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地域防災計画の修正 新旧対照表 

１．災害対策基本法等の改正に伴う修正 

 ① 避難行動要支援者に関する個別避難計画の策定について規定 

該当箇所 新 旧 

地震 1.9-4 個別避難計画の策定 

災害時の避難支援等を実効性のあるも

のとするため、避難行動要支援者名簿登載

者のうち、同意を得られた者について、避

難支援関係者と連携した個別避難計画の

策定に努める。 

個別計画の策定 

災害時の避難支援等を実効性のあるも

のとするため、安心登録カード事業を通じ

て、避難支援関係者と連携した個別計画の

策定に努めていく。 

 

 ② 避難勧告を避難指示に一本化 

該当箇所 新 旧 

風水害2.8-1 

 

警戒 

レベル 
避難情報等 避難行動等 

5 緊急安全確保 
命を守るための最善

の行動を取る 

4 避難指示 
危険な場所にいる人

は全員避難 

3 高齢者等避難 
危険な場所にいる高

齢者等は避難 
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大雨注意報 

洪水注意報等 

※気象庁が発表 

避難に備え、ハザー

ドマップ等により、自

らの避難行動を確認 

1 
早期注意情報 

※気象庁が発表 

災害への心構えを高

める 

 

警戒 

レベル 
避難情報等 避難行動等 

5 災害発生情報 
命を守るための最善

の行動を取る 

4 
避難指示(緊急) 

避難勧告 
全員避難 

3 
避難準備・高齢

者等避難開始 
高齢者等は避難 
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大雨注意報 

洪水注意報等 

※気象庁が発表 

避難に備え、ハザー

ドマップ等により、自

らの避難行動を確認 

1 
早期注意情報 

※気象庁が発表 

災害への心構えを高

める 

その他の該当箇所 

・総 論 1.2-2 

・地 震 1.1-3／1.1-10／1.5-6／1.5-8／2.1-33／2.2-9、16／2.3-6、7／2.4-3 

／2.7-3、6～10、12 

・風水害 1.5-3／2.1-1／2.2-5／2.3-1、3、4／2.4-1／2.6-1、2／2.8-2～5 

・事 故 2.1-3／2.2-1、4、6／2.3-2、6／2.5-2／2.6-4／2.7-3／2.8-2、5 

 

 ③ 広域避難に係る協議規定について追加 

該当箇所 新 旧 

地震 2.19-3  災害発生のおそれがあり、市民等を安全

な他の市町村に避難させる必要がある場

合には、災害対策基本法に基づき、自治体

間で広域避難の協議を行う。 

①同一都道府県内の市町村への避難 

②緊急時以外における他の都道府県の市

町村への避難 

③緊急時の他の都道府県の市町村への

避難 

規定なし 
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 ２．千葉県地域防災計画の修正等に伴う修正 

① 緊急輸送道路の追加等 

該当箇所 新 旧 

地震 1.8-1～

3 

１次路線  ９ルート 

２次路線 １１ルート 

３次路線  ２ルート 

１次路線  ９ルート 

２次路線  ５ルート 

 

② 地震時の職員配備基準等の修正 

該当箇所 新 旧 

地震 2.1-10 【各課対応】 

１.市内で震度4を観測し、市長が必要と

認めた時 

２.南海トラフ地震臨時情報（調査中・巨

大地震注意）の発表 

【各課対応】 

１.市内で震度 4 を観測し、市長が必要

と認めた時 等 

【災害対策本部（非常第１配備）】 

（本部長：市長） 

１.市内で震度 5弱 

２.東京湾内湾に津波注意報の発表 

３.東海地震注意情報の発表 

４.南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒）の発表 等 

【警戒本部】 （本部長：副市長） 

 

