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第２章 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）の   

設定と脆弱性評価の結果 

１ 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）の設定                         

事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ） 

1 被害の発生抑制によ

り人命を保護する 

1-1 〖地震〗住宅・建物・交通施設・電柱等の複合的・大規模倒壊

や不特定多数が集まる施設の倒壊による多数の死傷者の発生 

1-2 〖大規模火災〗密集市街地や不特定多数が集まる施設におけ

る大規模火災による多数の死傷者の発生 

1-3 〖洪水・風水害〗突発的又は広域かつ長期的な市街地等の 

浸水による多数の死傷者の発生 

2 救助・救急及び医療

活動が迅速に行われ

るとともに、被災者

等の健康・避難生活

環境を確実に確保す

る 

 

2-1 〖物資・燃料〗被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命

に関わる物資・エネルギー供給の途絶 

2-2 〖救助・救急〗自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救

急活動等の絶対的不足、エネルギー供給の途絶による災害活

動の停止 

2-3 〖医療〗医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルート

の途絶、エネルギー供給の途絶による医療機能の麻痺
ま ひ

 

2-4 〖衛生管理〗被災地における疫病・感染症等の大量発生 

3 必要不可欠な行政機

能を確保する 

3-1 〖警察機能〗被災による司法機能、警察機能の大幅な低下に

よる治安の悪化、社会の混乱 

3-2 〖災害対策本部・行政〗地方行政機関の職員・施設等の被災に

よる機能の大幅な低下 

4 必要不可欠な情報通

信機能・情報サービ

スを確保する 

4-1 〖電話・メール〗防災・災害対応に必要な通信インフラの麻

痺・機能停止 

4-2 〖マスメディア等〗テレビ・ラジオ放送の中断等により災害

情報が必要な者に伝達できない事態 

4-3 〖情報サービス〗災害時に活用する情報サービスが機能停止

し、情報の収集・伝達ができず、避難行動や救助・支援が遅れ

る事態 

5 経済活動を機能不全

に陥らせない 

5-1 〖供給連鎖〗サプライチェーンの寸断等による企業の生産力

低下 

5-2 〖エネルギー〗エネルギー供給の途絶による、社会経済活動・

サプライチェーンの維持への甚大な影響 

5-3 〖食料〗食料等の安定供給の停滞 
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事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ） 

6 ライフライン、燃料

供給関連施設、交通

ネットワーク等の被

害を最小限に留める

とともに、早期に復

旧させる 

6-1 〖エネルギー〗電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設

備）や都市ガス供給、石油・ＬＰガスサプライチェーン等の長

期間にわたる機能の停止 

6-2 〖上下水道〗上下水道の長期間にわたる供給停止 

6-3 〖汚水処理〗汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

6-4 〖交通インフラ〗地域交通ネットワークが分断する事態 

6-5 〖堤防・水門・樋
ひ

管等〗防災インフラの長期間にわたる機能不

全 

7 制御不能な複合災

害・二次災害を発生

させない 

7-1 〖地震～火災〗地震に伴う市街地の大規模火災の発生による

多数の死傷者の発生 

7-2 〖倒壊～交通麻痺〗沿線・沿道の建物倒壊に伴う閉塞、地下構

造物の崩壊等に伴う陥没による交通麻痺 

7-3 〖有害物質〗有害物質の大規模拡散・流出 

8 社会・経済が迅速か

つ従前より強靭な姿

で復興できる条件を

整備する 

8-1 〖災害廃棄物〗大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞によ

り復興が大幅に遅れる事態 

8-2 〖浸水〗広域地盤沈下等による広域・長期にわたる浸水被害

の発生により復興が大幅に遅れる事態 

8-3 〖基盤〗市内の基盤インフラの崩壊等により、復旧・復興が大

幅に遅れる事態 

8-4 〖労働力〗労働力の減少及び地域コミュニティの崩壊等によ

り、復旧・復興が大幅に遅れる事態 
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２ 脆弱性評価の結果 

