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（被災地支援等）

平成23年11月15日現在

１ 生活再建の支援
事業の概要 予算額 備 考

液状化被害を受けた世帯の地盤改良や解体費についての助成
被災住宅の建替・補修等のための資金を借りた場合の利子補給
仮設住宅に代わる民間賃貸住宅の借り上げ費用
被災者の県立高校入学料を免除 など

10,011百万円

市町村やNPOが行う地域の見守りや支え合い事業に対する支援
被災地における高齢者等の生活を支援するアドバイザーの設置 など

810百万円

雇用調整助成金等により、事業主が、従業員の雇用維持のために一時
的に休業等を行った場合の休業手当相当額の一部を助成
新卒未就職者を対象に、基礎的な研修を実施するとともに、県内中小
企業等において実習を行う など

18,838百万円

市町村における心理カウンセラー等の雇用について補助
県内被災地を中心とした各学校に、児童生徒の心のケアに当たるた
め、スクールカウンセラーを派遣する など

63百万円

道路橋りょうや河川海岸等、被災した県管理施設の被災箇所の復旧
など

22,645百万円

県立学校の施設・設備の復旧
私立学校施設や地域福祉センターの復旧、放課後児童クラブや保育所
園庭等などの補修に支援 など

8,494百万円

上水道施設や信号機等の復旧 など 1,383百万円

近隣市町村への協力要請、適正な処理に関する指導・助言 など 0百万円

被災農業者等に、再生産に必要な資金、施設復旧資金を無利子で融資
するための利子補給 など

33百万円

中小企業等の復旧・復興に必要な資金の融資
事業所や設備等の復旧に必要な資金の融資に対する利子補給 など

350,118百万円 ※中小企業振興資金全体の予算

経営基盤安定のために必要な事業資金を円滑に提供するため、金融機
関、千葉県信用保証協会等と協力し、中小企業へ協調融資
被災地域に金融や経営などに関する専門家チームを派遣して企業再建
を支援 など

350,272百万円 ※中小企業振興資金全体の予算

観光プロモーションの実施。
中小宿泊事業者が実施する宿泊客増加等の取組に対する助成 など

134百万円

「千葉県震災復旧及び復興に係る指針原案」における復旧に向けた取組の状況

１ 公共土木施設の復旧

（１）被災者の生活支援

３ 中小企業者に対する経営再建に向けた支援

４ 消費者に対する情報提供、観光におけるPR活動

４ 災害廃棄物の早期適正処理への支援

（３）被災事業者に対する支援

１ 被災農林漁業者の経営再建支援

２ 被災事業者の施設の復旧に対する支援

２ 医療体制・生活相談体制の整備

３ 被災者等への就労支援

４ 被災者の心のケア

（２）被災地の生活基盤の整備

２ 学校・医療・福祉施設等の復旧

３ ライフライン(上下水道等）の復旧
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施設の復旧。
被災した農業共同利用施設を復旧するための経費を補助 など

9,749百万円

漁港施設の復旧及び応急措置。
共同利用施設の復旧のための経費を補助 など

2,879百万円

事業協同組合等の被災施設に対する災害復旧経費への助成 74百万円

１ 市町村の復興支援
市町村が行う震災復旧・復興事業について、災害復興事業貸付分とし
て市町村振興資金の貸付金額を増額。
［貸付条件］
・貸付利率 無利子を想定
・貸付期間 12年以内（据置期間：２年以内）
・償還方法 元利均等年賦償還

4,600百万円

被災市町村における復興計画や、県内市町村における災害対応力を強
化していくための構想や計画策定経費への補助制度を創設。

20百万円

特定被災地方公共団体（千葉県を含む９県）が復興基金を設置する場
合に、国から特別交付税が措置されることとなり、県では新たに「東
日本大震災市町村復興基金」を創設し、今後、市町村が地域の実情に
応じて行う、住民生活の安定やコミュニティの再生等の取組みを支援
する。

3,000百万円

１ 農地・農業用施設等の復旧

２ 漁業関連施設の復旧

３ 商工業施設の復旧に対する支援

（４）被災地の産業基盤の整備

（５）市町村の復興支援
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第１章 震災被害の状況  

 

１ 地震の概要 

（１） 平成２３年３月１１日１４時４６分 

平成２３年３月１１日、１４時４６分、三陸沖を震源として強い地震 

が発生。県内も激しく長い揺れに襲われた。 

この地震の県内での最大震度は、成田市及び印西市における震度６弱。

昭和６２年１２月の千葉県東方沖地震（震度５）を上回り、大正１２ 

年（1923 年）９月の関東大震災（県内推定最大震度７）以来の揺れを観 

測。この強く長い揺れによって、多くの道路等の公共施設や住家等に被 

害が生じ、上下水道、通信手段等のライフラインも寸断され、県民の間 

に不安が広がった。 

 

 

 

表 東北地方太平洋沖地震の概要 

発生日時 平成２３年３月１１日 １４時４６分頃 

震源地 三陸沖（北緯３８度 東経１４２．９度） 

震源の深さ ２４キロメートル 

地震の規模 マグニチュード９．０ 

県 内 各

地 の 震

度 

震度６弱 成田市、印西市 

震度５強 千葉市中央区、千葉市花見川区、千葉市若葉区、千葉市

美浜区、銚子市、野田市、佐倉市、東金市、旭市、習志

野市、柏市、八千代市、浦安市、白井市、香取市、山武

市、栄町、神崎町、多古町、白子町、鋸南町 

震度５弱 千葉市稲毛区、千葉市緑区、市川市、船橋市、館山市、 

木更津市、松戸市、茂原市、市原市、流山市、我孫子市、 

鎌ケ谷市、君津市、四街道市、八街市、富里市、南房総

市、匝瑳市、いすみ市、酒々井町、東庄町、大網白里町、 

九十九里町、芝山町、横芝光町、睦沢町、長生村 

津波の 

状 況 

津波観測値 銚子 ２．５ｍ、館山市布良 １．７２ｍ、 

千葉 ０．９３ｍ 

浸水面積 ２３．７Ｋ㎡ 

最 大 浸 水 

距 離 

約３Ｋｍ（山武市松尾町） 

出典：気象庁及び千葉県（防災危機管理監）調べ 
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（２）大津波による被害 

  地震発生３分後１４時４９分に、気象庁が九十九里・外房地域に津波注意

報を発表、１５時１４分には津波警報を発表した。 

   津波は、銚子験潮所で引き波ではなく押波による第１波を１５時３０分過

ぎに観測。１７時過ぎに最大潮位となる第３波を観測した。潮位計のデータ

では、１３日以降も津波による潮位変化が観測されている。 

   九十九里地域に押し寄せた津波は、山武市では海岸線から３ｋｍ近くの陸

域にまで到達し、利根川では河口から１８．８ｋｍまで遡上、浸水面積は  

九十九里地域（銚子市～いすみ市）で２３．７ｋ㎡に達した。 

   この津波は、旭市飯岡地区に甚大な被害をもたらした。海岸防御ラインの

背後に砂丘や保安林のないこの地区に、７．６ｍと推定される第３波の津波

が襲来した。津波は市街地まで達し、県民の生命、財産を奪い去った。 

津波による死者は、旭市で１３名、山武市で１名、計１４名に及び、県内

の震災による死者の７割を占める。津波で亡くなった人の中には、第１波、

第２波で一旦避難した後に自宅に戻り、最大波の第３波で被災した人もいた。 

 

（３）液状化による被害 

東京湾岸の埋立地や利根川沿いの低地等においては、長く続いた地震の揺

れにより地盤の液状化が発生した。  

市街地では、地震時、建物はゆっくりと大きく揺れ、道路では敷地等の境

がずれるように水平移動を繰り返し、間もなく地面から大量の泥水が沸き出

した。マンホールは歩道の真ん中で大きく突出し、電柱や信号機は傾き、沈

み込んだ。泥水の噴出とともに、戸建等の住宅がゆっくりと沈み込み、各地

で噴砂、沈み込み、浮き上がり、抜け上がり、地波等の様々な液状化被害が

発生した。 

水道、下水道等のライフラインも、液状化により至る所で管が破壊された

ため、給水車には長い行列ができ、復旧には相当の時間を要した。 

液状化による被害では、経済的な被害が大きかったものの、人的被害は  

ほとんどなかった。 
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２ 今回の震災を通して明らかとなった防災対策の課題 

