（平成３１年４⽉末現在）

人員（単位％）

資料23 地震時の職員動員計画表

・警戒本部体制時（船橋市域震度５弱、東京湾内湾に津波注意報が発表された場合等）は、原則として
 初動期に約半数の職員の参集を⾏うが、状況に応じて人員を調整し、災害対策本部に移⾏できる体制

国際ボランティア班 国際交流課 ― 50

市⺠の声を聞く課 ― 50

100100―危機管理課

 を整えておく。警戒本部体制の配置で人員に端数が出た場合は小数点以下を切り上げとする。
・災害対策本部体制時（船橋市域震度５強以上、東京湾内湾に津波警報が発表された場合等）は、初動
 期には職員全員の参集を⾏うが、その後は職員を３グループに区分し交代体制を確保する。

災害対策本部警戒本部各課対応

100

災害対策本部設置前

職員動員班 職員課 ― 50

― 50

資産税課 ― 50

７ 出張所 ― 50

災害対策本部設置後
課名班

100
政策企画課 ― 50 100

100
秘書課 ― 50 100

広報課 ― 50

100
契約課 ― 50 100

100
財政課 ― 50 100
⾏政経営課 ― 50

財産管理課 ― 50

100
情報システム課 ― 50 100

100
法務課 ― 50 100
総務課 ― 50

100
債権管理課 ― 50 100

100
市⺠税課 ― 50 100
税務課 ― 50

第１収容班

船橋駅前総合窓口センター ― 50 100
100

市⺠安全推進課 ― 50 100

100
男⼥共同参画センター ― 50 100

100
⾃治振興課 ― 10050

市⺠協働課 ― 50

⼾籍住⺠課

総務部

税務部

本部統括班

第２復旧支援班

第１復旧支援班

第２収容班

第１調査班

ボランティア班

市⺠生活部

市⻑公室

企画財政部
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災害対策本部警戒本部各課対応
災害対策本部設置前 災害対策本部設置後

課名班

第３要配慮者支援班
健康づくり課 ― 50

第２医療看護班 看護専門学校 ― 50

包括支援課

健康政策課 ― 50

第１生活再建班 地域福祉課 ― 50

衛生指導課 ― 50

第４要配慮者支援班

指導監査課 ― 50

身体障害者福祉センター ― 50

100
介護保険課 ― 50 100

100
第３収容班 国保年⾦課 ― 50 100

第１要配慮者支援班

高齢者福祉課 ― 50

地域包括ケア推進課 ― 50
100

第２要配慮者支援班
― 50

100

100
保健総務課 ― 50 100

100
５地域包括支援センター ― 50 100

地域保健課 ― 50

100

100
４保健センター ― 50 100

100
動物愛護指導センター ― 50

100

100
身体障害者福祉作業所太陽 ― 50 100

100
障害福祉課 ― 50 100

⼦ども政策課 ― 50 100
児童家庭課 ― 50 100

第４収容班 生活支援課 ― 50 100

公⽴保育園管理課 ― 50 100
２７保育園 ― 50 100

家庭福祉課 ― 50 100
保育認定課 ― 50 100

２０児童ホーム ― 50 100

地域⼦育て支援課 ― 50 100
２⼦育て支援センター ― 50 100

こども発達相談センター ― 50 100
２簡易マザーズホーム ― 50 100

療育支援課 ― 50 100

環境保全課 ― 50 100
馬込衛生管理事務所 ― 50 100

環境政策課 ― 50 100

廃棄物指導課 ― 50 100
クリーン推進課 ― 50 100

資源循環課 ― 50 100
⻄浦処理場 ― 50 100

南部清掃⼯場 ― 50 100
清掃センター ― 50 100

健康・高齢部

保健所

福祉サービス部

⼦育て支援部

環境部

第3供給班

環境班
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災害対策本部警戒本部各課対応
災害対策本部設置前 災害対策本部設置後

課名班

商⼯振興課 ― 50 100
農⽔産課 ― 50 100

総務課 ― 50 100
都市政策課 ― 100 100

農業センター ― 50 100
消費生活センター ― 50 100

都市整備課 ― 50 100
公園緑地課 ― 50 100

技術管理課 ― 100 100
都市計画課 ― 100 100

道路管理課 ― 50 100
道路維持課 ― 50 100

飯山満⼟地区画整理事務所 ― 50 100
道路計画課 ― 50 100

下⽔道河川計画課 ― 50 100
下⽔道建設課 ― 50 100

道路建設課 ― 50 100
下⽔道総務課 ― 50 100

河川整備課 ― 50 100
建築指導課 ― 50 100

下⽔道施設課 ― 50 100
下⽔道河川管理課 ― 50 100

100

建築課 ― 50 100
宅地課 ― 50 100

100

学務課 ― 50 100
指導課 ― 50 100

教育総務課 ― 50 100
施設課 ― 50 100

保健体育課 ― 50 100
総合教育センター ― 50 100
５４小学校 ― 50 100
２７中学校 ― 50 100
船橋特別支援学校 ― 50 100
船橋高等学校 ― 50 100

100

医療センター※
総務課 ― ― 100
医事課 ―

建築部

―
消防救急班 消防局各課及び各署 ― ―

第２生活再建班

第２調査班

消防局※
住宅政策課 ― 50

第１協⼒班 会計課 ― 50

― 100
教育委員会
管理部

教育委員会
学校教育部

第１教育班

第１医療看護班

第２教育班

教育委員会

経済部

地⽅卸売市場

都市計画部

都市整備部

道路部

下⽔道部

第１供給班

下⽔道班

道路班

都市施設班

情報管理班

第２供給班
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災害対策本部警戒本部各課対応
災害対策本部設置前 災害対策本部設置後

課名班

※消防局及び医療センターは、警戒本部設置時においても、各課対応の時と同様に各課の判断により
 人員を配置するものとする。

― 50 100
視聴覚センター ― 50 100

２６公⺠館 ― 50 100

生涯スポーツ課 ― 50 100
体育施設管理事務所 ― 50 100

⻘少年課 ― 50 100

― 50 100

⼀宮少年⾃然の家 ― 50 100

⽂化課 ― 50 100
埋蔵⽂化財調査事務所 ― 50 100

社会教育課

庶務課 ― 50 100

⻘少年センター ― 50 100
選挙管理委員会事務局 ―

議事課 ― 50 100

監査委員事務局 ― 50 100
農業委員会事務局 ― 50 100

教育委員会
生涯学習部

― 50 100

郷⼟資料館 ― 50 100
飛ノ台史跡公園博物館 ― 50 100

⻄図書館 ― 50 100
市⺠⽂化ホール

―
―

議会事務局

第２協⼒班

第１協⼒班

議会班
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（平成３１年４⽉末現在）

人員（単位％）

資料24 風⽔害時の職員動員計画表

・⽔防準備体制・⽔防本部体制時は、原則として、初動期に下表のとおり職員の参集を⾏うが、状況に
 応じて人員を調整し、災害対策本部に移⾏できる体制を整えておく。⽔防準備体制・⽔防本部体制の
 配置で人員に端数が出た場合は小数点以下を切り上げとする。

本部統括班

危機管理課 ― 50
広報課 ― 5

・災害対策本部体制時は、初動期には職員全員の参集を⾏うが、その後は職員を３グループに区分し交
 代体制を確保する。

班 課名
⽔防本部設置前

各課対応 ⽔防準備体制

100
10 100

財政課 ― 5
財産管理課 ― 5

市⺠の声を聞く課 ― 5
秘書課 ― 5

税務課 ― 5
市⺠税課 ― 5

契約課 ― 5
職員課 ― 5

地域福祉課 ― 25
環境保全課 ― 5

資産税課 ― 5
債権管理課 ― 5

廃棄物指導課 ― 5
クリーン推進課 ― 5 10 100

資源循環課 ― 5
⻄浦処理場 ― 5

100
10 100
10 100

技術管理課 ― 25
都市計画課 ― 25 50 100

農⽔産課 ― 5
都市政策課 ― 25

飯山満⼟地区画整理事務所 ― 25
道路計画課 ― 25
道路管理課

都市整備課 ― 25
公園緑地課 ― 25

― 25

― 25
道路維持課 ― 25
道路建設課

50 100
50 100
50 100

10 100

⽔防本部体制 災害対策本部

⽔防本部設置後 災害対策本部設置後

100100

100
10 100
10 100
10 100

10 100
10 100
10 100
10

10 100
50 100
10 100

100
50 100
50 100

10 100
50 100
50 100

50 100

市⻑公室

企画財政部 支援班

総務部 職員動員班

税務部 調査班

生活再建班

50

10

10

福祉サービス部

環境部 環境班

経済部 農⽔産班

道路部 道路班

都市整備部 都市施設班

都市計画部 情報管理班
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班 課名
⽔防本部設置前

各課対応 ⽔防準備体制 ⽔防本部体制 災害対策本部

⽔防本部設置後 災害対策本部設置後

※消防局は、⽔防本部設置時においても、各課対応の時と同様に局の判断により人員を配置するものと
 する。

下⽔道総務課 ― 25 50 100

50 100

下⽔道河川計画課 ― 25
下⽔道建設課 ― 25
下⽔道施設課

100
50 100

河川整備課 ― 25
建築指導課 ― 25

― 25
下⽔道河川管理課 ― 25

― 5

建築課 ― 25
宅地課 ― 25 50

２６公⺠館 ― 15
消防局各課及び各署 ― ―

施設課 ― 5
社会教育課 ― 5 10

50
10
10

50
50
50

50
50

住宅政策課 ― 25
教育総務課

教育委員会
生涯学習部

協⼒班

消防局※ 消防救急班 ― 100

建築部 急傾斜地班

下⽔道部 下⽔道班

教育委員会
管理部

教育班

100
30 100

100
100
100
100

100
100
100

100
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        課  （        班）
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：

[記入上の注意]
１．１⽇につき１枚作成すること ２．時刻表示は、２４時制とすること ３．業務内容は、具体的に記入すること

年  ⽉  ⽇

住所氏名職名 手段通勤に要した時間 退勤時間

：
：
：

業務内容出勤時間

：

：

分
分
分
分
分
分
分
分

：

：
：
：
：
：
：
：
：
：

：
：
：
：
：
：

：
：
：
：
：
：：

：

：
：
：
：
：

：

分
分

分
分
分
分
分
分
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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

② ①以外の大津波警報

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。

資料26 広報⽂例

＜J-ALERTによる⾃動起動＞

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。

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。

津波注意報 発表

こちらは船橋市役所です。

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

（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。

津波警報／大津波警報 発表

こちらは船橋市役所です。

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。

こちらは船橋市役所です。

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。

津波警報 発表

津波警報が発表されました。

大津波警報 発表

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。

① 東⽇本大震災クラス【特別警報】
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こちらは船橋市役所です。

○○時○○分○○地区に、避難準備・高齢者等避難開始を発令しました。

避難準備・⾼齢者等避難開始 発令

こちらは船橋市役所です。

○○時○○分○○地区に、避難勧告を発令しました。

避難勧告 発令

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。

その他の⽅は、避難の準備をしてください。

こちらは船橋市役所です。

○○時○○分○○地区に、避難指示を発令しました。

避難指⽰（緊急） 発令

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。

（避難準備・高齢者等避難開始／避難勧告／避難指示）を解除しました。

こちらは船橋市役所です。

○○時○○分○○地区の

避難準備・⾼齢者等避難開始／避難勧告／避難指⽰（緊急） 解除

まだ避難していない⽅は、直ちに近くの避難所へ避難せよ。

まだ避難していない⽅は、直ちに近くの避難所へ避難せよ。

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。

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

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。

が休⽌されます。

○○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

東海地震注意情報 発表

こちらは船橋市役所です。

東海地震予知情報 発表（警戒宣言発表）

こちらは船橋市役所です。

○○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

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）にて人畜多く死せり
……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潮吹
 　・蜊・さるぼう等の死滅多く約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1000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

