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川越市地域防災計画（素案） 新旧対照表（※全ての修正事項を掲載しているわけではありません。簡易な文書修正、誤字修正等は掲載していません。） 

新頁 旧 新（素案） 

1-4 (3) 総合計画等との関係  

川越市総合計画と整合を図り、「地域で支え合う、安全で安心なまち」に向けての諸施策と連携して、総合的

な防災対策体制を確立するものである。  

また、市が実施する各種事業の推進に係る計画との整合を図るものとする。 

 

(3) 総合計画及び国土強靭化地域計画等との関係  

本計画は、川越市総合計画及び川越市国土強靭化地域計画を指針とし、総合計画の「地域社会・市民生

活」に係る基本目標である「地域で支え合う、安全で安心なまち」に向けての諸施策と連携して、総合

的な防災対策体制を確立するものである。  

また、市が実施する各種事業の推進に係る計画との整合を図るものとする。  

 
■川越市総合計画及び川越市国土強靭化地域計画との関係 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1-16 第５ 指定地方行政機関（１／３） 

【東京管区気象台（熊谷地方気象台）】 

  (1) 気象、地象、水象の観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。 

(2) 気象業務に必要な観測体制の充実を図るとともに、予報、通信等の施設及び設備の整備

に関すること。 

  (3) 気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る｡)水象の予報及び

特別警報・警報・注意報、並びに台風、大雨、竜巻等突風に関する情報等の伝達・周知に

関すること。 

(4) 緊急地震速報（警報）の利用の心得などの周知・広報に関すること。 

(5) 市が行う避難勧告等の判断・伝達マニュアルやハザードマップ等の作成に関する技術的

な支援・協力に関すること。 

(6) 災害発生時（発生が予想される時を含む）において県や市に対して気象状況の推移やそ

の予想の解説等を行うこと。 

(7) 県や市、その他の防災関係機関と連携し、防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓

発活動に関すること。 
 

第５ 指定地方行政機関（１／３） 

【東京管区気象台（熊谷地方気象台）】 

(1) 気象、地象、水象の観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。 

(2) 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る）及び水象の予

報及び警報等の防災気象情報の発表、伝達及び解説に関すること。 

(3) 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に関すること。 

(4) 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言に関すること 

(5) 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に関すること。 

 

 

川越市 

総合計画 

川越市 

国土強靭化地域計画 

 

 

 

川越市地域防災計画 

調和 調和 

整合 

分野別計画の指針 国土強靭化に関する指針 

各種事業の推

進に係る計画 

整合 
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1-24 第１ 平常時から実施する事項 

 

①防災に関する知識の習得 

②災害教訓の伝承 

③地域固有の災害特性の理解及び認識 

④家屋等の耐震性の推進及び家具の転倒防止対策 

⑤家屋等の風水害対策 

⑥ブロック塀等の改修及び生垣化 

⑦火気使用器具等の安全点検及び火災予防措置（消火器、ガスのマイコンメーター、感震ブレ

ーカーの設置） 

⑧避難場所及び避難路の確認 

⑨災害時の家庭内の連絡体制の決定 

⑩３日分（推奨１週間）の食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー等生活必需品等の

備蓄 

⑪非常用持出品（非常用食品、救急セット、お薬手帳、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備 

⑫自主防災組織への参加 

⑬各種防災訓練や地域活動への参加 

⑭家庭での防災総点検の実施 

 

 

第１ 平常時から実施する事項 

 

①防災に関する知識の習得 

②災害教訓の伝承 

③地域固有の災害特性の理解及び認識 

④家屋等の耐震性の推進及び家具の転倒防止対策 

⑤家屋等の風水害対策 

⑥ブロック塀等の改修及び生垣化 

⑦火気使用器具等の安全点検及び火災予防措置（消火器、ガスのマイコンメーター、感震ブレ

ーカーの設置） 

⑧避難場所及び避難路の確認 

⑨災害時の家庭内の連絡体制の決定 

⑩３日分（推奨１週間）の食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー等生活必需品等の

備蓄 

⑪非常用持出品（非常用食品、救急セット、お薬手帳、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備 

⑫自動車へのこまめな満タン給油 

⑬保険・共済への加入など生活再建に向けた事前の備え 

⑭飼い主による家庭動物との同行避難や指定避難所での飼養についての準備 

⑮自主防災組織への参加 

⑯各種防災訓練や地域活動への参加 

⑰家庭での防災総点検の実施 

 

 

1-41 第７ 風水害履歴 

本市域における昭和 33 年以前の主な水害では、荒川・入間川本川の堤防決壊及び溢水を伴っていた。しか

し、その後、両河川の河川改修の進捗により、大河川の水害は減少し、新河岸川をはじめとする中小河川に

よる被害が主要なものとなっている。 

（略） 

 

■川越市の主な水害履歴一覧 

発生 

年月日 

災害の 

種類 

被害状況 

災害に対して

とった体制 

総雨量 

(mm) 人的被害 

(人) 

住宅被害 
田畑 

被害 

(ha) 

その他の被害 

被害場所 全半壊・ 

一部破損 

(棟) 

床上 

浸水 

(棟) 

床下 

浸水 

(棟) 

道路 

(箇所) 

鉄道 

(箇所) 

橋 

(箇所) 

河川 

(箇所) 

公共 

施設 

(箇所) 

公園 

(箇所) 

（略） 

29.10.22 

～23 
台風第 21号 - 半壊   45 201 234 1.8 

冠水

44 

通止

34 

陥没

13 

- - 溢水 2 浸水 2 
冠水

20 

岸町 1･山田･南田

島･木野目･下新河

岸･府川･菅間･砂･

寺山他 

警戒体制第 1配

備 
260.5 

 

第７ 風水害履歴 

本市域における昭和 33 年以前の主な水害では、荒川・入間川本川の堤防決壊及び溢水を伴っていた。その

後、両河川の河川改修の進捗により、大河川の水害は減少し、新河岸川をはじめとする中小河川による被害

が主要なものとなっていたが、近年は、気候変動に伴う温暖化の影響により、風水害は激甚化・頻発化して

おり、令和元年東日本台風では、越辺川の堤防決壊により市内で浸水被害が発生した。 

（略） 

■川越市の主な水害履歴一覧 

発生 
年月日 

災害の 
種類 

被害状況 

災害に対してと
った体制 

総雨量 
(mm) 人的被害 

(人) 

住宅被害 
田畑 
被害 

(ha) 

その他の被害 

被害場所 全半壊・ 

一部破損 
(棟) 

床上 

浸水 
(棟) 

床下 

浸水 
(棟) 

道路 

(箇所) 

鉄道 

(箇所) 

橋 

(箇所) 

河川 

(箇所) 

公共 

施設 
(箇所) 

公園 

(箇所) 

（略） 

29.10.22 

～23 
台風第 21号 - 半壊   45 201 234 1.8 

冠水
44 
通止
34 
陥没
13 

- - 溢水 2 浸水 2 
冠水
20 

岸町 1･山田･南田
島･木野目･下新河
岸･府川･菅間･砂･
寺山他 

警戒体制 

第 1配備 
260.5 

令和元
年.10.12 

～13 

台風第 19号 負傷者 3 
半壊  127 

一部 69 
79 277 1.49 

冠水 6 
通止
44 
損壊 1 

- １ 
破堤 1 

溢水 2 
浸水 1 

浸水
10 

寺尾、下小坂、岸
町 1、菅間、南田
島、木野目、小堤
他 

非常体制 

第一配備 
325.0 
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1-58 ２.１ 浸水想定河川 

洪水災害には溢水や堤防の決壊による外水はん濫と、堤内地の排水不良から起こる内水はん濫とがある。こ

のうち、大きな被害を生じるのは大河川の外水はん濫であるが、本市の場合、市域を荒川、入間川をはじめ

とする 10の一級河川が流れており、過去においては大きな洪水被害が発生している。 

そのため、国土交通省及び埼玉県による一級河川の改修が進められた結果、最近では、これら河川のはん濫

は起きていない。 

洪水予報河川及び水位情報周知河川については、水防法第 14条に基づき、河川整備の基本となる、降雨によ

りはん濫した場合に浸水が想定される区域を浸水想定区域として指定し、浸水した場合に想定される水深を

表示した図面（浸水想定区域図）が作成され、関係市町村長へ通知されることとなっている。 

現在、指定・公表されている浸水想定区域のうち、本市に関係する河川は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

■荒川、入間川流域及び新河岸川の浸水想定について 

指定河川名 

及び流域名 
浸水想定区域図名 作成者 

作成・指
定年月日 

告示番号 
指定の前提となる 
計画降雨 

荒川 

入間川 

流域 

荒川水系荒川及び

入間川流域 

浸水想定区域図 

国土交通省 

関東地方整備局 

荒川上流河川事務所・ 

荒川下流河川事務所 

H28.5.30 

国土交通省 

関東地方整備

局 

告示第 215

号 

想定最大規模 

荒川流域の３日間総

雨量 632mm 

入間川流域の３日間

総雨量 740mm 

新河岸川 

荒川水系 

新河岸川 

・柳瀬川・黒目川 

浸水想定区域図 

埼玉県 H18.5.26 
埼玉県 

告示第 966号 

100年に１回程度起

こる大雨 

２日間総雨量 

332.6mm 

資料）国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所、埼玉県県土整備部河川砂防課 

注）県管理河川である新河岸川は、平成 18年５月 26日、水防法に基づく洪水予報河川に指定された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.１ 浸水想定河川 

洪水災害には溢水や堤防の決壊による外水氾濫と、堤内地の排水不良から起こる内水氾濫とがある。このう

ち、大きな被害を生じるのは大河川の外水氾濫であるが、本市の場合、市域を荒川、入間川をはじめとする

10の一級河川が流れており、過去においては大きな洪水被害が発生している。 

そのため、国土交通省及び埼玉県による一級河川の改修が進められた結果、近年まで、これら河川の氾濫は

起きていなかった。しかし、気候変動に伴う温暖化の影響により、風水害が激甚化・頻発化し、令和元年東

日本台風では、越辺川の堤防が決壊し、市内で浸水被害が発生した。 

洪水予報河川及び水位情報周知河川については、水防法第 14条に基づき、河川整備の基本となる、降雨によ

り氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定し、浸水した場合に想定される水深

を表示した図面（洪水浸水想定区域図）が作成され、関係市町村長へ通知されることとなっている。 

また、洪水予報河川及び水位周知河川以外の県管理区間の河川については、県が水害リスク情報図を作成・

公表している。 

現在、公表されている洪水浸水想定区域、水害リスク情報図のうち、本市に関係する河川は次のとおりであ

る。 

 

■荒川、入間川流域及び新河岸川流域の浸水想定について 

指定河川名 

及び流域名 

洪水浸水想定区域図等

名称 
作成者 指定の前提となる対象降雨の規模 

荒川 

入間川 

流域 

荒川水系荒川 

及び入間川流域 

洪水浸水想定区域図 

国土交通省 

関東地方整備局 

荒川上流河川事務所・ 

荒川下流河川事務所 

想定最大規模 

荒川流域の３日間総雨量 632mm 

入間川流域の３日間総雨量 740mm 

入間川 

流域 

入間川流域 

洪水浸水想定区域図 

・水害リスク情報図 

埼玉県 
想定最大規模 

入間川流域の３日間総雨量 740mm 

新河岸川 

流域 

新河岸川流域 

洪水浸水想定区域図 

・水害リスク情報図 

埼玉県 
想定最大規模 

新河岸川流域の２日間総雨量 746mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《参考》 

◆洪水浸水想定区域 

洪水浸水想定区域とは、想定最大規模降雨により河川が氾濫した場合に

浸水が想定される区域のことで、河川管理者が指定する。 

また洪水浸水想定区域図は、その洪水浸水想定区域と区域内の浸水深を

示した図面である。事前に洪水浸水想定区域・浸水深を把握しておくこと

で、少しでも被害を少なくするために指定・公表するものである。 

《参考》 

◆浸水想定区域 

浸水想定区域とは、洪水などにより河川の堤防が決壊した場合に浸

水が予想される区域のことで、河川管理者が指定する。 

また浸水想定区域図は、その浸水想定区域と区域内の浸水深さを示し

た図面である。事前に浸水想定区域・浸水深さを把握しておくことで、

少しでも被害を少なくするために指定・公表するものである。 
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1-60 ２.２ 浸水想定結果 

荒川、入間川流域及び新河岸川の浸水想定結果を次に示す。 

(1)荒川及び入間川流域浸水想定区域 

荒川及び入間川流域に想定最大規模の大雨（荒川流域 ３日間総雨量 632㎜、入間川流域 ３日間総雨量 740

㎜）が降り、かつ荒川、入間川流域の堤防が決壊した場合の浸水想定区域は次図に示すとおりである。 

これによると本市の北西部から本庁地区を除く東武東上線の北側がほぼ浸水し、低地部においては浸水深が

５m以上になると予測されている。 

 

 

■荒川及び入間川流域浸水想定区域図              [作成日：平成 28年５月 30日] 

 

 

 

 

２.２ 浸水想定結果 

荒川、入間川流域及び新河岸川流域における浸水の想定結果を次に示す。 

(1)荒川及び入間川流域洪水浸水想定区域 

荒川及び入間川流域に想定最大規模の大雨（荒川流域 ３日間総雨量 632 ㎜、入間川流域３日間総雨量 740

㎜）が降り、かつ荒川、入間川流域の国土交通省管理区間の堤防が決壊した場合の洪水浸水想定区域は次図

に示すとおりである。 

これによると本市の北西部から本庁地区を除く東武東上線の北側がほぼ浸水し、低地部においては浸水深が

５m以上になると予測されている。 

 

■荒川及び入間川流域 洪水浸水想定区域図（想定最大規模）    

[指定年月日 平成 28年５月 30日：荒川、小畔川 / 令和元年６月 20日：入間川] 

  

出典：国土交通省荒川上流河川事務所「荒川水系荒川及び入間川流域 洪水浸水想定区域図 （想定最大規模）」 

 

また、入間川流域に想定最大規模の大雨（入間川流域 ３日間総雨量 740㎜）が降り、かつ入間川流域の県

管理区間（国土交通省管理区間より上流）の堤防が決壊した場合の洪水浸水想定区域は次図に示すとおりで

ある。 

これによると小畔川と国道 16 号に挟まれる地域のうち、本庁地区や入間川の下流部を除く区域で広く浸水
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し、0.5m以上 3.0m未満の浸水深となる区域が散在する予測となっている。 

 

■入間川流域 洪水浸水想定区域図・水害リスク情報図（想定最大規模）    

[公表年月日 令和２年５月 26日] 

 

出典：埼玉県「荒川水系入間川流域洪水浸水想定区域図・水害リスク情報図（想定最大規模）」 

 

1-62 (2)新河岸川浸水想定区域 

新河岸川流域に 100 年に１回程度起こる大雨（２日間総雨量 332.6mm）が降り、かつ新河岸川の堤防が決壊

した場合の浸水想定区域は、次図に示すとおりである。 

これによると、浸水想定区域は、荒川の堤防が決壊した場合に比べると地域が限定され、避難が必要と考え

られる浸水深 0.5m以上（床上浸水）の区域は、主として国道 16号より南側の新河岸川に沿った、本庁地区、

高階地区、南古谷地区の一部と考えられる。 

 

 

 

■新河岸川浸水想定区域図                  [作成日：平成 19年３月 27日] 

(2)新河岸川流域洪水浸水想定区域 

新河岸川流域に想定最大規模の大雨（２日間総雨量 746mm）が降り、かつ新河岸川流域の県管理区間の堤防

が決壊した場合の洪水浸水想定区域は、次図に示すとおりである。 

これによると、洪水浸水想定区域は、荒川の堤防が決壊した場合に比べると地域が限定され、避難が必要と

考えられる浸水深 0.5m以上（床上浸水）の区域は、局所的に不老川の新河岸川との合流地点付近に分布する

ものの、主として国道 16号より南側の新河岸川に沿った、本庁地区、高階地区、南古谷地区の一部と考えら

れる。 

 

 

■新河岸川流域 洪水浸水想定区域図・水害リスク情報図 
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[公表年月日：令和２年５月 26日] 

 

出典：埼玉県「荒川水系新河岸川流域洪水浸水想定区域図・水害リスク情報図（想定最大規模図）」 

 

1-63 ２．３ 水害危険区域 

（略） 

■新河岸川浸水に伴う水害危険区域 

防災ブロック 

予想浸水深 

本庁 

芳野 古谷 南古谷 高階 福原 大東 霞ケ関 
霞ケ関 

北 
名細 山田 

中央 南 北 

0.5m～1.0m ○ ○ － － ○ ○ ○ － － － － － － 

1.0m～2.0m ○ ○ － － ○ ○ ○ － － － － － － 

2.0m～5.0m ○ － － － － ○ ○ － － － － － － 

5.0m以上 － － － － － － － － － － － － － 

 

 

２．３ 水害危険区域 

（略） 

■新河岸川流域浸水に伴う水害危険区域 

防災ブロック 

予想浸水深 

本庁 

芳野 古谷 南古谷 高階 福原 大東 霞ケ関 
霞ケ関 

北 
名細 山田 

中央 南 北 

0.5m～3.0m ○ ○ 〇 〇 ○ ○ ○ 〇 － － － － 〇 

3.0m～5.0m 〇 － 〇 － － ○ ○ 〇 － － － － － 

5.0m～10.0m － － － － － ○ ○ － － － － － － 

10.0m以上 － － － － － － － － － － － － － 
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1-67 ２.２ 本市の目標フレーム 

 

本市及び埼玉県がこれまでに実施した地震被害想定結果によると、想定される地震の中で本市に最も大きな

被害をもたらすと考えられるのは「関東平野北西縁断層帯地震」が発生した場合である。 

しかし、「関東平野北西縁断層帯地震」に対応可能な対策を短期間で整備することは、その被害規模の

大きさからも容易ではない。 

そのため、本市の震災対策は、埼玉県の地域防災計画等を参考に、想定される地震の中では本市に与える被

害の程度は「関東平野北西縁断層帯地震」より低いものの、より発生の切迫性が高いと考えられている「東

京湾北部地震」を当面の対策目標とし、最終的な対策目標を「関東平野北西縁断層帯地震」におくものとす

る。 

本市が対策の目標とする各想定地震の震災規模は、次に示すとおりであり、具体的な減災目標を検討してい

くものとする。 

２.２ 本市の目標フレーム 

 

本市及び埼玉県がこれまでに実施した地震被害想定結果によると、今後 30 年以内の地震発生確率が、ほぼ 

0％～0.008％と極めて低いものの、想定される地震の中で本市に最も大きな被害をもたらすと考えられるの

は「関東平野北西縁断層帯地震」が発生した場合である。 

しかし、「関東平野北西縁断層帯地震」に対応可能な対策を短期間で整備することは、その被害規模の大きさ

からも容易ではない。 

そのため、本市の震災対策は、埼玉県の地域防災計画等を参考に、想定される地震の中では本市に与える被

害の程度は「関東平野北西縁断層帯地震」より低いものの、今後 30 年以内の地震発生確率が 70%と高く、

より発生の切迫性が高いと考えられている「東京湾北部地震」を当面の対策目標とし、最終的な対策目標を

「関東平野北西縁断層帯地震」におくものとする。 

本市が対策の目標とする各想定地震の震災規模は、次に示すとおりであり、具体的な減災目標を検討してい

くものとする。 

 

1-73 第１ 大規模事故災害の選定 

（略） 

■本市に係る大規模事故災害の選定（１／２） 

大区分 小区分 本市における発生の可能性 対応の可否 

火災 
大規模火災 

震災対策計画における想定内容

と同様と考えられる。 
○ 震災・風水害対策で対応可能 

林野火災 大規模な森林はない。 × － 

危険物等 

災害 

危険物等災害 市内に該当する事業所がある。 ○ 震災・風水害対策で対応可能 

高圧ガス災害 市内に該当する事業所がある。 ○ 震災・風水害対策で対応可能 

火薬類災害 市内に該当する事業所はない。 × － 

毒物・劇物災害 市内に該当する事業所がある。 ○ 震災・風水害対策で対応可能 

サリン等による人身被害 
テロ行為による危険性は低い

が、ゼロとはいえない。 
△ 
国民保護法の対象として取り

扱う。 

放射性物質 

及び原子力 

発電所 

事故災害 

核燃料物質使用許可事業所

における事故 
市内に該当する事業所はない。 × － 

輸送事故 

市内を通る関越自動車道、圏央

道により核燃料物質が運ばれ

る。 

○ 
本編で事故災害として取り扱

う。 

市域外の原子力事故 発生が考えられる。 ○ 
本編で事故災害として取り扱

う。 

人工衛星の落下 
発生する可能性はほとんどな

い。 
× － 

農林水産 

災害 

凍霜害 
凍霜害が問題になる桑園、茶園

はない。 
× － 

暴風雨､豪雨､降雹､降霜､干

ばつ､低温､降雪等による農

林水産関係災害 

野菜、米、花きなどを中心に県

内でも屈指の農業産出額を維持

している。 

○ 
地域防災計画の事故災害とし

ては扱わない。 

道路災害 

地震や水害による道路災害 市内を関越自動車道、圏央道、

国道 16号、国道 254号等の幹

線道路が通る。 

○ 
本編で事故災害として取り扱

う。 
危険物積載車両の事故等に

よる道路災害 
○ 

鉄道事故 鉄道事故 市内を東武東上線、西武新宿線 ○ 本編で事故災害として取り扱

第１ 大規模事故災害の選定 

（略） 

■本市に係る大規模事故災害の選定（１／２） 

大区分 小区分 本市における発生の可能性 対応の可否 

火災 
大規模火災 発生が考えられる。 ○ 

本編で事故災害として取り扱

う。 

林野火災 大規模な森林はない。 × － 

危険物等 

災害 

危険物等災害 市内に該当する事業所がある。 ○ 
本編で事故災害として取り扱

う。 

高圧ガス災害 市内に該当する事業所がある。 ○ 
本編で事故災害として取り扱

う。 

火薬類災害 市内に該当する事業所がある。 〇 本編で事故災害として取り扱う。 

毒物・劇物災害 市内に該当する事業所がある。 ○ 
本編で事故災害として取り扱

う。 

サリン等による人身被害 
テロ行為による危険性は低い

が、ゼロとはいえない。 
△ 
国民保護法の対象として取り扱

う。 

放射性物質 

及び原子力 

発電所 

事故災害 

核燃料物質使用許可事業所

における事故 
市内に該当する事業所はない。 × － 

輸送事故 

市内を通る関越自動車道、圏央

道により核燃料物質が運ばれ

る。 

○ 
本編で事故災害として取り扱

う。 

市域外の原子力事故 発生が考えられる。 ○ 
本編で事故災害として取り扱

う。 

人工衛星の落下 
発生する可能性はほとんどな

い。 
× － 

農林水産 

災害 

凍霜害 
凍霜害が問題になる桑園、茶園

はない。 
× － 

暴風雨､豪雨､降雹､降霜､干

ばつ､低温､降雪等による農

林水産関係災害 

野菜、米、花きなどを中心に県

内でも屈指の農業産出額を維持

している。 

○ 
地域防災計画の事故災害として

は扱わない。 

道路災害 
地震や水害による道路災害 市内を関越自動車道、圏央道、

国道 16号、国道 254号等の幹線

○ 本編で事故災害として取り扱

う。 危険物積載車両の事故等に ○ 
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及びＪＲ川越線が通る。 う。 