   今回の地震はマグニチュード９．０という極めて大規模なものであり、

千葉県での津波の高さも７．６ｍまで達したと推定されている。 

   こうした震災を受けて、私たちはまず、自然現象を相手にした予測、予

防の困難さを真摯に受け止めるとともに、これまでの防災対策が万全では

なかったことを改めて認識するところからスタートする必要がある。 

その際には、被災しても人命が失われないことを最重視し、災害時の被

害を最小化する「減災」の考え方に十分配慮していく必要がある。 

 

（１）津波・液状化に係る検証 

   今回の震災で、本県にもっとも大きな被害をもたらしたものは、津波と

液状化であった。 

   防災対策は、言うまでもなく、過去の地震の調査・分析等に基づく科学

的予測を前提としなければならない。 

   現在の津波、液状化に係る本県の防災対策は、国の中央防災会議が予測

している地震のうち、本県に近い将来大きな被害をもたらすと考えられる

地震を前提としている。しかし、現状において、これらの想定が十分なも

のであったのか、緻密な検証が必要である。 

そこで、本県では、有識者による「東日本大震災千葉県調査検討専門委

員会」を設置した。委員会では、「津波については、津波の高さは周辺の海

底地形が影響している」、「将来の地震・津波の予測には過去の地震の調査

が必要である」等の意見があり、液状化については、「地盤改良の有効性」

が指摘されている。今後とも、こうした専門委員会の意見等を参考に、検

証と対策の検討を行っていく。 

 

（２） 防災対策の抜本的な見直し 

   県では、これまで「地域防災計画」等を幹として、各種防災対策事業や

市町村等への助言、防災訓練等を行ってきた。 

  しかしながら、今回の震災を通して、これらの計画や、計画の具体的な

運用について、様々な課題も浮かび上がってきた。 

  津波・液状化対策に係る想定及び対策はもちろんのこと、被災状況の把

握、救援物資・サービスの提供、情報の共有、避難所の課題、災害時要援

護者への支援、帰宅困難者対策、災害時の通信手段の確保、日常における

災害の備えなど、多くの課題について、検討していく必要がある。 

なお、対策を検討するにあたっては、住民避難の具体的なあり方を計画

する市町村や関係機関とも連携し、県民の「共助」の精神に基づく防災の

備えを支援するなどにより、実効的な対策を整理していくことが重要であ

る。 
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（３）まちづくりにおける防災対策 

   今回の震災では、液状化等により、住宅やライフライン、医療・福祉施

設、教育施設等への被害のほか、道路・河川・海岸・港湾等の公共土木施

設に甚大な被害が発生し、交通ネットワークにも混乱が生じた。 

   被害の状況からも明らかなように、防波堤などの構造物のみによって自

然災害を防ぐことは困難である。 

ハードによる災害対策と並行して、避難訓練や防災教育の徹底等のソフ

ト面の対策を実施し、減災効果を高めることが重要である。 

そのため、複合的に様々な災害が発生しても、多重に防御機能を発揮し

得るよう、護岸等防災施設の計画的な整備を進めるとともに、日頃からの

備えとして防災訓練等を行っていく必要がある。 

 

また、今回の震災では、地震発生直後に、東関東自動車道、京葉道路、 

東京湾アクアライン等の高速道路が通行止めとなり、鉄道についても、県 

内全線で運転を見合わせた。 

県内の主要な高速道路の通行再開は、東京湾アクアラインは翌１２日 

１５時、東関東自動車道（湾岸市川～佐原香取）も１２日１７時１０分、

京葉道路（市川～幕張）は１３日０時であったが、首都高速道路湾岸線の

新木場～葛西が２２日３時となったことから、首都高速道路湾岸線が通行

再開するまでの間は、東京湾アクアラインが重要な交通ルートとなった。 

   鉄道に関しては、ＪＲ総武線は快速線、緩行線ともに、震災翌日の朝に

は運行再開されたが、本数は大幅に削減されるなど混乱がしばらく続いた。 

このように発災直後から交通機関が運行を停止したため、成田国際空港、

東京ディズニーリゾートを含め、約１２万人に及ぶ帰宅困難者が発生し、

多くの県民が情報不足の中で不安な時間を過ごすこととなった。 

    大規模災害時における交通・物流機能の確保、交通機関が止まった場合 

の帰宅困難者の安全対策は、本県のみならず、首都圏全体で検討していく 

ことが必要となっている。 
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（参考）県内の人的被害、住家被害の状況（平成 23 年 8 月 23 日現在） 

 

区   分 被  害 備   考 

人的被害 

※被害報

告では、死

者は津波

被害が多

く、液状化

被害は報

告されて

いない。 

死   者 20 名 津波による死者 14 名 

行方不明者 2 名 
うち死亡認定された者１名 

津波による行方不明者２名 

負

傷

者 

重傷者 24 名  

軽傷者 225 名  

住家被害 

全 壊 790 棟 

津波によるもの： 

旭市：336 棟中 233 棟 

山武市：42 棟中 29 棟 

横芝光町：6棟中 4棟 

半 壊 8,811 棟 

津波によるもの： 

旭市：931 棟中 442 棟 

山武市：417 棟中 233 棟 

横芝光町：7棟中 1 棟 

一部破損 29,655 棟  

床上浸水 764 棟  

床下浸水 718 棟  
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第２章  指針の策定趣旨 

 

（１）「指針」の位置付けについて 

   今回の震災は、本県にも、未曾有の被害をもたらした。 

   本県の被害は、主に太平洋岸地域における津波によるものと東京湾岸の 

埋立地や河川沿いの低地における液状化現象によるものであり、地域的な 

特性が見られる。 

 震災発生以降、県では、国・市町村や県警察本部、自衛隊、消防等の   

機関と緊密に連絡を取り合い、被災者に対する応急的支援、復旧事業の推

進などに取り組んできたところであるが、地域により被害状況が異なる 

ことから、各被災地域に応じた対応が求められることとなった。 

 現在では、市町村や地域における復旧の取組も進んできており、将来を

見据えたまちづくりに向け、既に市町村と地域住民が連携して取り組んで

いる地域もある。 

こうした状況を受け、県としても、今後は「復興」という観点から、   

市町村や地域の取組に対して「基本的な考え方」に沿って全力で支援する

こととし、その対応について、「復旧及び復興に係る指針」という形でまと

めることとした。 
 
（２）４つの「基本的な考え方」 
  ①地域のマンパワーの結集と「共助」による事業推進 

     今回の震災被害は、主には津波と液状化によるものであるが、地域に 
よりその態様は異なっている。被災地域も、都市部から農村部まで広範 
囲に広がっており、年齢構成や世帯数等の人口構成や産業構造などにも 
違いが見られる。 
 そのため、復興を進めていくに当たっては、地域の人々の支え合いと

いう点が重要であり、被災地域の実情を熟知している市町村が、地域の

特性を踏まえた有効な復旧復興策を推進していくことが求められている。 
そこで、国等とも密接な連携を図りつつ、こうした市町村の取組を  

積極的に支援していく。 
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 ②「これからも住み続けたい」と思える安全・安心なまちづくり 
    津波、液状化等により被害を受けた地域については、地域住民の不安 

を取り除き、「これからもずっと住み続けたい」と思える「安全かつ安心 
な地域」としていくことが重要である。 
そのため、復興の過程においては、今回の災害からの復旧にとどまら

