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新 年 挨 拶 
支部長 小村 貴司

新年明けましておめでとう

ございます。昨年は富士山の

世界遺産登録や東京オリンピ

ック開催決定など明るいニュ

ースも多かったと思います。

しかしながら防災関係のニュ

ースについては東日本大震災

の復興は依然として遅れてお

り多くの方々が避難していま

す。一日も早い復興を日本人

として心から願っています。 

千葉県では10月に発生した台

風26号で甚大な被害も発生し

ており千葉県全体で8万2,195

人の県民に避難勧告・指示が

発令されましたが、実際に避 

 

 

難された方はわずか659人でありました。このことは千葉県の防

災行政上の大きな問題であります。 12月においても新しい避難

システムがあまり議論されていませんので日本防災士会千葉県

北部支部としても注視が重要と思います。 

さて私達、日本防災士会千葉県北部支部は皆

様のおかげを持ちまして設立5周年を迎えます。

会員数は発足当初27人に対し、59名となりまし

た。 この5年間地道にそれぞれ住んでいる地域

や職場において、日頃から防災意識向上の為の

普及活動を行い、災害時には防災の地域・職場

のリーダーとして冷静な判断のもとに防災ボラ

ンティア活動を推進するためにはどのような事

ができるのか、試行錯誤しながら皆様と共に活

動してまいりました。結果といたしまして千葉

県北部地域の自治会や福祉施設、企業からも防

災の出前講座のご依頼が増えました。少しずつ

ですが認知され活動が確実に広がっております。

また船橋市では中学生の防災教育として毎年行

われておりますDIGの授業に私達、千葉県北部支

部の防災士が自治会の方々と共に協力をさせて

頂いております。防災教育を学校・自治会・防

災士が一体となり行うことは、子ども達が自分

たちの住んでいる町を知り、町を愛していく道

徳教育に繋がると信じております。本年は去年

までの経験、実績を基に自治会の方々と連携を

強めてより地域に根ざしたメッシュの細かい活

動を広げていきたいと思います。また新規会員

の防災士としての知識・技術の向上の為に様々

な講習会も開いて参りますので皆様方のご参加

ご協力を心からお願い申し上げます。

防 災  千 葉 北 部 

NPO 日本防災士会 

千葉県北部支部 
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船橋市中学生防災学習支援 

後期は、豊富中･芝山中の二校で実施 

 

 平成17年度から始まった船橋市中学生防災

学習は､毎年度3校の中学1年生を対象に、連続

2ｹ年度ずつ実施していますが､平成24年度まで

に全27校のうち12校で終了しています｡ 

平成 25年度は、前期に海神中学校で実施し

たほか(会報第14号で報告)､後期は 2年目とな

る豊富中学校及び初年度の芝山中学校で下表

の日程で実施されました｡ 

 

H24年度後期  中学生防災学習実施日程 

学習項目 豊富中学校 芝山中学校 

導入説明 

(1時限) 

11/21(木) 

14:05～14:50 

11/18(月) 

14:25～15:15 

図上訓練(DIG) 

(2時限) 

11/26(火) 

13:30～15:20 

11/20(水) 

10:35～12:15 

応急救護訓練 

(2時限) 

11/28(木) 

13:30～15:20 

11/27(水) 

13:25～15:15 

現地調査 

(1時限) 

12/3(火) 

14:05～14:50 

 

12/4((水) 

13:25～15:15 発表 

(1時限) 

12/5(木) 

14:05～14:50 

生徒数･班数 42名  9班 102名  11班 

 

  学習はほぼ例年通りに進められましたが、今

回は図上訓練の冒頭(約10分間)で当支部が担

当して(伴登防災士担当)、DIGの意義･目的と今

回の想定災害である地震災害の様子について

説明し、被災状況やそれへの対応をイメージす

ることの大切さ等を話しました｡ 

 

 

地元町会からも多くの方々が参加(芝山中) 

  

なお、当支部からの出席者は延べ22名で、前

期の海神中と同様「SL船橋ネットワーク」から

も同数程度の出席がありました｡ 

  現地調査及び発表会には地元自治会からも

参加することになっていますが、特に芝山中で

は多くの方々の参加がありました｡ 

 

 

班別に結果発表(豊富中) 
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地域防減災力向上支援活動 

 