１.市内で震度 5弱 

２.東京湾内湾に津波注意報の発表 

３.東海地震注意情報の発表 等 

【災害対策本部（非常第 2配備）】 

（本部長：市長） 

１.市内で震度５強以上 

２.東京湾内湾に大津波警報・津波警報

の発表 等 

（１・２に該当する場合は自動設置） 

【災害対策本部】 （本部長：市長） 

 

１.市内で震度５強以上 

２.東京湾内湾に津波警報の発表 

３.東海地震予知情報の発表 等 

その他の該当箇所 

・地 震 2.1-3、4、6、13、24／4.2-2／4.3-2 
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 ３．風水害時の配備体制の見直し 

  ① 配備体制の整理 

該当箇所 新 旧 

風水害2.1-5 （各課対応） 

水害警戒配備体制（必要数） 

災害対策本部体制 非常第１配備（必要数） 

災害対策本部体制 非常第２配備（全職員） 

各課対応（必要数） 

水防準備体制（職員の５％ ※建設局等は 25％） 

水防本部体制（職員の１０％ ※建設局等は 50％） 

災害対策本部体制（全職員） 

風水害2.1-6 配備体制の決定の流れ 

① 市内に気象に関する警報等が発表され

たとき、もしくは発表が予測されたとき

には、危機管理課長は水害警戒会議を

開催し、水害警戒配備もしくは災害対策

本部体制への移行を検討する 

② 水害警戒会議の構成員である各課長

は、関係各部局長へ会議の検討結果を

報告する 

③ 市長公室長は水害警戒会議の検討結

果を市長・副市長に報告する 

④ 市長は、水害警戒会議の検討結果に基

づき、水害警戒配備体制の配備につい

ての指示又は災害対策本部体制につい

て検討するための配備検討会議の実施

についての指示を行う 

※ 危機管理監は、配備体制の検討及び

市長の決定に際して、助言を行う 

⑤ 市長は、災害対策本部配備基準に該当

するような災害が発生し、または災害が

発生するおそれがある場合において、総

合的な応急対策の必要を認めたときは、

災害対策本部を設置する。また、状況に

応じて、配備体制の再検討を行う。 

⑥ 市長が不在の場合は本決定等につい

て、副市長（危機管理担当）、副市長（消

防担当）、市長公室長、危機管理監、消防

局長、建設局長の順で代理する。 

配備体制の決定の流れ 

水防本部設置の決定は、市長が行う。 

ア 危機管理課長は、水防関係課長会議

を開催し、各課対応、水防準備体制、あ

るいは、水防本部設置を検討する。 

イ 各課長より関係各部局長へ報告する。 

ウ 市長公室長は、検討事項を市長に報

告する。 

エ 危機管理監は、配備体制の検討及び

市長の決定に際して、助言を行う。 

オ 市長は、配備基準に該当するような

災害が発生し、または災害が発生するお

それがある場合において、総合的な応急

対策を必要とすると認めたときは、水防

本部を設置する。 

カ 市長が不在の場合は、副市長（危機管

理担当）、副市長（消防担当）、市長公室

長、危機管理監、消防局長、建設局長の

順で代理する。 

その他の該当箇所 

・風水害 2.1-7、9～11／2.2-9 
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② 各体制配備の配備基準の見直し 