資料27 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)

1972年
(昭和47年)
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年 ⽉⽇ 原因 被害状況 備考

1973年
(昭和48年) 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
降雨量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 降雨量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

降雨量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

降雨量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

降雨量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

降雨量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

降雨量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

降雨量57mm
最大降雨23mm/時
最大風速6m/秒

1979年
(昭和54年)

1980年
(昭和55年)

1973年
(昭和48年)

1974年
(昭和49年)

1975年
(昭和50年)

1976年
(昭和51年)

1977年
(昭和52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

降雨量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
降雨量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 降雨量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 降雨量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

降雨量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 降雨量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 降雨量31mm
最大降雨15mm/時

8月1〜2日 台風10号 重症者2人
降雨量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 降雨量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 降雨量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

降雨量205mm
最大降雨19mm/時
最大風速10m/秒

9月23〜25日 台風19号 床上浸⽔1⼾、床下浸⽔19⼾
降雨量93mm
最大降雨18mm/時
最大風速7m/秒

6月10日 雷雨
軽症者1人、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

降雨量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 降雨量48mm
最大降雨17mm/時

7月5日 大雨 床下浸⽔16⼾ 降雨量22mm
最大降雨5mm/時

7月27〜28日 雷雨
突風降氷

重症者1人、軽症者7人
家屋一部損壊243⼾
床上浸⽔4⼾、床下浸⽔47⼾

降雨量63mm
最大降雨20mm/時

8月15〜17日 台風5号 床下浸⽔4⼾
降雨量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
降雨量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
降雨量112mm
最大降雨12mm/時
最大風速5m/秒

1月19日 大雪 中等症⼊院7人、軽症者1人 観測値不明

1月31日 大雪 骨折⼊院2人、挫創通院1人 観測値不明

2月27日 大雪 中等症⼊院2人、重症者1人 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 降雨量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

降雨量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 降雨量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

降雨量98mm
最大降雨24mm/時

1984年
(昭和59年)

1981年
(昭和56年)

1982年
(昭和57年)

1983年
(昭和58年)

1985年
(昭和60年)
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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

降雨量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 降雨量21mm
最大降雨14mm/時

2月18日 大雪 軽症者5人 観測値不明

5月14〜15日 大雨 道路冠⽔4箇所
降雨量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
降雨量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

降雨量210mm
最大降雨28mm/時
水防本部設置

9月2日 台風15号 床下浸⽔11⼾、道路冠⽔19箇所

降雨量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

降雨量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 降雨量42mm
最大降雨19mm/時

12月18〜19日 大雨 床下浸⽔5⼾ 降雨量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

降雨量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 降雨量11mm
最大降雨9mm/時

9月10日 大雨 床下浸⽔3⼾、道路冠⽔2箇所 降雨量73mm
最大降雨8mm/時

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

降雨量77mm
最大降雨11mm/時

8月10〜12日 大雨 床下浸⽔4⼾ 降雨量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

降雨量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
降雨量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
降雨量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

降雨量159mm
最大降雨48mm/時
水防本部設置

1月31日 大雪 軽症者11人 降雪量21cm

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

9月20日 台風19号 家屋一部損壊1⼾ 最大風速8m/秒

1990年
(平成2年) 9月30日 台風20号 道路冠⽔2箇所

降雨量81mm
最大降雨11mm/時
⽔防本部設置

1985年
(昭和60年)

1986年
(昭和61年)

1987年
(昭和62年)

1988年
(昭和63年)

1989年
(平成元年)

1990年
(平成2年)
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年 ⽉⽇ 原因 被害状況 備考

2月15日 大雨 道路冠⽔1箇所 降雨量44mm
最大降雨8mm/時

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

降雨量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

降雨量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

降雨量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㎜）

降雨量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 降雨量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

降雨量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

降雨量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

降雨量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 降雨量85mm
最大降雨21mm/時

7月25日 大雨 床下浸⽔1⼾ 降雨量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 降雨量73mm
最大降雨24mm/時

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

4月23日 強風 重症者4人、軽症者5人、
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
降雨量139mm
最大降雨9mm/時
最大風速11m/秒

2月17〜18日 大雪 軽症者6人、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

降雨量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 降雨量52mm
最大降雨15mm/時

7月17日 大雨 床下浸⽔14⼾ 降雨量73mm
最大降雨47mm/時

8月29日 大雨 床上浸⽔1⼾、床下浸⽔5⼾ 降雨量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

降雨量42mm
最大降雨6mm/時

3月22日 暴風 軽傷2人、家屋一部損壊1⼾ 最大風速11m/秒

5月27日 暴風 軽傷1人 最大風速7/秒

1997年
(平成9年)

1998年
(平成10年)

1999年
(平成11年)

1996年
(平成8年)

1991年
(平成3年)

1992年
(平成4年)

1993年
(平成5年)

1994年
(平成6年)

1995年
(平成7年)

軽症2人 降雪量11.5cm1月15日 大雪
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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 降雨量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

降雨量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 降雨量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 降雨量28mm
最大降雨10mm/時

11月20〜21日 大雨 床上浸⽔2⼾ 降雨量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人
文教施設（⼩学校）一部損壊1校

降雨量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

降雨量221mm
最大降雨36mm/時

7月16日 台風7号 床下浸⽔3⼾ 降雨量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
降雨量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 降雨量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）

降雨量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2900⼾ 降雨量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

降雨量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

降雨量140mm
最大降雨19mm/時

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

7月26日 台風7号 床下浸⽔1⼾ 降雨量70mm
最大降雨20mm/時

8月12〜13日 大雨 家屋一部損壊1⼾ 降雨量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人 降雨量103mm
最大降雨17mm/時

9月11日 大雨 床下浸⽔6⼾ 降雨量24mm
最大降雨19mm/時

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

7月14日 大雨 停電358⼾ 降雨量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 降雨量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人、家屋一部損壊1⼾

停電669⼾、農産物被害6483千円
降雨量86mm
最大降雨14mm/時

2月23日 暴風 軽傷2人、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41999⼾ 降雨量13.5mm
最大降雨12mm/時

8月20日 大雨（落雷） 床下浸⽔6⼾、停電8797⼾ 降雨量37mm
最大降雨28.5mm/時

8月30日 大雨（落雷） 床下浸⽔1⼾、停電2000⼾ 降雨量52.5mm
最大降雨35.5mm/時

2000年
(平成12年)

2001年
(平成13年)

2002年
(平成14年)

2003年
(平成15年)

2004年
(平成16年)

2005年
(平成17年)

2006年
(平成18年)

2008年
(平成20年)
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年 ⽉⽇ 原因 被害状況 備考

2月13〜14日 暴風 軽傷1人 最大瞬間風速14.8m/秒

3月23日 暴風 軽傷2人 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 降雨量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人停電1400⼾
（樹⽊が⾼圧線に接触し切断）

降雨量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2373⼾、
農産被害12996千円 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1150⼾
降雨量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

降雨量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
降雨量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人 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
降雨量64mm
最大降雨26.5mm/時
最大瞬間風速17m/秒

2010年
(平成22年)

2009年
(平成21年)
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年 ⽉⽇ 原因 被害状況 備考

人的被害：
　重症者3人、軽傷者30人
住家：
　全壊13棟、13世帯、36人、
　半壊477棟、549世帯、1299人、
　一部損壊4803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：
　2589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
軽傷者1人、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

降雨量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人 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人）

降雨量6.5mm
最大降雨3.5mm/時
最大瞬間風速22.3m/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

6月25日 大雨 床上浸⽔３⼾、床下浸⽔１７⼾
降雨量48mm
最大降雨39.5mm/時
最大瞬間風速7.4m/秒

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

降雨量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、停電等183件
避難所開設12箇所（2世帯、2名）

降雨量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1件

降雨量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、
降雨量60mm
最大降雨41mm/時
最大瞬間風速4.6m/秒

10月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）

降雨量238mm
最大降雨34mm/時
最大瞬間風速18.0m/秒

10月13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）

降雨量30.5mm
最大降雨12mm/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

降雨量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
降雨量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）

降雨量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

降雨量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）

降雨量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

降雨量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
降雨量98.5mm
最大降雨15.5mm/時
最大瞬間風速10.6m/秒

2013年
(平成25年)

2014年
(平成26年)

2015年
（平成27年）

2016年
（平成28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

降雨量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
降雨量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）

降雨量146.5mm
最大降雨16mm/時
最大瞬間風速19.2m/秒

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）

降雨量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
降雨量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）

降雨量24mm
最大降雨3mm/時
最大瞬間風速14.3m/秒

9月4日〜9月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）

降雨量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）

降雨量49mm
最大降雨13.5mm/時
最大瞬間風速26.5m/秒

※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、「降雨量」･･･　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。

2017年
（平成29年）

2018年
（平成30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

二重川

神
崎
川

桑
納
川

合計

駒込川

木⼾川

準⽤河川

準⽤河川

河川名 備考

⼀級河川

⼀級河川

資料28 船橋市河川⼀覧

⼀級河川
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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合計

念田川

北谷津川

宮前川

高根川

⾦杉川

飯山満川

銅谷川

花輪川

市場川

中野木川

前原川

上⻑津川

向田川

塚田川

⻑津川

河川名

海⽼川

貝塚川

準⽤河川

二級河川

準⽤河川

準⽤河川

二級河川

二級河川

備考
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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

