
平成２９年度 第２回「市長との対話会」 

防災対策と 
 市役所本庁舎の今後 
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大正関東地震から 

93年経過 

 南関東地域で発生する地震 
マグニチュード 

今後30年以内に発生する確率は、M８クラスは０～２％、
M７クラスは７０％と言われている。 

Ⅰ 千葉市の防災対策  

１ 

元禄関東地震
(1703)M8.5 ※ 

大正関東地震
(1923)M8.2 ※ 



 千葉市地震被害想定調査 

○規模：マグニチュード７．３ 

○震源位置：震源の中心を、千葉市役所（中央区千葉港）の
直下に設定 

○震源の深さ：約３０km（断層の上端の深さ） 

○公表：平成２９年３月（地震ハザードマップ配布） 
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 震度分布 

○ 市全体の54％が震度６強、43％が震度６弱 
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全壊棟数 焼失棟数 
（冬18時・ 
風速8m/秒） 

合計 
揺れ 液状化 

急傾斜地 
崩壊 

１７，１４０棟 ２７０棟 ９棟 ５，８８０棟 ２３，３００棟 

人的被害 

建物被害 

※四捨五入しており、合計が合わない。 

 主な被害予測 

建物倒壊 
屋内収容物の 

転倒・移動など 
火災 合計 

死者 ９００人 １４０人 ９０人 １，１３０人 

重傷者  １，２００人 ５１０人 １６０人 １，８７０人 
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 被害軽減効果の推計 

項目 被害予測結果 耐震化率95% 耐震化率100% 

揺れによる全壊棟数 17,140棟 8,000棟 2,800棟 

建物倒壊等による 
死者数 

1,030人 470人 160人 

7 

項目 被害予測結果 実施率65% 実施率100% 

屋内収容物等による 
死者数 

140人 60人 0人 

項目 被害予測結果 
感震ブレーカー等設

置率100% 

感震ブレーカー等設
置率100%＋初期消

火率向上 

火災による焼失棟数 5,880棟 3,270棟 160棟 

火災による死者数 120人 70人 3人 

建物の耐震化 

家具転倒防止対策 

出火防止対策 
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「自助」 ⇒  自分と家族を守る 

「共助」 ⇒  地域での助け合い 

「公助」 ⇒  行政の救助・支援 

 

 

 

 

 ３つのキーワード 「自助」「共助」「公助」 
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平成７年に発生した阪神・淡路大震災では、約８割の
方が建物の倒壊や家具の下敷きなどによる窒息や圧
死で亡くなった 

地震で倒壊した家屋 

 

転倒した家具 

 

 「自助」 阪神・淡路大震災の教訓 
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［市の施策］ 

・耐震診断費・耐震改修費補助 

・高齢者・重度障害者世帯に 
 家具転倒防止金具取付費用を助成 

◆家具などの転倒、落下の防止 

◆窓 カーテン、フィルム 

家具等を転倒防止金具など
で固定している割合 

１７．７％ 
（平成25年2月インターネット 

 モニターアンケート） 

 「自助」 家具転倒防止対策 
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１ 食べ物や日用品を少し多めに購入 

  

 

 ２ 古いものから順に消費 

  

 

 
３ 減った分を補充 

  

 

 

日頃から自宅で利用している食料品や日用品
を少し多めに備えておきましょう 

発災後、数日間（最低３日分、できれば１週間分）を自足できるように準備し
ましょう。 

常に少し多め 
の状態を 
キープ 

 「自助」 家庭での備蓄(ローリングストック) 
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• 大災害では行政支援である「公助」 

              が間に合わない。 

倒壊家屋からの脱出（阪神・淡路大震災） 

①自力又は近所の助けを借りて →98％ 

②消防・警察などの救助 →1.7％ 

 「共助」 公助の限界 
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 結成率（全世帯割合）６４．５％ 

 結成数１，０１５組織 

（平成29年3月末） 

［助成制度］ 

 設置助成 

 活動助成 

 資機材購入助成・再助成 

 自主防災組織とは、「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
的に結成した、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を言います。 

 

 「共助」 自主防災組織 

１１ 



【避難所運営の現状】（避難所運営支援に係る派遣職員の報告より） 
 
・千葉市の避難所運営委員会や直近要員のような避難所運営の体制はなかった。 
 
・市職員、学校職員、地域の連携が上手く行かず運営が混乱した避難所がある一方 
 で、３者の協力体制がよい避難所では、運営がスムーズに行われていた。 
 
・体育館の鍵を地域の方が持っていなかったため、最初の地震で多くの方が避難し 
 てきた時、すぐに鍵を開けることができず困ったとのこと。 
 
・トイレ前に陣取っている人がいたり、通路を作らず人を跨いで移動するような配置に 
 なっていたため、トイレに行きづらい状況があった。 
 
・トイレ清掃を、毎日行っていなかったので屋外トイレに大量に虫が湧いていた。 
 
・女性で女性用トイレの掃除や、生理用品の処理・供給をする人がいなかった。女性 
 保健師が巡回してきたときにトイレのチェックなどをお願いしていた。 
 
・要配慮者（高齢者や障害者等）のために会議室などを使用したかったが、早いもの 
 順で場所取りされてしまった。 
 
 
 

