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その他の修正事項一覧 

（１）施策等の修正事項 

・まちづくりマスタープランに関する修正 

 震災編  第 1 部第３章（28 頁） 

〃   第４部第 1章第３節（344 頁）  

  〃   第４部第１章第３節（348 頁）   

  〃   第４部第２章第３節（349 頁、350 頁） 

 風水害編 第１部第３章（21 頁） 

  〃   第１部第３章第１節（22 頁） 

  〃   第１部第３章第２節（23 頁） 

・ハザードマップ等の修正 

 震災資料編   震１－２－４（資料編４頁）   

  〃      震２－１－１（資料編 12 頁） 

 風水害編 第２部第４章（69 頁）    

・高層建築物及び地下街の安全化に関する修正 

 震災編  第２部第３章第５節（85 頁） 

・警戒区域に関する修正 

 震災編  第２部第２章第 1節（54 頁）  

風水害編 第１部第２章第１節（５頁） 

 〃   第３部第９章第１節（202 頁） 

  〃   第３部第９章第７節（219～220 頁）  

・母子救護所への支援に関する修正 

 震災編  第２部第６章第３節（110 頁） 

 風水害編 第２部第５章第３節（87 頁） 

・港区共同住宅の震災対策の促進に関する要綱における記載の修正 

 震災編  第２部第７章第３節（113 頁）   

・防災士資格取得者の支援に関する修正 

 震災編  第２部第５章第１節（94 頁）   

  〃   第２部第５章第２節（98 頁） 

 風水害編 第２部第４章第１節（70 頁）  

  〃   第２部第４章第２節（76 頁） 

・補完避難所の追加に関する修正 

 震災編  第２部第 10 章（130 頁）     

  〃   第２部第 10 章第２節（131 頁、139 頁） 

  〃   第３部第８章第４節（236 頁、240 頁） 

 風水害編 第２部第８章（102 頁）      

  〃   第２部第８章第２節（108 頁） 

・区民避難所（地域防災拠点）に関する修正 

 風水害編 第３部第９章第４節（212 頁）   

・飼養動物（ペット）との避難に関する修正 

 震災編  第２部第 11 章第４節（148 頁）   

 風水害編 第２部第８章第２節（108 頁）  

  〃   第２部第９章第４節（118 頁） 
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・医療救護活動に関する修正 

 震災編  第２部第 11 章（141 頁）        

  〃   第３部第 11 章第１節（251 頁） 

 風水害編 第２部第９章（111 頁）      

  〃   第３部第 12 章第１節（227 頁） 

・応急給水に関する修正 

 震災編  第３部第 12 章第 1節（268 頁）   

 風水害編 第３部第 13 章第１節（239 頁）   

・放射能・放射線対策の現況に関する修正 

 震災編  第２部第 13 章（153 頁） 

・協定の更新に関する修正 

 震災編  第３部第４章第６節（196～198 頁）   

・相互協力・情報連絡員に関する修正 

 震災編  第３部第４章（181 頁）      

 風水害編 第３部第４章（153 頁）      

  〃   第３部第４章第２節（156 頁） 

  〃   第３部第４章第４節（158 頁） 

・災害時における物資の輸送に関する修正 

 震災編  第３部第 12 章第２節（271 頁）   

  〃   第３部第 13 章第１節（273 頁）   

  〃   第３部第 13 章第２節（274 頁）     

 風水害編 第３部第 13 章第２節（242 頁）   

  〃   第３部第 14 章第１節（244 頁） 

  〃   第３部第 14 章第２節（245 頁） 

・障害物除去・ごみ・し尿・がれき処理に関する修正 

 震災編  第３部第 14 章（279～292 頁）      

 風水害編 第３部第 15 章（250～262 頁）      

・火山灰処分に関する修正 

 震災編  第３部第 26 章（342 頁）      

・労務供給に関する修正 

 震災編  第３部第 17 章第１節（306 頁）   

 風水害編 第３部第 18 章第１節（275 頁）   

・外国人支援対策に関する修正 

 震災編  第３部第 22 章（331 頁、332 頁）      

 風水害編 第３部第 23 章（297 頁、298 頁）     

 

（２）防災関係機関等の修正事項 

・最新の地域危険度調査報告書に基づく更新に関する修正 

 震災編  第１部第２章第４節（26 頁、27 頁）   

 震災資料編  震１－２－５（資料編 5～7頁） 

・消防署・消防団の取り組み等に関する修正 

 震災編  第２部第３章第３節（82 頁）   

  〃   第２部第５章第１節（94 頁） 

〃   第２部第５章第６節（103 頁、104 頁） 

〃   第２部第８章第３節（119 頁） 

  〃   第３部第５章第１節（205 頁） 

  〃   第３部第５章第３節（214 頁） 
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  〃   付編 第３章第４節（付編 21 頁）   