合計

河川名

海神川

南海神川

河川名

真間川

合計

⼀級河川

二級河川

準⽤河川

普通河川

二俣川

本海川

合計

谷津川

区分

高瀬川

法田川

二和川

10,058

50,088

81,536

備考

準⽤河川

河川延⻑（ｍ）

11,700

9,690

二級河川

二級河川

備考

市外 ⼀級河川
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（平成2７年４⽉末現在）

（１）地下街等

（２）⽔防法第15条第3号に規定する特に防災上の配慮を要する者が利⽤する施設

二⼦町610

二⼦町610

本郷町618-1
本中山3-2-3
南本町6-15

二⼦町629-2

海神町南1-728

山野町65-1-103

葛飾町2-349-3-101

○

南本町11-24
本郷町618-1
本郷町713

湊町1-16-23
本町6-7-18
浜町1-1-1
南本町13-1
本中山5-6-1
二⼦町498
宮本2-6-26
二⼦町474
海神町南1-1627-2

本中山3-19-3
本中山3-4-18

○
○

○

○

○

公⽴保育園

○

○

○
○
○
○
○
○

○
○
○

○

○

江⼾川

ココファン・ナーサリー
⻄船橋

有料⽼人ホーム

○

○
○
○
○

○

有料⽼人ホーム
有料⽼人ホーム
有料⽼人ホーム

グループホーム

私⽴保育園

私⽴保育園
私⽴保育園
私⽴保育園
私⽴保育園

認可外保育施設

公⽴保育園
公⽴保育園
公⽴保育園

中山あけぼの保育園
弥生保育園
保育ルーム フェリーチェ
⻄船橋園
エアクレイドル保育園⻄船橋 認可外保育施設

公⽴保育園

○
○

ココファン⻄船橋

船橋ピコレール
さくら保育園
海神南保育園

私⽴保育園

湊町保育園
本町保育園
浜町保育園
千鳥保育園
本中山保育園
船橋ひかり幼稚園 私⽴幼稚園

シーハーツ船橋
ベストライフ船橋⻄
シーズライフケア船橋
ライフコミューン下総中山
ブレスト船橋壱番館
愛の家グループホーム
船橋二⼦

クリード船橋

有料⽼人ホーム

認可外保育施設

有料⽼人ホーム
有料⽼人ホーム

リサ保育園

資料29 浸⽔想定区域内の施設⼀覧

地下食堂・売店等船橋市役所

海⽼川真間川江⼾川種別

○

地下施設・
⽴体駐⾞場（地下入出庫）

藤原７-2-2
湊町2-10-25

本町7-1-1
本町7-2-1

本町7-6-1

○
○ ○

⽴体駐⾞場

住所

施設名
船橋フェイスビル
船橋駅南口 地下通路・駐⾞場
東武百貨店船橋店
船橋北口駐⾞場
船橋ツインビル（イトーヨーカドー）
地下駐⾞場

住所

本町1-3-1

○

○

○

百貨店

⽴体駐⾞場
（地下入出庫）
スーパーマーケット

真間川 海⽼川

サミット馬込沢駅前店

施設名 種別
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資料30 船橋市防災会議条例

船橋市防災会議条例

（趣旨）
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、船橋市防

昭和39年6⽉17⽇
条例第32号

 災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び所掌事務について必要な事項を定めるものとする。
  （平12条例1・⼀部改正）
（会⻑及び委員）
第2条 防災会議は、会⻑及び委員45人以内をもって組織する。
2 会⻑は、市⻑をもって充てる。
3 会⻑は、会務を総理する。
4 会⻑に事故があるときは、あらかじめ会⻑が指名した委員が会⻑の職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
 (1) 指定地⽅⾏政機関の職員のうちから市⻑が任命する者
 (2) 陸上⾃衛隊の⾃衛官のうちから市⻑が任命する者
 (3) 千葉県の知事の部内の職員のうちから市⻑が任命する者
 (4) 千葉県警察の警察官のうちから市⻑が任命する者
 (5) 市⻑が部内の職員のうちから指名する者
 (6) 市の教育⻑
 (7) 市の消防局⻑及び消防団⻑
 (8) 指定公共機関⼜は指定地⽅公共機関の職員のうちから市⻑が任命する者
 (9) ⾃主防災組織を構成する者⼜は学識経験のある者のうちから市⻑が任命する者
 (10) その他市⻑が必要と認めた者
6 前項第8号及び9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補⽋委員の任期は、前任者の残任期間と
 する。
7 前項の委員は、再任することができる。
  （昭46条例29・昭48条例41・平9条例1・平24条例42・⼀部改正）
（所掌事務）
第3条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
 (1) 地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。
 (2) ⽔防計画に関する事項について調査審議すること。
 (3) 市⻑の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
 (4) 前号に規定する重要事項に関し、市⻑に意⾒を述べること。
 (5) その他法律⼜はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
  （平24条例1・平24条例42・⼀部改正）
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附 則（平成24年12⽉28⽇条例第42号）
 この条例は、公布の⽇から施⾏する。

 この条例は、公布の⽇から施⾏する。
附 則（平成12年3⽉31⽇条例第1号）
 この条例は、平成12年4⽉1⽇から施⾏する。
附 則（平成24年3⽉30⽇条例第1号）
 この条例は、平成24年4⽉1⽇から施⾏する。

（専門委員）
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地⽅⾏政機関の職員、千葉県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係
 指定地⽅公共機関の職員及び学識経験を有する者のうちから、市⻑が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
（議事等）

附 則（平成9年3⽉31⽇条例第1号）

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会
 ⻑が防災会議に諮って定める。

付 則
 この条例は、公布の⽇から施⾏する。
附 則（昭和46年3⽉31⽇条例第29号）
 この条例は、公布の⽇から施⾏する。
附 則（昭和48年9⽉29⽇条例第41号）
 この条例は、公布の⽇から施⾏する。
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資料31 船橋市防災会議運営要領

船橋市防災会議運営要領

（趣旨）
第１条 この要領は、船橋市防災会議条例(昭和３９年条例第３２号)第５条の規定に基づき、船橋市
 防災会議（以下「会議」という。）の議事及び運営に関し必要な事項を定める。
（会議）
第２条 会議は会⻑が召集し、議⻑となる。
２ 会議は、委員の２分の１以上が出席しなければ開くことができない。
（委員による処理）
第３条 会議の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、会⻑において処理するこ
 とができる。
２ 前項の規定により処理したときは、会⻑は、次の議会にこれを報告しなければならない。
（参考意⾒）
第４条 会⻑は、必要があるときは、議事に関係ある市職員を会議に出席させ意⾒を聞くことができ
 る。
（庶務）
第５条 会議の庶務は、船橋市市⻑公室危機管理課において処理する。

附 則
 この要領は、昭和３９年９⽉１８⽇から施⾏する。
附 則
 この要領は、平成２４年４⽉１⽇から施⾏する。

船橋市防災会議の権限に属する事項
のうち会⻑が処理できる事項について

船橋市防災会議運営要領第３条の規定により、次の事項は会⻑に置いて処理することができる。
 １ 関係⾏政機関に対する協⼒の要請に関すること。（法第21条）
 ２ 災害対策本部の設置に関すること。（法第23条第１項）
 ３ その他軽易な事項。
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種別
会⻑

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
10号委員
10号委員
10号委員

資料32 船橋市防災会議委員の構成

（令和元年7⽉1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
千葉海上保安部 千葉海上保安部⻑
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 顧問
船橋市議会 議⻑
船橋市議会 総務委員⻑
船橋市議会 建設委員⻑
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
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
船橋市消防団 本部員分団⻑
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3 災害対策本部員は、災害対策本部⻑の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

資料34 船橋市災害対策本部条例

船橋市災害対策本部条例

（趣旨）
第1条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号） 第23条の2第8項の規定に基づき、船
 橋市災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

昭和39年6⽉17⽇
条例第33号

  （平8条例1・平24条例42・⼀部改正）
（組織）
第2条 災害対策本部⻑は、災害対策本部の事務を総括し、職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部⻑は、災害対策本部⻑を助け、災害対策本部⻑に事故あるときは、その職務を代理
 する。

第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部⻑が定める。

（部）
第3条 災害対策本部⻑は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部⻑が指名する。
3 部に部⻑を置き、災害対策本部⻑の指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4 部⻑は、部の事務を掌理する。
（現地災害対策本部）
第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部⻑及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対
 策副本部⻑、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部⻑が指名する者をもって充てる。
2 現地災害対策本部⻑は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
  （平8条例1・追加）
（雑則）

  （平8条例1・旧第4条繰下）

付 則
 この条例は、公布の⽇から施⾏する。
附 則（平成8年3⽉29⽇条例第1号）
 この条例は、公布の⽇から施⾏する。
附 則（平成24年12⽉28⽇条例第42号）
 この条例は、公布の⽇から施⾏する。
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（定義）

資料35 船橋市防災⾏政無線管理運⽤規定

船橋市防災⾏政無線管理運⽤規程

（平成２年６⽉３０⽇訓令第７号）

船橋市防災⾏政無線管理運⽤規程(昭和５５年船橋市訓令第１号)の全部を改正する。

（趣旨）
第１条 この訓令は、防災⾏政無線の適正な管理及び運⽤に関し、必要な事項を定める。

 (８) 固定系⼦局 固定系親局からの通報を受信する設備をいう。

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる⽤語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (１) 防災⾏政無線 防災、応急救護、災害復旧及び⼀般⾏政のために使⽤する無線設備をいう。
 (２) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を⾏う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とする
   ものを含まない。
 (３) 基地局 陸上移動局と通信を⾏うために開設する移動しない無線局をいう。
 (４) 陸上移動局 陸上移動中⼜はその特定しない地点に停⽌中に運⽤する無線局をいう。
 (５) 無線従事者 電波法(昭和２５年法律第１３１号。以下「法」という。)第４０条第１項に規定
   する資格を有する者であって、市⻑が選任したものをいう。
 (６) 固定空中線 各出張所及び運動公園管理事務所に固定して設置されているアンテナをいう。
 (７) 固定系親局 特定の２以上の受信設備に対して、同時に同⼀内容の通報を送信する無線局をい
   う。

（管理責任者）

（無線局の職員）
第３条 無線局に次に掲げる職員を置く。
 (１) 総括責任者
 (２) 管理責任者
 (３) 通信取扱責任者
 (４) 通信取扱者
（総括責任者）
第４条 総括責任者は、無線局の管理及び運⽤の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
２ 総括責任者は、防災を主管する部⻑をもって充てる。
３ 災害対策基本法(昭和３６年法律第２２３号)第２３条の２第１項の規定に基づき船橋市災害対策本
 部を設置した場合は、前項の規定にかかわらず船橋市災害対策本部⻑をもって充てる。

第５条 管理責任者は、総括責任者の命を受け、無線局の管理及び運⽤の業務を⾏うとともに所属の通
 信取扱責任者を指揮監督する。
２ 管理責任者は、防災を主管する課⻑をもって充てる。ただし、陸上移動局の管理責任者は、陸上移
 動局が設置されている課⼜は所の課⻑⼜は所⻑をもって充てる。
（通信取扱責任者）
第６条 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局に係る業務を管理する。
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第９条 通信の種類は、次に掲げるとおりとする。

 い。

２ 通信取扱者は、無線局の運⽤に携わる職員とする。

３ 管理責任者は、通信取扱責任者を選任したとき、⼜は通信取扱責任者の異動等によりこれを解任し
 たときは、総括責任者に報告しなければならない。
（通信取扱者）
第７条 通信取扱者は、通信取扱責任者の管理の下に関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運⽤
 を⾏わなければならない。

２ 通信取扱責任者は、管理責任者がその所属職員である無線従事者のうちから選任する。

（固定空中線の使⽤等）
第８条 固定空中線は、訓練、点検及び非常時に限り使⽤するものとし、平常時に使⽤してはならない。
２ 固定空中線を使⽤するときは、他局に混信を与えないように注意するとともに、固定空中線に異常
 を発⾒したときは、その旨を直ちに防災を主管する課に連絡しなければならない。
（通信の種類）

 (１) 無線従事者としての職務を⾏うことが困難⼜は不適当と認められるとき。

３ 総括責任者は、普通通信の制限を解除したときは、直ちにその旨を知らせなければならない。
（災害時の通信態勢）
第１２条 総括責任者は、災害が発生し、⼜は発生するおそれがあるときは、管理責任者及び通信取扱
 責任者に待機⼜は配備を命じ、当該無線局の通信の確保に必要な措置を講じなければならない。
（備付書類等の管理）
第１３条 管理責任者は、関係法令に基づく業務書類を備え付け、管理しなければならない。
（無線従事者の解任）
第１４条 市⻑は、無線従事者が次の各号の⼀に該当する場合には、無線従事者を解任することができ
 る。

 指示しなければならない。

 (１) 非常時通信 災害発生等非常時の通信をいう。
 (２) 普通通信 非常時通信以外の通信をいう。
（統制上の措置）
第１０条 基地局の管理責任者は、陸上移動局の通信取扱責任者⼜は通信取扱者が次の各号の⼀に該当
 するときは、通信の正常かつ能率的な運⽤を確保するために直ちに適切な措置を講じなければならな