野田市地域防災計画を参考としながら、「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリ

オ）」ごとに、国土強靭化に資する施策について整理し、脆弱性評価を実施した。 

脆弱性評価の結果は、下表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象の 

事 態 
回避に向けた評価結果 

1-1,1-2 市内には密集住宅地があるため、道路や公園の整備により、避難路の確保、火災の延焼防止対

策や空き家対策を促進し、都市構造全体の防災性を高めていくまちづくりを推進することが

緊急かつ重要な課題である。 

1-1 切迫性が指摘されている地震から市民の生命及び財産を守るため、野田市耐震改修促進計画

に基づき、住宅やブロック塀について、耐震診断やブロック塀撤去、耐震補強工事等を行う市

民等を引き続き支援するなど、住宅その他建築物の耐震化を促進する必要がある。 

1-1 各施設において、引き続き、機能保全を図ることを目的とし、計画的な改修により維持管理を

行うとともに、施設の利用計画に応じた耐震化・不燃化等を図る必要がある。 

また、学校等施設の長寿命化を図るため、計画的な建て替えや保全改修を行うとともに、施設

環境・機能を改善するための整備を行う必要がある。 

特に、小中学校等の施設については災害時に避難所として多数の被災者を受け入れることと

なるため、「どんな人にも使いやすい（ユニバーサルデザイン）」多機能トイレへの改修等を行

う。また、体育館等には空調設備の整備を行い被災者等の健康・避難所生活環境の確保を図る

必要がある。 

1-1,1-3 浸水想定区域や地震の揺れの大きさの分布を事前に市民等へ周知することで、市民等の危機

管理意識の向上や自主避難態勢の確立など、被害の軽減に極めて有効であることから、引き続

き周知に努めていく必要がある。 

1-1～1-3 災害時には、災害の状況を迅速かつ的確に把握し、関係機関が連携して組織的に活動するとと

もに、情報を市民等に伝える体制とその情報の正確性、確実性を絶えず向上していく必要があ

起きてはならない最悪の事態 

1-1【地震】住宅・建物・交通施設・電柱等の複合的・大規模倒壊や不特定多数が集まる施設の倒壊に 

よる多数の死傷者の発生 

1-2【大規模火災】密集市街地や不特定多数が集まる施設における大規模火災による多数の死傷者の 

発生 

1-3【洪水・風水害】突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生 

事前に備えるべき目標 1 被害の発生抑制により人命を保護する 
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る。また、消防力を確保し、常に市民ニーズの把握に努める必要がある。 