ず、災害に強くかつ住みやすいまちづくりを進めていく必要があり、  

公共施設等の配置も含めた計画的なまちづくりを推進する。 
 
  ③農林水産業や商工業など地域産業の力強い復活を目指す 
    被災地域が力強い復活を目指すに当たっては、地域に根ざし、地域社 

会を支える農林水産業や商工業などの産業の再生と将来に向けての発展

が重要な鍵となる。 

 そのため、県としては、市町村や関係団体、事業者などと連携を図り

ながら、地域産業の再生と発展に向けて積極的に取り組んでいく。 
   

④県政全般にわたり復興・防災の視点から施策を総点検 
    今回の震災は広範囲に及び、県全体に大きな被害をもたらした。その 

ため、県としても、今回の震災を契機として、県政全般にわたり施策を 
再確認していく必要がある。 
そこで、災害対策基本法に基づく地域防災計画の見直しはもとより、

県の各種計画について、将来にわたり県民が安全で安心して暮らせる県 
づくりを進めていくため、「復興・防災」の視点から総点検していく。 

 
 （３）指針の目標期間 
    復旧については、被災者の生活再建、災害復旧等を鋭意実施していく 

べきであることから、おおむね２～３年後を目途とした具体的な事業（復 
旧に向けた取組）を提示することとした。 

    また、復興については、施策を網羅した「計画」ではなく、中長期的 
な期間を視野に「施策の方向性」を提示し、具体的な施策に関しては、 
県の各種個別計画の中で対応していくこととした。 



8 
 

第３章 復旧に向けた取組   

 

（１）復旧に向けての考え方 

① 被災者の生活支援 

     津波や液状化現象により、県内の多くの住宅等が全壊や半壊などの大 

    きな被害を受け、一時避難等を余儀なくされた。  

    県としては、こうした住宅等に被害を受けた被災者が早期に生活再建 

できるよう、市町村や地域の多様な主体と連携しながら、被災住宅の再 

建等の支援や生活資金の提供などを行う。 

また、被災者が安心した生活を取り戻せるように、医療や雇用面にお 

ける支援や被災者の心のケア等を行っていく。  

 

② 被災地の生活基盤の整備 
今回の震災では、太平洋岸の地域が津波により、東京湾岸の埋立地や 

河川沿いの低地が液状化により大きな被害を受けた。  
    そこで、生活基盤施設の復旧に当たっては、こうした地域特性に配慮 

し、被災市町村等と連携して事業を実施する。 
また、道路、河川、海岸等の公共土木施設、学校・医療・福祉等施設、 

上下水道等被災地の住民生活の基盤となるライフラインについては、可 
能な限り早期の復旧を目指す。  

 

③ 被災事業者に対する支援   
    震災の被害により、本県経済全体も大きな停滞を余儀なくされること 

となった。とりわけ、被災した農林水産業や中小企業の事業者の中には、 
事業の存続が危ぶまれる状況も見られている。  

    そのため、こうした厳しい状況に直面している事業者が早期に安定し 
た経営状態に戻れるよう、県としても、資金面をはじめ経営全般にわた 
る支援を行っていくこととする。  

 

④ 被災地の産業基盤の整備  
    農林水産業、商工業等においても、産業の基盤となるインフラ施設が 

大きな被害を受けており、早急な復旧が求められている。 
一方、各産業によって被害の状況は多様であり、必要となる対策も異 

なっている。 
そこで、県としても、被災市町村や被災事業者の要望に配慮しつつ、 

被害の状況に応じて、農業用施設や漁港、共同利用施設等の産業関連施 
設について、早期の復旧を進めていく。  
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（２）復旧に向けた具体的な取組 

 

① 被災者の生活支援 

   
○生活再建の支援  
 ・被災住宅再建のための助成  

    国の被災者生活再建支援制度の対象とならない液状化等の被害を受けた住宅  
  （戸建て）の解体費や補修費に対して助成 

 ・住宅再建資金への助成 
   被災者等が住宅再建資金を金融機関から借り入れた場合、市町村と共同して利

子の一部に対し助成 
 ・応急仮設住宅（建設・民間賃貸住宅借上げ）の提供  
   被災者の住まいを確保するため、応急仮設住宅を建設、民間賃貸住宅を借上げ 
 ・災害援護資金の貸付及び利子補給  
   住居や家財が大きな損害を受けた被災者等に対し資金を貸付け、利子相当分を 

助成 
 ・生活福祉資金の貸付  
   被災世帯に対する生活費や住宅改修費等の貸付 
・被災地浄化槽の復旧支援 

浄化槽の復旧が必要となる被災者に対し、市町村と連携して整備経費の一部を 
助成 

・県立高校における入学料免除 
   平成 23 年度県立高校に入学・転入学する被災地の避難者の入学料を免除 
・私立学校・幼稚園における入学料、授業料等減免に対する助成 

   私立学校・幼稚園が被災地の避難者を受け入れた場合に入学料、授業料等の減 
免に対し助成 

 
○医療体制・生活相談体制の整備  
 ・被災地に対する医療救護支援  
   広域災害・救急医療情報システムの更新及び医療救護マニュアルの策定等 
 ・避難所・応急仮設住宅等におけるボランティア配置に対する助成  

            地域のマンパワーを結集して災害復興や災害に強いまちづくり等に取り組む市 
        町村や民間団体等を支援 

・被災要援護高齢者に対する生活支援アドバイザーの派遣及び設置  
  仮設住宅の高齢者等を訪問する生活支援アドバイザーの設置等 
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 ・地域における支え合いづくりの推進 
   市町村が被災地の高齢者や障害者等に対する相談・生活支援事業等を実施する 

場合に助成 
  
○被災者等への就労支援  
 ・千葉県求職者総合支援センター等による就業支援  
   離職を余儀なくされた求職者に対する総合的な就業・生活支援等を実施 
 ・「日本はひとつ」しごと協議会による就業支援 
   被災者と仕事とのマッチング機能を強化 
 ・雇用の維持・雇用機会の創出  
   雇用促進要請文書の送付、雇用企業開拓員事業、新卒未就職者人材育成事業、 

緊急雇用創出事業等の活用により、被災者の雇用維持・雇用機会の創出を促進 
 
○ 被災者の心のケア  
 ・災害被災者及び支援者への心のケア  
   被災によって心のストレスや不安等を感じている被災者・支援者に対して、巡 

回訪問やカウンセリング等を実施 
 ・保育所児童、幼稚園児、児童・生徒に対する心のケア  
   地震等による心理的なストレスを抱える保育所児童、幼稚園児、児童・生徒の 
   ため、カウンセラー等の雇用に対する助成やスクールカウンセラーの派遣を実施 
 ・児童相談所における災害対応児童心理司の活用 
   心理的なストレスを抱える児童からの相談に応じるため、各児童相談所に児童 

心理司を配置 
 
 
 
② 被災地の生活基盤の整備 
 
○公共土木施設の復旧  
 ・道路施設の復旧  
   地震津波等で損壊した道路施設について復旧事業を実施 
・河川・土砂災害防止対策施設の復旧  

地震津波等で損壊した河川・土砂災害防止対策施設について復旧事業を実施 
・海岸保全施設の復旧  

地震津波等で損壊した海岸保全施設について復旧事業を実施 
 ・港湾施設の復旧  

地震津波等で損壊した港湾施設について復旧事業を実施 
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 ・県立都市公園施設の復旧 
地震津波等で損壊した県立都市公園施設について復旧事業を実施 

 ・農村生活環境施設の復旧に対する助成  
   地震等で損壊した集落排水施設及び農村公園施設の復旧事業に対し助成 
 
○学校・医療・福祉施設等の復旧  
 ・県立学校施設の復旧、私立学校施設の復旧に対する助成  
   震災により被害を受けた県立学校施設の復旧を推進、私立学校施設の災害復旧 

工事に対し助成 
 ・幼稚園施設の復旧に対する助成  
   被害を受けた私立幼稚園が、施設の復旧工事に併せ、耐震改修・改築を行う場 

合に、耐震改修・改築費に対し補助 
・医療施設等の復旧 

   救命救急センター等の災害復旧に対する助成 
 ・社会福祉施設・保育施設等の復旧に対する助成  
   保育所等の社会福祉施設の復旧に要する費用に助成、国庫補助制度の対象外で 

ある保育所（宗教法人立等）や放課後児童クラブの災害復旧に要する費用に助成 
 
○ライフライン（上下水道等）の復旧  
 ・公共下水道施設の復旧のための支援 
   被災自治体への災害復旧に関する助言や支援等 
 ・流域下水道施設の復旧 

地震等で損壊した流域下水道施設について復旧事業を実施 
 ・上水道施設の復旧  

地震津波等で損壊した上水道施設について復旧事業を実施 
 ・交通安全施設の復旧 

地震津波等で損壊した交通安全施設について復旧事業を実施 
 
○災害廃棄物の処理  
 ・災害廃棄物の早期適正処理への支援 
   災害協定等に基づく関係機関への協力要請、適正な処理に関する指導・助言、 
   災害等廃棄物処理事業費国庫補助金交付申請に対する指導・助言 
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③ 被災事業者に対する支援   
   