航空機事故 航空機事故 
本市に隣接して狭山市には航空

自衛隊入間基地がある。 
○ 
本編で事故災害として取り扱

う。 

電気通信 

設備災害 
電気通信設備の被災 

電気通信施設の被害は想定され

るが、各事業者の対応業務であ

る。 

○ 震災・風水害対策で対応可能 

電力施設 

災害 
電力施設の被災 

電力施設の被害は想定される

が、各事業者の対応業務であ

る。 

○ 震災・風水害対策で対応可能 

ガス施設災害 ガス施設の被災 

ガス施設の被害は想定される

が、各事業者の対応業務であ

る。 

○ 震災・風水害対策で対応可能 

（略） 

 

よる道路災害 道路が通る。 

鉄道事故 鉄道事故 
市内を東武東上線、西武新宿線

及びＪＲ川越線が通る。 
○ 
本編で事故災害として取り扱

う。 

航空機事故 航空機事故 
本市に隣接して狭山市には航空

自衛隊入間基地がある。 
○ 
本編で事故災害として取り扱

う。 

電気通信 

設備災害 
電気通信設備の被災 

電気通信施設の被害は想定され

るが、各事業者の対応業務であ

る。 

○ 震災・風水害対策で対応可能 

電力施設 

災害 
電力施設の被災 

電力施設の被害は想定される

が、各事業者の対応業務であ

る。 

○ 震災・風水害対策で対応可能 

ガス施設災害 ガス施設の被災 

ガス施設の被害は想定される

が、各事業者の対応業務であ

る。 

○ 震災・風水害対策で対応可能 

（略） 

1-74 第２ 本市に係る事故災害 

本市において発生することが懸念される事故災害は、以下のとおりである。 

 

■本市において発生が懸念される事故災害 

事故災害 内容 

道路災害 

本市には、関越自動車道、圏央道、国道 16号、国道 254号及び

国道 407号などの幹線道路が通っている。 

本市が対象とする道路災害は、これら市内を通る幹線道路に対

する災害を対象とする。 

鉄道事故 

本市には、東武東上線、西武新宿線、ＪＲ川越線の各線が通っ

ている。 

本市が対象とする鉄道事故は、これらの鉄道路線に対する事故

を対象とする。 

航空機事故 

本市に隣接する狭山市には、航空自衛隊入間基地がある。 

入間基地は、輸送機などを中心に約 50機の航空機を保有してお

り、16個の部隊と約 4,200名の隊員を擁する航空自衛隊最大級の

基地である（参照「航空自衛隊入間基地ホームページ」）。 

本市が対象とする航空機事故災害は、隣接する航空自衛隊入間

基地に係る航空機事故災害を主として、民間航空機事故について

も対象とする。 

放射性物質事故災害 

核燃料物質の輸送については、ルートや時期は公開されていな

いものの、本市にある関越自動車道を利用して新潟県内にある原

子力発電所へ核燃料物質が運ばれることから、輸送に伴う事故の

発生が考えられる。 

また、市外での原子力事故の発生が考えられる。 

本市が対象とする放射性物質事故災害は、核燃料物質の輸送に

伴う放射性物質関連事故災害及び市外での原子力事故の発生とす

る。 

 

（略） 

 

第２ 本市に係る事故災害 

本市において発生することが懸念される事故災害は、以下のとおりである。 

 

■本市において発生が懸念される事故災害 

事故災害 内容 

大規模火災 
本市には、密集市街地があり、出火延焼等により大規模火災が

発生する可能性がある。 

危険物等災害 

本市には、危険物保管施設や高圧ガス保管施設、毒物・劇物施

設等がある。 

本市が対象とする危険物等災害は、これら危険物等に係る災害

を対象とする。 

道路災害 

本市には、関越自動車道、圏央道、国道 16号、国道 254号及び

国道 407号などの幹線道路が通っている。 

本市が対象とする道路災害は、これら市内を通る幹線道路に対

する災害を対象とする。 

鉄道事故 

本市には、東武東上線、西武新宿線、ＪＲ川越線の各線が通っ

ている。 

本市が対象とする鉄道事故は、これらの鉄道路線に対する事故

を対象とする。 

航空機事故 

本市に隣接する狭山市には、航空自衛隊入間基地がある。 

入間基地は、輸送機などを中心に約 50機の航空機を保有してお

り、16個の部隊と約 4,200名の隊員を擁する航空自衛隊最大級の

基地である（参照「航空自衛隊入間基地ホームページ」）。 

本市が対象とする航空機事故災害は、隣接する航空自衛隊入間

基地に係る航空機事故災害を主として、民間航空機事故について

も対象とする。 

放射性物質 

事故災害 

核燃料物質の輸送については、ルートや時期は公開されていな

いものの、本市にある関越自動車道を利用して新潟県内にある原

子力発電所へ核燃料物質が運ばれることから、輸送に伴う事故の

発生が考えられる。 

また、市外での原子力事故の発生が考えられる。 

本市が対象とする放射性物質事故災害は、核燃料物質の輸送に

伴う放射性物質関連事故災害及び市外での原子力事故の発生とす

る。 
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（略） 

 

2-2 第１節 震災に強い都市環境の整備 

 

本市においては、既成市街地域に都市機能が集中するとともに、木造住宅密集地区や都市基盤の未整備な地

域があるなど地震に対してぜい弱な条件を抱えており、被害を軽減あるいは拡大を防止するとともに、円滑

な救援・救護活動を実施するためには、安全な市街地の整備、防災空間の確保、道路及び橋りょうの整備等

により震災に強い都市空間の形成を図る必要がある。 

また、ライフライン施設を含めた都市施設の機能低下は、被災後の消防活動をはじめとする応急復旧対策活

動や市民生活に多大な影響を与える。このことから、迅速な応急復旧対策と都市生活の早期復旧を図るため、

都市施設の耐震性の向上を図る必要がある。 

さらに、震災時における迅速、的確な救援・救護活動を実施するためには、地域特性に応じた防災拠点及び

避難環境の整備を図り、地震に強い都市環境の整備を推進する。 

（略） 

 

第１節 震災に強い都市環境の整備 

 

本市においては、既成市街地域に都市機能が集中するとともに、木造住宅密集地区や都市基盤の未整備な地

域があるなど地震に対してぜい弱な条件を抱えており、被害を軽減あるいは拡大を防止するとともに、円滑

な救援・救護活動を実施するためには、安全な市街地の整備、防災空間の確保、道路及び橋りょうの整備等

により震災に強い都市空間の形成を図る必要がある。 

また、ライフライン施設を含めた都市施設の機能低下は、被災後の消防活動をはじめとする応急復旧対策活

動や市民生活に多大な影響を与える。このことから、迅速な応急復旧対策と都市生活の早期復旧を図るため、

都市施設の耐震性の向上を図る必要がある。 

さらに、震災時における迅速、的確な救援・救護活動を実施するためには、地域特性に応じた防災拠点及

び避難環境の整備を図り、地震に強い都市環境の整備を推進することが求められる。 

本市では、地震を含めた大規模自然災害を想定し、強靭化に向けた分野横断的な事前の取組みとして川越市

国土強靱化地域計画を策定し、施策を推進しているところである。本計画では、川越市国土強靱化地域計画

を指針とし、防災分野における対策を位置づけるものである。 

（略） 

 

2-10 ③大規模盛土造成地の調査 

近年の大地震によって、人工盛土造成地における滑動崩落被害が相次いだ。このため、大規模な人工盛土地

盤の耐震対策に向けた調査が全国で行われており、本市でも平成 26 年度に市内２箇所の大規模に盛土造成

が行われた宅地を調査した。 

この結果、いずれの場所においても地震時における滑動崩落のおそれがないことを確認した。 

 

 

 

 

 

（新設） 

③大規模盛土造成地の調査 

近年の大地震によって、人工盛土造成地における滑動崩落被害が相次いだ。このため、大規模な人工盛土地

盤の耐震対策に向けた調査が全国で行われており、本市でも平成 26 年度に市内２箇所の大規模に盛土造成

が行われた宅地を調査した。 

この結果、いずれの場所においても地震時における滑動崩落のおそれがないことを確認した。 

 

 

 

 

 

④大規模盛土造成地マップの作成・公表 

市は、大規模盛土造成地の位置や規模を示した大規模盛土造成地マップを作成・公表するとともに、宅地の

安全性の把握及び耐震化を実施するよう努める。 

 

2-14 ②高層建築物等の防災対策 

市は、「埼玉県震災予防のまちづくり条例」により届出を義務付けている高層建築物の建築にあたって、震災

における安全性を確保するための措置に関する計画（防災計画）の内容について必要な指導又は助言を行う。 

 

③空き家等の実態把握 

市は、「川越市空家等の適切な管理に関する条例」に基づき、空き家等の実態把握に努め、地震によって倒壊

するおそれがあると認められるときは、必要に応じ県と連携し、所有者又は管理者に対して助言又は勧告を

（削除） 

 

 

 

②空き家等の実態把握 

市は、「川越市空家等の適切な管理に関する条例」に基づき、空き家等の実態把握に努め、地震によって倒壊

するおそれがあると認められるときは、所有者又は管理者に対して助言又は指導を行う。 

《参考》 

◆大規模盛土造成地 

面積 3,000 ㎡以上の谷埋め盛土、または原地盤の勾配が２０度以上か

つ盛土高５ｍ以上の腹付け盛土がなされた造成地 
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行う。 

 

 

2-21 ２．６ ライフライン施設の安全対策 

市民生活を維持していく上で、上下水道、電気、ガス、通信などのライフライン施設は極めて重要である。

また、地震発生直後の応急対策を実施する上でも、ライフライン施設の果たす役割は重要であり欠かすこと

はできない。 

このため、本市及び各事業者は、ライフライン施設について、従来から施設の耐震化を推進しており、今後

もより一層の施設の強化を図り、ライフライン施設の安全化を推進するとともに、バックアップ機能の確保、

早期復旧に向けた相互協力関係の充実等に努める。 

 

２．６ ライフライン施設の安全対策 

市民生活を維持していく上で、上下水道、電気、ガス、通信などのライフライン施設は極めて重要である。

また、地震発生直後の応急対策を実施する上でも、ライフライン施設の果たす役割は重要であり欠かすこと

はできない。 

このため、本市及び各事業者は、ライフライン施設について、従来から施設の耐震化を推進しており、今後

もより一層の施設の強化を図り、ライフライン施設の安全化を推進するとともに、バックアップ機能の確保、

早期復旧に向けた相互協力関係の充実等に努める。 

また、事業者は、発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、災害対応経験者をリスト化するなど、災害

時に活用できる人材を確保し、即応できる体制の整備に努めるものとする。 

 

2-25 ②通信確保のための諸施策 

災害が発生した場合、通信を確保するため、次により通信網の整備を行っている。 

 

・公共機関等の重要通信を確保するため、加入ケーブルの２ルート化と回線の分散収

容を推進する。 

・衛星携帯電話等、被災しにくい通信手段の確保を推進する。 

・通信が途絶する場合でも被災地には最小限の通信サービスが確保できるよう、特設

公衆電話を設置する。 

・指定の避難所等へ一般公衆通信として使用する特設公衆電話を設置する。 

・震災による孤立地帯対策として移動無線車及び可搬型無線機等を主要地域に配す

る。 

・架空ケーブルは災害時における震災による二次的災害（火災等）を考慮し主要なケ

ーブルについては、地中化を推進する。 

・主要箇所について耐震、耐火性の強い施設へのケーブル収容を推進する。 

・災害用伝言ダイヤル（171）、災害用伝言板の啓発を促進する。 

・交換設備、電力設備及びその他、所内設備の倒壊を防止するために支持金物等で補

強する。 

・商用電源が停電した場合の給電設備として、蓄電池、自家用発電機等を常備してい

るが、さらに移動電源設備、増強を行っている。 

・防災の観点から設備管理を強化し、老朽又は弱体設備の計画的な補強取り替えを進

める。 

・平常時から災害復旧用資材を確保しておく。 
 

②通信確保のための諸施策 

災害が発生した場合、通信を確保するため、次により通信網の整備を行っている。 

 

・公共機関等の重要通信を確保するため、加入ケーブルの２ルート化と回線の分散収

容を推進する。 

・衛星携帯電話等、被災しにくい通信手段の確保を推進する。 

・通信が途絶する場合でも被災地には最小限の通信サービスが確保できるよう、特設

公衆電話を設置する。 

・指定の避難所等へ一般公衆通信として使用する特設公衆電話を設置する。 

・震災による孤立地帯対策として移動無線車及び可搬型無線機等を主要地域に配す

る。 

・架空ケーブルは災害時における震災による二次的災害（火災等）を考慮し主要なケ

ーブルについては、地中化を推進する。 

・主要箇所について耐震、耐火性の強い施設へのケーブル収容を推進する。 

・171(災害用伝言ダイヤル)、web171（災害用伝言板）、災害用伝言板のＰＲに努める。 

・交換設備、電力設備及びその他、所内設備の倒壊を防止するために支持金物等で補

強する。 

・商用電源が停電した場合の給電設備として、蓄電池、自家用発電機等を常備してい

るが、さらに移動電源設備、増強を行っている。 

・防災の観点から設備管理を強化し、老朽又は弱体設備の計画的な補強取り替えを進

める。 

・平常時から災害復旧用資材を確保しておく。 
 

   

2-26 ２.７ 危険物施設等の安全対策 

【保健総務課、消防組合、埼玉県】 

 

２.７ 危険物施設等の安全対策 

【保健総務課、消防組合、埼玉県】 
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地震による火災防止対策及び被害を最小限にとどめるために、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、危険物等

の取扱施設の現況を把握し、消防法令及び関係法令等に基づく安全確保対策を推進するため、今後とも法令

遵守の徹底を図る必要がある。 

そのためには、各危険物等取扱事業所等への災害に対するマニュアル（災害時に対する応急措置・連絡系統

の確保など）の作成指導を徹底するほか、消防組合及び関係機関等は、施設の立入り検査の徹底を図り、法

令遵守に基づく危険物等施設の安全確保を推進する。 

 

 

 

(1) 消防法に定める危険物の保安対策 

(2) 高圧ガス施設・火薬類取扱施設の保安対策 

(3) 毒劇物取扱施設の保安対策 

 

 

 

(1) 消防法に定める危険物の保安対策 

（略） 

 

地震による火災防止対策及び被害を最小限にとどめるために、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、危険物等

の取扱施設の現況を把握し、消防法令及び関係法令等に基づく安全確保対策を推進するため、今後とも法令

遵守の徹底を図る必要がある。 

そのためには、各危険物等取扱事業所等への災害に対するマニュアル（災害時に対する応急措置・連絡系統

の確保など）の作成指導を徹底するほか、消防組合及び関係機関等は、施設の立入検査の徹底を図り、法令

遵守に基づく危険物等施設の安全確保を推進する。 

 

本事項については 

第５編 第１章 第２節 『 第１ 危険物等災害予防 』（p5-12）を準用する。 

（略） 

2-28 (4) 指定避難所、指定緊急避難場所及び広域避難場所の指定 

（略） 

 

(4) 指定避難所、指定緊急避難場所及び広域避難場所の指定 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-31 ３．２ 防災拠点施設の整備 

地震災害時の応急対策を円滑に実施するためには、応急対策に必要となる機能ができる限り防災拠点施設に

集約されていることが重要であり、物・人・情報の複合的な整備を進めていくことが必要である。また、ラ

イフラインの長期途絶に備え、電源確保や非常用電源設備の燃料の確保等を進めるとともに、併せて、再生

可能エネルギーや蓄電池等の導入により、災害に強く環境負荷の小さい自立・分散型のエネルギー供給体制

の構築を検討する。 

本市全体の防災活動の中心となる防災中枢拠点、本部と連携し各地区ごとの地域防災拠点、長期の避難生活

に耐えられる避難拠点や物資拠点等を次に示す。 

３．２ 防災拠点施設の整備 

地震災害時の応急対策を円滑に実施するためには、応急対策に必要となる機能ができる限り防災拠点施設に

集約されていることが重要であり、物・人・情報の複合的な整備を進めていくことが必要である。また、ラ

イフラインの長期途絶に備え、電源確保や非常用電源設備の燃料の多重化を進め、十分な期間（最低３日間）

の発電が可能となるよう体制を整備する。併せて、再生可能エネルギーや蓄電池等の導入により、災害に強

く環境負荷の小さい自立・分散型のエネルギー供給体制の構築を検討する。加えて、物資の供給が相当困難

な場合を想定した食料、飲料水、燃料等の適切な備蓄・調達・輸送体制の整備や通信途絶時に備えた衛星通

信等の非常用通信手段の確保を図る。 

本市全体の防災活動の中心となる防災中枢拠点、本部と連携し各地区ごとの地域防災拠点、長期の避難生活

に耐えられる避難拠点や物資拠点等を次に示す。 

《方策》 

《内容》 

《参考》 

◆「指定避難所」、「指定緊急避難場所」について 

指定避難所：避難した居住者等が災害の危険がなくなるまで一定

期間滞在し、又は災害により自宅へ戻れなくなった

居住者等が一時的に滞在する施設 

指定緊急避難場所：居住者等が災害から命を守るために緊急的に避難す

る施設又は場所 

《参考》 

◆「指定避難所」、「指定緊急避難場所」について 

屋内施設で長期的な避難も可能な施設が指定避難所、屋外施設

で一時的に集合し安全の確認等を行う場所が指定緊急避難場所

である。 
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2-34 第４ 安全避難の確保 

 

地震による家屋の倒壊や地震火災による家屋の焼失により生活の場を失った被災者や、延焼火災等により危

険性の迫った地域の住民を避難収容し保護するため、住民の安全な避難について適切な計画を作成し、平常

時から避難に必要な体制の整備を図る。 

安全避難の確保は、以下の施策により推進する。 

 

第４ 安全避難の確保 

 

地震による家屋の倒壊や地震火災による家屋の焼失により生活の場を失った被災者や、延焼火災等により危

険性の迫った地域の住民を避難収容し保護するため、住民の安全な避難について適切な計画を作成し、平常

時から避難に必要な体制の整備を図る。 

また、避難者の健康状態の悪化や避難生活等が原因でなくなる災害関連死を防ぐため、避難所避難者や避難

所外避難者が良好な生活環境を確保できるよう努める。 

安全避難の確保は、以下の施策により推進する。 

 

 

2-35 (2) 避難支援全体計画 

避難行動要支援者の避難支援全体計画は、市全体の避難行動要支援者の支援についてまとめたものであり、

その中で避難行動要支援者一人ひとりに対する避難支援の方法を個別計画としている（「本章 第３節 『第

４ 要配慮者の安全確保』参照）。 

（略） 

 

②個別計画作成の支援 

全体計画に基づき、自助・共助・公助の役割の位置付け、防災部局と福祉部局における役割分担、「避難行動

要支援者支援班」の設置などについて整理し、高齢者や障害者等、避難行動に支援を必要とする避難行動要

支援者の個別計画の作成について、民生委員・児童委員等の協力を得ながら避難支援の実施主体となる自治

会等への支援を行う。 

 

(2) 避難支援全体計画 

避難行動要支援者の避難支援全体計画は、市全体の避難行動要支援者の支援についてまとめたものであり、

その中で避難行動要支援者一人ひとりに対する避難支援の方法を個別避難計画としている（「本章 第３節 

『第４ 要配慮者の安全確保』参照）。 

（略） 

 

②個別避難計画作成の支援 

全体計画に基づき、自助・共助・公助の役割の位置付け、防災部局と福祉部局における役割分担、「避難行動

要支援者支援班」の設置などについて整理し、高齢者や障害者等、避難行動に支援を必要とする避難行動要

支援者の個別避難計画の作成について、民生委員・児童委員等の協力を得ながら避難支援の実施主体となる

自治会等への支援を行う。 

 