1-1～1-3 発災直後、行政による救出救護体制の整わない状況下においては、地域の助け合いが重要であ

り、隣近所での助け合いの精神を基本に、市、市民、自治会等が協力し、要配慮者等も含めた

避難援助体制を推進する必要がある。 

1-1 緊急車両や救援物資運搬車両が通行するための幹線道路を整備し、橋梁
りょう

、トンネルなどの重

要道路施設を適正に維持管理していくことが重要である。 

1-1,1-2 大規模火災のリスクの高い地震時等に著しく危険な密集市街地の火災予防・被害低減のため

改善整備について取り組む必要がある。 

1-1 大規模災害時に液状化や建物損壊等による被害を受けやすい電柱については、無電柱化を推

進し、ライフラインの確保や道路閉塞の防止等、防災性の向上を図る必要がある。 

1-1 鉄道利用者等の安全確保及び輸送機能の維持など安全性の向上を図るとともに、災害時にお

ける応急対策活動や地域住民の避難が迅速かつ円滑に行えるよう、連続立体交差事業の整備

を促進する。 

1-1 駅前広場は、交通結節機能や広場機能として極めて重要であり、特に災害時においては、交

通拠点、避難拠点、物流拠点になり得ることから、早期整備が必要であるとともに、自由通

路や駅前広場へと接続する歩行者通路を整備することにより、歩行者の安全かつ快適な動線

を確保する。 

1-3 ３方に一級河川が流れているため、河川氾濫や内水被害等による洪水浸水被害に対して、河川

や水路、雨水幹線及びポンプ場の整備と併せて、雨水流出抑制対策や農地、緑地などによる保

水能力の維持向上策について、十分な対応措置を講ずる必要がある。 

1-3 洪水被害等の発生又は発生のおそれが生じた場合、その被害の軽減を図るため、関係機関と連

携して、速やかに水防活動を実施することが重要である。 

1-1～1-3 避難所における避難者の安全かつ健康的な生活を確保するため、市、市民、自治会及び学校な

ど関係機関は、連携して訓練を実施し、災害時に円滑な避難所運営が行える体制を整備する必

要がある。 

1-1～1-3 不特定多数の人が集まる施設の倒壊を防ぐため、施設の耐震化及び老朽化対策、文化財所有者

への耐震化の支援を実施する必要がある。さらに、避難所となる施設のバリアフリー化を図

る。加えて、文化財所有者への防火対策等の支援及び全市民に対し、講座等を通じた防災教育

を実施する必要がある。 

1-1,1-3 既存の造成宅地について予防対策を進めるため、変動予測調査を実施し、その結果を公表する

ことで住民の滑動崩落被害に関する理解を深めるとともに、危険箇所の滑動崩落調査を実施

する必要がある。 
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対象の 

事 態 
回避に向けた評価結果 

2-1 災害時応援協定による物資調達の実効性を確保するとともに、物資供給を円滑に行うため、関

係課及び関係団体で構成する連絡会を設置している。今後は、継続的に連絡会を開催し、大規

模災害時に円滑に物資を供給できる体制を強化することが必要である。 

2-1,2-3 小中学校及び幼稚園の敷地内には、数多くの樹木が植栽されているが、中には枝ぶりが大きく

なり過ぎて民地や道路に越境し通行に支障を与えているものがある。また、校舎や電線等より

も高い樹木もあることから、倒木などによって交通障害や停電を引き起こし、救助・救急活動

等に支障を来さぬよう計画的な伐採等を図る必要がある。 

2-1 物資や燃料を運搬する車両が通行するための幹線道路を整備し、橋梁、トンネルなどの道路施

設を適正に維持管理していくことが重要である。 

2-1 鉄道の高架下などを活用し、防災物品を備蓄しておき、災害に備える。 

2-2 救急救命士の新規養成及び高度な救急救命処置等が実施可能な救急救命士の養成を計画的に

実施する必要がある。 

2-2 高齢化社会への推移及び多様化する自然災害による消防需要増大に対応するため、消防活動

体制を強化する必要がある。 

2-2 消防・救急無線のデジタル化、映像情報システム（ドローン等）の有効活用、各種通信媒体の

活用等により情報の収集・伝達体制を確保し、大規模災害発生時における消防通信体制を強化

する必要がある。 

2-2 災害活動を継続するためエネルギーの供給を確保する必要がある。 

2-3 災害発生時の医療救護活動を迅速かつ適切に実施できるよう、医療関係団体等の協力体制を

充実することが重要である。 

事前に備えるべき目標 2 救助・救急及び医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等 

の健康・避難生活環境を確実に確保する 

起きてはならない最悪の事態 

2-1 〖物資・燃料〗被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給 

の途絶 

2-2 〖救助・救急〗自衛隊、警察及び消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足、エネ 

ルギー供給の途絶による災害活動の停止 

2-3 〖医療〗医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶 

による医療機能の麻痺 

2-4 〖衛生管理〗被災地における疫病・感染症等の大量発生 
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2-3 災害時に迅速かつ円滑に石油、ＬＰガス等の燃料の供給協力が得られるよう、野田市災害時受