○被災農林漁業者の経営再建支援  
 ・東日本大震災農業対策資金による利子補給  
   被害を受けた農業者に対し、農協等の金融機関が再生産に必要な資金又は施設 

の復旧資金を融資した際の利子に対して助成 
 ・東日本大震災漁業対策資金による利子補給  
   被害を受けた漁業者に対し、信漁連等の金融機関が再生産に必要な資金又は施 
   設の復旧資金を融資した際の利子に対して助成 
 ・農地・農業用施設の復旧に対する利子補給  
   災害復旧事業の費用支払いのため、土地改良区が国庫補助金等を受けるまでの 

間、金融機関から融資を受けた場合の利子に対して助成 
 ・農業者への営農継続に向けた支援  
   被害状況を踏まえた営農対策、Q＆A の作成、営農研修会の開催等 
 ・被災地における担い手の確保・育成  
   雇用情報の収集・発信、研修会の開催 
 
○被災事業者の施設の復旧に対する支援  
 ・セーフティネット資金（震災復興枠）による融資・利子補給  
   震災により直接被害を受けた中小企業の資金繰りを支援するため、県制度融資 

のセーフティネット資金（震災復興枠）による融資・利子補給を実施 
 ・商店街の復興に対する助成  
   震災により直接被害を受けた商店街の施設・設備の整備や集客回復を目的とし 

た取組等の経費について助成 
 
○中小企業者に対する経営再建に向けた支援  
・セーフティネット資金（震災復興枠及び市町村認定）による融資  

   震災により間接被害（売上高の減少等）を受けた中小企業の資金繰りを支援 
・中小企業復興支援会議の設置  

   行政、金融機関、商工団体及び支援機関などが連携し、中小企業を支援 
 ・中小企業の再建支援に向けた経営診断、サポートチームの派遣 
   被災地域に金融や経営などに関する専門家を派遣して相談会を開催するほか、 

地域の商工会等と連携して、被災した中小企業ごとに経営診断を行い、必要に応 
じて経営再建サポートチームを無料で派遣 

 ・中小製造企業の販路開拓の支援  
   震災により被害を受けた県内中小企業に営業等に精通した人材を派遣し、販路 

開拓を支援 
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 ・金融・経営相談窓口の設置  
   県内の中小企業を対象とした金融・経営相談窓口の設置 
 ・被災した工場等の県内工業団地等への移転に対する助成 
   被災した工場等が県内工業団地等へ移転する場合に助成 

 
○消費者に対する情報提供、観光におけるＰＲ活動  
・千葉県農林水産物復興キャンペーン  

   千葉県農林水産物の安全性を PRするため、県、生産者団体等が一体となって販 

売促進キャンペーンを展開 

・「がんばろう千葉」観光プロモーション  
   地域の観光産業の早期回復を図るため、メディア等を活用した情報発信やイベ 

ントなど、県内外に向けた観光プロモーションを実施 
 ・がんばる宿泊施設応援助成金による支援 
   ホテル・旅館等の中小宿泊事業者が、宿泊客の増加及び地域振興に繋がる取組 

を行う場合に助成 
・「がんばろう千葉」観光優待キャンペーン 

   県内観光地への観光客の誘致を促進するため、県内観光施設において、入場無 
料キャンペーンを実施 

 
 
 
④ 被災地の産業基盤の整備  
 
○農地・農業用施設等の復旧  
 ・県営農業用施設等の復旧  
   県営かんがい排水施設等の農業用施設を復旧 
 ・団体営農業用施設等の復旧に対する助成  
   団体営かんがい排水施設等の復旧にかかる経費について、市町村・土地改良区 

等に助成 
 ・仮設ポンプ等の設置費用に対する助成  
   農業用の揚水機場や用水路に甚大な被害を受け、取水できなくなった水田にお 

いて、仮設のポンプ等を設置する場合の設置費用に対して助成 
 ・農業共同利用施設の復旧に対する助成 
    被災した農業共同利用施設を復旧するための経費を補助 
 ・県営用排水の改良 
   農業用排水施設の新設・改修及び長寿命化対策を実施 
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 ・園芸施設の復旧に対する助成  
   震災により損壊や歪み等が生じ、園芸作物の生産が困難となったパイプハウス 

等の復旧を行う経費に対して助成 
 ・農地における石綿管の撤去及び更新等 
   石綿等が使用されている農業用管水路の撤去及び更新を実施 
 ・被災農地復興活動に対する支援 

液状化等の影響により農作物の作付けが不可能となっている農地を再生するた

め、被災農家が地域において共同で行う復旧作業等の取り組みに対し助成 
 
○漁業関連施設の復旧  
 ・漁港施設の復旧  
   震災で被害を受けた漁港施設を復旧 
 ・水産業施設の復旧に対する助成  
   水産業協同組合等が所有する共同利用施設の復旧費用について、国庫補助を活 

用するとともに、県が上乗せして助成 
 ・ノリ養殖施設の復旧に対する助成  
   被害を受けた漁業者がノリ養殖施設の復旧を行うための経費について、国庫補 

助を活用するとともに、県が上乗せして助成 
 ・被災漁船の復旧に対する助成  
   所有する漁船が被災した漁業者に対し、漁船の復旧等に必要な費用について助 
   成 
 
○商工業施設の復旧に対する支援  
 ・中小企業組合等の共同施設の復旧に対する助成  
   事業協同組合等が設置した共同施設の復旧について助成 
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第４章  復興に向けた方向性 

【復興に向けた県政の方向性（総論）】 

 

（今後の施策展開のポイント） 

○  今回の震災では、津波により太平洋岸の地域が、液状化により東京湾岸 

の埋立地や河川沿いの低地が大きな被害を受けた。被害の様相はそれぞ

れの地域特性を反映したものであり、その被害の大きさから、復興に向

けては、全県横断的に取り組んでいくことが必要である。 

 

○  震災からの復興については、国の「東日本大震災復興対策本部」が平成 

２３年７月２９日に「復興基本方針」を策定し、「減災」の考え方に基づ 

く「災害に強いまちづくり」を提示した。この「方針」の中で、県に対し 

ては、「広域的な施策の実施」と、「復興を担う行政主体の基本となる市町 

村」に対する連絡調整や行政機能の補完等の役割を担うこととされている。 

 

○  今回の震災を通して、多くの県民、自治体が自然の力の大きさを実感

し、自然との共存による「安全・安心の確保」なくしては、県民の    

「豊かな暮らし」は実現できないことが改めて明らかとなった。 

 そこで、今後の復興に当たっては、県民一人ひとりの減災の意識を高

めていくとともに、高齢者、子どもたちを含めた全ての主体が支え合い、

「共助」により災害に備えていくしくみづくりに取り組んでいく。 

また、復興の基盤となる県経済を活性化させていくとともに、多様な

災害に備えたまちづくりを進め、足腰の強い千葉県づくりを進めていく。 

 

（全ての世代の安全・安心の確保） 
  ○  まず、全ての県民の減災に対する意識を高めていくことが重要である。 

その上で、これからの超高齢社会の中で地域における防災対策を推進す 

るため、高齢者等を含めた「共助」、地域の支え合いのしくみづくりを  

進めていく。 

 
○  今回の震災では、保健医療福祉分野でも、地震による直接的な被害と 

    計画停電等により深刻な影響を受けたことから、県民の安全・安心を確 
保するため、災害に備えた体制を強化していく。 
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○ 将来地域の担い手となる子どもたちを災害から守るため、教育施設の 