2-37 (1) 指定避難所の指定 

①指定避難所の指定要件 

指定避難所は、地震による家屋の倒壊や地震火災による家屋の焼失により生活の場を失った被災者、市外か

らの来訪者等が帰宅できない者が利用する一時的な場として、主に学校の体育館や一部の普通教室、さらに

は公共施設を活用し、おおむね次の基準により指定、整備する。 

 

○被災地の最寄りの場所に設置できるよう市内全域に確保 

○被災者の生活の本拠地となり得る設備、施設を有すること 

  ・宿泊できる施設であること 

  ・食料、飲料水、生活必需品が確保できること 

○地震災害時の安全が確保できる施設であること 

  ・原則として、耐震・耐火構造であること 

（略） 

 

(1) 指定避難所の指定 

①指定避難所の指定要件 

指定避難所は、地震による家屋の倒壊や地震火災による家屋の焼失により生活の場を失った被災者、市外か

らの来訪者等が帰宅できない者が利用する一時的な場として、主に学校の体育館や一部の普通教室、さらに

は公共施設を活用し、おおむね次の基準により指定、整備する。 

 

・原則として、町会（又は自治会）又は学区を単位として指定すること。 

・原則として、耐震性・耐火構造の公共建物等（学校、公民館等）を指定すること。 

・建築非構造部材の耐震化（天井材や照明器具の落下防止、外壁（モルタル、ALC 板

等）の剥離・落下防止、ガラスの飛散等の防止、既存の書架等の転倒防止等）対策

が行われていること。 

・余震等による落下物（天井材、照明等）など、二次災害のおそれがない場所が確保

できること。 

・避難者等が長期滞在することも想定し、十分な面積を有する施設であること。 

・発災後、被災者の受入れや物資等の配布が可能な施設であること。 

・物資等の運搬に当たる車両の入・出庫が比較的容易な場所にあること。主要道路等

との緊急搬出入アクセスが確保されていること。 

・環境衛生上、問題のないこと。 
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（略） 

 

2-40 (2) 指定緊急避難場所の指定 

災害が発生し、又は発生のおそれがある場合にその危険から逃れるため、避難所へ避難する前に、避難者が

一時的に集合して状況の確認、集団を形成する場所を、都市公園、学校の校庭（屋外運動場）等を利用して

指定緊急避難場所として異常な現象の種類ごとに指定する。 

指定緊急避難場所は、おおむね次の基準により指定、整備する。 

 

   □指定緊急避難場所の要件 

・１ha程度のオープンスペースが確保されていること。 
・一定の地区単位で集団を形成するため、集合する人々の生活圏と関連した場所と
すること。 
・四方に出入り口があり、常時出入り口が確保されていること。 
・情報伝達上の利便性があること。 
・公有地であること。 

注）指定緊急避難場所と指定避難所は、相互に兼ねることができる。 

（略） 

 

(2) 指定緊急避難場所の指定 

災害が発生し、又は発生のおそれがある場合にその危険から逃れるため、避難所へ避難する前に、避難者が

一時的に集合して状況の確認、集団を形成する場所を、都市公園、学校の校庭（屋外運動場）等を利用して

指定緊急避難場所として異常な現象の種類ごとに指定する。 

指定緊急避難場所は、おおむね次の基準により指定、整備する。 

 

□指定緊急避難場所の指定基準 

地震以外の災害を対象とする避難場所は、次の a～cの条件を満たすこと 
地震を対象とする避難場所については、次の a～dの全ての条件を満たすこと 
a) 災害発生時に迅速に避難場所の開放を行うことが可能な管理体制等を有してい
ること 

b) 他の法律等により指定される危険区域外に立地していること 
c) 周辺等に災害が発生した場合に人の生命及び身体に危険を及ぼすおそれのある
物がない場所に位置すること 

d) 耐震基準を満たしており、安全な構造であること 

注）指定緊急避難場所と指定避難所は、相互に兼ねることができる。 

（略） 

 

2-43 ②指定緊急避難場所の収容能力 

本市の指定緊急避難場所の収容能力は、次に示すとおりである。 

本市の指定緊急避難場所全体の収容能力は 703,050人であり、最も多くの避難者が発生する「関東平野北西

縁断層帯地震」による避難者数はもとより、本市の人口 353,260人（令和３年１月１日現在）に対しても十

分な収容能力を確保している。 

 

②指定緊急避難場所の収容能力 

本市の指定緊急避難場所の収容能力は、次に示すとおりである。 

本市の指定緊急避難場所全体の収容能力は 703,050人であり、最も多くの避難者が発生する「関東平野北西

縁断層帯地震」による避難者数はもとより、本市の人口 353,260人（令和３年１月１日現在）に対しても十

分な収容能力を確保している。 

ただし、本庁地区など人口密度が高い地区では、より多くの収容能力を確保する必要があることから、引き

続き指定緊急避難場所の整備を推進する。 

 

2-44 (5) 福祉避難所の指定 

介護を必要とする寝たきりの高齢者、障害者又は乳幼児などの要配慮者に対する避難収容施設である福祉避

難所を指定する。 

福祉避難所は、原則として耐震性・耐火性が高く、バリアフリー化された施設で、生活相談職員等の確保が

比較的容易である社会福祉施設等から選定し、災害時の受入れ体制及び移送体制等について事前の体制整備

に努める。 

また、適切な場所にこのような施設がない場合又は不足する場合は、必要に応じて、公的な宿泊施設、民間

の旅館、ホテル等の借り上げや、応急的措置として、教室・保健室を含め、一般の避難所に要配慮者のため

に区画された部屋を「福祉避難室」（仮称）として対応することも検討する。 

（略） 

 

(5) 福祉避難所の指定 

介護を必要とする寝たきりの高齢者、障害者又は乳幼児などの要配慮者に対する避難収容施設である福祉避

難所を指定する。 

福祉避難所は、原則として耐震性・耐火性が高く、バリアフリー化され、可能な限り居室を確保できる施設

とし、生活相談職員等の確保が比較的容易である社会福祉施設等から選定し、災害時の受入れ体制及び移送

体制等について事前の体制整備に努める。 

また、適切な場所にこのような施設がない場合又は不足する場合は、必要に応じて、公的な宿泊施設、民間

の旅館、ホテル等の借り上げや、応急的措置として、教室・保健室を含め、一般の避難所に要配慮者のため

に区画された部屋を「要配慮者用スペース」として対応することも検討する。 

（略） 

 

2-45 (1) 避難路の指定 

避難路は、被災地から指定緊急避難避難所や指定避難所を結ぶ道路であり、次の基準により指定する。 

(1) 避難路の指定 

避難路は、被災地から指定緊急避難避難所や指定避難所を結ぶ道路であり、次の基準により指定する。 
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    □避難路の要件 

 ・避難路は、おおむね６ｍ以上の幅員を有するものとする。 

・避難路は、相互に交差しないものとする。 

 ・避難路沿いには、火災・爆発等、危険が伴う工場がないよう配慮する｡ 

 ・避難路の選択にあたっては、住民の理解と協力を得て選定する。 

 ・避難路については、複数の道路を選定する等、周辺地域の状況を勘案して行う。 

（略） 

 

 

□避難路の要件 

 ・避難路は、幅員 15m以上の道路又は幅員 10m以上の緑道とする。 

・避難路は、相互に交差しないものとする。 

・避難路沿いには、火災・爆発等の危険の大きな工場がないよう配慮する｡ 

 ・避難路の選択にあたっては、住民の理解と協力を得る。 

 ・避難路については、複数の道路を選定する等、周辺地域の状況を勘案して行う。 

（略） 

 

2-51 (1) 初動配備体制の整備 

阪神・淡路大震災では、交通網の途絶、通信のふくそう、職員自身の被災という悪条件の中で、職員の参集

が遅れ、初動対応に支障が生じた。 

そのため、本市は、突然の大地震に対して、特に夜間・休日等の勤務時間外であっても速やかに対応できる

ように、震度４以上を観測した地震に対しては、自動的に防災体制を立ち上げるものとする。 

 

(1) 初動配備体制の整備 

阪神・淡路大震災では、交通網の途絶、通信のふくそう、職員自身の被災という悪条件の中で、職員の参集

が遅れ、初動対応に支障が生じた。 

そのため、本市は、突然の大地震に対して、特に夜間・休日等の勤務時間外であっても速やかに対応できる

ように、職員危機管理防災マニュアルに基づき、震度４以上を観測した地震に対しては、自動的に防災体制

を立ち上げるものとする。 

 

2-52 １．２ 動員計画等の整備 

 

突然の地震に対しても応急対策活動を迅速かつ的確に実施するため、震度階級に応じた職員の動員計画を定

め、それに伴う活動マニュアルを作成するとともに、職員に対する防災教育を実施するものとする。 

本市の動員計画等の整備は、以下の方策をもって推進する。 

 

１．２ 動員計画等の整備 

 

突然の地震に対しても応急対策活動を迅速かつ的確に実施するため、震度階級に応じた職員の動員計画を定

め、それに伴う活動マニュアルを作成するとともに、職員に対する防災教育を実施するものとする。 

また、災害時に活用できる人材を確保し、即応できる体制を整備するため、退職者（自衛隊等の国の機関の

退職者を含む。）の活用や、民間の人材の任期付き採用等の人材確保方策を検討する。 

本市の動員計画等の整備は、以下の方策をもって推進する。 

 

2-54 １.３ 職員の防災教育 

【防災危機管理室】 

（略） 

(1) 一般職員の防災教育 

（略） 

(2) 防災担当職員の教育 

（略） 

（新設） 

１.３ 職員の防災教育 

【防災危機管理室】 

（略） 

(1) 一般職員の防災教育 

（略） 

(2) 防災担当職員の教育 

（略） 

(3) 市長及び幹部職員の教育 

市長及び市幹部職員は、国等が実施する、市長及び市幹部職員を対象とした研修への参加や、公開用 eラー

ニングの活用等を通じて、初動対応等の災害対応能力の向上に努めるものとする。 

（略） 

 

2-60 (6) 受入れ体制の整備 

他市町村からの応援部隊が効率的に応援活動を実施できるよう、受援計画を策定し、災害時の受入れ窓口や

応援要請手順、指揮連絡系統、応援部隊の集結場所等を明確化し、併せて関係職員への周知を図る。 

(6) 受入れ体制の整備 

市及び県は、大規模災害発生時等に国や地方自治体など外部からの応援を迅速かつ円滑に受け入れられるよ

う、以下のとおりあらかじめ受入体制を整備する。 
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・県は、外部からの応援を迅速かつ円滑に応援を受け入れる体制を確保するため、「埼

玉県広域受援計画」を策定している。市も広域受援計画の策定に努めるものとする。 

・応援職員等を迅速・的確に受け入れて情報共有や各種調整等を行うための受援体制の

整備に努めるものとする。特に、庁内全体及び各業務担当部署における受援担当者の

選定や応援職員等の執務スペースの確保を行うものとする。 

・消防、警察等の応援部隊が被災地で活動するための活動拠点や応援物資の受入拠点を

定めるともに、拠点の運営体制を整備する。 

・防災関係機関への応援・協力要請等の手続が円滑に行えるよう、あらかじめ要請手

続、要請内容、経費負担等に関する協定の締結又は事前協議を行い、その内容をマニ

ュアル化して職員への周知徹底を図るとともに、平常時から訓練及び情報交換等を実

施する。 

・情報伝達ルートの多重化及び情報交換のための収集・連絡体制の明確化に努める。 
 

   

2-61 

 

第２ 災害情報収集・伝達体制の整備 

大規模地震が発生した場合、本市及び防災関係機関が応急復旧対策を実施するためには、多くの災害情報を

迅速かつ的確に収集伝達し、処理できるシステムを構築する必要がある。 

また、近年の情報通信技術の進展に伴い、各種の先端技術が災害情報システムに適用することが可能になり

つつあり、こうした成果を踏まえる必要もある。 

さらに、想定される地震の種類、地域特性及び時間特性により、必要となる災害情報の種類や収集伝達に関

するポイントが異なってくるため、夜間に地震が発生した場合や、被害が局地的に発生した場合でも、迅速

かつ的確な災害情報の収集・伝達が可能な体制を確保しておく必要がある。 

災害情報収集・伝達体制の整備は以下の施策により推進する。 

（略） 

 

第２ 災害情報収集・伝達体制の整備 

大規模地震が発生した場合、本市及び防災関係機関が応急復旧対策を実施するためには、多くの災害情報を

迅速かつ的確に収集伝達し、処理できるシステムを構築する必要がある。 

また、近年の情報通信技術の進展に伴い、各種の先端技術が災害情報システムに適用することが可能になり

つつあり、こうした成果を踏まえる必要もある。本市においても、効果的・効率的な防災対策を行うため、

災害対応に必要な情報項目等の標準化や、システムを活用したデータ収集・分析・加工・共有の体制整備に

努めるものとする。 

さらに、想定される地震の種類、地域特性及び時間特性により、必要となる災害情報の種類や収集伝達に関

するポイントが異なってくるため、夜間に地震が発生した場合や、被害が局地的に発生した場合でも、迅速

かつ的確な災害情報の収集・伝達が可能な体制を確保しておく必要がある。 

（略） 

 

2-63 ■本市の主な通信手段 

主な通信手段 主な通信区間 

有線 
一般加入電話 

災害対策本部・防災関係機関との連絡 
災害時優先電話 

無線 

地域衛星通信ネットワーク 災害対策本部 ～ 全国自治体･防災関係機関等 

県防災行政無線 災害対策本部 ～ 埼玉県・近隣市町・防災関係機関 

市防災行政無線(固定系) 災害対策本部 → 市内各所 

市防災行政無線(移動系) 災害対策本部 ～ 防災拠点 
 

■本市の主な通信手段 

主な通信手段 主な通信区間 

有線 
一般加入電話 

災害対策本部・防災関係機関との連絡 
災害時優先電話 

無線 

地域衛星通信ネットワーク 災害対策本部 ～ 全国自治体･防災関係機関等 

県防災行政無線 災害対策本部 ～ 埼玉県・近隣市町・防災関係機関 

市防災行政無線(固定系) 災害対策本部 → 市内各所 

ＩＰ無線 災害対策本部 ～ 防災拠点 
 

   

2-64 ２.２ 被害情報の早期収集体制の整備 ２.２ 被害情報の早期収集体制の整備 
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【防災危機管理室】 

（略） 

(1) 情報収集体制の強化 

（略） 

(2) 情報統括責任者の選任 

（略） 

(3) 情報の一元管理・共有化 

（略） 

(4) 情報処理分析体制の整備 

（略） 

(5) 自主防災組織等からの情報収集 

（略） 

（新設） 

 

 

(6) ヘリコプターによる状況把握 

本市は、朝日航洋(株)と、災害時におけるヘリコプターの優先利用に関する協定を締結しており、地震災害

時には早期に高所から市内全域の被災状況を把握できるように、災害時の臨時ヘリポートの指定等を図る。 

 

 

『 ➔ 資料１.36「災害時におけるヘリコプターの優先利用に関する協定」参照 』 

 

(7) アマチュア無線等からの情報収集 

（略） 

 

【防災危機管理室】 

（略） 

(1) 情報収集体制の強化 

（略） 

(2) 情報統括責任者の選任 

（略） 

(3) 情報の一元管理・共有化 

（略） 

(4) 情報処理分析体制の整備 

（略） 

(5) 自主防災組織等からの情報収集 

（略） 

(6) SNS情報の収集・分析 

市は、市民等により発信される SNS情報を収集・分析し、災害対応への活用を検討する。 

 

(7) ヘリコプター等による状況把握 

本市は、朝日航洋(株)と、災害時におけるヘリコプターの優先利用に関する協定を締結しており、地震災害

時には早期に高所から市内全域の被災状況を把握できるように、災害時の臨時ヘリポートの指定等を図る。 

このほか、必要に応じ、本市は無人航空機（ドローン）の活用について検討する。 

 

『 ➔ 資料１.38「災害時におけるヘリコプターの優先利用に関する協定」参照 』 

 

(8) アマチュア無線等からの情報収集 

（略） 

 

2-65 (1)防災行政無線の整備・充実 

①防災行政無線の整備方針 

既存の防災行政無線（固定系）のデジタル化の整備を推進する。当面の目標として固定系無線のデジタ

ル化を令和元年度末までに行う。防災行政無線（移動系）に関しても、可能な限り早期にデジタル化を

行う。 

 

②防災拠点への配備 

本市は、防災行政無線の整備を進めており、平常時における行政放送、地震災害時における非常通信手段と

して、市民生活に密着した無線の整備を行ってきたが、今後、防災中枢拠点と地域防災拠点、指定避難所等

との通信を確実なものとするため、これらの施設への防災行政無線（移動系）の配備を検討する。 

 

③防災行政無線の配置見直し 

避難情報等の災害情報や平常時の災害情報を適時市民に提供するために、新たな宅地の形成動向をかんが

(1)防災行政無線の整備・充実 

①防災行政無線のデジタル化整備 

防災行政無線（固定系）のデジタル化更新整備が完了したため、情報連携機能を活用したメール配信やｉＦ

ＡＸ等の情報伝達手段の多様化を推進する。 

 

 

②防災拠点への配備 

防災中枢拠点、地域防災拠点、指定避難所等にＩＰ無線を配備し、災害時に情報収集、連絡を行う。 

 

 

 

③防災行政無線の配置見直し 

避難情報等の災害情報や平常時の災害情報を適時市民に提供するために、新たな宅地の形成動向をかんが
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み、防災行政無線（固定系）の配置箇所を適宜検討し、必要に応じて設置箇所の増設、移動等を行う。 

また、地域防災拠点に位置づけられている各地区の施設には、防災行政無線（移動系）を設置し、災害時に

情報収集、連絡を行う。 

 

み、防災行政無線（固定系）の配置箇所を適宜検討し、必要に応じて設置箇所の増設、移動等を行う。 

 

 

2-76 (3) 輸送体制の整備 

本市は、地震災害時の物資の輸送力の確保を図るため、市内輸送業者と十分協議し、協力が得られるように

協定を締結するなど協力体制の確立に努める。 

 

 

 

 

『 ➔ 資料１.18 「災害時における物資の輸送に関する協定（埼玉県トラック協会）」参照 』 

（略） 

 

(3) 調達・輸送体制の整備 

市は、あらかじめ備蓄・調達体制を整備し、必要な物資の供給のための計画を定めておくとともに、物資調

達・輸送調整等支援システムを活用し、備蓄物資や物資拠点の登録に努める。 

また特に、市は、地震災害時の物資の輸送力の強化を図るため、輸送に関する協定を締結した市内輸送業者

と協議し、民間輸送事業者の物流センター等、物資拠点施設の活用を検討する等、協定で定めた支援の拡張、

協力体制の更なる強化に努める。 

 

『 ➔ 資料１.18 「災害時における物資の輸送に関する協定（埼玉県トラック協会）」参照 』 

（略） 

 

 

 

 

 

 

2-77 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 消防署所の整備 

住民が安全で安心な暮らしを支える消防活動体制を維持向上させるため、組合の中枢である川越地区消防

局・川越北消防署の新庁舎の整備を図る。 

また、市街地の拡大に対応し、消防署及び分署の新設、改築、改修や適正な配置、消防装備の充実強化を図

るとともに、消防職員の増強や資質の向上に努めるなど消防力の強化を図る。 

 

 

 

 

(2) 予防体制の整備 

（略） 

 

(3) 消防活動体制の整備 

大規模かつ多様化する火災、救助、救急需要に対応するため、消防ポンプ車、化学車、救助工作車、はしご

車、高規格救急車、支援車等の計画的な整備及び救急救命士の養成と併せ救急医療機関との連携を図るとと

もに、隊員の教育及び各種消防訓練を実施するための総合的な訓練施設を整備し、警防、救助及び救急体制

の強化を図る。 

その他、大規模かつ広域な災害に対応する施設の整備を図る。 

 

(1) 消防署所の整備 

住民が安全で安心な暮らしを支える消防活動体制の維持向上を図るため、現在洪水浸水想定区域に活動の拠

点を置く川越地区消防局・川越北消防署を移転整備する。なお、現在の消防力を維持しつつ移転可能な範囲

は、同区域内であることから敷地嵩上げによる浸水対策を行う。 

また、市街地の拡大に対応し、消防署及び分署の新設、改築、改修や適正な配置のほか、洪水浸水想定区域

にある消防署所の浸水対策を図る。 

その他、感染症流行下における消防力の維持及び確保のため、施設及び設備の整備を図り、万全な感染症対

策を講じる。 

 

(2) 予防体制の整備 

（略） 

 

(3) 消防活動体制の整備 

大規模かつ多様化する火災、救助、救急需要に対応するため、消防ポンプ車、化学車、救助工作車、はしご

車、高規格救急車、支援車等の計画的な整備及び救急救命士の養成と併せ救急医療機関との連携を図るとと

もに、隊員の教育及び各種消防訓練を実施するための総合的な訓練施設を整備し、警防、救助及び救急体制

の強化を図る。 

その他、大規模かつ広域な災害や複雑多様化する災害に対し施設整備や消防装備の充実強化を図るととも

に、消防職員の増強や資質の向上に努め、消防力の強化を図る。 

《参考》 

◆物資調達・輸送調整等支援システム 

物資調達・輸送調整等支援システムとは、国と自治体間で物資・輸送

等に必要な情報を共有し、調整を効率化することで、迅速かつ円滑な被

災者への物資支援を実現するために内閣府が導入したシステムである。 
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2-79 

 

(4) 消防通信体制の整備 

地震災害時の同時多発火災や救助・救急事案に対処するためには、災害情報及び消防部隊運用情報等を正確

に把握し、効率的な部隊運用を図るとともに、高度化する消防指令センター（高機能消防指令センター）を

計画的に整備・更新し、消防救急デジタル無線網を構築することにより、車両の効果的運用、支援情報の高

度化、情報伝達の確実化、秘匿性を向上させ消防通信体制の強化を図る。 

 