 「共助」 熊本地震の現状からみる課題 
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発災直後の混乱の中でも、住民
自らが、生き残るため最低限の
ことを、自ら行っていくため、
避難所となる施設を中心に町内
自治会等の地域の団体が連携し
て、平常時から避難所の開設・
運営を行う体制づくりを行って
います。 

 
［設立数］ 
 避難所２４４か所で設立済み 
 組織率８８％ 
 （平成２９年１１月末） 

 「共助」 避難所運営委員会 
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 「公助」 防災体制の強化  

 道路の橋梁や下水道施設などの耐震化を推進 

 災害時に優先的に実施すべき非常時優先業務を選定し、
迅速・適切に災害対応業務を開始するとともに、早期
に通常業務を復旧させるため「千葉市業務継続計画」
を策定（H27.3） 

 大規模災害発生時に、他の地方公共団体や民間団体な
どからの人的・物的支援を円滑に受け入れるため、
「千葉市災害時受援計画」を策定（H28.3） 

１４ 

 「公助」 インフラの耐震化  



 想定避難者約１８万３千人に対し、発災から３日間の生命維
持や生活に最低限必要となる備蓄を、平成２６年度から平成
３０年度までの５年計画で段階的に増強している。 

食 料 

品目 アルファ米 おかゆ クラッカー ペットボトル水 

整備数 136,750食 126,350食 304,850食 409,152本 

達成率 85％ 81％ 

品目 
 

毛布 
(ｱﾙﾐ毛布含む) 

生理 
用品 

マンホール 
トイレ 

簡易 
トイレ 

その他 
トイレ 

発電機 
（ｶﾞｽﾊﾟﾜｰ） 

LED 
投光器 

整備数 82,128枚 76,858枚 305基 1,807基 321基 330台 373台 

達成率 99％ 87％ 84％ 整備済み 整備済み 

資機材等 

  「公助」災害用備蓄の増強 

［市の主な備蓄品（H30.3月末見込み）］ 

 想定避難者６０人に１基のトイレの確保を目標に、平成３０
年度までの計画で災害用トイレの整備を図っている。 
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 災害直後は避難所からの
要請を待たずプッシュ型
で物資を供給する。 

 

 

 

  「公助」物資の供給体制の整備 

救援物資の受入集積場所 
［蘇我スポーツ公園］ 

避難所 在宅避難者 

 過去の事例において物資が避難所へ届くまでに多くの混乱が見ら
れたため、災害時の物資供給を円滑に行う体制を整備する。 

 千葉県倉庫協会、    
千葉県トラック協会、  
赤帽首都圏軽自動車運送
協同組合千葉県支部、日
本通運(株)千葉支店、ヤ
マト運輸(株)千葉主管支
店と協定を締結。専門家
の支援により、集積場所
の管理や輸送を行う。 

集積場所か
ら避難所ま
で直送 
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 市内２７６か所の公共施設（小・中学校、公民館他）を災害
時に宿泊を伴う避難を行う「指定避難所」に指定 

 ※すべて耐震化済み 

 千葉市直下地震の想定避難者約１８万人の収容先として確保 

  「公助」指定避難所の整備 

 （仮称）危機管理センター基本構想を策定（H27.3）。 
 新庁舎内に危機管理センターを設置する案を採用 

 免震構造の採用や業務継続機能を備えるなど、災害に強い
新庁舎の整備を検討 

  「公助」市総合防災拠点の整備 
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東日本大震災の発生（千葉市役所：震度５強） 

千葉市役所 本庁舎 ７階の被害状況 

  職員が退避し、業務が一時中断 

  議事堂棟への通路に不具合、一時通行止め 

  窓の割れ、ロッカーの転倒、壁のひび割れなどが多発 

 （１）新庁舎整備のきっかけ 

Ⅱ 新庁舎整備の今後の取組み 

１８ 



千葉市本庁舎の課題 

１ 防災機能 

２ 分散化・狭隘化 

３ 老朽化 

 （１）新庁舎整備のきっかけ 
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【災害時の業務継続機能が不備】 

 建物の耐震性の不足 

 設備や内装の耐震性の不足 

 重要設備の地下配置 

 