耐震化など施設面での整備を進めるとともに、防災教育・安全教育の充 

実など子どもたちが自ら身を守れるような環境を作っていく。 

 
（県経済の再生・発展） 
○  本県は、農林水産業、商工業がいずれも全国上位に位置するバランス

のとれた産業県であるが、今回の震災に伴う被害により、本県の各産業

は大きな被害を受けた。 
しかし、本県の復興にとって、これら産業の力強い復活は不可欠であ

ることから、事業者、関係団体、市町村等と一丸となって、本県経済の

再生・発展に取り組んでいく。 
 
（多様な災害に備えたまちづくり） 

○  「まちづくり」については、災害の態様に応じた個別具体的な対応が求

められていることから、県としても、各地域の実態に応じて、市町村や

地域の取組を積極的に支援していく。 
また、今回の震災を踏まえ、「減災」や「多重防御」等の考え方にも配

慮していく。 
 

○  県民活動や経済活動を支え将来の本県全体の発展の基礎ともなる圏央

道や外環等の交通ネットワークに関しては、今回の震災を教訓に、首都

圏災害時のリダンダンシー（多重化による代替性）を確保する観点から

も整備を進めていく。 
 
（千葉県の発展に向けて） 
○  今回の震災を契機に、これらの政策課題に基づく施策を部局横断的に 

展開していくことにより、中長期的にも「元気な千葉県づくり」を推進

し、ひいては「千葉から日本を元気にする」ことを目指していく。 
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【政策課題ごとの復興施策の方向性】 

 

１ 防災・危機管理体制の強化 
① 防災体制の強化 

震災では、津波により１４名が死亡するなど、多くの人的被害が発生し

た。地震や津波から住民を守るためには、住民が適切な避難行動等をとれ

るよう、迅速・的確な情報の伝達、平素からの防災訓練や防災教育が重要

である。 
 また、今回の震災では、災害時における企業等からの物資の調達が予想

以上に難しいことが判明した。災害時における支援物資等の確保及び供給

が円滑に行える体制づくりが必要である。 
 

（施策の展開方向） 

   「減災」の考え方に基づき、災害時に住民に安全な避難場所を提供する 

とともに、住民に対し、必要な情報を迅速に提供できるよう、県及び市町 

村の一層の体制強化を図る。 

また、防災用資機材や避難者向けの食糧や飲料水等を必要に応じ、速や 

かに提供できるよう、県及び市町村による備蓄の拡充や流通・販売業者と 

の連携の強化を図る。 

 
② 関係機関との連携による危機管理体制の強化 

 今回の震災への対応において、県警察本部、自衛隊、海上保安庁、消防

などの各機関との連携の重要性が一層明らかになった。 
 災害時の指揮命令系統の統一や情報通信手段の更なる徹底等が必要で

あり、県民の安全・安心を守るという観点から、通常時から関係機関との

密接な連携を図っていくことが必要である。 
 

（施策の展開方向） 

これまで以上に迅速かつ的確に災害に対応できるよう、関係機関からの

提案等の精査確認のうえ、具体的な対応方針を速やかに提示し、各機関と

の一層の連携を図り、危機管理体制を強化する。 
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③ 地域コミュニティの活性化 
   大規模災害時においては、「共助」による防災・被災対応が不可欠である。 

   地震等の発生後に速やかに復旧・復興に向けた対応を図っていくために 

は、自主防災組織等の地域コミュニティが機能していることが重要な意味 

を有する。 

地域コミュニティに対する支援は市町村の役割であるが、県としても、

自主防災組織等の地域コミュニティの活性化を促進するとともに、県民の 

社会貢献活動への意識を喚起し、県民の参加を促進していくことが必要で

ある。 

 

 （施策の展開方向） 

自主防災組織の新設に際し、市町村を通じて防災用資機材の整備や防災 

訓練・研修会の実施などに補助を行っているが、今回の震災を契機に、よ 

り一層自主防災組織の増加を図るとともに、既存組織の活動の活性化にも 

取り組んでいく。 

また、広報・ＰＲを通じて、県民のボランティア活動やＮＰＯの活動に

対する参加意欲を喚起し、具体的な参加行動を促進するとともに、コミュ

ニティの再生・活性化に取り組むＮＰＯの活動や専門的知識・ノウハウを

有するシニア層による組織的ボランティア活動を促進していく。 
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２ 災害に備えた保健医療福祉分野の体制の強化・充実 

① 医療提供体制の整備 

今回の震災により、災害拠点病院、二次救急病院、県立病院等で建物等

の被害が発生し、患者の安全確保上の問題が生じた。医薬品製造施設の被

害により一部の慢性疾患患者への医薬品の供給に問題が生じた。さらに、

今回の震災による計画停電等により、在宅で療養している難病患者等の人

工呼吸器等の電源確保の必要性が明らかになった。これらを踏まえ、災害

にも備えた医療提供体制を整備する必要がある。 

 

（施策の展開方向） 

今後の災害に備え、災害拠点病院の整備、医療施設の耐震化、自家発電

装置等の設置を進めるとともに、医師・看護師の確保や在宅医療の推進等

を図ることにより、安定的な医療提供体制を構築する。 

また、迅速な情報収集体制の確立等により、医薬品の安定供給を図ると

ともに、避難時に必要な医薬品の確保等について普及・啓発を行う。 

さらに、人工呼吸器等を必要とする患者のため、停電時の医療機関間の

連携強化を図る。 

 

② 福祉サービス提供体制の整備 

震災により、社会福祉施設等の建物等に被害が発生し、一部サービスの提

供に支障が生じた。また、社会福祉施設間での食料提供、施設利用などの支

援が行われたが、施設間や関係機関等との連携に課題が見られた。施設にお

ける防災体制や要援護者への情報伝達機能強化の必要性も再認識された。 

これらの課題を踏まえ、災害にも備えた福祉サービス提供体制を整備する

必要がある。 

 

（施策の展開方向） 

今後の災害に備え、社会福祉施設等の耐震化の推進、自家発電装置の整備

を進めるとともに、施設及び在宅における介護職員等の確保や、社会福祉施

設間の連携体制の構築、施設における災害対応における指導、要援護者の特

性に応じた災害時の情報伝達機能の強化等を図ることにより、災害にも備え

た、安定的な福祉サービス提供体制を構築する。 

さらには、施設と地域住民、民生委員・ボランティア団体等との連携体制

や、要援護者に対する日常及び災害時の在宅及び避難所でのサービス提供体 
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制の充実を図るため、コミュニティソーシャルワーカーの育成などにより、

地域の支援ネットワークを構築する。 

 

③ 健康の維持・増進、心のケア・地域支え合い体制の整備 

仮設住宅等で生活している高齢者をはじめとする被災者等は、被災時の 

  精神的なショックや混乱、生活環境の変化によるストレスにより心身の健 

  康状態が悪化するおそれがある。このため、こころのケア等適切な支援が 

必要である。特に子どもは、余震や映像等によりストレスを抱える場合も

あり、相談対応等による十分なケアが必要である。 

また、被災により変化した生活環境に適応するとともに、今後の災害に 

備えるため、長期にわたる健康の維持・増進を図っていく必要がある。 

 

（施策の展開方向） 

今後の災害にも対応できるよう、地域の福祉力を向上し、要援護者等を

地域全体で支え合う体制の整備や長期にわたり子どもの心のケアを実施で

きる地域ネットワークを構築する。 

また、生活環境が変化した中でも県民一人ひとりが健康の自己管理や健康

づくりの大切さを認識し、健診の受診や疾病・介護の予防等健康の保持・増

進を図っていけるような体制整備を促進する。 

 

④ 子育て支援サービスの提供体制の整備 

震災により、保育所や放課後児童クラブ等子育て支援施設や児童福祉施

設に亀裂等の被害が発生し、子育て支援サービスの提供にも支障が生じた。 

また、保育所等において、児童の避難、保護者の帰宅困難時の保護等が行

われたが、保育所等における児童の安全・安心な保護の課題が顕在化した。 

これらを踏まえ、災害にも備えた子育て支援サービス提供体制を整備する

必要がある。 

 

（施策の展開方向） 

今後の災害に備え、施設の耐震化や耐震診断実施の推進、防災資機材の

装置の整備を図るとともに、災害時に対応できる保育士・指導員等支援者

の育成や、災害緊急時の通信手段の確保、避難訓練方法の確立、保護者の

帰宅困難時の対応の確立、里親委託の推進等による社会的養護体制の整備

等により、災害にも備えた、安心・安全な子育て支援サービス提供体制を

構築する。 
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３ 教育分野における防災体制の充実 

① 教育施設の早期の耐震化推進 

学校の校舎等は児童生徒にとって１日の大半を過ごす学習の場であり、 

社会教育施設や体育施設は不特定多数の県民が日常的に活動の場として利

用している。それらの施設は災害時の地域住民の応急避難場所となるなど

地域の防災拠点としても重要な役割を担っており、その安全性は極めて重

要である。従って、公立、私立学校等教育施設の耐震化は、最優先に取り

組む必要がある。   

     