風水害編 第２部第４章第４節（78 頁） 

  〃   第２部第４章第６節（79 頁、81 頁） 

  〃   第２部第６章第 1節（88 頁） 

  〃   第３部第５章第５節（174 頁） 

  〃   第３部第５章第７節（183 頁） 

  〃   第３部第６章第１節（190 頁） 

  〃   第３部第９章第２節（210 頁） 

  〃   第３部第９章第３節（211 頁） 

  〃   第３部第 11 章第１節（224 頁） 

  〃   第４部第１章第１節（301 頁） 

・ボランティアの活動等に関する修正 

 震災編  第２部第５章第６節（103 頁） 

第３部第４章第６節（187、188 頁）   

 風水害編 第２部第４章第６節（79 頁）   

  〃   第３部第４章第６節（159、160 頁）   

・災害救助法の改正等に関する修正 

 震災編  第３部第２章（175～177 頁）      

 風水害編 第３部第２章第２節（147 頁）   

  〃   第３部第２章第３節（148、149 頁） 

  〃   第３部第２章第４節（149 頁） 

 震災資料編  震３－18－１（資料編 163～167 頁）  

・遺体の取り扱いに関する修正 

 震災編  第３部第 15 章（293～301 頁）      

 風水害編 第３部第 16 章第１節（264～271 頁）  

・義援金、貸付融資制度等に関する修正 

 震災編  第４部第３章第２節（352 頁、353 頁）  

  〃   第４部第３章第５節（362 頁、363 頁） 

 風水害編 第４部第１章第２節（302 頁、303 頁）   

  〃   第４部第１章第４節（304 頁、305 頁）   

  〃   第４部第１章第５節（311 頁、312 頁） 

・罹災証明書の交付に関する修正 

 震災編  第３部第４章第５節（187 頁）   

  〃   第４部第４章（364 頁、365 頁） 

 風水害編 第４部第２章（313 頁、314 頁）      

・激甚災害指定の流れに関する図の修正 

 震災編  第４部第５章（366 頁）     

 風水害編 第４部第３章（315 頁）  

・緊急交通路に関する修正 

 震災編  第３部第７章第２節（227 頁）   

 震災資料編   震３－７－１（資料編 143 頁、144 頁） 

・東京港防災船着場整備計画に基づく更新に関する修正 

 震災編  第３部第 13 章第４節（277 頁）   

 風水害編 第３部第 14 章第４節（247 頁、248 頁）   

・東京都港湾局の活動態勢に関する修正 

 風水害編 第３部第１章第５節（143 頁）   

・東京都水道局の活動場所に関する修正 

 震災編  第３部第５章第１節（206 頁）   
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 風水害編 第３部第５章第５節（176 頁） 

・東京都下水道局に関する修正 

 震災編  第３部第 19 章第２節（312 頁）  

 風水害編 第２部第２章第１節（51 頁） 

  〃   第２部第６章第２節（90 頁）   

  〃   第３部第 20 章第２節（282 頁）   

 震災資料編   震３－１－５（資料編 107 頁）   

  〃      震３－５－３（資料編 120、121 頁） 

・海上保安部の業務に関する修正 

 震災編付編   第２章（付編 10 頁） 

・東京ガスの名称に関する修正 

 震災編付編   第２章（付編 10 頁）      

・東京電力パワーグリッド株式会社（東京電力）の活動態勢に関する修正 

 震災資料編   震３－１－７（資料編 109 頁、110 頁）     

・首都高速道路株式会社の対策に関する修正 

 震災編  第３部第５章（201 頁）     

  〃   第３部第５章第３節（214 頁） 

 震災編付編 第４章第３節（付編 28 頁） 

 風水害編 第３部第５章（164 頁）      

  〃   第３部第５章第７節（184 頁）   

・東京モノレールの対策等に関する修正 

 震災編  第２部第２章第４節（69 頁、70 頁）   

  〃   第２部第８章第３節（123 頁、124 頁） 

  〃   第３部第１章第３節（174 頁） 

  〃   第３部第 20 章第２節（322 頁） 

 震災編付編 第５章第５節（付編 48 頁） 

 風水害編 第２部第２章第２節（60、61 頁）   

  〃   第２部第６章第２節（93 頁） 

  〃   第３部第１章第５節（146 頁）   

  〃   第３部第 21 章第２節（290、291 頁） 

・京浜急行電鉄株式会社（京急電鉄）に関する修正 

 風水害編 第３部第 21 章第２節（291 頁）  

 

（３）数字等の修正事項 

・港区地域強靭化計画に関する修正 

 震災編  第１部第 1章第２節（１頁）   

  〃   第１部第 1章第６節（３頁） 

 風水害編 第１部第 1章第２節（１頁） 

  〃   第１部第 1章第５節（２頁） 

・災害対策本部態勢、活動態勢に関する修正   

 風水害編 第３部第１章第 1節（125 頁）   

 震災資料編 震３－１－２（資料編 93 頁） 

・港区の水防組織に関する修正 

 風水害編 第３部第１章第３節（134～136 頁） 

・港区の除雪態勢に関する修正 

 風水害編 第３部第１章第４節（137～139 頁）   

・名称変更等に関する修正 
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 震災編  第１部第２章第１節（６頁、８～13 頁） 