該当箇所 新 旧 

風水害2.1-5 【水害警戒配備】 

１ 各種警報等※が発表または予想され、

水害警戒会議において必要と認めた

とき 

２ 台風の直撃や、長期停電等が予想さ

れるなどの状況により、水害警戒会議

において必要と認めたとき 

３ その他、市長が必要と認めたとき 

【水防準備体制】 

１ 各種警報等※が発表または予想され、危

機管理課長及び各水防関係課長が必要と

認めたとき 

２ 気象情報システムによる時間雨量 30 ㎜

以上の降雨が予想され、市長が水害の被

害があると認めたとき 

３ 台風の直撃や、長期停電等が予想され、

市長が必要と認めたとき 

【災害対策本部 非常第１配備】 

１ 各種特別警報が発表されたとき 

２ 各種警報等※が予想または発表され、

市長が必要と認めたとき 

３ その他、台風の直撃や、長期停電等に

より、市内に甚大な被害が発生する恐

れがあるなどの状況により、市長が必

要と認めたとき 

【水防本部体制】 

１ 各種警報等及び記録的各種特別警報、記

録的短時間大雨情報が予想または発表さ

れ、市長が必要と認めたとき 

２ 気象情報システムによる時間雨量 50 ㎜

以上の降雨が予想され、市長が水害の被

害があると認めたとき 

３ 台風の直撃や、長期停電等により、市内

に甚大な被害が発生する恐れがあり、市

長が必要と認めたとき 

【災害対策本部 非常第２配備】 

市域に甚大な被害が発生した場合、又

は発生するおそれがあるときなど、市

長が必要と認めたとき 

【災害対策本部体制】 

１ 市全域にわたり甚大な水害が発生する恐

れがあり、また、一部に甚大な水害が発生

した場合 

２ その他の状況により水防管理者（市長）が

必要と認めたとき 

※各種警報等：大雨警報、洪水警報、暴風警報、波浪警報、高潮警報、大雪警報、土砂災害

警戒情報、顕著な大雨に関する情報（線状降水帯情報） 

その他の該当箇所 

・風水害 2.1-6、7、9～11／2.2-9 

 
 

  ③ 水害警戒会議構成員及び本部設置前の動員班の見直し 

該当箇所 新 旧 

風水害 2.1-7 【水害警戒会議】 

危機管理課、政策企画課、職員課、税務

課、戸籍住民課、都市政策課、公園緑地

課、道路維持課、下水道河川管理課、宅

地課、警防指令課、教育総務課、社会教

育課を基本とし、必要に応じて関係各課

を招集 

【水防関係課長会議】 

危機管理課、都市政策課、公園緑地課、

道路維持課、下水道河川管理課、宅地

課、警防指令課、教育総務課、社会教育

課 

風水害 2.1-9 【水害警戒配備】（班単位） 

本部統括班、第１復旧支援班、第２収容

班、職員動員班、第１調査班、第１収容

班、第３収容班、第４収容班、情報管理

班、都市施設班、道路班、下水道班、第２

調査班、第２生活再建班、第１協力班、第

１教育班、第２協力班、消防救急班 

【水防準備体制】（部単位） 

都市計画部、都市整備部、道路部、下水

道部、建築部、(教)管理部、(教)生涯学

習部、市長公室、消防局 
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４．新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた修正 

  ① 避難所運営上の留意事項の見直し 

該当箇所 新 旧 

地震2.7-19 【感染症対策】 

 避難所の運営にあたっては、マスク、消毒

液、間仕切り等の備蓄品の活用やスペース

確保等により避難者間の感染防止に努め

る。 

規定なし 

 

  ② 宿泊可能避難所の屋内受入可能人数の見直し 

該当箇所 新 旧 

資料 1 １人あたり６㎡ 計 84,256人 １人あたり２㎡ 計 252,886人 

 

５．その他の修正 

  ① 国土強靱化地域計画の位置付け 

該当箇所 新 旧 

総則 1.1-6 ４．国土強靱化地域計画との関係 

国土強靱化地域計画は、発災前の施策

を対象とし、いかなる自然災害等が起こ

ろうとも対応できるような社会・経済シス

テムを事前に構築していくという視点か

ら取りまとめたものであり、地域防災計画

に対しても指針となる計画である。 

規定なし 

総則 1.1-7 体系図に位置付け 体系図に位置付けなし 

 

  ② 千葉県災害福祉支援チームとの連携について記載 

該当箇所 新 旧 

地震2.7-17 （４） 千葉県 DWAT（災害福祉支援チーム）

との連携 

市に災害救助法が適用、もしくは適用

される可能性がある災害が発生した場

合、要配慮者支援班（本部）と県（健康福祉

部健康福祉指導課長）の調整を得て、千葉

県 DWAT（災害福祉支援チーム）の派遣

があった場合は、速やかに情報の共有を

図り、要配慮者に適切な支援を行う。 

規定なし 

その他の該当箇所 

・風水害 1.5-5 

 