 

(5) 消防水利施設の整備 

（略） 

 

(6)非常用車両等の整備 

①非常用車両等の整備 

地震災害時の早期情報収集のため、オートバイを計画的に整備するとともに、大規模災害に対処するため、

消防ポンプ車、救急車等の非常用車両を計画的に増強整備する。 

 

②消火用資器材等の整備 

（略） 

 

③隊員用装備品の整備 

（略） 

 

(7) 消防団消防力の強化 

消防団は、地震災害時には常備消防と協力し、消防活動を行うとともに、平常時には地域住民に対して、出

火の防止、初期消火等の指導を行うなど地域の防災活動の中核として重要な役割を担っている。一方、サラ

リーマン化及び高齢化が進行しており、団員確保が急務となっている。 

このため、地震災害時に対応できるよう、消防団本部室等の整備や老朽化した分団車庫の建替え、移転等を

行うとともに、分団消防車を計画的に更新整備していく。また、装備を充実し、ホース等の資器材について

も増強し、整備を図る。 

また、青年層・女性層を始めとした団員の入団促進等消防団の活性化を推進し、その育成を図る。 

 

(4) 消防通信体制の整備 

地震災害時の同時多発火災や救助・救急事案に対処するためには、災害情報及び消防部隊運用情報等を正確

に把握し、効率的な部隊運用を図るとともに、高度化する消防指令センター（高機能消防指令センター）を

計画的に整備・更新し、消防救急デジタル無線網を構築することにより、車両の効果的運用、支援情報の高

度化、情報伝達の確実化、秘匿性を向上させ消防通信体制の強化を図る。 

また、洪水浸水想定区域にある現在の消防局庁舎の移転に合わせて消防指令センターの更新を図る。 

 

(5) 消防水利施設の整備 

（略） 

 

(6)非常用車両等の整備 

①非常用車両等の整備 

地震災害時の情報収集及び大規模災害に対処するため、消防ポンプ自動車、救急車等の非常用車両を計画的

に整備を図る。 

 

②消火用資器材等の整備 

（略） 

 

③隊員用装備品の整備 

（略） 

 

(7) 消防団消防力の強化 

消防団は、地震災害時には常備消防と協力し、消防活動を行うとともに、平常時には地域住民に対して、出

火の防止、初期消火等の指導を行うなど地域の防災活動の中核として重要な役割を担っている。一方、サラ

リーマン化及び高齢化が進行しており、団員確保が急務となっている。 

このため、地震災害時等に常備消防と連携し迅速な意思決定を図り、対応できるよう、消防局庁舎に消防団

本部室等の整備を図るとともに老朽化等で大規模災害に不安のある分団車庫の建替えや移転等を行うとと

もに、分団消防車を計画的に更新整備していく。また、消防団の多様化する災害活動に合わせた装備品、ホ

ース等の資器材の増強を図る。 

また、青年層・女性層を始めとした団員の入団促進等消防団の活性化を推進し、その育成を図る。 

 

2-82 (1) 医療情報ネットワークの構築 

市災害対策本部、医療救護所、防災関係機関は、医療情報を迅速に収集・伝達・共有できるよう情報ネット

ワークの構築に努める。 

医療情報の連絡網の全体構成は、次に示すとおりである。 

 

 

(1) 医療情報ネットワークの構築 

市災害対策本部、医療救護所、防災関係機関は、医療情報を迅速に収集・伝達・共有できるよう情報ネット

ワークの構築に努める。 

医療情報の連絡網の全体構成は、次に示すとおりである。 

 

 



- 19 - 

新頁 旧 新（素案） 

 

■医療情報ネットワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■医療情報ネットワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-83 (2) 通信機器の整備 

医療救護所及び病院・一般診療所を含め、地震災害時に医療情報を迅速かつ的確に収集・伝達ができる通信

手段の整備を図る。 

 

(2) 通信機器の整備 

地震災害時における非常通信手段として、一般社団法人川越市医師会との医療情報の連絡調整に IP 無線を

活用する。 

また、医療救護所及び病院・一般診療所を含め、地震災害時に医療情報を迅速かつ的確に収集・伝達ができ

る通信手段の整備を図る。 

 

2-84 (3) 救護医療機関の指定 

本市は、地震災害時の初期救護医療機関を、市医師会と協議し指定する。 

なお、市内の救急病院等については、資料編に添付した。 

『 ➔ 資料２.11「救急病院・救急診療所（川越市）」参照 』 

 

(3) 救急病院等での救護体制の整備 

本市は、医療救護所等で対応できない負傷者等を、市内の救急病院等において速やかに治療及び入院等の救

護ができる体制を整備する。 

『 ➔ 資料２.11「救急病院・救急診療所（川越市）」参照 』 

 

2-85 (2) 搬送体制の整備 

医療救護所から市内の医療機関への負傷者の搬送（一次搬送）、あるいは市外への広域搬送（二次搬送）が必

要な負傷者を想定して、救急車、ヘリコプター等を利用した搬送手段について、事前に関係機関と協議・調

整を図る。 

なお、埼玉県には平成３年４月１日から運航を開始した埼玉県防災航空隊があり、傷病者の搬送等にも活用

(2) 搬送体制の整備 

医療救護所から市内の医療機関への負傷者の搬送（一次搬送）、あるいは市外への広域搬送（二次搬送）が必

要な負傷者を想定して、救急車、ヘリコプター等を利用した搬送手段について、事前に関係機関と協議・調

整を図る。 

埼玉県では防災ヘリコプターやドクターヘリ（埼玉医科大学総合医療センター）により負傷者の搬送を行い、

埼玉県災害対策本部 

（保健医療部） 

埼 玉 県 医 師 会 

埼玉県歯科医師会 

埼玉県看護協会 

埼玉県薬剤師会 

川越市災害対策本部 

医療班 

（保健所） 

(独)国立病院機構 

医療救護所 

(避難所) 

(一社)川越市医師会 

日本赤十字社埼玉県支

出動要請 

医療救護班 

の派遣 

連絡調整 

連絡調整 

医療救護班の編成・派遣 

指示 

出動要請 

出動要請 

出動要請 

医療救護班 

の派遣 

医療救護班 

の派遣 

指示 

要請 

埼玉県災害対策本部 

（保健医療部） 

埼 玉 県 医 師 会 

埼玉県歯科医師会 

埼玉県看護協会 

埼玉県薬剤師会 

川越市災害対策本部 

医療班 

（保健所） 

(独)国立病院機構 

医療救護所 

(避難所) 

(一社)川越市医師会 

日本赤十字社埼玉県支

出動要請 

医療救護班 

の派遣 

連絡調整 

連絡調整 

医療救護班の編成・出動 

指示 

出動要請 

出動要請 

出動要請 

医療救護班 

の派遣 

医療救護班 

の派遣 

指示 
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されている。また、平成 19年 10月 26日からドクターヘリ（埼玉医科大学総合医療センター）の運用が開始

されている。 

さらに、大規模災害時には、埼玉県においては、航空自衛隊入間基地内に広域医療搬送拠点が設置される。 

（略） 

 

被災地外の医療機関への搬送も想定し、広域医療搬送体制を整備する計画となっている。 

災害時におけるヘリコプターによる負傷者の搬送が円滑に行われるよう、本市は事前に県と協議・調整を図

ることに努める。 

（略） 

 

2-89 

 

 

 

 

 

 

2-90 

６.１ 防疫活動体制の整備 

【保健予防課、食品・環境衛生課、衛生検査課、健康管理課、健康づくり支援課】 

（略） 

(1) 活動体制の整備 

（略） 

(2) 感染症予防体制の整備 

（略）  

（新設） 

 

 

 

 

 

(3) まん延防止体制の整備 

（略） 

 

６.１ 防疫活動体制の整備 

【保健予防課、食品・環境衛生課、衛生検査課、健康管理課、健康づくり支援課】 

（略） 

(1) 活動体制の整備 

（略） 

(2) 感染症予防体制の整備 

（略） 

(3) 自宅療養者の安全確保対策 

市は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の自宅療養者等の被災に備えて、平常時からハザードマップ

等に基づき、自宅療養者等が危険エリアに居住しているか確認を行うよう努める。また、発災または発災の

恐れがある場合においては、自宅療養者の避難の確保に向け、防災担当と保健所は連携し、検討・調整の上、

必要に応じて、自宅療養者等に対し、避難の確保に向けた情報を提供するよう努めるものとする。 

 

(4) まん延防止体制の整備 

（略） 

 

2-90 ６.２ 防疫薬品・資機材の整備 

【保健予防課、食品・環境衛生課、衛生検査課】 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

(1) 薬剤の調達体制の整備 

（略） 

(2) 資機材の調達体制の整備 

（略） 

 

６.２ 防疫薬品・資機材の整備 

【保健予防課、食品・環境衛生課、衛生検査課、防災危機管理室】 

（略） 

(1) 新型コロナウイルス感染症等の感染症対策に向けた備蓄 

新型コロナウイルス等感染症対策として、感染防止に必要な物資・資材(使い捨て手袋・フェイスガード、マ

スク、消毒液、携帯トイレ、簡易トイレ、段ボールベッド、パーテーション等)の備蓄に努めるものとする。 

このほか、特に新型コロナウイルス感染症対策に向けた備蓄については、避難所における新型コロナウイル

ス感染症への対応マニュアルに基づき実施する。 

 

(2) 薬剤の調達体制の整備 

（略） 

(3) 資機材の調達体制の整備 

（略） 
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2-94 
  ■埼玉県指定緊急輸送道路（本市域関連）             ［平成 28年３月改訂］ 

区分 基準 該当道路（区間） 

 第一次特定 

 緊急輸送道路 

消火活動や人命救助を

最優先として高速道路

や国道など４車線道路

とこれを補完する広域

幹線道路 

・関越自動車道 
（所沢市城（都境）～上里町五明（群馬県境）） 

・首都圏中央連絡自動車道 
（入間市木蓮寺（都境）～幸手市木立（茨城県境）

） 
・国道16号 

(入間市二本木(都境)～春日部市西金野井(千葉県
境)) 
・国道254号 

(川越市小仙波（16号との交差点）～神川町肥土(
群馬県境))  
・国道254号バイパス 

(富士見市下南畑(463号との交差点)～ 
川越市小仙波（16号との交差点）） 
・国道407号 

（狭山市根岸（299号との交差点）～ 
東松山下野本（254号

との交差点）） 

 第一次 

 緊急輸送道路 

地域間の支援活動とし

てネットワークさせる

主要幹線路線 

・国道254号 
(新座市中野(英IC)～川越市新宿町(16号との交差

点)) 
・主要地方道川越栗橋線 

(川越市宮元町(254号との交差点)～ 
久喜市西大輪(さいたま栗橋

線との交差点)) 
・主要地方道川越日高線 

(川越市小仙波(254号との交差点)～ 
日高市久保(299号との

交差点))  
・主要地方道川越上尾線 

(川越市松江町(川越日高線との交差点)～ 
上尾市愛宕(17号

との交差点))  

 第二次 

 緊急輸送道路 

地域内の防災拠点など

を連絡する路線 

・主要地方道川越所沢線 
(川越市新宿町(16号との交差点)～ 

所沢市下安松(練馬所沢
線との交差点)) 
・主要地方道川越入間線 

(川越市今福(川越所沢線との交差点)～ 
入間市宮寺(16号と

の交差点))  
・主要地方道川越坂戸毛呂山線 

(川越市連雀町(川越日高線との交差点)～ 
坂戸市にっさい花みず木(坂戸西IC入口)） 

・主要地方道さいたまふじみ野所沢線 
(ふじみ野市亀久保(254号との交差点)～ 

川越市渋井(254号BPとの交差点))   

（略） 

 

■埼玉県指定緊急輸送道路（本市域関連）             ［令和 2年 8月改訂］ 

区分 基準 該当道路（区間） 

 第一次特定 

 緊急輸送道路 

消火活動や人命救助を

最優先として高速道路

や国道など４車線道路

とこれを補完する広域

幹線道路 

・関越自動車道 
（新座市片山（都境）～上里町五明（群馬県境）） 

・首都圏中央連絡自動車道 
（入間市木蓮寺（都境）～幸手市木立（茨城県境）

） 
・国道16号 

(入間市二本木(都境)～春日部市西金野井(千葉県
境)) 
・国道254号 

(川越市小仙波（16号との交差点）～神川町肥土(
群馬県境))  
・国道254号バイパス 

(富士見市下南畑(463号との交差点)～ 
川越市小仙波（16号との交差点）） 
・国道407号 

（熊谷市妻沼（群馬県境）～ 
東松山柏崎（254号と

の交差点）） 

 第一次 

 緊急輸送道路 

地域間の支援活動とし

てネットワークさせる

主要幹線路線 

・国道254号 
(新座市中野(英IC)～川越市新宿町(16号との交差

点)) 
・主要地方道川越栗橋線 

(川越市宮元町(254号との交差点)～ 
久喜市西大輪(さいたま栗橋

線との交差点)) 
・主要地方道川越日高線 

(川越市小仙波(254号との交差点)～ 
日高市久保(299号との

交差点))  
・主要地方道川越上尾線 

(川越市松江町(川越日高線との交差点)～ 
上尾市愛宕(17号

との交差点))  

 第二次 

 緊急輸送道路 

地域内の防災拠点など

を連絡する路線 

・主要地方道川越所沢線 
(川越市新宿町(16号との交差点)～ 

所沢市下安松(練馬所沢
線との交差点)) 
・主要地方道川越入間線 

(川越市今福(川越所沢線との交差点)～ 
入間市宮寺(16号と

の交差点))  
・主要地方道川越坂戸毛呂山線 

(川越市上寺山(川越北環状線との交差点)～ 
坂戸市にっさい花みず木(坂

戸西IC入口)） 
・主要地方道さいたまふじみ野所沢線 

(川越市渋井(254号BPとの交差点)～ 
ふじみ野市亀久保(254号との交差点))   

 （略） 

 

2-97 第８ 廃棄物処理体制の整備 

地震災害時には、家屋の倒壊、火災等によって、瓦礫、木くず、ごみ、し尿、処理困難物等の災害廃棄物が

多量に排出される。また、避難所等においても、生活ごみ、し尿の処理需要が発生するほか、ライフライン

の停止、廃棄物処理施設の損壊や下水処理施設の損壊による処理機能の低下が予想される。 

このため、発生したごみ及びし尿を迅速に処理し、被災地の環境衛生の維持を図る必要がある。 

廃棄物処理体制の整備を促進するための施策を次に示す。 

第８ 廃棄物処理体制の整備 

地震災害時には、家屋の倒壊、火災等によって、木くず、コンクリートがら等、金属くず、腐敗性廃棄物、

処理困難物等の通常の一般廃棄物とは異なる性状の廃棄物が大量に発生するとともに避難所からの生活ご

みやし尿に対する処理対策も必要となるほか、ライフラインの停止、廃棄物処理施設の損壊や下水処理施設

の損壊による処理機能の低下が予想される。 

災害により発生した廃棄物を迅速に処理し、被災地の環境衛生の維持を図る必要があるため、災害廃棄物処
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（略） 

 

理体制を整備する。災害廃棄物処理体制の整備を促進するための施策を次に示す。 

（略） 

 

2-97 (1) 災害廃棄物発生量の推定 

（略） 

■災害廃棄物の推計量（東京湾北部地震の場合） 

（略） 

■災害廃棄物の推計量（関東平野北西縁断層帯地震の場合） 

（略） 

 

(1) 災害廃棄物発生量の推定 

（略） 

■災害廃棄物の推計量（東京湾北部地震の場合） 

（略） 

■災害廃棄物の推計量（関東平野北西縁断層帯地震の場合） 

（略） 

 ■種類別の災害廃棄物の推計量（川越市） 

 
総量 

（トン） 

災害廃棄物（トン） 

可燃物 不燃物 コンクリートがら 金属 柱角材 

東京湾 

北部地震 
15,390 723 5,958 7,915 526 269 

関東平野北西

縁断層帯地震 
869,618 62,284 267,603 489,402 27,007 23,322 

出典）埼玉県災害廃棄物処理指針 

（略） 

 

2-98 (2) 仮置場（一時保管所）の確保 

①仮置場面積の推定 

関東平野北西縁断層帯地震の被害想定の結果に基づき災害廃棄物等の仮置場として必要な面積を 24.3ha と

推定している。 

また、東京湾北部地震の場合は、被害想定の結果に基づき災害廃棄物等の仮置場として必要な面積を 0.55ha

と推定している。 

 

②仮置場の把握 

災害廃棄物を最終処分するまでの間の仮置場の候補地は、以下のとおりとするが、さらに、可能な限り多く

確保するように努める。また、進入経路及び分別の種別・仕方を想定しておく。 

(2) 仮置場候補地の確保 

①仮置場面積の推定 

関東平野北西縁断層帯地震の被害想定の結果に基づき災害廃棄物等の仮置場候補地として必要な面積を

24haと推定している。 

また、東京湾北部地震の場合は、被害想定の結果に基づき災害廃棄物等の仮置場候補地として必要な面積を

0.55haと推定している。 

 

②仮置場候補地の把握 

災害廃棄物を最終処分するまでの間の仮置場の候補地は、以下のとおりとするが、さらに、可能な限り多く

確保するように努める。また、進入経路及び分別の種別・仕方を想定しておく。 

 

2-99 (3) ごみ処理体制の整備 

ごみの処理体制については、交通の分断や交通渋滞等を考慮し、あらかじめ作業に従事する人員及び車両を

確保する方法を検討するとともに、埼玉県内市町村及び一部事務組合で締結したごみ処理の広域的な相互応

援協定に基づき、広域的な相互応援体制の整備を図る。 

（略） 

 

(3) ごみ処理体制の整備 

ごみの処理体制については、交通の分断や交通渋滞等を考慮し、あらかじめ作業に従事する人員及び車両を

確保する方法を検討する。 

また、本市での処理が困難な場合に協力・支援を要請する、埼玉県清掃行政研究協議会や埼玉県一般廃棄物

連合会、大規模災害時廃棄物対策関東ブロック協議会等との連携・強化に努め、適宜、締結した協定の見直

しを行い、実効性向上に努める。 

このほか、仮置場の運営やごみの分別等多くの人員が必要となることから、必要に応じてボランティアによ

る協力を災害ボランティアセンターに要請する。 
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（略） 

 

2-100 ８.３  広報体制の整備 

【資源循環推進課】 

 

災害発生時には、一般廃棄物や災害廃棄物などの分別や排出方法に対する市民の混乱が予想される。さらに、

通常と異なる排出・処理方法を採用することから、ごみの処理に関する市民からの問合せへの対応に追われ

ることも想定される。 

このような事態を回避し、災害発生時においても廃棄物の迅速な収集運搬、適正な処理及び資源化を行うた

め、平常時から市民などに対して必要な広報等の啓発活動を行っていく。 

 

・災害発生時の一般廃棄物の分別及び排出方法 

・建築物の崩壊・解体に伴う災害廃棄物の処理方法 

・災害発生時における廃棄物関連情報の伝達方法 

（略） 

８.３  広報体制の整備 

【資源循環推進課】 

 

災害発生時には、一般廃棄物や災害廃棄物などの分別や排出方法に対する市民の混乱が予想される。さらに、

通常と異なる排出・処理方法を採用することから、ごみの処理に関する市民からの問合せへの対応に追われ

ることも想定される。 

このような事態を回避し、災害発生時に廃棄物の迅速な収集運搬、適正な処理及び資源化を行うため、平常

時から市民等に対して必要な広報等の啓発活動を行う。 

 

・災害発生時の一般廃棄物の分別及び排出方法 

・災害廃棄物（建築物の崩壊・解体に伴う廃棄物）の処理方法 

・災害発生時における廃棄物関連情報の伝達方法 

（略） 

 

2-100 （新設） ８.５ 職員の教育訓練 

【資源循環推進課、環境施設課、収集管理課、産業廃棄物指導課、環境対策課、環境政策課】 

 

災害発生時に廃棄物処理に関する計画及び対策の実行主体となる環境部の職員は、平時から災害時の廃棄物

処理に関する情報を積極的に収集するとともに、国・県等が開催する研修会等への参加や、教育訓練等の継

続的な実施に努めるものとする。 

 

 

８.６ 災害廃棄物処理計画の見直し 

【資源循環推進課、環境施設課、収集管理課、産業廃棄物指導課、環境対策課、環境政策課】 

 

災害廃棄物処理の実効性を高めるため、関係法令や上位・関連計画等の改定、災害に伴う教訓、訓練等を通

じて得られた課題等を踏まえ、必要に応じて災害廃棄物処理計画を見直すものとする。 

（略） 

 

2-117 第１ 防災意識の高揚 

地震による被害を未然に防止し軽減を図るためには、本市及び防災関係機関等による各種の災害対策を推進

すると同時に、市民一人ひとりが地域と生活を自らの手で守る気構えと行動が重要となる。 

本市及び防災関係機関等は、市民が生涯を通じた防災教育により災害対応力を高めるとともに、地域を守る

一員としての役割を認識し、積極的に防災学習を進める環境を整備する。 

次に、市民の防災意識の高揚を促進するための必要な施策を定める。 

（略） 

第１ 防災意識の高揚 

地震による被害を未然に防止し軽減を図るためには、本市及び防災関係機関等による各種の災害対策を推進

すると同時に、「自らの命は自らが守る」という意識の徹底や、地域の災害リスクととるべき避難行動等につ

いての住民の理解を促進するため、行政主導の公助のみでは限界があることを前提とし、市民主体の自助・

共助の取組みを支援・強化することにより、社会全体としての防災意識の高揚を図ることが必要である。 

自助・共助の強化に向けては、地域の災害リスクや自分は災害に遭わないという思い込み（正常性バイアス）

等をはじめとする、必要な知識を与える実践的な防災教育が必要である。 
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 本市及び防災関係機関等は、市民が生涯を通じた防災教育により災害対応力を高めるとともに、地域を守る