（施策の展開方向） 

県立学校等の教育施設は、千葉県耐震改修促進計画により耐震化を推進

し、平成２７年度までに耐震化を完了させていく。特に県立学校について

は工事の前倒しなどに努めることとする。 

私立学校についても、平成２７年度までに９０％以上の耐震化を目指す。 

また、市町村の学校施設については、早期に耐震化が図られるよう、国

に対し必要な財源の確保等を要望するとともに、市町村に対し積極的な取

組を促していく。 

 
② 防災教育・安全教育の一層の充実 

 震災の教訓を生かし、自然環境や社会環境とのかかわりを視点に据えた

防災教育を通して、児童生徒だけでなく、教職員、保護者と地域住民にも、

災害の知識と対応の技能、災害発生前・発生時・発生後になすべきこと、

自助・共助の必要性、学校と地域の連携の重要性等に係る認識を促し、災

害時にも適切な対応ができるようにする必要がある。 
 
（施策の展開方向） 

    防災教育については、学校と地域の一層の連携を図り、教職員、保護者 

と地域住民との協力により、「自分の命は自分で守る」「自分たちのまちは 

自分たちで守る」という考えのもと、災害時に適切に対応できる児童生徒 

の育成を図っていく。 

その際、大学等の研究機関、関係機関との連携も密にし、実践的・体験 

的な学習を通して、自然環境や社会環境とのかかわりを視点に据えた防災 

教育を推進し、児童生徒が「環境」「防災」に関わる様々な課題の解消に向 

けて、主体的・自発的に考え、行動できる力を身に付けることを目指して 

いく。 
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③ 学校における災害発生時の児童生徒に対する支援の充実 

今回のような甚大な被害をもたらす災害時に、自治体、地域、学校が相

互に連携して児童生徒を守る体制を作ることが必要であり、全ての学校が

作成することとなっている「学校安全計画」について、実践的な視点から

見直す必要がある。 
また、震災により不安を感じたり、学習や生活に対し意欲をなくしてし

まう児童生徒に対する専門家の継続的な「心のケア」や、障害のある児童

生徒に対応するため、障害の特性を踏まえたケアや指導を実践していく 

ための教員の専門性の向上が必要である。 
 

（施策の展開方向） 

児童生徒を守るため、学校、自治体、地域のそれぞれの役割を明確にし 

たうえで連携の在り方の見直しを行う。学校においては、外部の専門家等 

を含めて「学校安全計画」を見直すよう検討する。 

災害発生時において、「心のケア」が必要となった児童生徒に対しては、 

  長期的なケアを踏まえ、スクールカウンセラー等による支援体制を構築し 

て、適切に対応する。 

特に、障害のある児童生徒に対しては、障害の特性を理解した適切な対 

応や支援を行うとともに、特別支援学校が地域のセンターとしての役割を 

果たしていく。 
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４ 農林水産業の再生と発展 

① 農林水産業の生産力の強化と担い手づくりの推進 

震災による農地や漁港等への直接的被害や、農林水産業者の経営への影

響を乗り越え、今後とも、本県農林水産業を持続的に発展させるため、  

多様で活力のある担い手の確保・育成を図るとともに、首都圏立地の優位

性を生かした産地づくりや豊かな海づくりなどを進め、消費者に選択され

る農林水産物を県内外に提供し続けられるよう生産力の強化を図る必要

がある。 
 

（施策の展開方向） 

マーケット需要に対応した競争力の高い産地づくりを進めるとともに、

環境にやさしい農業や森林資源の循環利用を推進する。 

また、水産資源の維持増大と漁場環境の保全、漁業・水産加工業の生産 

性向上に取り組み、たくましい水産業を育成する。 

さらに、経営基盤を整備するとともに、意欲ある人材や企業的経営体な 

ど多様な担い手が活躍できるよう支援する。 

 

② 千葉県産農林水産物の魅力発信 

従来からの課題として、県産農林水産物は、食材が豊富であるため、個々

の品目の存在感が薄くなっている面がある。 
さらに、震災による消費の冷え込み、原発事故による放射能問題により、

本県農林水産物の販売に深刻な影響が生じている。 
 復興に当たっては、震災前にも増して、一層の消費拡大を図るため、県

産農林水産物の安全性をより積極的にＰＲするとともに、県内外の一般消

費者、販売業者等に、本県の豊富な農林水産物の魅力を発信していく必要

がある。 
 

（施策の展開方向） 

全国屈指の農林水産県であり、多種多様な農林水産物を安定的に供給す 

る「食の宝庫」と呼ばれる千葉県の魅力を、県内をはじめ首都圏や全国に 

発信し、「食の宝庫ちば」のファンづくりを進める。 

   また、卸売業者と連携した販売促進活動や全国規模の商談会への出店支 

援など、流通体制の強化と販路拡大に取り組む。 

さらに、売れるものづくりに取り組む地域の主体的な活動への多様な支援 

を行っていく。 
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③ 緑豊かで活力ある農山漁村づくりの推進 

今回の震災により、農山漁村の生産基盤、生活基盤においても甚大な被

害が生じた。農山漁村は、食料の供給に加え、県土や自然環境の保全、良

好な景観の形成、伝統文化の継承など、多面的機能を有している一方、人

口減少や高齢化の進展により、生産活動や集落としての機能の低下が懸念

されているところである。復興施策についても多面的に検討し、地域住民

が住み続けたくなる農山漁村社会の構築を支援していく必要がある。 

 
（施策の展開方向） 

 復旧への取組から引き続き、安心して農山漁村に住み、農林水産業を続

けられるよう、農地や農業用施設などの適切な保全管理と災害対策の強化等

のほか、地域コミュニティの継続・発展に資する、耕作放棄地の解消、有害

鳥獣による被害の防止、地域活動の支援や人材の育成等に取り組むとともに、

都市と農山漁村の交流による地域の活性化等に資する、直売所の活動強化、

農林水産業体験等にも取り組んでいく。 

 
④ 自然災害対策の推進 

  自然災害対策についても、今回の被災状況を検討し、新たに計画してい 

く必要がある。 

津波や液状化による被害はもとより、その他の自然災害による農山漁村

の被害についても、被害を減ずるような事前の対策が必要である。 

 
 （施策の展開方向） 

だれもが安心して暮らせる災害に強い県づくりを進めるため、復旧への

取組から引き続き、自然災害による被害を減ずる視点から、海岸を中心とし

た保安林の整備、排水施設の新設・改修、防災施設の設置及び、森林整備、

漁港の整備等を行っていく。 
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５ 商工業・観光業等の再生と発展 

① 商工業の再生及び成長支援 

  震災により、県内企業の工場、店舗等への直接被害のみならず、取引先 

の被災や受注のキャンセル等による売上げの減少、サプライチェーンの寸 

断、電力不足などにより、県内商工業は大きな影響を受けた。 

また、震災をきっかけとした、企業の県外や海外への移転、国内での拠 

点分散などの新たな動きも生じており、こうした状況をいち早く収束させ、

更なる成長につなげていく必要がある。 

 

 （施策の展開方向） 

県内の商工業者等が、復興に向けて経済活動を円滑に進められるよう、

環境整備を行っていく。中でも、本県経済を支える中小企業の再生と成長 

を進めるため、資金調達や技術開発、販路開拓など、経営の安定化や経営 

基盤の強化、新たな事業展開に向けた支援を進めていく。 

   さらに、震災後のリスク分散などの企業ニーズを踏まえ、新たな立地や 

投資の促進や県外流出の防止などにより、県内産業の活力の維持に努める。 

 

 

② 観光業の再生 

震災や原発事故等の影響により、県内への観光入込客が大幅に減少する

など、県内観光産業は、極めて厳しい状況にある。 

 特に、外国人観光客（MICE 関係を含む）の減少は顕著で、国を挙げた風

評の解消が求められているところである。 

観光は、レジャー施設や宿泊施設、交通事業者、飲食、土産物など、裾

野の広い産業であり、地域経済において大きなウェイトを占めていること

から、一日も早い再生が必要である。 

 震災から立ち直った本県の観光が地域経済の活性化に大きく貢献する

安定した産業として成長していけるよう、年間を通じて多くの観光客が来

訪し、憩い楽しむことのできる魅力ある観光地づくりを進める必要がある。 
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  （施策の展開方向） 