  ③ 土砂災害警戒区域等の位置図及び一覧の追加 

該当箇所 新 旧 

地震 1.4-5 『図 土砂災害警戒区域等』 規定なし 

資料 25 『土砂災害警戒区域等・急傾斜地崩壊危険区

域一覧』 

土砂災害危険箇所一覧 
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  ④ 遺体安置場所開設候補地の順位について見直し 

該当箇所 新 旧 

地震 1.6-8 （１）安置場所等の確保 

災害により多数の死者が発生した場合

には、広範な遺体の安置場所の確保が必

要となる。 

市は、遺体の安置場所として、運動公園

の体育館を活用する。災害の規模が大き

く、そこだけで遺体を収容できない事態と

なった際は、看護専門学校の体育館、船橋

アリーナ等も含め、設置場所について検討

する。 

（１）安置場所等の確保 

災害により多数の死者が発生した場合に

は、広範な遺体の安置場所の確保が必要と

なる。 

市は、遺体の安置場所として、看護専門

学校の体育館を活用する。災害の規模が大

きく、そこだけで遺体を収容できない事態

となった際は、運動公園の体育館、船橋アリ

ーナ等も含め、設置場所について検討する。 

その他の該当箇所 

・地震 2.14-12 

 

  ⑤ 時点修正や軽微な文言修正等 

編 該当ページ 

第１部 

総則 

・1.1-2、6、7 ・1.2-2、4 ・1.3-3～5 ・1.4-4～6 ・1.5-4 ・1.6-1 

第２部 

地震・津波災害 

対策編 

・1.1-1、2 ・1.1-4～11 ・1.2-1～8 ・1.3-1～8 ・1.3-10～11 ・1.3-13 

・1.4-1～6、8～15 ・1.5-1～5、9 ・1.6-1、4～8 ・1.7-1～3 ・1.8-1、3、5～6 

・1.9-1、4、7 ・1.10-2 ・2.1-1～2、4～9、11～24、26～28、30～32、34～35 

・2.2-3、6、7、9、11～16、21、22、23 ・2.3-1～5、7 ・2.4-1、3～6 

・2.5-1～4 ・2.6-3、4 ・2.7-1、3～5、11～14、16～20 ・2.8-1、2、4～6 

・2.9-4 ・2.10-1～4 ・2.11-1～4、6、9、10 ・2.12-3～6、8 ・2.13-1、4～8 

・2.14-1～5、7～13 ・2.15-4～6 ・2.16-1～6 ・2.17-1～4 ・2.18-1～3 

・2.19-1～3 ・2.20-1～3 ・3.3-2、11～13 ・4.1-1、2、4 ・4.2-1、3  

・4.3-1～4、10～14、17～22 ・4.4-2、3 

第３部 

風水害対策編 

（水防計画） 

・1.1-1 ・1.3-1～3 ・1.4-1、2、6 ・1.5-1～4 ・1.7-1 ・1.10-2 

・1.11-3 2.1-1、2、4、5、10～12、14、16、17 ・2.1-1、2、5、9、17 

・2.2-1～5、8・2.3-1～4 ・2.5-1～3 ・2.6-1、2 ・2.8-4、5  

・2.12-1～4 ・2.21-1 

第４部 

大規模事故対策編 

・2.1-1～3、5～８ ・2.2-2、4～6 ・2.3-5、6 ・2.4-4 ・2.5-5、7 

・2.6-2～5 ・2.7-3、6 ・2.8-4、5 

第５部 

その他災害対策編 

・1.1-2 ・1.2-1、2 ・1.3-1～3 ・1.3-5 

資料編 全編 

 