 (２) ⾃己の通信を強要するとき。
（災害時等の運⽤）
第１１条 総括責任者は、災害が発生し、⼜は発生するおそれがあるとき、その他特別の理由があると
 きは、普通通信を制限することができる。
２ 総括責任者は、前項の規定により普通通信を制限しようとするときは、制限の内容等必要な事項を

 (１) みだりに必要のない電波を発信するとき。

 (２) 法第７９条の規定により免許を取り消されたとき。
（通信訓練）
第１５条 総括責任者は、災害の発生に備え、通信機能の確認及び通信運⽤の習熟を図るため、次に掲
 げる通信訓練を⾏うものとする。
 (１) 定期通信訓練
 (２) 防災訓練に併せた通信訓練
（研修）
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 い。

第１６条 総括責任者は、無線従事者に対し、防災⾏政無線の管理及び運⽤上必要な知識及び技能につ
 いて、年１回以上研修を⾏わなければならない。
（整備点検）
第１７条 管理責任者は、定期的に無線設備の整備点検を⾏い、常に良好な状態を保たなければならな

（補則）
第１８条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則
 この訓令は、平成２年７⽉１⽇から施⾏する。
附 則
 この訓令は、平成２８年４⽉１⽇から施⾏する。
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（趣旨）
第１条 この要領は、船橋市防災⾏政無線管理運⽤規程（平成２年船橋市訓令第７号。以下「訓令」と
 いう。）第１８条の規定に基づき、防災⾏政無線固定系親局及び固定系⼦局の管理運⽤について必要
 な事項を定めるものとする。
（⽤語の定義）

資料36 船橋市防災⾏政無線固定系親局及び固定系⼦局管理運⽤要領

船橋市防災⾏政無線固定系親局及び固定系⼦局管理運⽤要領

第３条 固定系親局及び固定系⼦局の設置場所は、別表に定めるとおりとする。
（遠隔制御装置⼦機の設置場所）
第４条 遠隔制御装置⼦機は、消防局警防指令課に設置する。
（執務時間以外の非常時通信）
第５条 船橋市の執務時間に関する規則（平成元年船橋市規則第５５号）第１条に定める執務時間以外
 の非常時通信は、消防局警防指令課に設置されている遠隔制御装置⼦機により⾏うものとする。

第２条 この要領において、次の各号に掲げる⽤語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (１) 遠隔制御装置⼦機 固定系親局と有線で接続された送信された送信設備で、固定系親局を起動さ
  せる機能を有するものをいう。
 (２) 固定系 固定系親局から固定系⼦局及び⼾別受信機に通信する系統をいう。
 (３) ⼾別受信機 固定系親局の通信の相手となる屋内の受信機をいう。
（固定系親局及び固定系⼦局の設置場所）

 受けるものとする。
（空中固定線の使⽤等）
第８条 防災主管課において、固定系親局により非常時通信及び普通通信を⾏う場合は総括責任者の決
 定を受けるものとする。
（通信の内容）
第９条 固定系による通報の内容は、次に掲げるとおりとする。

（固定系の運⽤）
第６条 固定系親局の通報は、固定系⼦局及び⼾別受信機に対して⾏うものとする。
（固定系による通報申込み等）
第７条 固定系親局による通報を⾏う場合は、通報希望⽇の５⽇前までに船橋市防災⾏政無線固定系通
 報申込書（第１号様式）を防災主管課の管理責任者に提出しなければならない。
２ 前項の申込書の提出を受けた防災主管課の管理責任者は、通報の可否について総括責任者の決定を

第１０条 管理責任者は、非常⼀⻫通報の内容として予想される災害形態について、あらかじめ通報⽤
 テープ⼜は原稿を作成するとともに、⼀⻫通報台及び副⼀⻫通報台非常⼀⻫ボタンの所在を明らかに

 (１) 防災及び災害対策に関すること。
 (２) 光化学スモッグ情報に関すること。
 (３) 定時放送
 (４) 試験放送
 (５) 全各号に定めるもののほか、⼀般⾏政事務に関するもので総括責任者が認めたもの
（非常⼀⻫通報の態勢）
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 し、迅速かつ的確に通報できる態勢を整えておくものとする。
（定時放送）
第１１条 第９条第３号の定時放送は、次に掲げる時間にメロディーチャイムにより⾏うものとする。
 (１) ４⽉から９⽉までの間   毎⽇１２時及び１８時

 (１) 表示ランプの点検
 (２) 機器の清掃
２ 前項に定めるもののほか、次に掲げる整備点検を毎⽉⾏うものとする。
 (１) 空中線の点検
 (２) 同軸接栓の緩み
 (３) マイク接栓の緩み

 (２) １０⽉から３⽉までの間  毎⽇１２時及び１７時
（通報の時間）
第１２条 固定系親局から通信する時間は、普通通信にあっては３分以内に⾏うように努めなければな
 らない。
（整備点検）
第１３条 訓令第１７条の規定により、次に掲げる整備点検を毎⽇⾏うものとする。

第１４条 訓令第６条第３項の規定による報告は、通信取扱責任者異動届出書（第２号様式）により報
 告するものとする。
（備付書類等）
第１５条 訓令第１３条の規定により備え付け、管理しなければならない業務書類及び処理⽅法等は、
 次の表のとおりとする。

 (４) 取付⾦具のネジ類の点検
 (５) 非常⽤バッテリー液量の点検
 (６) 電源ヒューズの点検
３ 前２項に定めるもののほか、周波数偏差、スプリアス発射強度、その他の整備点検を必要回数実施
 し、無線設備の維持管理に努めるものとする。
（通信取扱責任者異動報告）
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主たる送信装置のある場所の⾒やすい場所に掲げておくものとする。

危機管理課及び消防局指令課に備えておくものとする。
(1)毎⽇記入する。ただし、消防局については、使⽤した⽇のみ記入する。
(2)管理責任者及び通信取扱責任者は、点検し押印する。
(3)使⽤を終わった⽇から２年間保管しなければならない。
主たる送信装置のある⾒やすい場所に掲げておくものとする。
危機管理課が保管する。

附 則
 この要領は、平成２年７⽉１⽇から施⾏する。
附 則
 この要領は、平成３年８⽉１⽇から施⾏する。
附 則
 この要領は、平成２４年４⽉１⽇から施⾏する。
附 則
 この要領は、平成２7年４⽉１⽇から施⾏する。

処  理  ⽅  法  等備付書類等 

無線検査簿
時     計

無線業務⽇誌
（第３号様式）

訓令及びこの要領
基づく命令の収録
電波法及びこれに

無線局免許状

危機管理課が保管する。
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第１号様式

所属 氏名（機関の⻑） 申込年⽉⽇

ＴＥＬ 印 年  ⽉  ⽇ 
通報希望⽇時
 ・⾄急
 ・    年  ⽉  ⽇より

備考

申込者

船橋市防災⾏政無線固定系通報申込書

通信取扱責任者管理責任者総括管理者

件 名

 □現⾏読み         □テープ（通報現⾏を添付すること）通報ソース

 □全市⼀⻫

 □２分割⼀⻫（ＡとＢのグループによる⼀⻫）

 □個別（個別番号を記入して下さい。）

通
報
先

処
理
欄

通報テープ返却⽇時      年  ⽉  ⽇  時  分

受付者  年  ⽉   ⽇  時  分受付時間
送信終了時間   年  ⽉   ⽇  時  分 通信取扱者
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 [本 ⽂]

船橋市役所からお知らせします。

以上、ぼうさいふなばし
（本⽂のみ２回繰り返す）

（発信者）
（通報相手）
（件 名）
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第２号様式

年  ⽉  ⽇

 総括責任者 様

管理責任者        印

通信取扱責任者異動届出書

無線従事者 資 格 免許証番号・免許年⽉⽇ 異動年⽉⽇所 属

新

旧

備
考
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第３号様式

呼出名称 ぼうさいふなばし                 課

通信取扱
責 任 者

管   理
責 任 者

無線業務⽇誌固定系

F3E 68.835MHZ   1W

服務⽅法
（変更の
 あったとき）

年  ⽉  ⽇
従 事 者
資   格

通  報  先 通 報 回 数 特 記 事 項

氏名

 個別

 全市⼀⻫（定時）
 グループ

合計
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 を迅速かつ的確に⾏うため、必要な場所、施設、組織等に⼾別受信機を設置し、その管理及び運⽤に

資料37 船橋市防災⾏政無線固定系⼾別受信機管理運⽤要領

船橋市防災⾏政無線固定系⼾別受信機管理運⽤要領

（趣旨）
第１条 災害が発生し、⼜は発生するおそれがある場合に船橋市(以下「市」という。)からの情報伝達

第４条 通報の内容は、次に掲げるとおりとする。

 ついて必要な事項を定める。
（定義）
第２条 この要領において、次の各号に掲げる⽤語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (１) 固定系親局 特定の２以上の受信設備に対して、同時に同⼀内容の通報を送信する無線局をいう。
 (２) ⼾別受信機 固定系親局の通信の相手となる屋内の受信機をいう。
（設置場所）
第３条 ⼾別受信機は、次の各号に掲げる施設、組織等に設置するものとする。
 (１) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の教育施設
 (２) 保育園、障害者等の社会福祉施設
 (３) その他設置が必要と認められる施設、組織等
（通報の内容）

 (１) 名称 船橋市防災⾏政無線固定系⼾別受信機

 (１) 地震津波に関する情報
 (２) 東海地震注意情報、東海地震予知情報
 (３) 災害における被害状況、避難勧告等災害関連情報
 (４) 災害発生時に伴う人心の安全に関する情報
 (５) その他防災上緊急を要する情報
 (６) 光化学スモッグ情報
 (７) ⼀般⾏政事務に係るもので認められるもの
 (８) 時報
 (９) 試験放送
（設置機器）
第５条 設置する⼾別受信機は、次の各号に掲げるとおりとする。

 (２) 形状 卓上・壁掛け兼⽤型（大きさ２６０mm×２０５mm×８２mm程度のもの）
 (３) 付帯設備 野外アンテナ（必要な場合のみ）及び配線等取付器具⼀式
（時刻の表示）
第６条 通信に使⽤する時刻の表示は、２４時間制によるものとする。
（時報）
第７条 第４条第８号の時報は、次に掲げる時間にメロディーチャイムにより⾏うものとする。
 (１) ４⽉から９⽉までの間 毎⽇１２時及び１８時
 (２) １０⽉から３⽉までの間 毎⽇１２時及び１７時
（経費の負担）
第８条 次に掲げる費⽤は、市の負担とする。
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 (２) 保守点検に要する費⽤（予備電池を含む。）
 (１) 設置に要する費⽤

第１１条 被設置者は、⼾別受信機を譲渡し、⼜は転貨し、若しくは担保に供してはならない。

 (３) 移設及び撤去に要する費⽤
 (４) 修理に要する費⽤
２ ⼾別受信機の動作に要する電⼒料⾦は、被設置者の負担とする。
（維持管理）
第９条 被設置者は、⼾別受信機の善良な管理に努め、異常を認めたときは直ちにその旨を市に報告す
 るものとする。
２ 被設置者は、⼾別受信機の電源を常に投入し、⾳量等を最良の状態に調整しておくものとする。
（設置場所の変更）
第１０条 被設置者は、やむを得ず⼾別受信機の設置場所を変更しようとする場合は、あらかじめ市と
 協議するものとする。
（譲渡等の禁⽌）

 この要領は、平成２年７⽉１⽇から施⾏する。
附 則
 この要領は、平成２２年４⽉１⽇から施⾏する。

（⼾別受信機の返還）
第１２条 被設置者は、施設の廃⽌等により設置の必要がなくなったときは、速やかに⼾別受信機を市
 に返還するものとする。

附 則
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 (３) 無線系 全ての無線局及び付帯設備を含めたものをいう。