一員としての役割を認識し、積極的に防災学習を進める環境を整備する。 

次に、市民の防災意識の高揚を促進するための必要な施策を定める。 

（略） 

 

2-119 □家庭内三つの取組 

①家具の配置を見直し、家具類の転倒・落下・移動を防止する。 

②災害時に家族その他の緊急連絡を要する者との連絡手段として、災害用伝言ダイヤル等

の手段を確保する。 

③家庭内で備蓄を行う（最低３日間（推奨１週間）分を目標とする）。特に、飲料水や食料

などを普段から多めに常備し、利用しながら買い足すことを繰り返す「ローリング備

蓄」を導入する。 

 

（略） 

 

□家庭内の取組 

①家具の配置を見直し、家具類の転倒・落下・移動を防止する。 

②災害時に家族その他の緊急連絡を要する者との連絡手段として、災害用伝言ダイヤル等

の手段を確保する。 

③家庭内で備蓄を行う（最低３日間（推奨１週間）分を目標とする）。特に、飲料水や食料

などを普段から多めに常備し、利用しながら買い足すことを繰り返す「ローリングストッ

ク法」を導入する。また、災害時にはトイレが使えなくなるため、携帯トイレの備蓄（推

奨１週間分）を行う。 

④家屋等が被災した場合でも一定の補償を得て生活再建が可能となるよう、保険・共済等

への加入促進に努める。 

（略） 

 

2-125 (2) 実施方法 

本市の主催又は埼玉県との共催により防災関係機関、関係団体及び市民の協力を得て実施する。 

なお、総合防災訓練は、近年の災害状況等を考慮し、必要に応じて開催する。総合防災訓練を実施しない場

合には、図上訓練や避難所開設・運営訓練等の開催を検討する。 

（略） 

 

(2) 実施方法 

本市の主催又は埼玉県との共催により防災関係機関、関係団体及び市民の協力を得て実施する。 

なお、総合防災訓練は、近年の災害状況等を考慮し、必要に応じて開催する。総合防災訓練を実施しない場

合には、図上訓練や避難所開設・運営訓練等の開催を検討する。訓練の実施にあたっては、新型コロナウイ

ルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状況下を想定し、感染症対策について検証することに努め

る。 

（略） 

 

2-127 (2) 避難・救助訓練 

地震災害時における避難及び救助活動を迅速かつ的確に実施するため、次のとおり避難・救助訓練を実施す

る。 

 

①実施時期 

総合防災訓練等の訓練と併せて実施するほか、随時単独で実施する。 

 

②実施場所 

学校、社会教育施設、病院、工場、会社、事業所等収容人員の多い場所等、訓練効果のある場所とする。 

 

③実施方法 

 

□本市による避難・救助訓練 

(2) 避難・救助訓練 

地震災害時における避難及び救助活動を迅速かつ的確に実施するため、次のとおり避難・救助訓練を実施す

る。 

 

①実施時期 

総合防災訓練等の訓練と併せて実施するほか、随時単独で実施する。 

また、必要に応じて国や県等関係機関との合同訓練を実施する。 

 

②実施場所 

学校、社会教育施設、病院、工場、会社、事業所等収容人員の多い場所等、訓練効果のある場所とする。 

 

③実施方法 

 

□本市による避難・救助訓練 
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災害時において、避難の勧告及び立ち退き等の円滑、迅速、確実を期するため、本市

が中心となり警察及びその他関係機関の参加のもと、自主防災組織及び自治会、居住

者、滞在者の協力を得て実施する。 

 

   □保育所､小･中･高等学校､病院及び社会福祉施設等における訓練 

施設管理者は、地震災害時の乳幼児、児童生徒、傷病者、障害者及び高齢者等の災害

対応力の比較的低い施設利用者の生命・身体の安全を図り、被害を最小限にとどめる

ため、避難訓練を中心とした防災訓練を実施する。 

訓練にあたっては、あらかじめ各種の想定のもとに実施し、災害に対し、臨機応変の

措置がとれるよう常にその指導に努める。 

 

（略） 

 

災害時において、避難の指示及び立ち退き等の円滑、迅速、確実を期するため、

本市が中心となり警察及びその他関係機関の参加のもと、自主防災組織及び自治

会、居住者、滞在者の協力を得て実施する。 

 

□保育所､小･中･高等学校､病院及び社会福祉施設等における訓練 

施設管理者は、地震災害時の乳幼児、児童生徒、傷病者、障害者及び高齢者等の

災害対応力の比較的低い施設利用者の生命・身体の安全を図り、被害を最小限にと

どめるため、避難訓練を中心とした防災訓練を実施する。 

訓練にあたっては、あらかじめ各種の想定のもとに実施し、災害に対し、臨機応

変の措置がとれるよう常にその指導に努める。 

 

□広域避難に向けた関係機関との合同訓練 

市は、国及び関係機関と連携し、大規模地震災害時に円滑な広域避難が可能となる

よう、実践型の防災訓練を実施するよう努める。 

（略） 

 

2-128 (5) 地域防災拠点及び避難所開設訓練 

地震災害発生時の各地域における情報収集及び避難所開設等の初動体制の確立を図るため、地域防災拠点及

び避難所の開設訓練を実施する。訓練の実施にあたっては、女性を参加させるなど、女性の視点からも課題

を抽出できるよう、実施方法について工夫する。 

 

(5) 地域防災拠点及び避難所開設訓練 

地震災害発生時の各地域における情報収集及び避難所開設等の初動体制の確立を図るため、地域防災拠点及

び避難所の開設訓練を実施する。訓練の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大

のおそれがある状況下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した訓練とすることや女性を参加させるな

ど、女性の視点からも課題を抽出できるよう、実施方法について工夫する。 

 

2-133 ③自主防災組織のリーダー発掘・育成 

住民主体となって自主防災組織づくり及び運営を行うために、自主防災組織の市民リーダーの発掘・育成に

努める。また、男女のニーズの違いに配慮した活動を支援するため、女性の参画推進に努める。 

③自主防災組織のリーダー発掘・育成 

住民主体となって自主防災組織づくり及び運営を行うために、自主防災組織の市民リーダーの発掘・育成に

努める。併せて、女性の責任者又は副責任者を置くことなど、女性の参画の促進に努める。また、男女共同

参画の視点を踏まえた知識・訓練を指導できる人材の育成に努める。 

 

2-136 ①防災体制の強化 

消防組合では、多数の人が利用する事業所について、防火管理者の選任、消防計画の作成、各種訓練の実施、

消防用設備等の点検、整備などを行うよう指導し、出火の防止、初期消火体制の強化等が図られるよう努め

ている。また、複数の用途が存在し、管理権限が分かれている複合用途防火対象物については、発災時に事

業所の自衛消防組織が中心となって防災体制をとれるよう指導を図る。 

企業は、災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・地域との

共生）を十分に認識し、各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

するように努めるとともに、防災体制の整備、飲食物・物資等の備蓄、防災訓練、事業所の耐震化、予想被

害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し等を実施するなどの防災活動の推進に努めるものとする。 

また企業は、各企業が属する地域における防災力の向上を図るため、自主防災組織等の地域住民と共同し、

防災訓練の実施や要配慮者の避難支援体制への協力等、自発的な防災活動の推進に努めるものとする。 

（略） 

①防災体制の強化 

消防組合では、多数の人が利用する事業所について、防火管理者の選任、消防計画の作成、各種訓練の実施、

消防用設備等の点検、整備などを行うよう指導し、出火の防止、初期消火体制の強化等が図られるよう努め

ている。また、複数の用途が存在し、管理権限が分かれている複合用途防火対象物については、発災時に事

業所の自衛消防組織が中心となって防災体制をとれるよう指導を図る。 

企業は、災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・地域との

共生）を十分に認識し、自らの自然災害リスクを把握するとともに、リスクに応じた、リスクコントロール

とリスクファイナンスの組み合わせによるリスクマネジメントの実施に努めるものとする。具体的には、各

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）を策定するように努めるとともに、

防災体制の整備、飲食物・物資等の備蓄、防災訓練、事業所の耐震化、損害保険等への加入や融資枠の確保

等による資金の確保、予想被害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し、燃料・電力等の重要なライフ

ラインの供給不足への対応、取引先とのサプライチェーンの確保等の事業継続上の取組を継続的に実施する



- 26 - 

新頁 旧 新（素案） 

 など事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の取組を通じて、防災活動の推進に努めるものとする。特に、食料、

飲料水、生活必需品を提供する事業者や医療機関など災害応急対策等に係る業務に従事する企業等は、国及

び地方公共団体が実施する企業等との協定の締結や防災訓練の実施等の防災施策の実施に協力するよう努

めるものとする。 

市、商工会議所は、中小企業等の経営の強靱化に向け、中小企業等による事業継続力強化計画に基づく取組

等の防災・減災対策の普及を促進するため、連携して、事業継続力強化支援計画の策定に努めるものとする。 

また企業は、各企業が属する地域における防災力の向上を図るため、自主防災組織等の地域住民と共同し、

防災訓練の実施や要配慮者の避難支援体制への協力等、自発的な防災活動の推進に努めるものとする。 

このほか企業は、地震発生時における施設の利用者等の安全確保や機械の停止等により被害の拡大防止を図

るため、緊急地震速報受信装置等の積極的活用を図るよう努めるものとする。 

（略） 

 

2-142 (7) 避難行動要支援者名簿の活用及び適正管理 

平常時は避難行動要支援者本人の同意を得て、提供用名簿を消防機関、警察署、自治会、民生委員・児童委

員、福祉事務所等へ提供し、避難行動要支援者情報の共有による連携を進める。また、発災時に円滑迅速な

避難支援に結びつけるよう、市は、名簿情報を提供することの趣旨や内容を説明するなど、日頃から提供用

名簿への登載について、避難行動要支援者等に働きかける。 

なお、名簿の提供にあたっては、市は名簿の提供を受ける者に対して情報漏えい防止のために必要な措置を

とるものとし、避難行動要支援者に関する個人情報の取扱いについては、以下のとおり行う。 

 

□避難行動要支援者の個人情報等の取扱い 

避難行動要支援者の個人情報については、市が名簿提供組織に対し、守秘義務を守

り適切に取り扱われるよう十分配慮する。 

市と自治会との間で個人情報の取り扱いに関する覚書を取り交わす。 

民生委員・児童委員等へは取り扱いについての十分な説明を行う。 

 

 

(7) 避難行動要支援者名簿の活用及び適正管理 

平常時は避難行動要支援者本人の同意を得て、提供用名簿を消防機関、警察署、自治会、民生委員・児童委

員、福祉事務所等へ提供し、避難行動要支援者情報の共有による連携を進める。また、発災時に円滑迅速な

避難支援に結びつけるよう、市は、名簿情報を提供することの趣旨や内容を説明するなど、日頃から提供用

名簿への登載について、避難行動要支援者等に働きかける。 

なお、名簿の提供にあたっては、市は名簿の提供を受ける者に対して情報漏えい防止のために必要な措置を

とるものとし、避難行動要支援者に関する個人情報の取扱いについては、以下のとおり行う。 

 

□避難行動要支援者の個人情報等の取扱い 

避難行動要支援者の個人情報については、市が名簿提供組織に対し、守秘義務を守

り適切に取り扱われるよう十分配慮する。 

市と自治会との間で個人情報の取り扱いに関する覚書を取り交わす。 

民生委員・児童委員等へは取り扱いについての十分な説明を行う。 

 

このほか、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、市は名簿情報の

適切な管理に努めるものとする。 

 

2-142 (9) 個別計画の作成 

自力での避難が困難な避難行動要支援者への避難活動を支援するため、本市は、避難行動要支援者避難支援

全体計画を推進し、自治会等を主体とした避難行動要支援者支援基盤を構築し、高齢者世帯、要介護認定者

や障害者が居る世帯に対して地域全体として避難の支援等を行う体制づくりを推進する。 

また、避難行動要支援者避難支援全体計画に基づく個別計画の作成について、支援実施主体への支援を行う。

個別計画の作成にあたっては、避難行動要支援者及び避難支援等関係者に対し避難の必要性や名簿の意義、

あり方を説明するとともに、地域で関係者の安全確保の措置について十分な配慮に努める。 

 

 

 

(9) 個別避難計画の作成 

自力での避難が困難な避難行動要支援者への避難活動を支援するため、本市は、避難行動要支援者避難支援

全体計画を推進し、自治会等を主体とした避難行動要支援者支援基盤を構築し、高齢者世帯、要介護認定者

や障害者が居る世帯に対して地域全体として避難の支援等を行う体制づくりを推進する。 

また、避難行動要支援者避難支援全体計画に基づく個別避難計画の作成について、支援実施主体への支援を

行う。個別避難計画の作成にあたっては、災害の危険性等地域の実情に応じて、優先度の高い避難行動要支

援者から個別避難計画を作成するものとし、避難行動要支援者及び避難支援等関係者に対し避難の必要性や

名簿の意義、あり方を説明するとともに、地域で関係者の安全確保の措置について十分な配慮に努める。 
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■個別計画作成までの手順 

手順 実施事項 備 考 

随時 自治会、民生委員・児童委員等への説明会 
制度の趣旨について十分な理解が得ら

れるよう適宜、関係者に対して開催 

1 
福祉関係部局で把握している要介護高齢者や障

害者等の情報を集約 
全体名簿の作成 

2 
避難行動要支援者本人への制度の周知及び避難

支援等関係者への情報提供同意確認 

市の広報紙、パンフレットの配布等、回

覧板等による制度の周知・郵送による同

意確認 

3 
避難行動要支援者の情報提供に同意した者の情

報を整理 
提供用名簿の作成 

4 自治会、民生委員・児童委員等への説明会 情報の管理方策についても研修 

5 提供用名簿の提供 
避難行動要支援者情報の提供を受ける

者の守秘義務の確保 

6 一人ひとりの個別計画の作成・整理 － 

7 以後、継続的に登録情報を更新 － 

 

 

■個別避難計画作成までの手順 

手順 実施事項 備 考 

随時 自治会、民生委員・児童委員等への説明会 
制度の趣旨について十分な理解が得ら

れるよう適宜、関係者に対して開催 

1 
福祉関係部局で把握している要介護高齢者や障

害者等の情報を集約 
全体名簿の作成 

2 
避難行動要支援者本人への制度の周知及び避難

支援等関係者への情報提供同意確認 

市の広報紙、パンフレットの配布等、回

覧板等による制度の周知・郵送による同

意確認 

3 
避難行動要支援者の情報提供に同意した者の情

報を整理 
提供用名簿の作成 

4 自治会、民生委員・児童委員等への説明会 情報の管理方策についても研修 

5 提供用名簿の提供 
避難行動要支援者情報の提供を受ける

者の守秘義務の確保 

6 一人ひとりの個別避難計画の作成・整理 － 

7 以後、継続的に登録情報を更新 － 

 

 

2-144 (3) 防災知識の普及・啓発 

要配慮者及びその関係者を対象に、パンフレット、チラシなどを作成し、防災知識の普及・啓発に努める。 

 

 

(3) 防災知識の普及・啓発 

要配慮者及びその関係者を対象に、パンフレット、チラシなどを作成し、防災知識の普及・啓発に努める。 

また、防災主管部局・福祉部局等が主体となって、普段の活動の中で在宅の高齢者宅を訪問する機会のある

福祉専門職（ケアマネジャー・相談支援専門員等）、民生委員等の福祉関係者等の協力を得ながら、高齢者に

対し、適切な避難行動に関する理解の促進を図る。 

 

2-146 ⑥食料、防災資機材等の備蓄 

施設管理者は、次に示す物資等を３日分程度備蓄しておく。 

 

・非常用食料（特別食を含む） ・照明器具  ・飲料水     ・熱 源 

・常備薬     ・移送用具（担架、ストレッチャー等）   ・介護用品 
 

⑥食料、防災資機材等の備蓄 

施設管理者は、次に示す物資等を３日分程度備蓄しておく。 

 

・非常用食料（特別食を含む） ・照明器具  ・非常用電源  ・飲料水 

・熱源  ・常備薬  ・移送用具（担架、ストレッチャー等） ・介護用品 

 

 

2-148 (4) 通訳・翻訳ボランティアの養成・確保 

外国籍市民が災害時にも円滑にコミュニケーションが図れるように、外国語通訳や翻訳ボランティアの養成

及び確保に努める。 

（略） 

 

(4) 通訳・翻訳ボランティア・災害時外国人支援情報コーディネーターの養成・確保 

外国籍市民が災害時にも円滑にコミュニケーションが図れるように、外国語通訳や翻訳ボランティアの養成

及び確保に努める。 

このほか、市は県や国等と協力し、研修を通じて、災害時に行政等から提供される災害や生活支援等に関す

る情報を整理し、避難所等にいる外国人被災者のニーズとのマッチングを行う災害時外国人支援情報コーデ
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ィネーターの養成に努めるものとする。 

（略） 

 

2-149 ５．１ 連携体制の整備 

大災害時には多くのボランティアが救援に駆けつけ、これらボランティアの活動により行政だけでは困難な

状況を乗り越えることも少なくない。 

そのため、本市は、市民に対しボランティア意識の啓発を行うとともに、災害発生時にボランティアと適切

な連携・協力が得られるよう、社会福祉協議会やボランティア団体等との連携体制の整備を推進する。 

本市のボランティアとの連携体制の整備は、以下の方策をもって実施する。 

 

５．１ 連携体制の整備 

大災害時には多くのボランティアが救援に駆けつけ、これらボランティアの活動により行政だけでは困難な

状況を乗り越えることも少なくない。 

そのため、本市は、市民に対しボランティア意識の啓発を行うとともに、災害発生時にボランティアと適切

な連携・協力が得られるよう、埼玉県災害ボランティア団体ネットワーク（彩の国会議）、社会福祉協議会、

ボランティア団体等との連携体制の整備を推進する。 

本市のボランティアとの連携体制の整備は、以下の方策をもって実施する。 

 

2-153 第４節 地震災害の防止に関する調査研究 

 

地震による災害は、その災害事象が広範かつ複雑である。震災対策を総合的かつ効果的に推進する上で、地

震災害に関する自然科学、社会科学等様々な分野からの調査研究は極めて重要である。 

大きな破壊力を有する大地震に対し、災害を発生させない機能、拡大させない機能及び安全の確保を図る機

能等を不断に維持することが必要であるため、時代の変化に即した災害波及構造の解析等を実施する必要が

ある。このため、埼玉県あるいはその他の機関が実施した調査研究の成果を有効に活用する必要がある。 

また、震災予防計画の一環として実施する調査研究は、最終的に震災対策に資することを目的としており、

したがって、解決すべき問題の優先順位を明確化し、計画的な調査研究を実施することを検討する必要があ

る。 

（略） 

 

第４節 地震災害の防止に関する調査研究 

 

地震による災害は、その災害事象が広範かつ複雑である。震災対策を総合的かつ効果的に推進する上で、地

震災害に関する自然科学、社会科学等様々な分野からの調査研究は極めて重要である。 

大きな破壊力を有する大地震に対し、災害を発生させない機能、拡大させない機能及び安全の確保を図る機

能等を不断に維持することが必要であるため、時代の変化に即した災害波及構造の解析等を実施する必要が

ある。このため、埼玉県あるいはその他の機関が実施した調査研究の成果を有効に活用する必要がある。 

また、震災予防計画の一環として実施する調査研究は、最終的に震災対策に資することを目的としており、

したがって、解決すべき問題の優先順位を明確化し、計画的な調査研究を実施することを検討する必要があ

る。なお、調査研究に当たっては、男女別データの収集・分析に努める。 

（略） 

 

2-163 (2) 動員の方法 

①初動期の人員確保 

市は、体制配備に当たっては、気象警報・注意報の発令状況を参考にしながら、時期を逸せず実施する。体

制配備の際は、職員参集システム等により迅速に動員指令を発し、発災時に初動対応する職員の早期確保を

図る。 

合わせて、勤務時間内外によって、次の方法で動員を行うものとする。 

 

②勤務時間内の職員の動員方法 

勤務時間内における職員の動員は、「職員班」がその旨、庁内放送し、各部の動員は部長が行う。 

 

③休日・夜間等の職員の動員方法 

休日・夜間等における職員の動員は、原則として自主参集とする。 

各職員は、職員参集システム及びラジオ、テレビ等により本市の震度に関する情報を把握し、職員動員計画

に従って自主的に参集する。 

 

(2) 動員の方法 

①初動期の人員確保 

市は、体制配備に当たっては、気象警報・注意報の発令状況を参考にしながら、時期を逸せず実施する。体

制配備の際は、職員参集システム等により迅速に動員指令を発し、発災時に初動対応する職員の早期確保を

図る。 

合わせて、勤務時間内外によって、次の方法で動員を行うものとする。 

 

②勤務時間内の職員の動員方法 

勤務時間内における職員の動員は、「職員班」がその旨、庁内放送し、各部の動員は部長が行う。 

 

③勤務時間外の職員の動員方法 

休日・夜間等の勤務時間外における職員の動員は、原則として自主参集とする。 

各職員は、職員参集システム及びラジオ、テレビ等により本市の震度に関する情報を把握し、職員動員計画

に従って自主的に参集する。 
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ｱ）本市の震度が震度４以上の場合 

地震発生時の配備基準に基づき、該当職員は所属の執務場所に自主参集する。 

 