援計画に基づき、協定の実効性の強化を図るとともに、新たな協定締結の必要性について検討

する必要がある。 

2-4 災害時には、し尿や廃棄物の処理機能が低下する。トイレ対策やごみ処分のマナー向上を図る

とともに、収集車両や必要な機材を確保するため、千葉県・他市町村との相互応援協定や業者・

団体等との協力関係を充実する必要がある。 
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対象の 

事 態 
回避に向けた評価結果 

3-1 被災等による治安の悪化を防ぐためには、市民一人一人が防犯知識を習得し、防犯意識を高め

ることにより、日常生活の中で犯罪にあわないための取組を実践していくことが重要である。 

3-1 停電による信号機の停止が原因で発生する交通渋滞、交通事故を回避するための対策が必要

である。 

3-1 児童生徒及び園児の安全を確保するため、小中学校及び幼稚園に防犯カメラシステムを設置

する。 

3-2 災害時に、職員の全員が参集できない状況であっても必要な業務や活動を行えるよう、職員は

平時から市民感覚と危機管理意識を養い、災害対応も含めた実践能力の維持・向上に努める必

要がある。 

3-2 災害により施設等に大きな被害が発生した場合でも、迅速な復旧・復興ができるよう安定的な

財政運営を行うとともに、代替施設の想定計画を作成し、準備しておく必要がある。 

3-2 市有施設の耐震化や浸水対策を進めるとともに、災害時に避難所などの拠点となる施設では、

特に日常的な点検と計画的な改修を行う必要がある。 

3-2 行政機関の施設等の被災による機能を大幅に低下させないため、行政機関の施設の耐震化及

び老朽化対策を実施するとともに、非常用電源設備・太陽光及び蓄電設備の設置等による停電

時の電源を確保する必要がある。 

3-2 行政機能の確保に支障を来す、デジタルデータ等の損失を防ぐことが必要である。 

 

  

事前に備えるべき目標 3 必要不可欠な行政機能を確保する 

起きてはならない最悪の事態 

3-1 〖警察機能〗被災による司法機能、警察機能の大幅な低下による治安の悪化、社会の混乱 

3-2 〖災害対策本部・行政〗地方行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 
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対象の 

事 態 
回避に向けた評価結果 

4-1 防災用 MCA 無線を配備するとともに、停電と輻輳
ふくそう

に強い特設公衆電話を配備する必要がある。 

4-1 発災後、必要な情報を確実に伝達するため、防災行政無線や安心安全メールはもとより、消防

団による巡回広報など多数の伝達手段を確保し、随時正確な情報を発信する必要がある。 

4-1,4-3 災害時にも情報の共有・提供ができるよう、あらかじめ、市民や自治会等との情報伝達に関す

る連携・協力体制を充実するとともに、要配慮者が利用する施設に対する情報伝達について万

全を期する必要がある。 

4-2 住民の災害情報の入手手段として大きな役割を果たすラジオ放送が災害時に中断しないよ

う、ラジオ送信所の整備等の支援が必要である。 

4-3 災害時における市ホームページへの集中アクセスによる閲覧障害に備える。 

4-3 火災、水害等による大規模災害が予想される地域に対し防災行政無線を始めとする情報伝達

手段を運用するとともに、広報車（消防団等）を派遣し直接危険を伝達する必要がある。 

4-3 災害時に避難所として多数の被災者を受け入れることとなる小中学校等にＷi-Fi を整備し、

災害・防災等の情報を始め、避難者が安否情報や支援情報などを速やかに収集・伝達できるよ

う、避難所の通信環境を整備する必要がある。 

 

  