資料38 船橋市防災MCA無線管理運⽤規程

船橋市防災ＭＣＡ無線管理運⽤規程

（目的）
第１条 この規程は、８００ＭＨｚ帯デジタルＭＣＡ通信システムを利⽤して船橋市が運⽤する双⽅向
 通信可能な防災無線（以下「防災ＭＣＡ無線」という。）に関し、必要な事項を定め、その適正な管
 理及び運営を図ることを目的とする。
（定義）
第２条 この規程において、次の各号に掲げる⽤語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (１) 無線設備 防災ＭＣＡ無線の無線設備をいう。
 (２) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を⾏う者の総体をいう。

２ 運⽤責任者は、管理責任者の命を受け、その無線局の運⽤業務を所掌するとともに無線設備の操作

（総括管理者）
第３条 無線系に総括管理者を置く。
２ 総括管理者は、無線系の管理運⽤に関する業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
３ 総括管理者は、船橋市市⻑公室⻑の職にある者をもって充てる。
（管理責任者）
第４条 無線系に管理責任者を置く。
２ 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線系の管理運⽤業務を⾏うとともに運⽤責任者を指揮監
 督する。
３ 管理責任者は、船橋市市⻑公室危機管理課⻑の職にある者をもって充てる。
（運⽤責任者）
第５条 各無線局に運⽤責任者を置く。

第８条 通信は、簡単明瞭に⾏い、無線局開設の目的に反するものを内容としてはならない。

 を⾏う者（以下「無線設備操作者」という。）を指揮監督する。
３ 運⽤責任者は、無線設備に異常を発⾒した時は、管理責任者に報告を⾏う。
４ 運⽤責任者は、無線局設置施設⼜は設置⾞両の管理者にある者をもって充てる。
（無線設備操作者）
第６条  無線設備操作者は、運⽤責任者の指揮監督の下、電波法（昭和２５年法律第１３１号）等関係
 法令を遵守し、法令に基づいた無線設備の操作を⾏わなければならない。
（通信の種類）
第７条 通信の種類は、次のとおりとする。
 (１) 非常時通信 災害発生等非常時の通信をいう。
 (２) 普通通信 非常時通信以外の通信をいう。
（通信の原則）

２ 通信は、非常時通信を優先とする。
（秘密の保持）
第９条 通信業務に従事する者は、無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を保持しなければならない。
（備付書類の管理）
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 げる通信訓練を⾏うものとする。

第１０条 管理責任者は、電波法施⾏規則（昭和２５年電波監理委員会規則第１４号）第３８条に規定
 する書類（免許状に係るものに限る。）を管理保存しなければならない。
（無線設備の保全）
第１１条 管理責任者は、無線設備の保全のため、定期的に無線設備の点検を⾏い、常に良好な状態を
 維持するように努めなければならない。
（通信訓練）
第１２条 管理責任者は、災害の発生に備え、通信機能の確認及び通信運⽤の習熟を図るため、次に掲

附 則
 この規程は、平成２１年８⽉１⽇から施⾏する。
附 則
 この規程は、平成２４年４⽉１⽇から施⾏する。

 (１)  定期通信訓練
 (２)  防災訓練に併せた通信訓練
（補則）
第１３条  この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
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 (３)前各号により配備した携帯型無線機以外の携帯型無線機は、防災主管課に備える。

資料39 船橋市防災MCA無線携帯型無線機運⽤要領

船橋市防災ＭＣＡ無線携帯型無線機運⽤要領

（目的）
第１条 この要領は、船橋市防災ＭＣＡ無線管理運⽤規程で定める防災ＭＣＡ無線のうち、携帯型無線
 機（携帯による使⽤⽅法を主とする無線設備をいう。以下同じ。）の運⽤等に関し、船橋市防災ＭＣ
 Ａ無線管理運⽤規程に定めるもののほか、必要な事項を定める。
（配備）
第２条 携帯型無線機の配備は、次の各号に掲げるとおりとする。
 (１)災害対策本部員等
 (２)配備が必要と認められる市施設・防災関係機関等

第５条  携帯型無線機設置者は、携帯型無線機を配備する必要がなくなったときは、速やかに市（防災

２ 配備先は、別表に定めるとおりとする。
（保守点検等の費⽤負担）
第３条 次に掲げる費⽤は、市の負担とする。
 (１)保守点検に要する費⽤（充電池を含む。）
 (２)修理に要する費⽤
 (３)その他、費⽤の負担が適当とするもの
（通信の維持等）
第４条 第２条の規定により携帯型無線機の配備を受けた者、市施設・防災関係機関等（以下、「携帯
 型無線機設置者」という。）は、常に通信可能な状態を保つよう努めるものとする。
２ 携帯型無線機の動作に要する電⼒料⾦は、携帯型無線機設置者において負担するものとする。
（携帯型無線機の返還等）

 この要領は、平成２２年２⽉１８⽇から施⾏する。

 主管課）に返還する。
２ 災害対策本部員等は、大規模災害により非常参集する場合は、携帯型無線機を携⾏し、参集するも
 のとする。

附 則
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 る恐れがある場合の非常通信に協⼒するために設置する船橋市アマチュア無線非常通信連絡会（以下

資料40 船橋市アマチュア無線非常通信連絡会規約

船橋市アマチュア無線非常通信連絡会規約

（趣旨）
第１条 この規約は、電波法（昭和25年法律第131号）第52条第4項に定める災害が発生し、⼜は発生す

（会員）

 「連絡会」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
（事業）
第２条 連絡会は、次の各号に掲げる事業を⾏う。
 （１） 非常災害時の無線通信による災害情報の収集及び伝達
 （２） 船橋市及び関係機関との連絡調整
 （３） 非常通信訓練
 （４） その他必要な事業
（組織）
第３条 連絡会は、本部統制局及び会員が開設するアマチュア無線局をもって構成する。
２  本部統制局は、船橋市アマチュア無線クラブが設置する社団局「ＪＪ１ＹＮＡ」局 （以下「ＹＮ
 Ａ」という。）がこれにあたる。

（理事の任期）

第４条 連絡会の会員は、市⻑から「船橋市アマチュア無線非常通信協⼒局⻑」として委嘱を受けた者
 とする。
（理事）
第５条 連絡会に次の理事を置く。
 （１）会  ⻑   １名
 （２）副会⻑    若⼲名
 （３）⼀般理事   若⼲名
（理事の職務）
第６条 会⻑は、連絡会を代表し、会務を統括する。
２ 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑がやむをえず職務を⾏うことが困難な場合は、その職務を代理する。
３ 理事は、連絡会についての必要な業務を⾏う。

第７条 幹事の任期は３年を原則とし、再選を妨げない。ただし、理事に⽋員が出た場合における補充
 理事の任期は、前任者の残任期間とする。
２ 理事の任期起算⽇は、第１４条を準⽤する。
（運⽤）
第８条 非常通信及び非常通信の訓練のための通信は、社団法人⽇本アマチュア無線連盟の非常通信実
 施要領に準拠して実施するものとする。
２ 前項の通信を実施したときは、本部統制局は会員局から伝達された情報を船橋市災害対策本部に提
 供するものとする。ただし、同本部の設置に到らない場合においては、市の防災を主管する課（以下
 「防災主管課」という）に提供するものとする。
（会議）
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２ 総会は年１回、臨時総会は、会員から開催の要望があり理事会で必要と認めたとき、理事会は、必
第９条 連絡会の会議は、総会、臨時総会、理事会及びその他必要な会議とし、会⻑が招集する。

２ 顧問の任命・解職は、会⻑が理事会に諮り、決定する。

 要に応じて開催するものとする。
３ 連絡会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議⻑の決するところによる。
４ 連絡会の会議（理事会を除く）の議⻑は、出席者の中から選出する。
（連絡）
第１０条 連絡会の会員に連絡すべき事項は、以下を⽤いて⾏う。
 （１） 船橋市非常通信連絡会ニュース
 （２） その他、理事会が必要と認めたメディア
（事務局）
第１１条 連絡会の事務局は、船橋市役所防災主管課に置く。
（顧問）
第１２条 連絡会は顧問を置くことができる。

２．この規約は、昭和５８年２⽉１４⽇から施⾏する。

３ 顧問は、会⻑の要請を受け、連絡会の目的達成のために必要な助⾔と援助を⾏う。
４ 顧問は、連絡会の会員であることを要しない。
５ 顧問の任期は任命した会⻑の任期を越えてはならない
（規約の改廃）
第１３条 この規約に疑義が生じたときは、理事会において審議し、総会または臨時総会で決する。
（事業年度）
第１４条 連絡会の事業年度は、毎年４⽉１⽇に始まり、翌年３⽉３１⽇に終わるものとする。

附 則
１．この規約は、昭和５２年１０⽉２０⽇から施⾏する。

３．この規約は、昭和５９年４⽉１⽇から施⾏する。ただし、第４条の規定は昭和６０年４⽉１⽇から
 施⾏する。
４．この規約は平成 ６年６⽉１⽇から施⾏する。
５．この規約は平成１１年５⽉１⽇から施⾏する。
６．この規約は平成１６年４⽉１８⽇から施⾏する。
７．この規約は平成２１年４⽉１２⽇から施⾏する。
８．この規約は平成２３年７⽉３⽇から施⾏する。
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（標識の設置）
第７条 市⻑は、防災協⼒農地に、防災協⼒農地である旨を記載した標識を設置するものとする。
（使⽤）
第８条 市⻑は、災害が発生したときは、防災協⼒農地の登録者の承諾を得ることなく、当該防災協⼒
 農地を使⽤することができる。ただし、⻑期間使⽤の場合は必要な措置をする。

 きる。
３ 前条の登録証は、登録の更新をしたときにおいても、当該登録者に交付するものとする。
４ 登録者は、登録の抹消をしようとするときは、防災協⼒農地登録抹消届出書（第５号様式）を、市
 ⻑に提出しなければならない。
５ 市⻑は、適地と認められなくなったときは、登録を抹消することができる。なお、その場合は防災
 協⼒農地登録抹消通知書（第６号様式）を登録者に通知するものとする。

 式）を当該登録申出者に交付するものとする。
（登録の期間等）
第６条 防災協⼒農地の登録期間は、登録をした⽇から２年を経過した⽇以後最初に到来する３⽉３１
 ⽇までとする。
２ 登録期間が満了した場合において、登録証の交付を受けた者（以下「登録者」という。）が第４項
 の規定による登録を抹消する旨の届け出を⾏わないときは、引き続き３年間登録を更新することがで

 書（第２号様式）を添付しなければならない。
３ 市⻑は、第１項の規定による防災協⼒農地登録申出書の提出があったときは、当該防災協⼒農地登
 録申出書に記載された内容を審査し、防災協⼒農地として適地であると認めるときは、その旨を防災
 協⼒農地登録台帳（第３号様式）に登録するものとする。
（登録証の交付）
第５条 市⻑は、農地を防災協⼒農地として登録したときは、速やかに防災協⼒農地登録証（第４号様

第４条 ⾃己の所有する農地を防災協⼒農地として登録しようとする者（以下「登録申出者」という。）
 は、防災協⼒農地登録申出書（第１号様式）を市⻑に提出しなければならない。
２ 前項の農地に永小作権等が設定されているときは、登録申出者は、当該農地の永小作権者等の同意

 することを目的とする。
（定義）
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる⽤語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 （１） 防災協⼒農地 第４条第３項の規定により、登録された農地をいう。
 （２） 災害 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に規定するもので、船橋市
    災害対策本部が設置された災害をいう。