習志野市 吹上苑町会防災訓練 

  毎年実施されている吹上苑町会の防災訓練

は､晴天に恵まれて11月30日(土)地元｢わかば

公園｣で行われました｡ 

  訓練は習志野消防署指導による消火訓練､心

肺蘇生･AED訓練のほか、当支部による家具転倒

防止対策及び土砂災害等についての講座並び

にブルーシートによる三角テント張りのデモ

ントレーションを行いました｡ 

 
救急救命訓練 

 家具転倒防止に関する講座は、中村（利）防

災士担当で行われ、自分や家族の命を守ること

が防減災の基本であることや阪神淡路大震災

での死傷者の８割が家具転倒等によるもので

あったこと等を説明し、動画映像等と実物で家

具転倒防止対策の重要性とその具体的方法に

ついて話しました。 

 土砂災害等水災についての講座は、青山防災

士担当で行われ、内水氾濫及びがけ崩れ（急傾

斜地崩壊）の原因と対応策などについて説明し、

加えて千葉県に大雨をもたらす気象現象や気

象情報（注意報や警報等）の活用について解説

しました。 

 
講座に聞入る町会の皆様 

なお、吹上苑地域には土砂災害防止法に基づ

いて指定された土砂災害警戒区域（特別警戒区

域を含む）が数箇所あり、土砂災害は地域住民

の関心の高い災害となっています。               

  またこの地域の雨水排水の流末は浜田川の

支流ですが、第六中学校や屋敷小学校前のよう

に蓋かけがされており、増水中の流れの状況が

見えないので特段の注意が必要です。 

 

                     避難勧告･避難指示 

 

1．避難勧告､避難指示の根拠 

  避難勧告や避難指示は､災害対策基本法第

60 条第 1 項に基づいて発令されるものですが､

同条では ｢災害が発生するおそれがある場合

において､人の生命又は身体を災害から保護し､

その他災害の拡大を防止するため特に必要が

あると認めるときは､市町村長は､必要と認め

る地域の居住者､滞在者その他の者(以下｢居住

者等｣という｡)に対し､避難のための立退きを

勧告し､及び急を要すると認めるときは､これ

れの者に対し､避難のための立退きを指示する

ことができる｡｣と規定しています｡ 

  ｢勧告｣は､その地域の居住者等を拘束するも

のではなく､尊重することを期待して避難のた
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めの立退きを勧め促すものであり､ 

｢指示｣は「急を要する」との要件があるよう

に､被害の危険が目前に迫っている場合に発せ

られ､｢勧告｣よりも拘束力が強く､居住者等を

避難のために立退かせるためのものです｡  

  しかし､指示に従わなかった者に対する直接

強制は、立退きをしないことによる被害者は本

人自身であることや、真に切迫した場合は｢即

時強制｣等*1 が可能であることにより､とら

れていません｡ 

 *1 災害対策基本法での強制手段としては、第 63

条(市町村長による警戒区域設定権等)があり､｢人

の生命又は身体に対する危険を防止するため特に

必要があると認めるときは､市町村長は､警戒区域

を設定し､災害応急対策に従事する者以外の者に対

して当該区域への立入を制限し､若しくは禁止し､

又は当該区域からの退去を命ずることができる｡｣

と規定しています｡ 

 

  以上のように法的根拠があるのは避難勧告

と避難指示ですが、避難に際して支援が必要な

者（避難要援護者）にとっては避難に長時間を

要すること等から、勧告の前段階で避難準備 

情報を発令する三段階方式としている市町村

がほとんどです。 

 

2．避難勧告・指示等と情報提供 

地震等災害発生予知が困難な災害について

は事前の避難勧告や避難指示はできませんが、

洪水や暴風､豪雪､高潮等の気象災害について

はある程度、災害発生予知ができますので事前

の勧告･指示が可能です｡ 

洪水に関しては｢水防法｣で情報の周知につ

いて規定しており、主要な河川を下表のように

分けて､情報提供することを規定しています｡ 

レベル/水位 

 

洪水予報河川 

（水防法第 10,11 条） 

水位周知河川 

（水防法第 13 条） 

(参考)水防警報 

（水防法第 16条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（特別警戒水位） 

 

 