安全性のＰＲや風評被害の払拭に向けた戦略的なプロモーションによ 

る効果的な情報発信等を展開するとともに、アクアライン、圏央道、成

田国際空港などを最大限に活用し、観光客の増加、そして地域への経済

効果を高める観光客の滞在時間の長時間化や宿泊客の増加を図ることに

より、時々の経済・社会情勢に左右されにくい観光の振興に努める。 

さらに、だれもが何度でも訪れたくなる観光地づくりに向けて、復興 

後の観光事業者による新たな事業展開も見据えながら、観光資源の磨き 

上げや広域的な連携を図るとともに、質の高い観光人材の育成を進める。 

 

 

③ 就労支援及び雇用創出の推進 

震災の影響は、本県の雇用情勢にも大きな影響を及ぼしており、今後 

   も予断を許さない状況が見込まれる。 

引き続き、被災失業者等に対する就労支援を進め、雇用機会の創出を 

進めていくとともに、将来に向けて、本県の商工業、観光業の再生、成 

長を支える人材の育成を進めていく必要がある。 

 
  （施策の展開方向） 

震災の影響により離職を余儀なくされた人や、若年者、女性、中高年 

齢者など意欲があっても就労が難しい状況にある人に対して、継続して 

就業支援や職業能力開発を進める。 

また、復興に向け、新たな社会のニーズや地域経済の発展に資する産 

業分野の人材育成や就業を促進する。 
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６ 地震・津波・液状化等の災害に強いまちづくり 

① 安全なまちづくりの推進 

県は、震災で被災した市町村に対しまちづくり支援策の充実を図っていく 

必要がある。また、今回の震災の経験を踏まえるとともに、東京湾北部地震 

も想定されていることから、住宅や建築物の耐震化をさらに促進させる必要 

がある。 

都市緑地等については、地震災害時に復旧・復興の拠点や避難場所となる

防災機能を有している施設であり、現在整備中のものについて、早期開設を

目指す必要がある。 

 

（施策の展開方向） 

市町村が行うまちづくりの取組については、県もその取組を支援する。 

建築物については、広く県民に耐震化対策の必要性と耐震診断・改修の具 

体的な知識の普及や啓発を徹底するとともに、市町村や建築関係団体と連携 

して一層の耐震化促進に取り組んでいく。 

災害時の避難場所等として機能する県立都市公園や港湾緑地について、引 

き続き整備する。 

 

 

② 公共土木施設の防災機能の強化 

今回の震災により、県内の道路においては、段差、亀裂、陥没及び液状化 

などにより、舗装面や橋梁等の多くの箇所で甚大な被害が発生した。 

河川では、津波の遡上による堤防の決壊等の被害が発生し、海岸では、津

波による護岸の損壊等の被害が生じた。また、液状化などによる河川、海岸

の護岸や堤防の損壊等も生じている。 

港湾施設においても、津波や液状化などによって施設の破損・倒壊等が発

生している。 

今後発生が想定される地震に対する被害を最小限にとどめるため、公共土

木施設の耐震化等防災機能の強化を進める必要がある。 

 

 

 

 

 

 



28 
 

（施策の展開方向） 

災害時に重要な役割を担う緊急輸送道路等を機能させるために、橋梁の  

耐震化等を推進する。 

海岸保全施設による津波対策については、津波防護のあり方について検

討を行い、海岸の利用形態や環境面に配慮しつつ、対策を進めていく。  

また、河川の河口部についても同様に対応していく。 

河川堤防に関しては、背後地の地盤高や市街化の状況等を勘案の上、著 

しい二次災害が想定される区間における液状化対策の実施について、検討 

していく。 

港湾施設については、高潮、波浪等による被害を防止するため、護岸・ 

防潮堤等の海岸保全施設の整備の推進や津波対策の再検討を行うとともに、 

災害時に緊急物資などを輸送できる耐震性が強化された岸壁や、災害時に 

避難地等として機能する港湾緑地の整備を推進する。 

 

 

③ 交通ネットワークの機能強化 

今回の震災では、地震の直後に県内の高速道路が全線通行止めとなったほ 

か、接続する幹線道路においても通行止め等が相次いで発生したことによ 

り、各地で大規模な渋滞が発生した。また、被災した路線の中には緊急輸 

送道路も含まれていたことから、住民の避難、被災者への救援・支援活動 

などに支障を来した。 

   こうした状況の中で、震災直後から１１日間首都高速道路湾岸線の一部 

  が通行止めとなったが、東京湾アクアラインが都心部の迂回道路として機 

能を発揮し、首都圏の交通ルートの確保に大きな役割を果たした。今後は、 

災害時におけるリダンダンシー（多重化による代替性）の確保など、防災 

面における機能も踏まえた、災害に強い道路整備を進める必要がある。 

また、鉄道やバス等の交通機関においても、多くの列車が運休等になっ

たほか、バスについては燃料の供給不足により運行本数を減らすなどの支

障が生じたところであり、今後の災害時の体制づくりが必要である。 
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（施策の展開方向） 

災害時における道路ネットワークの機能確保のために、バックアップ機 

能を充実・強化することが極めて重要となる。そのため、圏央道や外環等 

の高規格幹線道路や地域の骨格を形成する幹線道路等の整備を推進し、ネ 

ットワークの強化を図る。 

また、災害時に重要な役割を担う緊急輸送道路等を機能させるために、 

  橋梁の耐震化等を推進し、県民の安全安心なくらしを確保する。 

鉄道やバスについては、大規模災害等が発生した際に、交通情報の的確 

な把握を行うとともに、県民への迅速な情報提供を行う体制を整える。 

   さらに、鉄道事業者やバス事業者が、列車やバスの運行に不可欠な電力 

や燃料を確実に確保できるよう、関係機関への働きかけを行う。 

 

 

④ 上下水道施設等ライフラインの機能強化 

今回の震災により、県内水道施設では、２３市町において、液状化現象

や津波等により浄水施設や送配水管が破損し、約１７万８千戸が断水とな

った。 

また、下水道施設では、１５市町において被害が発生し、約２万４千戸

が下水道を使用できなくなった。 

 今後地震が発生した場合の被害の発生を抑制するため、水道施設の耐震 

化等や下水道施設の地震対策を推進し、ライフラインの機能強化に取り組

んでいく必要がある。 

  

 （施策の展開方向） 

   水道については、液状化等の被災や老朽管等の現状を踏まえ、計画的に 

水道施設の耐震化を図り、安定的な給水を確保する。 

 「千葉県内水道災害時対処要領」等についても、より迅速な災害時対応 

を図れるよう、今回の震災を踏まえ、検証・見直しを行っていく。 

 下水道については、施設の耐震化を図る防災対策と、被害を想定して被 

害の最小化を図る減災対策を組み合わせた総合的な地震対策を推進する。 
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【参考】「指針」（原案）において使用した用語について 
 
千葉県東方沖地震（P１） 
○ 1987 年 12 月 17 日 11 時 8 分頃、千葉県東方沖を震源地として発生、マグ

ニチュード 6.7。千葉県内では、千葉市、銚子市、勝浦市で震度５を観測、

死者２名、負傷者 144 名、全壊家屋 16 棟、半壊家屋 102 棟、一部破損家

屋 71,212 棟等の被害が発生。 
 
津波警報（P２） 
○ 気象業務法に基づき、気象庁が、津波によって重大な災害の起るおそれが

ある場合に、その旨を警告して行う予報。高いところで３m 程度以上の津

波が予想される「大津波」と、高いところで２m 程度の津波が予想される

「津波」の区分がある。 
 
津波注意報（P２） 
○ 気象業務法に基づき、気象庁が、津波によって災害が起こるおそれがある

場合に、その旨を注意して行う予報。高いところで 0.5m 程度の津波が予

想される。 
 
押波（P２） 
○ 津波により、海面が低下し海岸から沖合に潮が引くことを引き波、陸に波

が押し寄せることを押波という。津波は、引き波から始まるものではない。  
 
噴砂（P２） 
○ 地盤が液状化することによって、地盤内の水圧が高まり、地中の土砂が地

下水と共に地表に噴き出す現象。地下水が地上に噴き出ると、地中の水圧

は低下し、土中の砂は再び固まるが、揺れによって粒子の並びが変わり、

以前よりも硬く結束するため、地層が収縮して地盤沈下が発生する。  
 

沈み込み（P２） 
○ 地盤が液状化したことにより、建物や電柱など、比重の大きいものが土中

に潜り込む現象。 
 
浮き上がり（P２） 
○ 地盤が液状化したことにより、比重の小さいマンホールや地下タンクが地

表に浮上する現象 
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抜け上がり（P２） 
○ マンション等の杭基礎を用いて、地盤沈下に影響されない支持層によって