資料41 船橋市防災協⼒農地制度要綱

船橋市防災協⼒農地制度要綱

（目的）
第１条 この要綱は、市街化区域内の貴重なオープンスペースである農地を、防災協⼒農地として活⽤
 し、もって災害時の市⺠の安全確保と円滑な復旧活動に役⽴て、災害に強いまちづくりの形成に寄与

（⽤途）
第３条 防災協⼒農地の⽤途は、避難⽤地、応急対策⽤地、復旧対策⽤地及び仮設住宅建設⽤地とする。
（登録等）
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附 則
 この要綱は、平成９年９⽉１０⽇から施⾏する。

第１１条 防災協⼒農地の使⽤が終了したときは、市⻑は、速やかにこれを農地として原形に復旧し、
 当該防災協⼒農地の登録者に返還しなければならない。
２ 前項の規定による復旧に係る費⽤は、船橋市の負担とする。
（補則）
第１２条 この要綱の施⾏について必要な事項は、別に定めるものとする。

第９条 前条の規定による防災協⼒農地の使⽤期間は２年以内とする。ただし、市⻑が必要があると認
 めるときは、当該防災協⼒農地の登録者の同意を得て、当該使⽤期間を更新することができる。
（補償等）
第１０条 第８条の規定により防災協⼒農地を使⽤したときの補償等については、別に定めるものとす
 る。
（原形復旧）

（使⽤期間）

41-2



第１号様式（第４条第１項）

年   ⽉   ⽇ 

船橋市⻑        様
申出者 住所

（所有者）氏名 印
電話

次の農地を船橋市の防災協⼒農地として、登録することを申し出ます。
なお災害直後の避難⽤地及び応急対策⽤地の使⽤については承諾致します。

1

2

3

4

5

6

7

※なお使⽤⽅法として、復旧対策⽤地及び仮設住宅建設⽤地にも承諾いただける⽅は、所在地
 の番号に○をつけて下さい。

（注１）市記入欄には記入しないで下さい。
（注２）農地の永小作権等を設定している場合は、借手の同意書を添付して下さい。

番号 農 地 の 所 在 地
現況
地目

市  記  入  欄

備 考宅地化農地生産緑地

⾯ 積
㎡

防災協⼒農地登録申出書
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第２号様式（第４条第２項）

 今般、登録者（住所               氏名           ）

が、防災協⼒農地に登録することに同意いたします。

 登録者                      様

年   ⽉   ⽇

住 所

氏 名 印

※複数の場合は、連記して下さい。

同  意  書
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備考
⾯積
㎡

第３号様式（第４条第３項）

防災協⼒農地登録台帳

宅地化農地生産緑地
現況
地目

農地の所在地住  所電  話氏  名登録番号
受 付
年⽉⽇
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第４号様式（第４条第１項）

年   ⽉   ⽇ 

              様

船橋市⻑

１．登録番号

２．登録農地の概要

番号

1

2

3

4

5

6

7

３．登録期間
      年  ⽉  ⽇から    年  ⽉  ⽇まで
  登録を継続しない旨の届出がないときは、期間満了毎に⾃動的に３年間登録を継続します。

防災協⼒農地登録証

⾯ 積   ㎡農 地 の 所 在 地 備   考
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第５号様式（第６条第４項）

年   ⽉   ⽇ 

船橋市⻑        様

申出者 住所
（所有者）氏名 印

電話

次の船橋市防災協⼒農地の登録を抹消することを届け出ます。

番号

1

2

3

4

5

6

7

防災協⼒農地登録抹消届出書

備        考農 地 の 所 在 地
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第６号様式（第６条第５項）

年   ⽉   ⽇ 

              様

船橋市⻑

次の船橋市防災協⼒農地の登録を抹消したことを通知します。

番号

1

2

3

4

5

6

7

防災協⼒農地登録抹消通知書

農 地 の 所 在 地 ⾯ 積   ㎡ 備   考
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   エ 加入世帯数が５０１以上７００以下の⾃主防災組織      ６５，０００円
   オ 加入世帯数が７０１以上１，０００以下の⾃主防災組織    ８０，０００円
   カ 加入世帯数が１，００１以上２，０００以下の⾃主防災組織  ９５，０００円
   キ 加入世帯数が２，００１以上３，０００以下の⾃主防災組織 １１０，０００円
   ク 加入世帯数が３，００１以上の⾃主防災組織        １２５，０００円

  該アからクまでに定める額とのいずれか低い⽅の額(１００円未満の端数があるときは、これを切り
  捨てた額)とする。
   ア 加入世帯数（補助⾦の交付を申請する年度の４⽉１⽇時点における⾃主防災組織に加入する
    世帯の数をいう。以下同じ。）が１００以下の⾃主防災組織   ２０，０００円
   イ 加入世帯数が１０１以上３００以下の⾃主防災組織      ３５，０００円
   ウ 加入世帯数が３０１以上５００以下の⾃主防災組織      ５０，０００円

 助⾦を支給しない。
（補助⾦の額等）
第４条 補助⾦の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
 ⑴ 結成補助⾦ 防災資機材の購入に要した費⽤(以下「補助対象経費」という。)の額と７万円との
  いずれか低い⽅の額(１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
 ⑵ 活動補助⾦ 補助対象経費の３分の２に相当する額と次のアからクまでに掲げる区分に応じ、当

  材(以下「防災資機材」という。)を購入した⾃主防災組織
 ⑵ 活動補助⾦ 市⻑が認める防災訓練を⾏い、かつ、当該防災訓練を⾏った年度において防災資機
  材を購入した⾃主防災組織
２ 前項第１号の規定にかかわらず、マンション管理組合が⾃主防災組織を結成した場合において、当
 該マンション管理組合が当該⾃主防災組織の結成前に既に結成補助⾦の交付を受けた他の⾃主防災組
 織の加入世帯であったときは、当該マンション管理組合が結成した⾃主防災組織に対しては、結成補

第３条 補助⾦は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める⾃主防災組織を対象として交付す
 る。
 ⑴ 結成補助⾦ 結成補助⾦の交付を１回も受けていない⾃主防災組織の内、別表に定める防災資機

（定義）
第２条 この規則において「⾃主防災組織」とは、市内の町会、⾃治会(以下「⾃治会等」という。)⼜
 はマンション管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和３７年法律第６９号)第３条及び第６５条
 に規定する団体をいい、次の各号のいずれかに該当するものに限る。以下同じ。)を単位として⾃主防
 災を目的として結成される団体であって市⻑が認めたものをいう。
 ⑴ 当該マンション管理組合を構成する住⺠の全員が⾃治会等に加入していないマンション管理組合

資料42 船橋市⾃主防災組織補助⾦交付規則

船橋市⾃主防災組織補助⾦交付規則

（目的）
第１条 この規則は、⾃主防災組織に対し、船橋市⾃主防災組織補助⾦(以下「補助⾦」という。)を交
 付することにより、防災資機材を整備し、もって⾃主防災体制の確⽴に資することを目的とする。

 ⑵ 当該マンション管理組合を構成する住⺠の全員⼜はその⼀部が当該住⺠のみで結成されている⾃
  治会等に加入しているマンション管理組合
（交付の要件）
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附 則
（施⾏期⽇）
１ この規則は、昭和５４年４⽉１⽇から施⾏する。
（経過措置）
２ この規則施⾏の際、現に組織されている⾃主防災組織については、この規則の施⾏時に結成された
 ものとみなす。

（交付決定等の取消等）
第８条 偽りその他不正の手段により補助⾦の交付決定を受けた⾃主防災組織⼜は補助⾦の交付を受け
 た⾃主防災組織があるときは、市⻑は、補助⾦の交付決定を取り消し、⼜は既に交付した補助⾦の全
 部⼜は⼀部を返還させるものとする。

第６条 市⻑は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、そ
 の旨を船橋市⾃主防災組織補助⾦交付可否決定通知書(第２号様式)により、当該申請をした者(以下
 「申請者」という。)に通知する。
（交付請求）
第７条 前条の規定により補助⾦の交付決定の通知を受けた申請者は、船橋市⾃主防災組織補助⾦交付
 請求書(第３号様式)により市⻑に請求しなければならない。

 ⼀部が加入している⾃治会等の⻑から次に掲げる事項の承諾を得たことが確認できる書類を市⻑に提
 出しなければならない。
 ⑴ 当該マンション管理組合が⾃主防災組織を新規に結成すること。
 ⑵ 当該マンション管理組合を構成する住⺠の全員⼜はその⼀部が加入している⾃治会等が既に⾃主
  防災組織を結成している場合は、当該⾃主防災組織を解散すること。
（審査及び決定通知）

２ 前項第１号及び第２号に規定する加入世帯数を確認できる書類については、市⻑が加入世帯数を確
 認できる場合は、その添付を要しない。
３ 第１項第２号に規定する防災訓練の実施報告書については、市⻑が防災訓練の実施を確認できる場
 合は、その添付を要しない。
４ 第２条第２号に該当するマンション管理組合が⾃主防災組織を結成し、補助⾦の交付を初めて申請
 する場合は、第１項に規定する書類のほか、当該マンション管理組合を構成する住⺠の全員⼜はその

 書(第１号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて市⻑に申請しなければならない。
 ⑴ 結成補助⾦の申請にあっては、規約、任務分担計画書、事業計画書、購入した防災資機材の⼀覧
  表、補助対象経費に係る領収書の写し及び加入世帯数を確認できる書類
 ⑵ 活動補助⾦の申請にあっては、購入した防災資機材の⼀覧表、補助対象経費に係る領収書の写し、
  加入世帯数を確認できる書類及び防災訓練の実施報告書
 ⑶ その他市⻑が必要と認めるもの

 それぞれ１回を限度とする。
３ ⾃主防災組織が結成補助⾦及び活動補助⾦の交付の申請を同時期に⾏う場合に限り、第１項第２号
 の規定の適⽤については、同号中「補助対象経費」とあるのは、「前号に規定する補助対象経費の額
 から結成補助⾦の額を減じた額 」とする。
（交付申請）
第５条 補助⾦の交付を受けようとする⾃主防災組織の代表者は、船橋市⾃主防災組織補助⾦交付申請

２ 結成補助⾦の交付は⾃主防災組織を結成後に１回を限度とし、活動補助⾦の交付は⼀の年度につき
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１ この規則は、平成３年４⽉１⽇から施⾏する。
（経過措置）
２ 改正後の船橋市⾃主防災組織補助⾦交付規則の規定は、平成３１年度以後の年度分の補助⾦につい
 て適⽤し、平成３０年度以前の年度分の補助⾦については、なお従前の例による。

 この規則は、公布の⽇から施⾏する。ただし、第２号様式の改正規定は、平成２８年４⽉１⽇から施
⾏する。
附 則(平成３０年３⽉３０⽇規則第５４号)

附 則(平成３１年３⽉２９⽇規則第４５号)
 この規則は、平成３１年４⽉１⽇から施⾏する。
（施⾏期⽇）

 主防災組織に対する⾃主防災組織補助⾦の交付については、なお従前の例による。
（船橋市可搬式小型動⼒ポンプ貸付規則の廃⽌）
３ 船橋市可搬式小型動⼒ポンプ貸付規則(昭和５３年船橋市規則第５９号)は、廃⽌する。
附 則(平成２６年３⽉３１⽇規則第６８号)
 この規則は、平成２６年４⽉１⽇から施⾏する。
附 則(平成２８年３⽉３０⽇規則第３５号)