（警戒水位） 

 

 

（通報水位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象河川(例示) 

H25･6･11現在 

直轄：290河川､ 利根川､江戸

川等直轄河川の大部分 

補助：124河川､ 

  神田川､新河岸川等 

H22･3･31現在 

直轄:125河川､   

利根運河､坂川等 

補助:586河川､  

真間川､海老川､坂川等 

左記の全河川 

  

氾濫発生 

氾濫危険水位 

避難判断水位 

氾濫注意水位 

水防団待機水位 

○○川氾濫発生情報 

○○川氾濫危険情報 

○○川氾濫警戒情報 

○○川氾濫注意情報 

○○川氾濫警戒情報 

水防警報(出動) 

水防警報(待機) 

避難勧告 

避難準備／要援護者避難 

避難指示 

5 

3 

警

戒 

4 

危

険 

2 

注

意 

 

 

1 

避難勧告／指示等 
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2－1 河川重要度等と情報提供 

1) 洪水予報河川は水防法に規定する河川で､

二以上の都府県の区域にわたる河川その

他の流域面積が大きい河川で､洪水により

重大な損害を生ずるおそれがあるものと

して､直轄河川は国土交通大臣(第 10 条)､

補助河川は知事(第 11 条)が指定します｡ 

洪水のおそれがあるときは河川水位等を

気象庁長官と共同して発表し周知するこ

とになっています｡ 直轄河川のほとんど

は洪水予報河川です｡ 

2) 水位周知河川は水防法第 13 条に規定する

もので､1)の洪水予報河川以外の重要河川

で、直轄河川は国土交通大臣､補助河川は

知事が指定し､特別警戒水位(=避難判断水

位)を定め､水位がこれに達したときは､こ

れを周知することになっています｡ 

＊洪水予報河川は､水位等の予測が技術的・時

間的に可能な流域面積が大きい河川を対象と

し､水位周知河川は流域面積が小さく洪水予報

が効果的にできない河川が対象となります｡ 

＊水防警報は､水防法第 16 条に基づいて大臣

又は知事が指定した河川や海岸について発令

するもので､水防活動の指針となるものです｡ 

一般への周知義務はありません｡ 

2－2 洪水位と避難等のための情報提供 

 洪水時の河川水位と防災情報や避難行動の

関係は前ページの表のとおりですが、各河川に

は量水標(水位観測所)が数ヶ所あり､それぞれ

が所定の河川区域を受持ち､以下の各水位が量

水標毎に決められます｡ 

1) 水防団待機水位(通報水位)  水位が水防

計画に定める通報水位を超えるとき､量水

標管理者等は関係者に水位を通報するこ

とになっており(水防法第 12条第 1項)､こ

の通報水位は計画高水流量の約 2割に相当

する水位とすることが多いようです｡ 水

防団の待機が発令されます｡ 

2) 氾濫注意水位(警戒水位)  警戒水位は水

防法第 12条第 2項に定める水位で､平均低

水位から計画高水位間の水深の 5～7割の

水位で､災害発生を警戒すべき水位です｡ 

洪水予報河川では氾濫注意情報が発表さ

れ､避難準備/避難要援護者には避難開始

が望まれます｡また水防警報が発令され水

防団は出動することになります｡ 

3) 避難判断水位(特別警戒水位)  水防法第

13条に規定する水位で､氾濫警戒情報の発

表や避難勧告発令の基準となる水位です｡  

この水位決定にあたっては水位上昇速度

等の出水特性､氾濫特性､避難所要時間等

に関する分析結果等を総合的に評価して

決めることが大切です｡ 

4) 氾濫危険水位  ｢洪水により相当の家屋浸

水等の被害が生ずる氾濫の起こる恐れが

ある水位｣で､改修完成区間では計画高水

位(HWL)です。未完成区間や無堤区間等は

それぞれ河川の整備状況に応じて低く設

定されます｡ 避難指示や警戒区域の設定

(水防法第 21条)はこの水位を参考に緊急

度を判断して発令されることになります｡ 

 