千葉市本庁舎の課題 

 （１）新庁舎整備のきっかけ 

１ 防災機能 

２０ 



２ 分散化 

狭隘化 

 執務室の狭隘化 

 執務室の分散化 

 庁内サインの視認性不足 

 動線の混在 

 借上げ料の負担 

千葉市本庁舎の課題 

 （１）新庁舎整備のきっかけ 
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３ 老朽化 

 建物・設備・内装の老朽化 

 バリアフリー化の制約 

 環境性能の不足 

千葉市本庁舎の課題 

 （１）新庁舎整備のきっかけ 
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 （１）新庁舎整備のきっかけ 

これまでの検討経緯 

東日本大震災 発生 
（平成２３年３月１１日） 

Ｈ
２
３ 

 ○基本的な考え方の作成 
 （現庁舎の課題を市内部で検討） 

防災・危機対策調査特別委員会より 

 提言(H24/3/8) 

Ｈ
２
４ 

 ○基礎調査の実施 
（建築の専門家による８つの検討ケースを
設定し、定性的・定量的評価） 

Ｈ
２
５ 

 ○基礎調査の第三者評価実施 
 （千葉大学工学部教授４人による検証） 

大都市制度・都市問題調査特別委員会 

 より提言(12/12) 

Ｈ
２
６ 

• 市民１万人アンケート実施(5月) 

• パブリックコメント実施(10月) 

• 第１回シンポジウム開催(10/25) 

○基本構想 策定(11/28) 

特別委員会より提言(H27/3/4) 

Ｈ
２
７ 

• パブリックコメント実施(4月) 

○基本計画 策定(6/10) 

○基本設計方針 策定(H28/3/28) 

Ｈ
２
８ 

 ○基本設計に着手 

• 第２回シンポジウム開催(H29/2/4) 

Ｈ
２
９ 

 ○基本設計 策定(10月末) 

• 第３回シンポジウム開催 (11/12) 

特別委員会より要望書（11/14） 

○新庁舎整備方針の発表(11/24) 

   様々な検討ケースを設定して、 
   本庁舎の整備方法を絞り込んだ期間 

    新庁舎の整備に向けて、 
    本格的な検討を行った期間 

新
庁
舎
整
備
調
査
特
別
委
員
会
に
よ
る
調
査
審
議 

２３ 
H26～28 審議会(市民公募委員含む)による調査審議 



 （２）基本設計コンセプト 

1-1  

本庁舎周辺エリアのまちづくりへの寄与 

～「まち」と「みなと」をつなぐ ～ 

1-2  

市民に開かれたシティホール 

～  人が集う  ～ 

1-3  

立地環境を活かした緑のまち並み形成 

～  緑で憩う  ～ 

2-1  

時代の変化に対応する柔軟性と 

効率性を備えた庁舎 

2-2  

政令指定都市の拠点にふさわしい利便性と 

機能性を備えた庁舎 

2-3  

非常時の業務継続性を備えた庁舎 

2-4  

省エネルギーと環境に配慮した庁舎 

コンセプ卜1（立地特性の活用） 

まち・人・緑をつなぐ シティホール 

コンセプ卜2 （基本理念の実現） 

政令指定都市の拠点にふさわしい機能を 

備えた庁舎 
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まちかど 
広場 

縁側テラス 

さくら 
広場 

【階層構成イメージ】 

敷地面積 約29,000㎡（現庁舎敷地：39,680.95㎡） 

庁舎棟 

主要用途 本庁舎 

建築面積 約6,800㎡  

延べ面積 約49,400㎡ 

階数 地上11階 塔屋1階 

高さ 約53.0ｍ 

構造種別 鉄骨造（基礎免震構造） 

 （３）計画概要 

【建物配置イメージ】 

建物概要 
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鳥瞰 

 （３）計画概要  

外観イメージ【A】 

２６ 



 （３）計画概要  

外観イメージ【B】 

プロムナードのみなと公園側から 
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ＢＣＰ（業務継続計画）断面イメージ 

 （４）総合防災拠点機能 

 危機管理センターを 

 ３階に配置 

災害時対応が必要な 
建設/都市局を、 

危機管理センター/ 
市長関連諸室に 
近接配置 

免震装置 
基礎免震構造として、建物全体の 
地震の揺れを軽減 

２８ 



 （４）総合防災拠点機能 

環境配慮計画・業務継続計画 

２９ 



  

 （５）１・２階の活用イメージ  

内観 ① 

３０ 



 （５） １・２階の活用イメージ 

内観 ② 
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 （５）１・２階の活用イメージ  

イベント・展示などの案（通常時・非常時） 
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総事業費 約３０７億円  

内訳 
建設工事費   約２６３億円 

建設工事以外 約４４億円 

※消費税率は８％で積算 

 （６）概算事業費 

３３ 