 この規則は、平成３０年４⽉１⽇から施⾏する。

附 則(昭和６１年３⽉３１⽇規則第２３号)
 この規則は、昭和６１年４⽉１⽇から施⾏する。
附 則(平成３年３⽉３０⽇規則第３８号)
（施⾏期⽇）
１ この規則は、平成３年４⽉１⽇から施⾏する。
（経過措置）

 この規則は、平成１５年４⽉１⽇から施⾏する。
附 則(平成１８年３⽉３１⽇規則第２８号)
（施⾏期⽇）
１ この規則は、平成１８年４⽉１⽇から施⾏する。
（経過措置）
２ この規則の施⾏前に改正前の第５条の規定により⾃主防災組織補助⾦の交付の決定を受けている⾃

２ この規則の施⾏の⽇の前⽇において、改正前の第３条第２号に規定する補助⾦について同号に規定
 する回数の交付を受けていない⾃主防災組織については、当該回数に達するまでは、当該補助⾦の交
 付を受けることができる。
附 則(平成１４年３⽉２９⽇規則第１５号)
 この規則は、平成１４年４⽉１⽇から施⾏する。
附 則(平成１５年３⽉３１⽇規則第１４号)

附 則(昭和５８年３⽉３１⽇規則第４１号)
 この規則は、昭和５８年４⽉１⽇から施⾏する。
附 則(昭和５９年３⽉３１⽇規則第３５号)
 この規則は、昭和５９年４⽉１⽇から施⾏する。

附 則(昭和５６年３⽉３１⽇規則第３０号)
 この規則は、昭和５６年４⽉１⽇から施⾏する。
附 則(昭和５７年３⽉３１⽇規則第３２号)
 この規則は、昭和５７年４⽉１⽇から施⾏する。
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 別表

ビニール袋（ごみ袋を含む。）、粘着テープ
及び防災マップ（作製経費を含む。）

被服・標識

倉庫

その他

その他市⻑が必要があると認めるもの

及び浄⽔⽤具
備蓄食料、備蓄飲料⽔、飲料⽔保存容器及び備蓄医薬品
ヘルメット、防塵マスク・ゴーグル、腕章、防災服
及び避難誘導旗

鍋、かまど、コンロ、備蓄燃料、調理器具、食器、炊飯袋

ホース、可搬型小型動⼒ポンプ、組⽴⽔槽及び投てき⽔パック
トランジスタメガホン、トランシーバー、ハンドマイク、
ラジオ及びホイッスル
バール、ジャッキ、のこぎり、スコップ、つるはし、ハンマー、
斧、チェーンソー、⼯具セット、はしご、懐中電灯、ロープ、
ビニールシート、テント、寝袋、災害⽤マット、⽑布、

給食・給⽔⽤具

食料・医薬品

区分 防災資機材

消⽕器(薬剤の詰替えを含む。)、消⽕器格納庫、バケツ、
消⽕⽤具

情報収集・伝達⽤具

救出・救護・避難⽤具
簡易トイレ、災害⽤トイレ⽤品、トイレットペーパー、
ウェットティッシュ、担架、三角巾、軍手、⾞椅⼦、リヤカー、
発電機、発電機⽤携⾏缶、投光器、
ランタン（非常⽤ろうそくを含む。）、コードリール
及び⼟のう

感震ブレーカー、凍結防⽌剤（融雪剤）、乾電池、
スコッチコーン（バー及び重しを含む。）、家具転倒防⽌器具、
及びブロック(倉庫の⼟台⽤)
防災⽤資機材倉庫、倉庫⽤の棚、倉庫の鍵（合鍵を含む。）
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第１号様式

年  ⽉  ⽇

 船橋市⻑ あて

⾃主防災組織名

住所

代表者氏名 印

電話番号

⾃主防災組織補助⾦の交付を受けたいので、下記のとおり申請します。

１ 結成補助⾦交付申請額

２ 活動補助⾦交付申請額

３ 交付申請合計額

記

船橋市⾃主防災組織補助⾦交付申請書
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第２号様式

第      号
年   ⽉   ⽇ 

              様

船橋市⻑ 印

     年  ⽉  ⽇付けで申請のあった⾃主防災組織補助⾦については、下記のとおり
決定したので通知します。

１ 交付する。

交付決定額

２ 交付しない。

（理由）

記

船橋市⾃主防災組織補助⾦交付可否決定通知書
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第３号様式

年  ⽉  ⽇

 船橋市⻑ あて

⾃主防災組織名

住所

代表者氏名 印

電話番号

   年  ⽉  ⽇付け第     号で交付決定のあった⾃主防災組織補助⾦の交付を
次のとおり請求します。

交付請求額

船橋市⾃主防災組織補助⾦交付請求書

支店名銀⾏名

口座種別 口座番号

フリガナ

口座名義
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資料43 船橋駅・⻄船橋駅周辺帰宅困難者等対策推進協議会規約

船橋駅･⻄船橋駅周辺帰宅困難者等対策推進協議会規約

（名称）
第１条 この会は、船橋駅・⻄船橋駅周辺帰宅困難者等対策推進協議会（以下「協議会」という。）
 と称する。

 ⼀ 協議会の構成員間の緊急連絡体制に関すること
 二 帰宅困難者等への情報提供体制に関すること
 三 帰宅困難者等の安全に配慮した誘導に関すること
 四 徒歩により帰宅するためのルート及びマップに関すること
 五 船橋駅・⻄船橋駅周辺における⼀時滞在施設に関すること
 六 帰宅困難者発生の抑制

（目的）
第２条 協議会は、災害等が発生した場合における公共交通機関の運⾏の停⽌⼜は遅延により、船橋駅
 ・⻄船橋駅周辺において帰宅が困難となる者、⼜はやむを得ず当該地域から徒歩により帰宅する者
 （以下「帰宅困難者等」という。）に対して、必要な支援を図ることを目的とする。
（事業）
第３条 協議会は、前条に掲げる目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を⾏う。

  ① 大規模集客施設事業者
  ② ⺠間事業者（①に掲げる者は除く。）
  ③ 商業団体
  ④  学校等
 三 警察機関
 四 消防機関

 七 帰宅困難者等の対策訓練に関すること
 八 その他協議会が必要と認める事項についての調査、研究⼜は実施に関すること
（構成）
第４条 協議会は、次の各号に掲げる者のうち、協議会へ参加を表明した者をもって構成する。
 ⼀ 鉄道事業者
 二 船橋駅・⻄船橋駅周辺に所在⼜は当該地域に関係する以下の者

第６条 会⻑及び副会⻑は、協議会で選任する。
（役員の職務）
第７条 会⻑は協議会を代表し、協議会の事業を総括する。
２ 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故あるとき⼜は会⻑が⽋けたときは、その職務を代理する。

 五 千葉県
 六 船橋市
 七 前各号に掲げる者のほか、協議会において特に必要があると認める者
（役員）
第５条 協議会に会⻑１名、副会⻑１名を置く。
（役員の選任⽅法）
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第８条 協議会には、協議会の活動を円滑に進めるため、専門的知識を有する者をオブザーバーとして
 置くことができる。

（オブザーバー）

（ワーキンググループ）
第11条 協議会は、具体的な課題について検討するため、構成員及びオブザーバー機関の担当者による
 ワーキンググループを設置することができる。
（その他）
第12条 この規約に定めのない事項については、会⻑が協議会に諮って定める。

（会議）
第９条 協議会の会議は、会⻑が招集し、会⻑が議⻑となる。
 ２ 前項の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
 ３ 第⼀項の会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議⻑の決するところによる。
（事務局）
第10条 協議会の事務を処理するため、船橋市市⻑公室危機管理課に事務局を置く。

 この規約は、平成２５年１０⽉２３⽇から施⾏する。
附 則
 この規約は、平成２７年５⽉１４⽇から施⾏する。
附 則
 この規約は、平成２８年２⽉１８⽇から施⾏する。
附 則

附 則
 この規約は、平成２４年８⽉３０⽇から施⾏する。
附 則
 この規約は、平成２５年６⽉１８⽇から施⾏する。
附 則

 この規約は、平成３０年４⽉１⽇から施⾏する。

 この規約は、平成２８年９⽉１⽇から施⾏する。
附 則
 この規約は、平成２９年３⽉２７⽇から施⾏する。
附 則
 この規約は、平成３０年３⽉１⽇から施⾏する。
附 則
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鉄道事業者
 東⽇本旅客鉄道株式会社
 京成電鉄株式会社
 東葉高速鉄道株式会社
 東武鉄道株式会社

（別表）
船橋駅・⻄船橋駅周辺帰宅困難者等対策推進協議会構成機関

大規模集客施設
 船橋北口開発株式会社  株式会社イトーヨーカ堂  株式会社東武百貨店
 株式会社ジェイアール東⽇本都市開発（シャポー船橋）

商店会等

 東京地下鉄株式会社

避難所施設等
 船橋市中央公⺠館  船橋市葛飾公⺠館  船橋市勤労市⺠センター
 船橋市⽴船橋小学校  船橋市⽴葛飾小学校  船橋市⽴葛飾中学校
 ⻄船橋出張所  市⺠⽂化ホール

 株式会社鶴⻑観光（船橋第⼀ホテル・レックスイン船橋）
 株式会社ティップネス（船橋店）  船橋商⼯会議所
 株式会社ハルクニック（ホテルトレンド船橋）
 独⽴⾏政法人地域医療機能推進機構本部・学校法人⻘葉学園
 （東京医療保健大学船橋キャンパス体育館）

 船橋駅前商店会  ⻄船橋商店会  フェイスビル管理組合法人
 船橋駅周辺安全推進協議会

帰宅困難者支援施設
 船橋グランドホテル株式会社  石井食品株式会社
 セミナーハウスクロスウェーブ船橋

⾏政
 千葉県（葛南地域振興事務所）  船橋市（危機管理課）

合計３３機関

警察
 船橋警察署（千葉県警察本部 ※オブザーバー）

消防
 船橋市消防局
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資料44 地震・津波情報等の種類

 地震情報

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。

種類 内容発表基準

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。

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。

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。
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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

想定される被害と取るべき⾏動発表基準種類 数値での発表
（津波の⾼さ予想の区

分）

発表される津波の⾼さ

１０ｍ超
(10ｍ＜予想⾼さ)

１０ｍ
(5ｍ＜予想⾼さ≦10ｍ)

５ｍ
(3ｍ＜予想⾼さ≦5ｍ)

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。

巨大大津波警報
予想される津波の⾼さ
が⾼いところで３ｍを超
える場合。

 津波情報の種類

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。

３ｍ
(1ｍ＜予想⾼さ≦3ｍ)

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。

津波警報

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。

発表される場合 内容

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。

内容種類

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

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。
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（１）⽔害調査での注意事項について
  ①調査については、該当箇所のみでなく、その周辺地域の被害も確認してください。
  ②災害名は「〇⽉〇⽇」の「台風〇号」、「大⾬」などの記載をお願いします。
  ③被害調査票の各項目の記入漏れが無い様にお願いします。
  ④調査箇所が「住家（居宅）」、「住家兼（店舗、作業場、倉庫）」、「非住家（単独店舗、
   作業場、倉庫、⼯場）」なのかがわかるよう、必ず被害調査票に○で囲んでください。
  ⑤床上○○cm、床下○○cmなど浸⽔高は、現場確認⼜は、聞き取りにて記入願います。
  ⑥調査にて確認した被害箇所等は可能な限り画像として記録し、被害調査票に添付願います。

３．非住家(単独の店舗、作
業場、倉庫、工場、その他)