ｲ）本市の震度が震度６弱以上の場合 

全職員が自主参集するものとし、地域防災拠点及び避難場所に配置された職員は地域防災拠点へ、その他の

職員は所属の執務場所に自主参集する。 

（略） 

 

ｱ）本市の震度が震度４～５強の場合 

地震発生時の配備基準に基づき、該当職員は所属の執務場所に自主参集する。 

 

ｲ）本市の震度が震度６弱以上の場合 

全職員が自主参集するものとし、避難所運営班に配置された職員は地域防災拠点へ、その他の職員は所属の

執務場所に自主参集する。 

 

④地震以外の災害における動員方法 

勤務時間内及び勤務時間外において、配備体制が決定され次第、該当職員は通常勤務する場所または指定さ

れた場所に参集する。 

（略） 

 

2-165 (4) 職員の非常心得 

災害対策本部の職員の心得るべき事項は、おおむね次のとおりとする。 

 

① 職員はあらかじめ定められた配備体制、動員基準、参集場所及び分掌事務を十分に習

熟しておくこと。 

② 非常の際、直ちに参集できるよう所在を明らかにしておき、夜間・休日等であって

も、災害の発生を知った場合又は災害の発生のおそれがあると自ら判断した場合は、直

ちに参集して上司の指示を受けること。 

③ 各部の部長及び班長は、常に職員動員名簿を整理し、動員の指示があったときは、い

つでも動員に応じられるよう体制を整えておくこと。 

④ 災害のため、緊急に参集する際の服装は、防災服又は活動に適したものとし、必要に

応じ、食料、懐中電灯、ラジオ等、その他活動に必要な物を携行すること。 

⑤ 参集途上において、可能な限り周囲の被害状況及び災害情報を把握し、また人命救助

活動などの協力に努め、到着後、「災害情報カード」により所属の班長に報告するこ

と。 

⑥ 交通手段の遮断等により参集することができない場合は、最寄りの避難所等に参集

し、所属班長の指示を受けること。 

⑦ 市民に不安や誤解を与えないよう、言動には細心の注意を払い、自発的かつ速やかな

行動を心掛けること。 

 

（略） 

 

(4) 職員の非常心得 

災害対策本部の職員の心得るべき事項は、おおむね次のとおりとする。 

 

① 職員はあらかじめ定められた配備体制、動員基準、参集場所及び分掌事務を十分

に習熟しておくこと。 

② 非常の際、直ちに参集できるよう所在を明らかにしておき、夜間・休日等であっ

ても、災害の発生を知った場合又は災害の発生のおそれがあると自ら判断した場

合は、直ちに参集して上司の指示を受けること。 

③ 各部の部長及び班長は、常に職員動員名簿を整理し、動員の指示があったとき

は、いつでも動員に応じられるよう体制を整えておくこと。 

④災害時に自分や周囲の安全確保を行った後は、初期消火や倒壊した家屋に閉じ込

められた人の救出など、二次災害の防止に努めること。 

⑤交通手段が途絶する場合でも、自ら手段（徒歩、自転車又はバイクなど）を尽く

して参集すること。やむを得ず参集できない場合、連絡が可能となったときに速

やかに担当部署に連絡すること。 

⑥緊急に参集する際の服装は、防災服又は活動に適したものとし、悪路を想定し、

底の厚い靴で参集すること。 

⑦食料（３日分）、着替え、衛生用品、常備薬、身分証、筆記用具、軍手、懐中電

灯、携帯電話等、必要な物を携行すること。 

⑧ 参集途上において、周囲の被害状況の把握に努め、参集後に報告するとともに、

スマートフォン、携帯ラジオ等を使い、災害の情報を入手すること。 

⑨ 市民に不安や誤解を与えないよう、言動には細心の注意を払い、自発的かつ速や

かな行動を心掛けること。 

（略） 
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2-168 (1) 設置基準 

 

・本市の震度が震度５強以上の地震が発生した場合 

・相当規模の地震災害が発生した場合 

・東海地震の警戒宣言が発令された旨の通報を受けた場合 

・その他市長が必要と認めた場合 

 

(2) 設置場所 

（略） 

 

(3) 実施の責任者 

災害対策本部長は市長とし、市長が不在の場合は次の順位による。 

 

第１順位 第２順位 第３順位 

副市長 教育長 上下水道事業管理者 
 

(1) 設置基準 

 

・本市の震度が震度５強以上の地震が発生した場合 

・相当規模の地震災害が発生した場合 

・その他市長が必要と認めた場合 

※南海トラフ地震に関連する情報（臨時）が発表された場合の体制区分は、本部長がその都度判断する。 

 

(2) 設置場所 

（略） 

 

(3) 実施の責任者 

災害対策本部長は市長とし、市長が不在の場合は次の順位による。 

 

第１順位 第２順位 第３順位 

副市長 

（副市長が２人の場合に

は、本部の庶務を所管す

る部署を担任する副市長

を第１順位とし、他の副

市長を第２順位とする。） 

教育長 

（副市長が２人の場合は

第３順位とする。） 

上下水道事業管理者 

（副市長が３人の場合は

第４順位とする。） 

 

   

2-171 ⑥現地災害対策本部 

被害が激甚な地区に必要に応じて設置し、現地情報の総合的集約等災害応急対策の推進に資する。要員配備

については、本部長がその都度決定する。 

（略） 

 

⑥現地災害対策本部 

局地的な災害に対する応急対策活動を効果的に実施するため、本部長が特に必要があると認めるときに地域

防災拠点に設置し、現地情報の総合的集約等災害応急対策の推進に資する。現地災害対策本部には、現地災

害対策本部長、現地災害対策副本部長、現地対策本部員を置く。要員配備については、本部長がその都度決

定する。 

（略） 

 

2-172 (1) 災害対策本部の弾力的運営 

災害対策本部は、数多くの応急対策活動を同時並行的に行うことが要求されるにもかかわらず、職員自身も

被災者となり参集不能となりうる事態が予想される。 

そのため、災害の状況によっては事務分掌にとらわれず、緊急性の高いものから優先的に要員を投入するな

ど、弾力的な要員の運用を図り、応急対策を迅速かつ効率的に実施する。 

 

 

 

(2) 災害救助法の適用要請 

本部長は、初動期の災害情報及びその後の被害調査から、市内の被害が災害救助法の適用基準に適合する場

(1) 災害対策本部の弾力的運営 

災害対策本部は、数多くの応急対策活動を同時並行的に行うことが要求されるにもかかわらず、職員自身も

被災者となり参集不能となりうる事態が予想される。 

そのため、災害の状況によっては事務分掌にとらわれず、緊急性の高いものから優先的に要員を投入するな

ど、弾力的な要員の運用を図り、応急対策を迅速かつ効率的に実施する。 

また、災害対策本部（総括部）の要員として防災危機管理室から他部局に異動した職員を、災害の状況に応

じて、総括部各班の要員として活用する等、柔軟に人員体制を確保する。 

 

(2) 災害救助法の適用要請 

本部長は、初動期の災害情報及びその後の被害調査から、市内の被害が災害救助法の適用基準に適合する場
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合は、速やかに埼玉県知事に災害救助法の適用を要請し、応急対策に万全を期する。 

 

 

(3) 応援部隊等の受入れ 

大規模災害の場合は、本市の防災体制だけでは応急対策の全てには対応できないことも予想されるため、自

衛隊、埼玉県、近隣市町等に応援を要請することとなる。また、市内外から多くのボランティアが集まるこ

とも予想されるので、関係各部班は、これらの応援部隊が円滑な活動ができるよう、受入れ体制を整える。 

（略） 

 

合、または災害の発生するおそれのある段階において、速やかに埼玉県知事に災害救助法の適用を要請し、

応急対策に万全を期する。 

 

(3) 応援部隊等の受入れ 

大規模災害の場合は、本市の防災体制だけでは応急対策の全てには対応できないことも予想されるため、自

衛隊、埼玉県、近隣市町等に応援を要請することとなる。また、内外から多くのボランティアが集まること

も予想されるので、関係各部班は、これらの応援部隊が円滑な活動ができるよう、受入れ体制を整えるとと

もに、ボランティア等と情報共有する場を設置し、連携の取れた支援活動の展開に努める。 

（略） 

 

2-174 (1) 防災行政無線（移動系） 

防災行政無線（移動系）は、本庁、地域防災拠点となる市民センター、道路管理事務所及び消防組合に設置

され、相互通話が可能である。 

「本部班」は、必要に応じ適切な通信統制を実施し、その通信が円滑かつ迅速に行われるよう努める。補

助的な手段として、市防災行政無線（固定系）による一斉伝達も行うこととし、各部班は固定系からの情

報にも十分注意するものとする。 

 

(1) ＩＰ無線 

ＩＰ無線は、本庁、地域防災拠点となる市民センター、建設部、上下水道局及び消防組合に設置され、相互

通話が可能である。 

「本部班」は、必要に応じ適切な通信統制を実施し、その通信が円滑かつ迅速に行われるよう努める。補

助的な手段として、市防災行政無線（固定系）による一斉伝達も行うこととし、各部班は固定系からの情

報にも十分注意するものとする。 

 

2-174 (1) 埼玉県との通信手段 

埼玉県との通信手段は、地域衛星通信ネットワーク、県防災行政無線とする。 

これらのルートが使用できない場合には、次に示す他団体・他機関の通信回線を利用する非常通信（地方通

信）ルートを活用する。 

（略） 

 

(1) 埼玉県との通信手段 

埼玉県との通信手段は、地域衛星通信ネットワーク、県防災行政無線とする。 

これらのルートが使用できない場合には、次に示す他団体・他機関の通信回線を利用する非常通信（地方通

信）ルートを活用する。 

なお、上記のほか、県では県職員が本市庁舎に派遣され、市の情報を収集し県へ報告する市町村情報連絡員

（勤務時間外）、市町村情報連絡係（勤務時間内）を位置付けている。 

（略） 

 

2-183 (1) 災害時応援協定締結市町村に対する応援要請 

市長は、市の地域に係る災害が発生した場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、

災害時応援協定を締結している市町村に対し、以下の事項を示して応援を求める。 

なお、本項の事務は、「本部班」が処理することとし、応援が必要と判断した各部は「本部班」にその旨を申

し出る。 

 

(1) 災害時応援協定締結市町村に対する応援要請 

市長は、市の地域に係る災害が発生した場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、

災害時応援協定を締結している市町村に対し、以下の事項を示して応援を求める。 

なお、本項の事務は、「本部班」が処理する。応援が必要と判断した各部は「職員班」にその旨を申し出るこ

ととし、各部からあった申し出を取りまとめ、「本部班」に報告する。 

（略） 

□埼玉県・市町村人的相互応援制度に基づく応援要請 
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 埼玉県及び県内全市町村で平成 26 年３月 31 日に締結した「埼玉県・市町村安心支

援に関する基本協定」及び「埼玉県・市町村人的相互応援に関する要綱」に基づき、市

が単独では災害対応業務を十分に実施できない場合、県に対し、県職員及び県内市町

村職員による「彩の国災害派遣チーム」の派遣を要請することができる。 

 なお、派遣要請ができる対象業務は、以下のとおりである。 

 期間 業種・職種 

対象 短期 
災害対策本部運営、避難所運営、物資搬出入、住家被害認定、

罹災証明書交付、生活再建各種相談、ボランティア受付支援 等 

対象外 
短期 

国や関係団体

によるルール

のある職種 

DMAT、DPAT、給水車・水道、下水道施設要員、

保健師、管理栄養士、被災建築物応急危険度

判定士、農地・農業用施設復旧、土木技術職員 

等 

中長期 － 
 

 

   

2-184 (2) 災対法第 67条に基づく応援の要求（協定締結市町を除く。） 

市長は、市の地域に係る災害が発生した場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、

災害時応援協定を締結している市町村に対し、以下の事項を示して応援を求める。 

なお、本項の事務は、「本部班」が処理することとし、応援が必要と判断した各部は「本部班」にその旨を申

し出る。 

(3) 消防相互応援協定に基づく応援要請 

（略） 

 

（新設） 

(2) 災対法第 67条に基づく応援の要求（協定締結市町を除く。） 

市長は、市の地域に係る災害が発生した場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、

災害時応援協定を締結している市町村に対し、以下の事項を示して応援を求める。 

なお、本項の事務は、「本部班」が処理する。応援が必要と判断した各部は「職員班」にその旨を申し出るこ

ととし、各部からあった申し出を取りまとめ、「本部班」に報告する。 

(3) 消防相互応援協定に基づく応援要請 

（略） 

 

(4) 応急対策職員派遣制度に基づく応援職員の派遣要請 

県は、県内自治体の相互応援だけでは、被災市町村において完結して災害対応業務を実施することが困難で

あると判断した場合、総務省の「応急対策職員派遣制度」に基づき、県外自治体による応援職員の派遣を要

請する。 

同システムは、総務省が創設した全国一元的な応援職員派遣の仕組みであり、避難所の運営及び罹災証明書

の交付等の災害対応業務の支援、被災市区町村が行う災害マネジメントの支援の２つの目的により応援職員

の短期派遣を行うものである。 

 

2-186 ６．４ 応援の受入れ 

 

 

 

 

 

(1) 連絡体制の確保 

市は、埼玉県及び他市町村等との連絡を速やかに行うため、総括的な連絡窓口を「職員班」に設ける。 

「職員班」は、応援隊の派遣が決定した場合は、当該応援隊の人数、到着日時等必要な事項を「本部班」及

び応援を受入れる各班に対し速やかに連絡する。 

 

６．４ 応援の受入れ 

外部からの応援の受入れに当たっては、効果的な応援が行われるよう受援ニーズを的確に把握するととも

に、応援団体が円滑に活動できるよう配慮する。 

国や地方公共団体等の防災関係機関による応援だけでは限界があるため、公共的機関やボランティア等とも

連携する。 

 

(1) 連絡体制の確保 

大規模災害時には様々な枠組みにより物的・人的応援が行われるため、市は応援の受入れに関する庁内調整、

受援に関するとりまとめ、調整会議の開催や応援職員への配慮など、受援に関する様々な対応が求められる。

これらを円滑に行うため、災害対策本部の班ごとに置かれる業務担当窓口（受援）とは別に、受援に関する

総括的な連絡窓口を「職員班」に設ける。 
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(2)応援隊の受入れ体制の整備 

応援を受入れる各班は、埼玉県や市町村等からの応援隊の派遣が決定した場合、次に示す受入れ体制を整え

る。 

なお、他市町村から派遣協力があった場合には、「職員班」で受け付けた後に各班にあっせんする。各班で派

遣職員を受入れる場合には、同様の受入れ体制を整えるとともに、協力活動の状況を把握する。 

 

①連絡責任者の指定 

（略） 

②活動の調整 

（略） 

③資機材の確保 

（略） 

④受入れ拠点の指定 

（略） 

⑤経費の負担 

（略） 

 

「職員班」は、応援隊の派遣が決定した場合は、当該応援隊の人数、到着日時等必要な事項を「本部班」及

び応援を受入れる各班に対し速やかに連絡する。 

 

(2) 応援隊の受入れ体制の整備 

応援を受入れる各班は、埼玉県や市町村等からの応援隊の派遣が決定した場合、次に示す受入れ体制を整え

る。また、応援団体からリエゾン（情報連絡員）や応援職員が円滑に活動できるよう活動場所の提供、被害

状況や受援ニーズ等の情報提供等、県に準じた配慮を行う。 

なお、他市町村から派遣協力があった場合には、「職員班」で受け付けた後に各班にあっせんする。各班で派

遣職員を受入れる場合には、同様の受入れ体制を整えるとともに、協力活動の状況を把握する。 

①連絡責任者の指定 

（略） 

②活動の調整 

（略） 

③資機材の確保 

（略） 

④受入れ拠点の指定 

（略） 

⑤経費の負担 

（略） 

⑥感染症対策に向けた執務スペースの確保 

新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、市は、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用

など、応援職員等の執務スペースの適切な空間の確保に配慮する。 

（略） 

 

2-188 ６.６ 広域応援の実施 

【関係各班】 

 

市は、他市町村で発生した災害において、自力による応急対策等が困難な場合には、災害対策基本法及び相

互応援協定に基づき、次の物的・人的応援を迅速・的確に実施する。また、県が行う広域応援活動に協力す

るものとする。 

（略） 

 

 

６.６ 広域応援の実施 

【関係各班】 

 

市は、他市町村で発生した災害において、自力による応急対策等が困難な場合には、災害対策基本法及び相

互応援協定に基づき、次の物的・人的応援を迅速・的確に実施する。 

また、県が行う応急対策職員派遣制度に基づく応援要員派遣にあたっては、県と一体となって応援を行い、

県の体制整備への協力に努めるものとする。 

このほか、国等が関与して行われる応援要員の派遣の仕組みに基づき、応援要員の派遣を迅速に行えるよう

体制の整備に努める。 

なお、応援要員の派遣に当たっては、地域や災害の特性等を考慮した職員の選定に努めるほか、新型コロナ

ウイルス感染症を含む感染症対策として、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底する。 

（略） 

 

2-196 ８.１ 災害ボランティアセンターの設置 ８.１ 災害ボランティアセンターの設置 
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【福祉班】 

 

「福祉班」は、市社会福祉協議会と連携して、災害ボランティアセンターを開設して、ボランティアの受付

けを行う。 

（略） 

 

【福祉班】 

 

「福祉班」は、市社会福祉協議会と連携して、災害ボランティアセンターを開設して、ボランティアの受付

けを行う。 

なお、ボランティア活動と市の実施する救助の調整事務について、社会福祉協議会等が設置する災害ボラン

ティアセンターに委託する場合は、当該事務に必要な人件費及び旅費を災害救助法の国庫負担の対象とする

ことができる。 

（略） 

 

2-198 (5) 防災ボランティア災害保険への加入手続き 

災害ボランティアセンターは、災害ボランティアセンターを通じて活動を行うボランティアの防災ボランテ

ィア災害保険への加入の手続きを行うため、ボランティア受入れ名簿を作成し、「福祉班」に被災後１月単位

で報告する。報告を受けた「福祉班」は埼玉県に報告する。 

 

（削除） 

2-199 第９ 災害救助法の適用 

 

災害により被害の程度が一定の基準を超える場合は、災害救助法の適用を埼玉県知事に申請し、法に基づく

救助の実施の決定を求める。 

（略） 

 

第９ 災害救助法の適用 

 

災害により被害の程度が適用基準に該当する場合、または災害の発生するおそれのある段階において、市は

災害救助法の適用を埼玉県知事に申請し、法に基づく救助の実施の決定を求める。 

（略） 

 

2-200 ９.１ 災害救助法の概要 

【本部班、福祉班、関係各班】 

 

災害救助法は、災害により市町村単位で適用基準以上の被害が生じた場合、国の責任において、地方公共団

体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力のもとに、災害に際しての応急救助を実施し、被災者の保護

と社会秩序の保全を図ることを目的としている。 

（略） 

 

９.１ 災害救助法の概要 

【本部班、福祉班、関係各班】 

 

災害救助法は、災害により市町村単位で適用基準以上の被害が生じた場合、または災害の発生するおそれの

ある段階において、国の責任において、地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力のもとに、

災害に際しての応急救助を実施し、被災者の保護と社会秩序の保全を図ることを目的としている。 

（略） 

 

2-200 (2) 救助の種類 

災害救助法に定める救助の種類は、次に示すとおりである。 

なお、災害救助法による救助は、災害直後の混乱状態下における被災者の保護、及び社会秩序の保全のため

の応急的救助であるため、救助対象者は経済上の生活困窮者であることを要件としていないが、他面その救

助は、混乱状態の平静化に伴い短期間に終了すべき性質のものである。 

 

(2) 救助の種類 

災害救助法に定める救助の種類は、次に示すとおりである。 

なお、災害救助法による救助は、災害直後の混乱状態下における被災者の保護、及び社会秩序の保全のため

の応急的救助であるため、救助対象者は経済上の生活困窮者であることを要件としていないが、他面その救

助は、混乱状態の平静化に伴い短期間に終了すべき性質のものである。 
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・収容施設（応急仮設住宅を含む）の供与 

・炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

・被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

・医療及び助産 

・被災者の救出 

・被災住宅の応急修理 

・学用品の給与 

・埋葬 

・死体の捜索及び処理 

・災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい支障

を及ぼしている物の除去 

（略） 

 

〇発災時 

・収容施設（避難所、応急仮設住宅）の供与 

・炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

・被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

・医療及び助産 

・被災者の救出 

・被災住宅の応急修理 

・学用品の給与 

・埋葬 

・死体の捜索及び処理 

・災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい支障

を及ぼしている物の除去 

 

〇発災のおそれのある段階 

・避難所の供与 

・要配慮者の避難のための輸送 

 （略） 

 

2-201 ■救助の種類と実施者 

救助の種類 実施期間 実施者 

避難場所の設置及び収

容 
７日以内 市 

炊き出し及び食品の給

与 
７日以内 市 

飲料水の供給 ７日以内 市 

被服寝具及び 

生活必需品の給貸与 
10日以内 市 

医療及び助産救助 

14日以内 

(但し､助産は分娩した日から７

日以内) 

県及び日赤県支部 

学用品の給与 
教科書１か月以内 

文房具 15日以内 
市 

災害にかかった者の救

出  
３日以内 市 

埋葬 10日以内 市 

仮設住宅の建設 
災害発生の日から 20日以内に着

工し、速やかに設置する 
対象者、敷地の選定は市長 

住宅応急修理 
災害発生の日から１月以内に 

完了する 
市 

死体の捜索 10日以内 市 

死体の処理 10日以内 市 

障害物の除去 10日以内 市 

注）期間については、すべて災害発生の日から起算する。 

 