事前に備えるべき目標 4 必要不可欠な情報通信機能・情報サービスを確保する 

起きてはならない最悪の事態 

4-1 〖電話・メール〗防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・機能停止 

4-2 〖マスメディア等〗テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達できない事態 

4-3 〖情報サービス〗災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず、避 

難行動や救助・支援が遅れる事態 
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対象の 

事 態 
回避に向けた評価結果 

5-1 民間企業において災害時に重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定し、災害

時においての一定の事業活動が継続的に実施できる体制づくりを支援する必要がある。 

5-1～5-3 小中学校及び幼稚園の敷地内には、数多くの樹木が植栽されているが、中には枝ぶりが大きく

なり過ぎて民地や道路に越境し通行に支障を与えているものがある。また、校舎や電線等より

も高い樹木もあることから、倒木などによって交通障害や停電を引き起こし、救助・救急活動

等に支障を来さぬよう計画的な伐採等を図る必要がある。 

5-2 再生可能エネルギーと蓄電設備の組合せや非常電源の導入等を積極的に検討し、電気などの

エネルギー供給の途絶時にも、行政機能及び避難体制への影響を最小限に抑える必要がある。 

5-2 災害時に迅速かつ円滑に石油類燃料の供給協力が得られるよう、野田市災害時受援計画に基

づき、実効性の強化を図る。 

5-2 エネルギー供給の途絶による、社会経済活動への影響を可能な限り小さくするため、行政機関

の施設の耐震化及び老朽化対策と併せて、非常用電源設備・太陽光及び蓄電設備の設置等によ

る停電時の電源を確保する必要がある。 

5-3 ライフラインの途絶による被害を抑え、市民の安全を確保するため、物資の供給等に関し民間

団体等とあらかじめ協定を締結するとともに、自治会や市民団体等との連携・協力体制を構築

する必要がある。また、救援物資の受入れ、仕分、配送を迅速に行い、必要な場所に必要な物

資を供給できるような、連絡・運搬体制を整備する必要がある。 

5-3 延焼遮断帯、避難経路の確保、分断された鉄道や道路の解消を図るため、都市計画道路や幹幹

線道路等の整備を進める必要がある。 

5-3 物流ルートを確実に確保するため、道路・橋梁等の輸送基盤の整備を着実に進めるとともに、

発災後の迅速な輸送経路の啓
けい

開
かい

については、関係機関と十分に連携・協力する必要がある。 

5-3 大規模火災のリスクの高い地震時等に著しく危険な密集市街地の火災予防・被害低減のため

改善整備について取り組む必要がある。 

5-3 農業生産に係る幹線輸送路を確保するため、農道橋の保全計画を策定し、適切な維持管理を行

い、また生産基盤確保のため、優良な農地の保全に努める必要がある。 

事前に備えるべき目標 5 経済活動を機能不全に陥らせない 

起きてはならない最悪の事態 

5-1 〖供給連鎖〗サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下 

5-2 〖エネルギー〗エネルギー供給の途絶による、社会経済活動・サプライチェーンの維持への甚大

な影響 

5-3 〖食料〗食料等の安定供給の停滞 
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5-3 駅前広場は、交通結節機能や広場機能として極めて重要であり、特に災害時においては、交通