－

床から　○○cm

 します。

 水害時の被害分類の判断基準

2．住家兼（店舗、作業場、
倉庫、その他）1．住家（居宅）被害内容

床上浸⽔ 床上　○○cm 住家部分　○○cm

床下浸⽔ 地⾯から ○○cm 非住家部分床から ○○cm

【注意事項】
※上図は現場記載の目安であり、課税上の減免対象にかかる判断は、税務部による後⽇調査により
 確定します。
※「住家兼」建物は「居宅部分」と「それ以外の部分」について個々に状況を記載して下さい。
※「非住家」建物の⼀部に「居住として現⽤する部分」がある場合、個々に状況を記載して下さい。
※現場活動において本基準に変更の必要が認められた場合、建設局、危機管理課との協議により修正

   ように伝えてください。（危機管理課 電話４３６－２０３２）
  ⑧住家の床上浸⽔は災害⾒舞⾦の支給対象及び市税の減免対象となるので、調査に当たっては浸
   ⽔高、被害程度などに⼗分注意し、速やかに提出するようにお願いします。
  ⑨非住家部分の床上まで浸⽔した場合も被害計上は「床下浸⽔」となります。また「住家兼」の
   場合で、延床⾯積に対する住家⾯積が２分の１以上ある場合には「床上浸⽔」、非住家⾯積が
   ２分の１以上ある場合は「床下浸⽔」として被害の計上をします。

  ⑦被害調査の際、り災証明が必要との申し出があった場合には、危機管理課に問い合わせをする
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（２）⽔害の被害区分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

街灯損壊
公設、私設を問わず「街灯」、「街灯支柱」、「街灯支線」が損壊した状
態。（公的な⽤語定義なし。過去の被害統計資料における記載により。）

そ の 他
１〜１１に該当しないもの。（過去の被害統計資料からの例として、被害
予防の⼟嚢搬入、飛散物回収、標識やカーブミラーの破損、桝や側溝の溢
れ、家屋以外の外溝や物品の損壊、道路照明の損壊など）

道路陥没
道路形態をなしている箇所において、舗装の下が空洞になり凹んでいる状
態。（公的な⽤語定義なし。道路の捉え⽅は「１道路冠⽔」と同様。陥没
の⾒解は国交省等より。）

マンホール
蓋の浮上等

多量の降⾬により下⽔管内の圧⼒が⽔圧や空気圧により、マンホール蓋の
受けより浮上、飛散した状態。（公的な⽤語定義なし。国交省都市・地域
整備局下⽔道部の⾒解により。）

落雷被害
落雷による「家屋や構築物、機器等の損壊」、「⽕災」、「人災」、「停
電」等をさす。（公的な被害項目の定義は無いが、被災者生活再建支援法
等の⾃然災害の定義の解釈により。）

家屋損壊 ガラス数枚が破損したなど、ごく小さな損壊を超えるものとする。

敷地内浸⽔
住宅の庭先（床下浸⽔に⾄らないもの）、駐⾞場、空き地、田畑等への浸
⽔を敷地内浸⽔とする。（公的な⽤語定義なし。技術管理課の送付資料に
より。）

崖 崩 れ
急傾斜地（傾斜度が３０度以上である⼟地）が崩壊した状態。（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第２条によ
り。）

床上浸⽔ 建物の床板、畳、絨毯などの上まで浸⽔があった場合。

床下浸⽔ 床上浸⽔に⾄らない浸⽔の場合。

倒  木
樹木が倒れている、または枝が落ちており、交通、住居、構築物等に影響
を及ぼす可能性がある。（公的な⽤語定義なし。過去の被害統計資料にお
ける記載により。）

公道、私道を問わず、道路形態をなしている箇所の冠⽔は全て道路冠⽔と
する。（公的な⽤語定義なし。技術管理課の送付資料により。）

認   定   基   準   等被 害 区 分

道路冠⽔
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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

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。

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。

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。

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。

電線が少し揺れる。 ―

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。

―

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。

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。

人は揺れを感じないが、地震計
には記録される。 ― ― ―

資料45 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）
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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

― ―

― ―

また、大量の崩壊⼟砂が⼟石流化することもある。

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。
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、
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。

―

― ―

―

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。

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※1や液状化※
2が⽣じることがある。

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。

― ―

大きな地割れが⽣じる
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、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。

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。

落石やがけ崩れが発⽣
することがある。

―

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。
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。

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。

―

―

―

―

斜⾯等の状況 ライフライン等

（気象庁資料より抜粋）

地盤の状況鉄筋コンクリート造建物
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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

※　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。

100ｍ

500ｍ
濃霧注意報 視程

最少湿度30%で、実効湿度60%

　　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

着氷・着雪注意報

記録的短時間大雨情報 1時間雨量 100mm

著しい着氷（雪）が予想される場合

低温注意報

霜注意報 4月1日〜5月31日　最低気温4℃以下

乾燥注意報

なだれ注意報

20m/s　雪を伴う

25m/s　雪を伴う

大雨注意報

洪⽔注意報

強風注意報 平均風速
13m/s

13m/s

雷注意報

融雪注意報

落雷による被害が予想される場合

波浪注意報 有義波⾼ 1.5m

⾼潮注意報 潮位 1.8m

洪⽔警報

大雪注意報 降雪の深さ 12時間降雪の深さ5cm

20m/s

25m/s
暴風警報

風雪注意報 平均風速
13m/s　雪を伴う

13m/s　雪を伴う

指定河川洪⽔予報による基準 ー

10

⼟壌雨量指数基準 93

流域雨量指数基準 海⽼川流域=9.6 桑納川=3.9 真間川流域=11.7

複合基準　※ 海⽼川流域=（8,4.9） 桑納川=（8,2.4） 真間川流域=（8,11.7）

表⾯雨量指数基準

⾼潮警報 潮位 3.9m

平均風速

暴風雪警報 平均風速

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

大雨警報（⼟砂災害）

大雨警報（浸⽔害）

海⽼川流域=（8,8.8） 桑納川=（8,4.4） 真間川流域=（8,13.2）

江⼾川[野⽥]

船橋市
東葛飾

市町村をまとめた地域

19

109

種類 発表基準

複合基準　※

指定河川洪⽔予報による基準

⼟壌雨量指数基準

流域雨量指数基準 海⽼川流域=12 桑納川=4.9 真間川流域=16.7

表⾯雨量指数基準

北⻄部

資料46 気象警報・注意報・情報の種類と発表基準

銚⼦地⽅気象台
⼀次細分区域
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種類

待機

準備

出動

警戒

解除

内容 発表基準

資料47 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）

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。

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。

　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。

　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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多量

やや多量

少量

※１ 電線を支持し絶縁するために、電柱や鉄塔に取り付ける絶縁体の器具
※２ 富士山ハザードマップ検討委員会(2004)による想定

航空機の運航不可（※２）
窓を閉める

徐⾏運転する

フロントガラスの除灰

少量

やや多量

火山灰が衣服や身体に付着する
目に⼊ったときは痛みを伴う

火山灰がフロントガラスなどに付着
し、視界不良の原因となるおそれが
ある

マスク等で防護

喘息患者や呼吸器疾患を持つ人
は症状悪化のおそれがある

短時間で強く降る場合は視界不良
の恐れがある
道路の⽩線が⾒えなくなるおそれが
ある

外出を控える 運転を控える

多量

がいし（※１）への火山灰付着に
よる停電発⽣や上⽔道の⽔質低下
及び給⽔停⽌のおそれがある

稲などの農作物が収穫できなくなっ
たり（※２）、鉄道のポイント故障
等により運転⾒合わせのおそれがあ
る

慢性の喘息や慢性閉塞性肺疾患
(肺気腫など)が悪化し健康な人で
も目・⿐・のど呼吸器などの異常を
訴える人が出始める

降ってくる火山灰や積もった火山灰
をまきあげて視界不良となり、通⾏
規制や速度制限等の影響が⽣じる

明らかに降っている

0.1mm未満

影響ととるべき⾏動

道路
その他の影響

うっすら積もる

資料48 降灰予報で使⽤する降灰量階級表

降っているのがようやくわかる

人

表現例

イメージ厚さ
キーワード 視界路⾯

視界不良となる完全に覆われる1mm以上
【外出を控える】

0.1mm≦厚さ＜1mm
【注意】 ⽩線が⾒えにくい
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（平成３１年４⽉末現在）

Ｎｏ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

I-0147 芝山1 芝山5丁目

II-0237

I-2013 三山 三山2丁目

II-0217 ⾞⽅町1 ⾞⽅町

芝山3 芝山5丁目

I-0148 芝山2 芝山6丁目

II-0244 芝山4 芝山7丁目

海神2 海神6丁目

II-0246 海神3 海神6丁目

II-0230 ⾦杉3 ⾦杉9丁目

II-0235 ⾦杉7 ⾦杉9丁目

⾦杉1 ⾦杉2丁目

II-0229 ⾦杉2 ⾦杉3丁目

II-0234 ⾦杉6 ⾦杉8丁目

夏⾒5 夏⾒2丁目

I-1275 夏⾒2 夏⾒3丁目

I-1276 夏⾒3 夏⾒6丁目

II-0247 宮本1 宮本6丁目

II-0231 ⾦杉4 ⾦杉1丁目

海神 海神6丁目

II-0245

III-1023 古作1 古作

II-0233

II-0232 ⾦杉5 ⾦杉1丁目

II-0228

III-1026 高根町1 高根町

高根町1 高根町

II-0236 高根町3 高根町

II-7016 高根町2 高根町

I-2012 夏⾒ 夏⾒台3丁目

I-2010

II-0238 夏⾒4 夏⾒2丁目

II-0239

資料49 ⼟砂災害危険箇所⼀覧

 図については、総則１．４－７「図 ⼟砂災害危険箇所と宅地造成⼯事規制区域参照」を参照

⼟砂災害危険箇所

箇所番号 箇所名 所在地

II-0225 旭町1 旭町1丁目

II-0226 旭町2 旭町6丁目

II-0227 旭町3 旭町6丁目
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Ｎｏ

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60
※千葉県県庁⼟整備部により指定

I-1409 鈴身町1 鈴身町

III-1027 ⽶ヶ崎町2 ⽶ヶ崎町

飯山満町3 飯山満町2丁目

I-1274 飯山満2 飯山満町3丁目

III-0019 ⽶ヶ崎町1 ⽶ヶ崎町

II-7017

大穴北5丁目

I-0146 飯山満 飯山満町2丁目

II-0242 飯山満町4 飯山満町2丁目

東中山 東中山2丁目

II-0240 東町1 東町

I-0143 馬込 馬込町

I-0142 上山1 上山町3丁目

I-2011 上山2 上山町3丁目

小野田町2 小野田町

III-1024 松が丘1 松が丘

III-0018 上山町1 上山町

II-0215 小室町2 小室町

習志野台1 習志野台

I-2063 駿河台 駿河台1丁目

II-0241 駿河台2 駿河台2丁目

III-1025

II-0214 小室町1 小室町

箇所番号 箇所名 所在地

II-0216 小野田町1 小野田町

II-7018

II-0218 ⾞⽅町2 ⾞⽅町

II-0243 飯山満町5 飯山満町2丁目

II-0224 坪井町1 坪井町

I-0141

II-7015 上山町3 上山町3丁目

II-0220

II-0222 大穴北3 大穴北6丁目

II-0223 大穴北4 大穴北7丁目

大穴北1 大穴北4丁目

I-0144 大穴 大穴北5丁目

II-0221 大穴北2
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