（略） 

■救助の種類と実施者【発災時】 

救助の種類 実施期間 実施者 

避難所の設置及び収容 ７日以内 市 

炊き出し及び食品の給

与 
７日以内 市 

飲料水の供給 ７日以内 市 

被服寝具及び 

生活必需品の給貸与 
10日以内に完了 市 

医療及び助産 

14日以内 

(但し､助産分娩した日から７日

以内) 

医療班派遣は県及び日赤埼玉県

支部（ただし、委任した時は

市） 

学用品の給与 
教科書１か月以内に完了 

文房具 15日以内に完了 
市 

災害にかかった者の救

出  
３日以内 市 

埋葬 10日以内に完了 市 

応急仮設住宅の供与 20日以内に着工 

対象者、設置箇所の選定は市 

設置は県（ただし、委任したと

きは市） 

住宅応急修理 １月以内に完了 市 

死体の捜索 10日以内に完了 市 

死体の処理 10日以内に完了 市 

障害物の除去 10日以内に完了 市 

注）期間については、すべて災害発生の日から起算する。 
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 ■救助の種類と実施者【災害の発生するおそれのある段階】 

救助の種類 実施期間 実施者 

避難所の供与 

法第 2条第 2項による救助を開

始した日から、災害が発生しな

かったと判明し、現に救助の必

要がなくなった日までの期間 

県（ただし、委任したときは

市） 

要配慮者の輸送 ― 
県（ただし、委任したときは

市） 

 （略） 

 

2-201 ９.２災害救助法の適用及び実施 

【本部班、福祉班、関係各班】 

 

災害救助法による救助は、本市域を単位に原則として同一原因の災害による市の被害が一定の程度に達した

場合で、かつ、被災者が現に救助を要する状態にあるときに実施されるものである。 

 

(1) 適用・実施の流れ 

市長は、被害状況の調査、把握に努め埼玉県知事に報告する。埼玉県知事は、市長からの報告に基づき、被

害の程度が災害救助法の適用基準に達した場合、災害救助法の適用を決定する。 

（略） 

 

 

 

(2) 適用基準 

災害救助法による救助は、市の区域にかかる被害が次の各号の基準に該当するとき適用される。 

（略） 

 

９.２災害救助法の適用及び実施 

【本部班、福祉班、関係各班】 

 

災害救助法による救助は、本市域を単位に原則として同一原因の災害による市の被害が一定の程度に達した

場合、または災害の発生するおそれのある段階で、かつ、被災者が現に救助を要する状態にあるときに実施

されるものである。 

 

(1) 適用・実施の流れ 

市長は、被害状況の調査、把握に努め埼玉県知事に報告する。埼玉県知事は、市長からの報告に基づき、被

害の程度が災害救助法の適用基準に達した場合、または災害の発生するおそれのある段階において、災害救

助法の適用を決定する。 

（略） 

 

(2) 適用基準 

災害救助法による救助は、市の区域にかかる被害が次の各号の基準に該当する場合、または災害の発生する

おそれのある段階において適用される。 

（略） 

 

2-210 (2) 緊急地震速報の伝達 

気象庁は、緊急地震速報を発表し、日本放送協会（ＮＨＫ）に伝達する。また、テレビ、ラジオ、携帯電話

（緊急速報メール機能）を通して住民に伝達する。 

市は、伝達を受けた緊急地震速報を、自動起動により市防災行政無線で住民等への伝達する。 

 

(2) 緊急地震速報の伝達 

気象庁は、緊急地震速報を発表し、日本放送協会（ＮＨＫ）に伝達する。また、緊急地震速報は、テレビ、

ラジオ、携帯電話（緊急速報メール機能を含む）、全国瞬時警戒システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）経由による市区

町村の防災行政無線等を通して住民に伝達する。 

市は、住民への緊急地震速報等の伝達に当たっては、市防災行政無線を始めとした効果的かつ確実な伝達手

段を複合的に活用し、対象地域の住民への迅速かつ的確な伝達に努める。 

 

2-215 (1) 基本方針 

市内で震度５弱以上の地震が発生した場合、「情報整理班」及び「情報収集連絡班」は、各部班及び関係機関

から以下により、市内の概括的な被害程度を把握し、「本部班」に報告する。 

「本部班」は、把握した情報の第１報を『発生速報』として、県災害オペレーション支援システム（使用で

(1) 基本方針 

市内で震度５弱以上の地震が発生した場合、「情報整理班」及び「情報収集連絡班」は、各部班及び関係機関

から以下により、市内の概括的な被害程度を把握し、「本部班」に報告する。 

「情報整理班」は、把握した情報の第１報を『発生速報』として、県災害オペレーション支援システム（使
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きない場合は防災行政無線ＦＡＸ）を用いて埼玉県に報告することにより応援体制の早期確立を求める。 

埼玉県に報告できない場合は、直接消防庁を通じて内閣総理大臣に報告する（災対法第 53条第 1項括弧書）。 

また、市内で震度６弱以上の地震が発生した場合は、行政機能の確保状況について埼玉県に報告する。 

なお、消防機関への通報が殺到した場合は、消防組合が上記に関わらず直ちに通報の殺到について消防庁又

は埼玉県に報告する。 

用できない場合は防災行政無線ＦＡＸ）を用いて埼玉県に報告することにより応援体制の早期確立を求め

る。 

埼玉県に報告できない場合は、直接消防庁を通じて内閣総理大臣に報告する（災対法第 53条第 1項括弧書）。 

また、市内で震度６弱以上の地震が発生した場合は、所定の様式により速やかに、①トップマネジメントは

機能しているか、②人的体制は充足しているか、③物的環境（庁舎施設等）は整っているかについて県（統

括部）に報告する（第１報は原則として発災後１２時間以内。第２報以降は既に報告した内容に異動が生じ

た場合に速やかに報告する。）。県は市町村からの報告を取りまとめ、原則として発災後１２時間以内（遅く

とも２４時間以内）に総務省（自治行政局市町村課）に報告する。県や国では、把握した情報を基に、市に

対して応援職員の派遣などの必要な支援を行う。 

なお、消防機関への通報が殺到した場合は、消防組合が上記に関わらず直ちに通報の殺到について消防庁又

は埼玉県に報告する。 

 

2-219 (2) 情報の収集 

災害情報の収集にあたっては、川越警察署と緊密に連携して実施するものとし、次の事項に留意する。 

また、「本部班」は、「情報整理班」へ集約された被害情報に基づき情報分析を行うとともに本部会議に報告

する。 

 

□情報収集の留意事項 

・被害程度の調査にあたっては、市内部の連絡を密にし、調査漏れ及び重複のないよ

う留意し、相違ある被害状況については、報告前に調整しておくものとする。 

・被害世帯人員等については、現地調査のみでなく、住民登録とも照合し、その正誤

を確認する。 

・全壊、流出、半壊、死者及び重傷者等が発生した場合は、その住所、氏名、年齢等

を速やかに調査する。 
 

(2) 情報の収集 

災害情報の収集にあたっては、川越警察署と緊密に連携して実施するものとし、次の事項に留意する。 

また、「本部班」は、「情報整理班」へ集約された被害情報に基づき情報分析を行うとともに本部会議に報告

する。 

 

□情報収集の留意事項 

・被害程度の調査にあたっては、市内部の連絡を密にし、調査漏れ及び重複のないよ

う留意し、相違ある被害状況については、報告前に調整しておくものとする。 

・被害世帯人員等については、現地調査のみでなく、住民登録とも照合し、その正誤

を確認する。 

・全壊、流出、半壊、死者及び重傷者等が発生した場合は、その住所、氏名、年齢等

を速やかに調査する。 

・特に、行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討等に必要な情報であるた

め、市は、住民登録の有無にかかわらず、本市の区域内で行方不明となった者につい

て、所轄警察署等関係機関の協力に基づき、正確な情報の収集に努めるものとする。

行方不明者として把握した者が他の市町村に住民登録を行っていることが判明した場

合には、当該登録地の市町村又は都道府県（外国人のうち，旅行者など住民登録の対

象外の者は直接又は必要に応じ外務省を通じて在京大使館等）に連絡するものとする。 
 

   

2-221 ３.５災害情報の共有 

  【本部班、情報整理班】 

 

「本部班」は、各部班の的確な災害応急対策に資するため、次に示す情報を地図に記載して、「情報整理班」

を通じて、そのコピーを随時各部班及び関係機関に回付し情報の共有を図る。 

 

 

３.５災害情報の共有 

  【本部班、情報整理班】 

 

「本部班」は、各部班の的確な災害応急対策に資するため、次に示す情報を災害情報記録用紙に記載して、

「情報整理班」を通じて、そのコピーを随時各部班及び関係機関に回付し情報の共有を図る。 

なお、共有にあたっては、情報整理班は地図のほか、埼玉県災害オペレーション支援システムを活用し、情

報の集約、地図化を行うとともに、閲覧機能を使い、各班と災害状況を共有する。 
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・死者、行方不明者の発生地点  ・要救出者の発生地点  ・火災の発生地点 

・避難所の開設地点       ・ヘリポート      ・物資輸送拠点 

・通行不能区間         ・交通規制地点     ・停電、断水区域 等 

（略） 

 

また災害情報のうち、特に、死者・行方不明者・負傷者等の人的被害者数については、県で一元的に集約す

ることが求められており、県との共有に努める。 

 

・死者、行方不明者の発生地点  ・人的被害者数  ・要救出者の発生地点 

・火災の発生地点・避難所の開設地点 

・ヘリポート          ・物資輸送拠点 

・通行不能区間         ・交通規制地点  ・停電、断水区域 等 

（略） 

 

2-223 ４．１ 広報活動の方針 

 

地震災害時における市民の混乱や不安をなくすため、被害の状況、災害応急対策状況等を市民に対し迅速か

つ的確に周知するよう努める。また、二次災害の発生を防止するために必要な措置等についても同様に、市

民に周知するように努める。 

４．１ 広報活動の方針 

 

地震災害時における市民の混乱や不安をなくすため、被害の状況、災害応急対策状況等を市民に対し迅速か

つ的確に周知するよう努める。周知に際しては、被災者のおかれている生活環境、居住環境等が多様である

ことに鑑み、情報を提供する際に活用する媒体に配慮するものとする。特に、停電や通信障害発生時は情報

を得る手段が限られていることから、被災者生活支援に関する情報についてはチラシの張り出し、配布等の

紙媒体や広報車の利用など、適切に情報提供を行うよう努める。また、二次災害の発生を防止するために必

要な措置等についても同様に、市民に周知するように努める。 

 

2-223 (1) 初動期の広報の内容 

災害発生直後の広報としては、次に示す情報を中心に実施する。 

・市災害対策本部の震災対策状況 

・住民に対する避難勧告、避難指示等に関する事項 

・災害救助活動状況 

・被害状況と被害拡大防止に関する情報 

・埼玉県、警察、自衛隊等の関係機関の震災対策状況 

・公共交通機関の運行状況及び道路交通規制状況 

・電話の通話状況 

・支援情報 

(避難所、救護所、救援物資の配布、給水・給食、その他避難生活情報) 

・電気、ガス、水道等の状況 

・流言、飛語の防止に関する情報 
 

(1) 初動期の広報の内容 

災害発生直後の広報としては、次に示す情報を中心に実施する。 

・市災害対策本部の震災対策状況 

・住民に対する避難情報に関する事項 

・災害救助活動状況 

・被害状況と被害拡大防止に関する情報 

・埼玉県、警察、自衛隊等の関係機関の震災対策状況 

・公共交通機関の運行状況及び道路交通規制状況 

・支援情報 

(避難所、救護所、救援物資の配布、給水・給食、その他避難生活情報) 

・電気、通信、ガス、水道等の状況 

・流言、飛語の防止に関する情報 

 

2-225 (2)初動期の広報手段 

初動期の広報は、次に示す手段により市民に混乱を与えないよう十分に配慮する。 

○防災行政無線による広報 

本市の震度計が震度４以上を計測した場合、震度に応じた放送を自動的に実施する。 

○広報車 

原則として本市所有の広報車を使用する。 

ただし、被害の規模等により対応が困難な場合には、警察、消防、その他の関係機関

の協力を要請する。 

また、広報担当者の安全確保に配慮して実施する。 

(2)初動期の広報手段 

初動期の広報は、次に示す手段により市民に混乱を与えないよう十分に配慮する。 

○防災行政無線による広報 

本市の震度計が震度４以上を計測した場合、震度に応じた放送を自動的に実施する。 

○広報車 

原則として本市所有の広報車を使用する。 

ただし、被害の規模等により対応が困難な場合には、警察、消防、その他の関係機関

の協力を要請する。 

また、広報担当者の安全確保に配慮して実施する。 



- 39 - 

新頁 旧 新（素案） 

○市のホームページ、防災情報メール、緊急速報エリアメール（緊急速報メール）、 

ツイッター 

○報道機関による広報 

報道機関への放送要請は、原則、埼玉県を介して実施する。 

○拠点広報 

避難所、市民センター等へ掲出する。 

○その他広報手段 

ハンドマイク、口頭等により適宜実施する。 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

○市のホームページ、防災情報メール、緊急速報エリアメール（緊急速報メール）、 

ツイッター、フェイスブック、LINE 

○報道機関による広報 

報道機関への放送要請は、原則、埼玉県を介して実施する。 

○拠点広報 

避難所、市民センター等へ掲出する。 

〇掲示板 

チラシの貼り出し、紙媒体等の配布 

○その他広報手段 

ハンドマイク、口頭等により適宜実施する。 

2-225 (1) 災害情報の内容 

報道機関に対して、次の事項を中心に災害情報を提供する。 

個人情報の公開については、十分に配慮のうえ実施する。 

 

○地域の被害状況等に関する情報 

○本市における避難に関する情報 

・避難の指示に関すること 

・避難施設に関すること 

○地域の応急対策活動の状況に関する情報 

・救護所の開設に関すること 

・交通機関及び道路の復旧に関すること 

・電気、水道等の復旧に関すること 

○その他市民生活に必要な情報（二次災害防止情報を含む） 

・給水及び給食に関すること 

・電気、ガス及び水道による二次災害防止に関すること 

・防疫に関すること 

・各種相談窓口の開設に関すること 
 

(1) 災害情報の内容 

報道機関に対して、次の事項を中心に災害情報を提供する。 

個人情報の公開については、十分に配慮のうえ実施する。 

 

○地域の被害状況等に関する情報 

○本市における避難に関する情報 

・避難の指示に関すること 

・避難施設に関すること 

○地域の応急対策活動の状況に関する情報 

・救護所の開設に関すること 

・交通機関及び道路の復旧に関すること 

・電気、水道等の復旧に関すること 

〇被災者生活再建支援に関する情報 

○その他市民生活に必要な情報（二次災害防止情報を含む） 

・給水及び給食に関すること 

・スーパーマーケット、ガソリンスタンド等に関すること 

・電気、ガス及び水道による二次災害防止に関すること 

・防疫に関すること 

・各種相談窓口の開設に関すること 
 

   

2-248 (2) 実施方法 

①市道における障害物の除去 

「道路班」及び「廃棄物対策班」は、川越市建設業協会の協力を得て作業チームを編成し、障害物の除去

作業を行う。 

被害が甚大で、市内土木建設業者等で対応が難しい場合は、市長（「本部班」）は埼玉県知事に対して県内

建設業協会、自衛隊等の応援要請を依頼する。応急復旧作業は、できる限り二車線の車両通行が確保でき

るように、通行上の障害物を除去し、道路面に生じた陥没、亀裂等は、緊急車両の通行に支障がない程度

に応急復旧を実施する。 

(2) 実施方法 

①市道における障害物の除去 

「道路班」及び「廃棄物対策班」は、川越市建設業協会の協力を得て作業チームを編成し、障害物の除去

作業を行う。 

被害が甚大で、市内土木建設業者等で対応が難しい場合は、市長（「本部班」）は埼玉県知事に対して県内

建設業協会、自衛隊等の応援要請を依頼する。応急復旧作業は、できる限り二車線の車両通行が確保でき

るように、通行上の障害物を除去し、道路面に生じた陥没、亀裂等は、緊急車両の通行に支障がない程度

に応急復旧を実施する。 
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なお、応急復旧により発生した除去物の集積所となる候補地は、次のとおりである。 

 

このほか、川越市建設業協会の協力を得て行う作業については、川越市建設業協会と締結した「災害時に

おける応急復旧業務に関する協定に基づく対応マニュアル」に基づき対応する。 

なお、応急復旧により発生した除去物の集積所となる候補地は、次のとおりである。 

 

2-249 ④車両の移動等 

道路管理者は、緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要があるときは、災対法第７６条の６の規定

により、区間を指定した上で、当該車両の所有者等に移動等を命ずることができる。また、所有者等がそ

の場にいない場合等においては、道路管理者が自ら車両の移動等を行うものとする。 

（略） 

 

④車両の移動等 

道路管理者は、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には、緊急通行車両の通行を確保するため緊急

の必要があるときは、災対法第７６条の６の規定により、区間を指定した上で、当該車両の所有者等に移

動等を命ずることができる。また、所有者等がその場にいない場合等においては、道路管理者が自ら車両

の移動等を行うものとし、やむを得ない必要がある場合は他人の土地の一時使用、竹木その他の障害物の

処分をすることができる。 

（略） 

 

2-255 (2) 被災建築物応急危険度判定 

応急危険度判定は、被災した建築物の余震等による倒壊の危険性及び落下物の危険性等を判定し、二次的

な災害を防止することを目的としたもので、主として外観目視等によって判定するものである。 

 

□被災度区分判定調査 

地震で被災した建築物を目視点検し、被災度がより大きく倒壊のおそれがある建物

に対して「危険」等のステッカーを建築物の見やすい場所に貼付する。判定結果

は、建築物の見やすい場所に表示され、居住者はもとより付近を通行する歩行者な

どに対してもその建築物の危険性について情報提供することとしている。 

併せて、「応急危険度判定にあたってのアスベスト対応マニュアル」に基づく調査・

対応を行う。 
 

(2) 被災建築物応急危険度判定 

被災建築物応急危険度判定は、被災した建築物の余震等による倒壊の危険性及び落下物の危険性等を判定

し、二次的な災害を防止することを目的としたもので、主として外観目視等によって判定するものであ

る。 

□被災建築物応急危険度判定 

地震で被災した建築物を目視点検し、被災度がより大きく倒壊のおそれがある建物

に対して「危険」等のステッカーを建築物の見やすい場所に貼付する。判定結果

は、建築物の見やすい場所に表示され、居住者はもとより付近を通行する歩行者な

どに対してもその建築物の危険性について情報提供することとしている。 

なお、調査時にアスベストに関する情報があった場合、環境保全班に情報提供を行

う。 
 

   

2-257 １１.４ 危険物等による二次災害防止活動（環境汚染対策を含む。） 

【消防組合、医療班、環境保全班】 

 

消防組合、「医療班」及び「環境保全班」は、爆発物、有害物質等の危険物等による災害が発生したとき、

又は災害によって危険物施設等に危険がせまったときは、次に掲げる施設等を対象に、関係各機関は緊密

な協調のもとに被害状況の確認及び被害防止に関する指導を行い、市民への注意・呼びかけが必要な事項

については広報活動を行う。 

 

・危険物施設    ・火薬保管施設    ・ガス施設 

 ・毒劇物施設    ・放射性物質施設    ・クリーニング施設 

・ＰＣＢ保管施設 ・その他二次災害の危険性があると判断する施設 

 

(1)基本方針 

① 危険物等施設管理者又は付近住民等は、災害の発生又は危険を察知したら、速やかに消防局、市災害対

１１.４ 危険物等による二次災害防止活動（環境汚染対策を含む。） 

【消防組合、医療班、環境保全班】 

 

本市は関係機関と協力して、地震による危険物等施設からの危険物漏洩などによる人的被害の防止対策を

行い、住民の安全の確保を図る。 

 

本事項については 

第５編 第１章 第２節 『第２  危険物等災害応急対策 』（p5-14） 

を準用する。 

 

（略） 
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策本部、警察署に連絡する。連絡を受けた市災害対策本部は状況を確認するとともに、周辺住民に広報

し、避難を呼びかける。ただし、被害の規模等により対応が困難な場合は、必要により、消防局、警察署

へ協力を要請する（地震発生時は、応急復旧が実施できないことが予想され、まず周辺住民を避難させる

ことが最優先業務となる。）。 

 

② 危険物等施設管理者は、市災害対策本部等と連携して、応急復旧活動を実施する。ただし、被害の規模

等により対応が困難な場合は、必要により、消防局、警察署へ協力を要請する。 

 

(2)個別応急復旧方針 

①危険物保管施設応急対策 

      □消防組合 

 緊急措置命令により、危険物集荷の禁止、移動及び搬出の準備のための防護、その他自

主的応急体制の確立等応急措置をとらせるとともに、事故発生に際しては消防部隊の効果

的運用を図り、危険物排除作業を実施する。 

 

②火薬類保管施設応急対策計画 

      □消防組合 

 火災に際しては、誘発防止のため延焼拡大を阻止する消防活動を行い、負傷者の救出・

救護活動及び避難誘導を実施する。 

 

③放射線施設応急対策計画 

      □放射線施設管理者 

 放射線防止活動実施要領に基づき、災害の状況に応じておおむね次の事項を実施する。 

・応急的危険場所の設定 

・関係機関等への連絡 

・危険場所の設定と放射線量の測定 

・被災者の救出救護 

・危険原因の応急的排除 

・危険場所内所在者の避難誘導 

・汚染の拡大防止 

・必要な広報活動の実施 

・その他 

 