 震災編  第２部第６章第２節（105 頁）   

 風水害編 第１部第２章第１節（５頁、７～12 頁）  

  〃   第１部第２章第２節(13、14 頁) 

  〃   第１部第２章第３節（15、16 頁） 

  〃   第１部第２章第４節（19 頁） 

  〃   第２部第 1章第２節（37 頁） 

  〃   第２部第 1章第３節（39 頁） 

  〃   第２部第 1章第４節（41 頁） 

  〃   第２部第２章（50 頁） 

  〃   第２部第５章（82 頁）  

  〃   第３部第５章第１節（164、165 頁）    

・土砂災害への対応に関する修正 

 風水害編 第２部第１章第６節（46～47、49 頁） 

  〃   第３部第 21 章第４節（292 頁）   

・防災情報の連絡等に関する修正 

 震災編  第２部第９章（126～128 頁）     

  〃   第３部第５章第１節（203 頁、204 頁） 

  〃   第３部第 21 章第１節（328 頁） 

  〃   第３部第 24 章第２節（335 頁） 

  〃   第３部第 26 章第 1節（341 頁） 

 風水害編 第２部第３章第 1節（67 頁）   

  〃   第２部第４章第１節（70 頁、71 頁）   

  〃   第２部第７章（96 頁） 

  〃   第２部第７章第１節（97 頁、98 頁、101 頁） 

  〃   第３部第５章第２節（167 頁）  

  〃   第３部第５章第３節（169 頁） 

  〃   第３部第５章第５節（172 頁、173 頁） 

  〃   第３部第 22 章第１節（294 頁） 

・防災住民組織の現況に関する修正 

 震災編  第２部第５章第２節（97 頁）  

 風水害編 第２部第４章（69 頁）      

  〃   第２部第４章第２節（74、75 頁）  

 震災資料編  震２－５－１（資料編 29～37 頁）    

  〃     震２－５－２（資料編 38 頁） 

・地域防災訓練に関する修正 

 震災編  第２部第５章第３節（99 頁）   

・避難情報（避難指示等）の変更に関する修正 

 震災編  第２部第 10 章第１節（130 頁）     

  〃   第２部第 14 章第５節 （158 頁） 

  〃   第３部第５章第３節（213 頁） 

  〃   第３部第６章（216 頁） 

  〃   第３部第６章第１節（218～221 頁、224 頁） 

  〃   第３部第８章（231 頁、232 頁） 

  〃   第３部第８章第４節（238 頁） 

  〃   第３部第 13 章第２節（275 頁）   

  〃   第３部第 13 章第３節（276 頁）  

  〃   第３部第 20 章第４節（326 頁）   
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  〃   第３部第 24 章第２節（335 頁、337 頁） 

  〃   第３部第 26 章第 1節（341 頁） 

 震災編付編 第５章第３節（付編 40 頁）   

 風水害編 第２部第 1章（37 頁）      

  〃   第２部第１章第４節（44、45 頁）  

  〃   第２部第１章第５節（46 頁）  

  〃   第２部第４章第１節（71 頁）  

  〃   第２部第４章第３節（76 頁）   

  〃   第２部第８章第 1節（102 頁） 

  〃   第３部第１章第６節（146 頁）   

  〃   第３部第６章（185 頁）      

  〃   第３部第７章第１節（192 頁） 

  〃   第３部第９章（201 頁） 

  〃   第３部第９章第２節（203～210 頁） 

  〃   第３部第９章第３節（210、211 頁） 

  〃   第３部第 10 章第１節（221 頁）   

  〃   第３部第 14 章第２節（246 頁）  

  〃   第３部第 14 章第３節（247 頁） 

  〃   第３部第 21 章第４節（292 頁）   

・広域避難所の標識に関する修正 

 震災編  第２部第 10 章第２節（132 頁）   

・津波避難ビルの指定に関する修正 

 震災編  第２部第 14 章第５節（158 頁）  

・津波警報に関する修正 

 震災編  第３部第 24 章第２節（336 頁、337 頁）    

・マンホールトイレの現況に関する修正 

 震災編  第２部第 10 章第２節（136 頁）   

 風水害編 第２部第８章第２節（105 頁） 

 震災資料編   震２－２－３（資料編 17 頁）   

・避難所、施設、車両、防災資機材等の状況に関する修正 

 震災資料編   震２－３－１（資料編 21 頁）   

   〃     震２－３－３（資料編 21 頁） 

   〃     震２－３－４（資料編 22 頁） 

   〃     震２－10－３（資料編 69 頁、70 頁） 

   〃     震３－６－２（資料編 142 頁）   

   〃     震３－６－３（資料編 142 頁）   

・水防用備蓄資器材一覧に関する修正 

 風水害編 第３部第６章第１節（187 頁）   

・各機関の橋りょう整備計画の修正 

 震災資料編   震２－２－４（資料編 18 頁）   

 