3． 避難勧告等の発令基準例 

各市の発令基準はほぼ同じですが松戸市の

洪水災害の例（松戸市地域防災計画 H25 修正

版）は下記のとおりです｡ 

･避難準備情報；氾濫注意情報が発表されたと

き等で本部長（市長）が必要と認めたとき｡ 

･避難勧告；氾濫警戒情報が発表されたとき､

時間雨量で 50mm かつ累積雨量が 150mm を

こえるとき又は河川の水位､気象状況により浸

水被害が発生するおそれがあるとき で本部長

が必要と認めたとき｡ 

･避難指示；氾濫危険情報や氾濫発生情報が発

表されたとき又は江戸川､利根運河､坂川､坂川

放水路､新坂川､真間川が氾濫したときで本部

長が必要と認めたとき｡ 

＊避難勧告･指示に関しては｢低避難率問題｣､｢行政

依存｣､｢情報の内容・伝え方｣等多くの課題がありま

すが、ここでは触れませんでした。 

       (記：伴登防災士) 
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事務局から 

 

1. 昨年10月19日(土)仙台市で｢防災士誕生10周年｣記念行事が開催されました｡ その内容は下記の

日本防災士機構HPで紹介されており、当日上映されたビデオもこのページで見ることができます。 

http://bousaisi.jp/commemoration 

今年は｢日本防災士会｣設立10周年にあたり、10月頃に記念行事開催が計画されています｡ 

 

防災士資格者は昨年末で72.6千人､日本防災士会本部会員は5.5千人だそうで7.5%の加入率で

す｡  このうち千葉県関係者は資格者2,853人､本部会員数177人で加入率6.2%となります｡ この

数字をどのように考えれば良いのでしょうか｡  

 

2.12月20日､地震調査研究推進本部 地震調査委員会が｢今後の地震動ハザード評価に関する検討～

2013年における検討結果｣を公表しました｡  

(1)30年以内に震度6弱以上に見舞われる確率も公表され､千葉県(千葉市役所があるメッシュ)の

確率はH24=75.7%からH25=84.9%と上昇しています｡H23=63.8%でしたから毎年約10%上昇してい

ます｡(生起確率が高まっている｡) そういえば今年7月1日から地震保険の保険料(耐火構造家

屋の場合)が千葉県の場合約20%値上げになりますね｡ 

(2) H24とH25とでは、確率分布型や相模トラフの地震活動モデルが異なりますので､直截的な比較

はできませんが､リスクは高まってきていると言えるでしょう｡   

(3) 全国250mメッシュ毎の生起確率は、防災科学研究所HPの下記で調べることができます｡ あな

たの自宅付近の危険度も判りますが、地表部の地盤条件等を反映したものですが、小異にこだ

わらずにご覧下さい｡ 

http://www.j-shis.bosai.go.jp/ 

(4) なお千葉県で30年間に震度6弱以上の震度をもたらす地震は､相模トラフ沿の首都直下地震

(M=6.7～7.2､30年間の地震発生確率は70%程度)､南海トラフ沿の地震(M=8～9､ 同60～70%)､日

本海溝沿の茨城県沖地震(M=6.7～7.2､ 同90%程度) 等が想定されています｡ 

(5)ところで治水計画等では平均再現期間を計画規模の基準とし、例えば利根川は200年に1回生起

する規模の洪水を計画対象としていますが、1/200は1-(1-1/200)30＝1-(199/200)30＝0.14とな

り30年間での生起確率は14%となります｡ 同様に1/100は26%です｡ ｢平均200年に1回の洪水｣と

表現するのと｢30年間で起こる確率が14%の洪水｣と表現するのでは、どちらに逼迫感なり訴求

力があるでしょうか｡(逆に30年間で70%は、22年に1回です｡) 

 プレート移動によるストレスが蓄積して発災する地震災害と(地球温暖化のように長期的変

動がありますが) 降雨ように単なる確率現象による洪水災害とでは生起確率モデルは異なる

と考えますが･････｡ 

 ＊この項には筆者の誤解や浅慮に基づく記述があるのではないかと恐れます。遠慮なく御叱正頂ければ幸いです。 

 

昨年は冬の低温、夏の猛暑、台風18号や26号の影響による記録的な豪雨(滋賀,京都等,大島)等気

象の激化が見られました。  

 

今年は平穏な年でありますよう、そして皆様に幸多いことをお祈りします。 

http://bousaisi.jp/commemoration
http://www.j-shis.bosai.go.jp/