拠点、避難拠点、物流拠点になり得ることから、早期整備が必要であるとともに、自由通路や

駅前広場へと接続する歩行者通路を整備することにより、歩行者の安全かつ快適な動線を確

保する。 

5-3 災害時の食料を安定供給するため、災害に強い産地の基幹施設等の整備、農業用機械の増強

や、家畜の防疫対策に努める必要がある。 

5-3 道の駅は、休憩、情報発信、地域連携といった機能を併せ持つ施設であり、災害時には、緊急

避難場所や復旧・復興支援のための拠点となり得ることから、整備を推進していく必要があ

る。また、「地域防災計画」の中に避難場所や防災拠点などとして位置付けることで、防災機

能の向上を図る必要がある。 
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対象の 

事 態 
回避に向けた評価結果 

6-1 災害時において、避難・救助を始め、物資供給等の応急復旧活動のために重要となる緊急輸送

道路等において、電線類の無電柱化を進める必要がある。 

6-1 ライフライン事業者において、施設の耐震化を進めるとともに、必要に応じて、業務継続計画

の見直しを行う必要がある。 

6-2 上水道の供給停止や下水道の使用停止を想定し、平時からの備蓄について市民への啓発を継

続的に実施するとともに避難所等への配布・配備体制の充実を図る必要がある。また、代替施

設の把握について検討する必要がある。 

6-2 大規模自然災害の場面にあっても、必要最低限の水の供給が可能となるよう、北千葉広域水道

企業団からの送水管の二系統化を促進するとともに、浄水場の電気・機械設備等の計画的な更

新を進める必要がある。 

6-2 北千葉広域水道企業団、市及びライフライン事業者により、電気、ガス、上下水道などのライ

フライン施設の強化を図るとともに、被災した場合には、市及び関係機関においてそれぞれの

活動体制を確立した上で相互に連携・協力し、各施設の応急対策や市民への対応等を迅速に実

施する必要がある。 

6-2 下水道施設の耐震化や長寿命化を進めるとともに、必要に応じて、下水道事業業務継続計画の

見直しを行う必要がある。また、千葉県及び流域下水道関連市と合同下水道事業業務継続計画

合同訓練を実施する必要がある 

6-3 災害時における公衆衛生と公共用水域の水質の維持を行うため、主要な管渠
かんきょ

や処理場・ポンプ

場の耐震化を図り、地震発生時の下水道の流下機能や処理機能を確保するとともに、下水道の

供用開始区域内に位置する避難所若しくは、その周辺にマンホールトイレを設置し、災害時に

おける衛生的なトイレ環境を整備する必要がある。また、下水道管渠の改築については、市の

中心市街地及び郊外を対象に改築を行い、処理場・ポンプ場についても計画的に改築を行う必

事前に備えるべき目標 6 ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害 

を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる 

起きてはならない最悪の事態 

6-1 〖エネルギー〗電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や都市ガス供給、石油・ＬＰガ

スサプライチェーン等の長期間にわたる機能の停止 

6-2 〖上下水道〗上下水道の長期間にわたる供給停止 

6-3 〖汚水処理〗汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

6-4 〖交通インフラ〗地域交通ネットワークが分断する事態 

6-5 〖堤防・水門・樋管等〗防災インフラの長期間にわたる機能不全 
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要がある。さらに、公共下水道計画区域外の地域についても、し尿と生活排水を処理するため

合併処理浄化槽の設置を促進し、浄化槽の適正管理の啓発を行う必要がある。 

6-4 延焼遮断帯、避難経路の確保、分断された鉄道や道路の解消を図るため、都市計画道路や幹線

道路等の整備を進める必要がある。また、災害時における応急対策活動や地域住民の避難が迅

速かつ円滑に行えるよう、緊急輸送道路や避難路を含む国道・県道の整備や連続立体交差事業

を促進する。 

6-4 緊急時の輸送や避難時の通行の安全を確保するため、橋梁やトンネルなど重要道路（1級市道、

2級市道、国道及び県道）施設について、適正な維持修繕に努める必要がある。 

6-4 災害時には、様々な交通の混乱等の発生が予測されるため、道路管理者、警察署、民間団体等

が連携・協力し、交通秩序の維持等について万全を期す必要がある。 

6-4 停電時による道路横断歩行者の安全確保のため、横断歩道橋の整備及び既存横断歩道橋の長

寿命化を進める必要がある。 

6-5 消防団等によるパトロールを実施する必要がある。 

6-5 災害等での損傷箇所の早期復旧を要請する必要がある。 

6-5 農業水利施設の損壊等による被害防止のため、耐震化等施設の健全化対策推進する必要があ

る。 
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対象の 

事 態 
回避に向けた評価結果 

7-1 空家登録制度を実施し、空家の有効活用を促進するとともに、空家等対策計画を策定し、計画

に基づき空家活用に関する各種施策を実施していく必要がある。 

7-1 各施設において、引き続き、機能保全を図ることを目的とし、計画的に修繕を行うとともに、

施設の利用計画に応じた耐震化を図る必要がある。 

7-1 重大な消防法令違反対象物に対する違反是正達成率及び違反対象物に対する是正等の達成率

100％を目指す必要がある。 

7-1 災害時の被害を軽減するため、延焼遮断帯、緊急車両の進入路・避難路として機能する都市計

画道路等の街路整備を推進する必要がある。 

7-1 大規模火災のリスクの高い地震時等に著しく危険な密集市街地の火災予防・被害低減のため

改善整備について取り組む必要がある。 

7-1 各施設において、引き続き、機能保全を図ることを目的とし、計画的に建て替えや修繕を行う

とともに、施設の利用計画に応じた耐震化・不燃化等を図る必要がある。 

7-1 避難ルートの確保のため、橋梁・トンネルなどの重要道路施設の定期点検を確実に行うととも

に、維持修繕を適正に行うことが必要である。 

7-1 被害の拡大を防止するため、災害の初期に常備及び非常備消防の車両、人員を十分に投入し鎮

圧させる必要がある。 

7-2 建築物の耐震化や道路啓開、交通規制の体制の整備、応急危険度判定活動が迅速にできる体制

を整備する必要がある。 

7-2 下水道施設の強化（液状化対策）を図る必要がある。 

7-3 事業所における危険物・有害物質等の管理指導を徹底し、流出等の未然防止対策や事故防止対

策を求め、事業所や市民の危険物等への知識と意識を高める必要がある。 

 