支えられている建物が、液状化により周囲の地盤が沈下した場合、見かけ

上、周辺地盤より相対的に高い位置になる現象。建物周辺に埋設してある

ガス管や上下水道管等は地盤とともに沈下するため、建物との接合部で破

断する等の被害が発生する。 
 
地波（P２） 
○ 液状化した地盤の地表面が地震動により波打つ現象。 

 
中央防災会議（P３） 
○ 内閣の重要政策に関する会議のひとつで、災害対策基本法に基づいて設置。

内閣総理大臣をはじめとする全閣僚、指定公共機関の代表者及び学識経験

者により構成され、防災基本計画の作成や、防災に関する重要事項の審議

等を行う。 
 
東日本大震災千葉県調査検討専門委員会（P３） 
○ 東日本大震災における地震動、津波、液状化の被害について、県が実施す

る調査等に専門的見地から助言や検討を行い、地震動、津波、液状化対策

や今後の防災対策を県に提言することを目的に、県が設置した、学識経験

者で構成される委員会。 
 
地域防災計画（P３） 
○ 国・県・市町村・県民・その他防災関係機関が連携して、地震・風水害・

大規模事故などの災害から県民の生命・身体・財産を守るため、災害対策

基本法に基づき、それぞれの機関がなすべきことを盛り込んだ総合計画。 
 

共助（P３，P６，P15，P18） 
○ ｢自分たちの地域は地域のみんなで守る｣こと。「減災」は、「自助」（自ら

の命は自ら守る）、「共助」、「公助」（県・市町村・防災関係機関が連携し

て、災害の各段階に応じた予防対策、応急対策及び復旧・復興対策を進め

る）によって行われることが基本。  
 
広域災害・救急医療情報システム（P９） 
○ 救急医療機関における患者の受入の可否等の情報（応需情報）や災害時に

おける診療の可否・医師等の派遣の可否・医薬品の備蓄状況などの医療情

報を県内の救急医療機関から収集し、関係機関に提供するシステム。 
一般県民向けにも、在宅当番医や休日夜間急病診療所等の医療機関情報を 
提供。略称：ＥＭＩＳ（Emergency Medical Information System） 
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医療救護マニュアル（P９） 
○ 県が行う災害時の医療救護に関する情報の収集、医療救護班の編成・派

遣・配置調整、医薬品・医療資器材の調達・搬送等について、医療救護の

視点からまとめたマニュアル。  
 
生活支援アドバイザー（P10） 
○ 被災地の仮設住宅等に居住する高齢者等の安否確認、日常生活の相談及び

支援を行う者。千葉県が社会福祉法人等に委託して設置。 
 
救命救急センター（P11） 
○ 心筋梗塞、脳卒中、頭部損傷等の重篤救急患者の救命医療を行うことを目

的に設置された医療機関。24 時間体制で重篤救急患者に対し、高度な医療

を提供する体制を確保しており、県内では現在９か所の救命救急センター

が運営されている。 
 
千葉県求職者総合支援センター（P10） 
○ 経済情勢の悪化で、離職を余儀なくされた人などの生活安定と再就職の支

援のため、県と国（ハローワーク）が協力して生活・就労相談から職業紹

介までをワンストップで行う総合案内所 
 
「日本はひとつ」しごと協議会（P10） 
○ 国の出先機関、自治体、関係団体が情報を共有し、被災された方々の生活

支援から効果的な就労支援までを一体的に取り組むため設置された、各都

道府県労働局を事務局とする協議会。 
 
スクールカウンセラー（P10，P22） 
○ 学校をはじめとした教育機関において、児童生徒の不登校やいじめなどの

種々の課題への対応のために、心理相談業務に従事する心理職専門家。  
 
放課後児童クラブ（P11，P20） 
○ 保護者が労働などにより昼間家庭にいない小学校に就学しているおおむ

ね１０歳未満の児童（放課後児童）に対し、授業の終了後に児童館などを

利用して適切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育成を図るもの。 
 
災害廃棄物（P12） 
○ 地震や津波、豪雨、洪水、暴風その他の異常な天然現象による災害により、

倒壊家屋や浸水家屋等から排出されたがれきや使用不能となった家財道

具等の廃棄物。    
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セーフティネット資金（P12，P13） 
○ 災害による被害や業況の悪化等により、復旧のための資金や経営の安定の

ための資金を必要とする中小企業者を対象として、県が民間金融機関と連

携して融資する救済系の資金。 
 
中小企業復興支援会議（P12） 
○ 県内中小企業の早期復興に向けて、国、県、金融機関等が、より一層連携

を強化して、金融の円滑化や各種復興支援策の実施などに取り組むことを

目的に設置された会議。 
 
東日本大震災復興対策本部（P15） 
○ 内閣総理大臣を本部長とし、国の復興基本方針の策定等を行う。７月 29

日、「復興の基本方針」を策定。（８月 11 日改定） 
 
自主防災組織（P15，P19） 
○ ｢自分たちの地域は自分たちで守る｣という自覚、連帯感に基づき、自主的

に結成し、災害による被害を予防し、軽減するための活動を行う組織。 
 
多重防御（P16） 
 ○災害時の被害を最小限に留めるため、地域の特性を踏まえ、防波堤や避難 

路などの施設(ハード)整備と、避難訓練や防災教育などのソフト対策を組み 
合わせて、効果的に防災対策を推進すること。 

 
リダンダンシー（P16，P28） 
○ 交通分野において、自然災害等により交通網の一部区間が通行不可となっ

てしまった場合であっても、交通網全体が機能不全にならないよう、交通

ネットワークを多重化することによって代替性を確保すること。 
 
災害拠点病院（P19） 
○ 阪神・淡路大震災の教訓を生かし、災害時における医療体制を充実強化す

るために、平成８年厚生省通知「災害時における初期救急医療体制の充実

強化について」において、その指定・整備が明記された病院。 
 
二次救急病院（P19） 
○ 初期救急医療機関で入院や手術を必要とすると判断された救急患者や、治

療又は入院を必要とする救急患者及び重症患者に対処する医療機関。 
 
コミュニティソーシャルワーカー（P20） 
○ 地域で相談支援から専門機関へのつなぎや社会資源の調整を行い、地域社

会づくりを総合的にコーディネートする専門職（ＣＳＷ）。 
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地域の福祉力（P20） 
○ 住民が地域に誇りを持ち、地域で安心して暮らし続けるために、地域住民

自らが主体的に地域づくりに携わり、地域を良くしていきたいという絆。 
 
千葉県耐震改修促進計画（P21） 
○ 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第 5 条の規定に基づき、県が建

築物の耐震化を促進するため策定した計画であり、平成 27 年度における

耐震化率を９０％にすることを目指している。 
 
学校安全計画（P22） 
○ 学校保健安全法第 27 条で策定・実施が規定されている学校安全計画。 

安全教育の各種計画に盛り込まれる内容と安全管理の内容とを統合し、年

間を見通した安全に関する諸活動の総合的な基本計画として立案。       
 
サプライチェーン（P25） 
○ 原材料や部品の確保から、製造、流通、販売という、最終消費者に至るま

での財と情報の流れに関するすべての活動。 
 
千葉県内水道災害時対処要領（P29） 
○ 地震などの水道災害時において、県内の水道事業体等及び県が一体となっ

て協力体制の緊密化を図り、地域住民の飲料水確保及び水道水の供給に努

めるため、平成元年４月２０日に策定。 
 