  

起きてはならない最悪の事態 

7-1 〖地震～火災〗地震に伴う市街地の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生 

7-2 〖倒壊～交通麻痺〗沿線・沿道の建物倒壊に伴う閉塞、地下構造物の崩壊等に伴う陥没による 

交通麻痺 

7-3 〖有害物質〗有害物質の大規模拡散・流出 

事前に備えるべき目標 7 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 
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対象の 

事 態 
回避に向けた評価結果 

8-1 野田市災害廃棄物処理計画に基づき、災害廃棄物の処理体制の整備を進める必要がある。 

8-1 計画の実行性を高めるため、必要に応じて見直しを行うとともに、人的支援の受入れ体制の整

備を進める必要がある。 

8-1 速やかに災害廃棄物の処理を行えるよう、千葉県・近隣市町等との連絡を密に行い、当該廃棄

物発生量の把握、処理計画の立案、実施体制の確保に努め、廃棄物処理に万全を期する必要が

ある。 

8-1 がれきを適正、円滑に処理するとともに、最終処分量の削減を図るため、関係機関との連携に

より、仮置場の適正配置及び計画的管理、搬入・搬出を通じて、分別を徹底し、できる限り再

利用する必要がある。 

8-2 河川・水路・雨水幹線の整備はもとより、洪水調節機能の向上や水防活動の強化など、総合的

な水害対策を、市と市民が協力し実施していく必要がある。 

8-3 道路、河川の整備を進めるとともに、公園、公共施設の適正配置と点検改修を行い、災害に強

いまちづくりを計画的に実施し、速やかな復旧・復興活動が行われるような基盤を構築してい

くことが重要である。また、災害時の公衆トイレ対策として、住宅密集地の公園等の公共施設

にトイレ整備を進めていく必要がある。 

8-3 住宅の復興を迅速かつ円滑に行うため、県と連携・協力しながら、「応急的な住宅の確保」及

び「公的住宅の供給」を実施しつつ、自力による復旧・復興を基本とし、必要に応じた支援体

制を整える必要がある。 

8-3 市内の基盤インフラの崩壊等により、復旧・復興が大幅に遅れることがないよう、行政機関の

施設の耐震化及び老朽化対策を実施する必要がある。 

8-4 市内産業の活性化により、雇用の促進を図るとともに、企業との災害協定の充実を図り、災害

時にも労働力を確保することが、復旧・復興には必要不可欠である。 

事前に備えるべき目標 8 社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備 

する 

起きてはならない最悪の事態 

8-1 〖災害廃棄物〗大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態 

8-2 〖浸水〗広域地盤沈下等による広域・長期にわたる浸水被害の発生により復興が大幅に遅れる 

事態 

8-3 〖基盤〗市内の基盤インフラの崩壊等により、復旧・復興が大幅に遅れる事態 

8-4 〖労働力〗労働力の減少及び地域コミュニティの崩壊等により、復旧・復興が大幅に遅れる事態 
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8-4 災害時において、市の果たし得る能力には限界があり、多くの被災者に対しきめ細かな援助を

行うためにはボランティアの協力が不可欠である。このため、ボランティアの能力を十分に発

揮し、効果的なボランティア活動を行えるよう受入れや派遣の体制整備に努める必要がある。 

8-4 自主防災組織、事業所、ボランティア等の防災連携体制の確立を図るため、自治会等の地域コ

ミュニティの活性化対策を講じるとともに、防災訓練等への積極的な参加を市民等に呼び掛

け、地域における防災行動力の強化を図る必要がある。 

 

P17 4-1「輻輳
ふくそう

」とは、四方から寄り集まること。物が一所にこみあうこと。また、そのさま。 

（出典：日本国語大辞典 第二版 発行所：株式会社 小学館） 

P18 5-3「啓
けい

開
かい

」とは、ひらくこと。特に、軍隊などで、水路、陸路の障害物、危険物などを取

り除いて進行できるようにすること。 

（出典：日本国語大辞典 第二版 発行所 株式会社 小学館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