    □消防組合 

・警防計画を樹立のうえ、火災に際しては施設の延焼を防止する消防活動を行い、汚染区

域の拡大防止に努める。 

・警察と連絡を取り、危険区域内の避難誘導に努める。  

 

④高圧ガス保管施設応急対策計画 

      □施設管理者 
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○災害の規模、態様、建築物の構造等を考慮し、消防部隊の責任者と連絡を密にして機敏

な措置を取る。 

○爆発、火災若しくは高圧ガスの漏出に際しては、状況に応じて次の措置を講ずる。 

・負傷者の救出救護       ・漏出防止措置     ・避難の指示 

・火気厳禁の広報     ・引火性、爆発性物品の移動  

 

      □消防組合 

・火災に際しては、施設防火管理者と連絡を密にして、未燃焼ガスの冷却及び除去を

行い、延焼拡大を防止する。 

・関係機関との連携を保持し、被災者の救出救護、避難誘導を実施する。 

 

⑤毒劇物保管施設応急対策計画 

      □川越市保健所 

毒劇物保管施設等が災害により被害を受け、毒物劇物等が飛散漏洩又は地下に浸透し、

保健衛生上危害が発生し又はそのおそれがある場合は、その保管施設等の責任者に、

迅速的確な情報を保健所、警察署又は消防機関に連絡させるとともに、危険防止のた

めの応急措置を講ずるよう指示し、その毒性、劇性の及ぶ危険区域を指定する。 

 

      □消防組合 

火災に際しては、施設管理者と連絡を密にして、施設の延焼の防止及び汚染区域の拡

大の防止をする。 

 

⑥有害化学物質等による汚染防止対策 

□環境保全班 

 

 

 

 

 

⑦石綿使用被災建築物等飛散防止対策 

□環境保全班 

石綿（アスベスト）が使用されている建築物等が災害により被害を受け、石綿が風等

によって飛散するおそれがある場合は、「川越市災害時アスベスト対策初動マニュア

ル」及び「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル（改訂版）（環境省）」

に従い、その建築物の持ち主等に飛散防止措置を要請する。 

（略） 

 

災害に伴う有害物質の漏えい等により、人の健康及び生活環境に係る被害が生じる恐

れがある場合は、「大気関係事故時の対応マニュアル」及び「異常水質事故対応マニュ

アル」等に基づき、その施設等の責任者に迅速的確な情報を環境対策課に連絡させる

とともに、被害の拡大防止のための応急措置を講ずるよう指示する。 

2-260 １２.２ 避難勧告又は避難指示 

市街地火災、がけ崩れ、ガス等の流出拡散等から人命、身体を保護し、又は災害の拡大防止のため特に必

１２.２ 避難指示 

市長は、市街地火災、がけ崩れ、ガス等の流出拡散等から人命、身体を保護し、又は災害の拡大防止のた
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要がある場合は、地域の住民に対して避難勧告又は避難指示を行う。 

 

(1) 実施責任者 

避難勧告又は避難指示は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合、市民に危険が切迫し、市民を緊

急に避難させる必要が生じたときに、原則的に市長が実施するものである。 

なお、避難の勧告・指示の実施者については、関係法規に基づき次のように定められている。 

 

■避難勧告、避難指示の実施責任者 

実施責任者 勧告・指示を行う要件等 根拠法令 

本部長（市長） 

知事※ 

市民等の生命、身体に危険を及ぼすと認めるとき、勧

告又は指示を行う。 
災対法第60条 

警察官 

・市長が避難の指示ができないと認められ、しかも指示

が急を要するとき。 

・市長から要求があったとき。 

災対法第61条 

警察官職務執行

法 

第４条 

自衛官 
災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官においては、危険

な事態が生じ、かつ警察官がその場にいないとき。 

自衛隊法 

第94条の３ 

知事､その命を 
受けた県職員 
水防管理者 

洪水により著しい危険が切迫していると認められる

とき、必要と認める区域の住民に対して避難の指示を実

施。 

水防法第29条 

知事､その命を 
受けた県職員 

地すべりにより著しい危険が切迫していると認めら

れるとき、必要と認める区域の住民に対して避難の指示

を実施。 

地すべり等防止

法第25条 

注）※市長が事務を行うことができない場合 

 

「勧告」は、その対象地域の住民等に対し避難を拘束するものではないが、住民が勧告を尊重することを

期待して避難の立ち退きを進め、又は促すものである。 

「指示」は、被害の危険が切迫している場合に発し、勧告よりも拘束力が強く、住民等を立ち退かせるも

のである。 

 

(2) 避難勧告等の発令基準 

市長は、次の基準により避難勧告、避難指示を発令し、避難対象地域の市民及び滞在者等に伝達する。な

お、必要に応じて避難準備の勧告を実施する。また、避難の必要がなくなった場合も同様とする。 

 

■避難勧告、避難指示の目安 

種別 発令の目安 

 避難勧告 ・地震火災の拡大により、住民に生命の危険が及ぶと認められるとき。 

・がけ崩れ等の地変が発生し又は発生するおそれがあり、付近住民に生命

の危険が認められるとき。 

・有毒ガス等の危険物質が流出拡散し又はそのおそれがあり、住民に生命

の危険が認められるとき。 

・その他災害の状況により、市長が必要と認めるとき。 

め特に必要がある場合は、地域の住民や来街者等の市民等に対して避難指示を発令する。 

 

(1) 実施責任者 

避難指示は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合、市民に危険が切迫し、市民を緊急に避難させ

る必要が生じたときに、原則的に市長が発令するものである。 

なお、避難指示発令の実施者については、関係法規に基づき次のように定められている。 

 

■避難指示発令の実施責任者 

実施責任者 避難指示を発令する要件等 根拠法令 

市長 

知事※ 

市民等の生命又は身体を災害から保護し、その災害の拡大

を防止するため特に必要があると認めるとき、必要と認める

地域の必要と認める市民等に対し、避難のための立ち退きを

指示する。 

災対法第60条、 

 

警察官 
・市長が避難指示を発令できないと認められるとき。 

・市長から要求があったとき。 

災対法第61条 

警察官職務執

行法 

第４条 

自衛官 
災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官においては、危険な事

態が生じ、かつ警察官がその場にいないとき。 

自衛隊法 

第94条の３ 

知事､その命を 
受けた県職員 
水防管理者 

洪水により著しい危険が切迫していると認められるとき、

必要と認める区域の住民に対して避難の指示を実施。 
水防法第29条 

知事､その命を 
受けた県職員 

地すべりにより著しい危険が切迫していると認められる

とき、必要と認める区域の住民に対して避難の指示を実施。 

地すべり等 

防止法第25条 

注）※市長が事務を行うことができない場合 

 

 

 

 

 

(2) 避難指示の発令基準 

市長は、次の基準により避難指示を発令し、対象地域の市民等に伝達する。なお、このほか必要に応じて

自主避難について呼びかけを行う。また、避難の必要がなくなった場合も同様とする。 

 

・地震火災の拡大により、住民に生命の危険が及ぶと認められるとき。 

・がけ崩れ等の地変が発生し又は発生するおそれがあり、付近住民に生命の危

険が認められるとき。 

・有毒ガス等の危険物質が流出拡散し又はそのおそれがあり、住民に生命の危

険が認められるとき。 

・その他災害の状況により、市長が必要と認めるとき。 
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 避難指示 

（緊急） 

上記条件がさらに悪化し、避難すべき時期が切迫した場合又は現場に残留

者がある場合 

 

(3) 避難勧告、避難指示の内容及び伝達 

①内容 

避難勧告又は避難指示は、危険の切迫性に応じて伝達文の内容を工夫するなどし、住民の積極的な避難行

動の喚起に努める。また、避難勧告又は避難指示は、以下の内容を明示して行う。 

 

○勧告者 

○避難対象地域 

○避難の理由 

○避難先及び必要に応じた避難経路 

○その他避難にあたっての注意事項 

・火気等危険物の始末 

・２食程度の食料、水及び最小限の肌着、救急薬品等の携帯 

・素足を避け、帽子、ヘルメット等を必ず着用する 

・隣近所そろって避難する 

等 
 

 

 

 

(3) 避難指示の伝達内容と伝達方法 

①伝達内容と伝達方法 

避難指示は、危険の切迫性に応じて伝達文の内容を工夫するなどし、住民の積極的な避難行動の喚起に努

める。また、避難指示は、以下の内容を明示して行う。 

 

○避難対象地域 

○避難の理由 

○避難先及び必要に応じた避難経路 

○その他避難にあたっての注意事項 

・火気等危険物の始末 

・２食程度の食料、水及び最小限の肌着、救急薬品等の携帯 

・素足を避け、帽子、ヘルメット等を必ず着用する 

・隣近所そろって避難する 

等 
 

2-262       ■放送事業者への措置 

区分 内容 

伝達ルート 

・放送事業者への依頼は、「広報班」が原則として県に要請する。 

ただし、県へ連絡できない場合は、「広報班」から直接、放送事業者

へ依頼する。 

伝達手段 

・県への要請は、所定の様式を用いてファクシミリにより行う。 

・放送事業者へはファクシミリ及びＥメールを用いて行う。 

・確実性を図るため、県又は放送事業者へは情報の伝達後電話連絡す

る。 

伝達する 

情報の種類 

・災対法に基づく、避難勧告及び避難指示（緊急） 

（それぞれ解除を含む） 

注） 法的及び制度根拠のない自主避難の呼び掛けは、報道機関への情報提供の対象外とする。 

ただし、放送事業者から電話等で取材を行う場合はある。 

 

 

③住民への周知 

本市は、自ら避難の勧告又は指示を行った場合、あるいは他機関からその旨の通知を受けた場合は、速や

かにその内容を住民に対して周知する。 

なお、避難の必要がなくなった場合も同様とする。 

また、必要に応じて隣接市町へもあわせて連絡を行う。 

 

      ■放送事業者への措置 

区分 内容 

伝達ルート 

・放送事業者への依頼は、「広報班」が原則として県に要請する。 

ただし、県へ連絡できない場合は、「広報班」から直接、放送事業者

へ依頼する。 

伝達手段 

・県への要請は、所定の様式を用いてファクシミリにより行う。 

・放送事業者へはファクシミリ及びＥメールを用いて行う。 

・確実性を図るため、県又は放送事業者へは情報の伝達後電話連絡す

る。 

伝達する 

情報の種類 

・災対法に基づく、避難指示 

（解除を含む） 

注） 法的及び制度根拠のない自主避難の呼び掛けは、報道機関への情報提供の対象外とする。 

ただし、放送事業者から電話等で取材を行う場合はある。 

 

 

③住民への周知 

本市は、自ら避難の勧告又は指示を行った場合、あるいは他機関からその旨の通知を受けた場合は、速や

かにその内容を住民に対して周知する。 

なお、避難の必要がなくなった場合も同様とする。 

また、必要に応じて隣接市町へもあわせて連絡を行う。 
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□伝達方法 

・防災行政無線 

・広報車 

・サイレン、警鐘 

・標識等 

・口頭伝達 

・テレビ、ラジオ 

・防災情報メール、緊急速報エリアメール（緊急速報メール）、ツイッター 

・外国語による防災放送 
 

□伝達方法 

・防災行政無線 

・広報車 

・テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭ） 

・市ホームページ 

・防災情報メール、緊急速報エリアメール（緊急速報メール） 

・ツイッター、フェイスブック、ＬＩＮＥなどのＳＮＳ 

・Ｌアラート 

・口頭伝達   等 
 

2-263 １２.３ 警戒区域の設定 

【本部班、消防組合、警察署】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 設定権者 

災対法等による警戒区域の設定権者は次のとおりである。 

■警戒区域の設定権者及びその内容 

実施責任者 勧告・指示等の内容 備考 

 市長 ・市民等の生命、身体に危険を及ぼすと認めるとき。 災対法第63条 

 警察官 

・市民等の生命、身体に危険を及ぼすと認める場合で

かつ市長若しくは委任を受けた職員がそばにいな

いとき。 

災対法第63条 

第２項 

・市長若しくは委任を受けた職員から要求があった

とき。 

災対法第63条 

第２項 

 自衛官 

・市民等の生命、身体に危険を及ぼすと認める場合で

かつ市長若しくは委任を受けた職員がそばにいな

いとき。 

災対法第63条 

第３項 

 消防吏員又は 

 消防団員 

・災害の現場において、活動確保を主目的として設定

する。 

消防法第 28条、 

水防法第 21条 

 

 

 

 

１２.３ 警戒区域の設定 

【本部班、消防組合、警察署】 

 

市長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、市民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たときは、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、当該区域への立入りを制限若しくは禁止又は当該区域からの退去を命ずることができる。 

なお、警察官は、市職員が現場にいない場合又はこれから要請があった場合は、この職権を実施することが

できる。 

また、自衛官は、市職員及び警察官がその場にいない場合に限り、警戒区域の設定並びにそれに基づく立入

り制限・禁止及び退去命令の措置を講ずることができる。 

ただし、当該措置を講じたときは、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。 

 

(1) 設定権者 

災対法等による警戒区域の設定権者は次のとおりである。 

■警戒区域の設定権者及びその内容 

実施責任者 内容 備考 

市長 

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場

合において、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、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りを制限し、若しくは禁止

し、又は当該区域から退去を命ずることができる。 

災対法第63条 

消防吏員又は 

消防団員 

火災の現場において、消防警戒区域を設置して、命

令で定める者以外の者に対してその区域からの退

去を命じ、又はその区域への出入りを禁止若しくは

制限することができる。 

消防法第28条 

警察官 

市長、その委任を受けた市長の職権を行う市職員が

現場にいないとき、又はこれらの者から要求があっ

たときは、この職権を行うことができる。なお、災

対法第 63 条の職権を行使した場合、実施後直ちに

その旨を市長等に通知しなければならない。 

災対法第63条 

第２項 
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(2) 伝達及び報告 

警戒区域を設定した場合の伝達・報告方法は、避難勧告、避難指示の伝達方法を準用する。 

（略） 

 

災害の派遣を命

じられた自衛官 

危険な事態が生じ、かつ、市長又は市長の権限を行

うことができる者がその場にいないとき、この職権

を行うことができる。 

災対法第63条 

第３項 

消防長 

又は消防署長 

ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事

故が発生した場合において、当該事故により火災が

発生するおそれが著しく大であり、火災が発生した

ならば人命又は財産に著しい被害を与えるおそれ

があると認められるときは、火災警戒区域を設定し

て、その区域内における火気の使用を禁止し、又は

命令で定める者以外の者に対してその区域からの

退去を命じ、若しくはその区域への出入りを禁止若

しくは制限することができる。 

消防法 

第23条の２ 

 

(2) 伝達及び報告 

警戒区域を設定した場合の伝達・報告方法は、避難指示の伝達方法を準用する。 

（略） 

 

2-264 (1) 避難の誘導 

市は、消防団及び自主防災組織と連携し、住民の避難誘導を行う。ただし、被害の規模等により対応が

困難な場合は、必要により、警察、自衛隊等へ協力を要請する。誘導にあたっては色腕章を付け、又は

懐中電灯を所持する。 

 

(1) 避難の誘導 

市は、消防団及び自主防災組織と連携し、住民の避難誘導を行う。ただし、被害の規模等により対応が

困難な場合は、必要により、警察、自衛隊等へ協力を要請する。誘導にあたっては色腕章を付け、又は

懐中電灯を所持する。 

また、市は、特定の指定避難所に避難者が集中しないよう、ホームページやアプリケーション等の多様

な手段を活用して避難所の混雑状況を周知する等、避難の円滑化に努める。 

 

2-266 １２.５ 避難所の開設 

【本部班、避難所連絡班、避難所運営班、教育財務班、建築住宅班、学校教育班、広報班、各施設管理者】 

 

「避難所運営班」及び各施設管理者は、震度５強以上の地震が発生した場合、又はそれ以下の震度でも自宅等

で生活することが困難な者が生じた場合、避難所に指定した施設の安全を点検し、速やかに避難所を開設す

る。なお、避難所の開設は、あらかじめ策定した避難所運営マニュアルに基づき実施する。 

（略） 

 

１２.５ 避難所の開設 

【本部班、避難所連絡班、避難所運営班、教育財務班、建築住宅班、学校教育班、広報班、各施設管理者】 

 

「避難所運営班」及び各施設管理者は、震度５弱又は５強の地震が観測された場合、必要な避難所を開設す

るものとし、震度６弱以上の地震が観測された場合、全ての避難所を開設する。なお、避難所の開設は、あ

らかじめ策定した避難所運営マニュアルに基づき実施する。 

（略） 

 

2-266 (2) 収容対象者 

避難所への収容対象者は、次に示すとおりである。 

 

(2) 収容対象者 

避難所への収容対象者は、次に示すとおりである。なお、避難所では市外在住者やホームレスなど、住

民票の有無等に関わらず適切に受け入れる。 

 

2-266 (3) 開設の担当者 

避難所等の開設は、「避難所運営班」又は施設の管理者（勤務時間内）若しくは職員初動マニュアルに従い

あらかじめ指名された各避難所担当職員（勤務時間外）が実施する。 

（略） 

 

(3) 開設の担当者 

避難所等の開設は、「避難所運営班」又は施設の管理者（勤務時間内）が施設・設備の安全を確認した後に

実施する。なお、勤務時間外においては、避難所運営班が各地域防災拠点に自主参集し、避難所を開設する。 

（略） 
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2-267 

 

(7) 広域避難のための避難場所の調整 

市は、市外への被災者の避難の必要がある場合は、他自治体との事前の協定締結に基づき、他自治体の避

難場所へ被災者を受入れてもらえるよう調整を図る。なお、広域避難に関する調整を行うことができなく

なった場合は、国が消防庁と連携して協議等を代行する。 

（略） 

 

(7) 広域避難のための避難場所の調整 

市は、市外への被災者の避難の必要がある場合は、他自治体との事前の協定締結に基づき、他自治体の避難

場所へ被災者を受入れてもらえるよう調整を図ることを基本とする。 

このほか、更なる受入れ調整が必要となる場合、市は、県内の他の市町村への受入れについては当該市町村

に直接協議し、他の都道府県の市町村への受入れについては県に対し当該他の都道府県との協議を求めるほ

か、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、県知事に報告した上で、自ら他の都道府県内の市町村に協

議することができる。なお、必要に応じて市は国へ広域避難について助言を求めることができる。 

（略） 

 

2-286 (3) 避難所における支援 

市は、ボランティア等と協力して、避難所へ移動した要配慮者について、その状況を把握し、次に示す適切

な福祉サービスの提供に努める。 

□避難所における支援内容 

（略） 

 

(3) 避難所における支援 

市は、ボランティア等と協力して、避難所へ移動した要配慮者について、その状況を把握し、次に示す適切

な福祉サービスの提供に努める。 

□避難所における支援内容 

（略） 

このほか、本市は、埼玉県災害福祉支援ネットワークに参画しており、当該ネットワークから派遣される県

職員と連携し、避難所における要配慮者に対して介護や相談業務などの福祉的支援を行うものとする。 

 

2-287 (4) 福祉避難所の開設 

避難所での生活において特別な配慮を必要とする要配慮者については、必要に応じて福祉避難所を開設し

保護する。 

（略） 

 

(4) 福祉避難所の開設 

避難所での生活において特別な配慮を必要とする要配慮者については、必要に応じて市が福祉施設等へ開設

要請を行い、福祉避難所を開設し保護する。開設にあたっては、福祉避難所運営マニュアルに基づき実施す

る。 

なお、福祉避難所への移動については、原則、家族等の介助者の協力により行うものとするが、家族の協力

が得られない場合は、十分に安全の確認をしたうえで地域住民やボランティア等により移送するか、市が協

力し移送を行う。このほか、福祉施設等で移送手段が確保できる場合には、避難所から福祉避難所への移送

協力を求めるものとする。 

 

□福祉避難所における支援内容 

・避難生活に必要となる人員・物資の確保 

・避難者管理、情報提供、保健・衛生に係る支援 

・保健指導・医療救護活動（医療処置や治療、医療機関への移送）の実施 

（略） 

2-301 １８.５ 電気通信施設 

（略） 

□情報連絡 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、市対策本部、その他関連各機関と密

接な連絡をとるとともに、気象情報・報道機関等の情報等に留意し、被害の状況、その

他各種情報の把握に努める。 

（略） 

  

１８.５ 電気通信施設 

（略） 

□情報連絡 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、市対策本部、その他関連各機関と

密接な連絡をとるとともに、気象情報・報道機関等の情報等に留意し、被害の状況、

その他各種情報の把握に努める。 

特に電気通信事業者は、速やかに通信障害の状況やその原因、通信施設の被害や復

旧の状況等を関係機関に共有する。 

（略） 
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2-301 ④災害時の広報 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、通信のそ通及び利用制限の措置状況及び被災

した電気通信設備等の応急復旧状況の広報を行い、通信のそ通ができないことによる社会不安の解消に

努める。 

また、テレビ・ラジオ・新聞等の報道機関を通じて広報を行うほか、必要に応じて広報車による巡回広

報及びホームページ等により、直接当該被災地へ周知する。 

災害用伝言ダイヤル等を提供した場合、電話のつながりにくい状態を回避するための交換機による自動

音声ガイダンス、避難所等での利用案内を実施するほか、必要に応じて報道機関、自治体との協力体制

により、テレビ・ラジオ等で利用案内を実施する。 

 

④災害時の広報 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、通信量の増加を抑制するため、災害時の不要

不急な通信は控えるよう周知に努めるとともに、通信のそ通状況、利用制限措置を行った場合は措置状

況及び被災した電気通信設備等の応急復旧状況の広報を行い、通信のそ通ができないことによる社会不

安の解消に努める。 

また、テレビ・ラジオ・新聞等の報道機関を通じて広報を行うほか、必要に応じて広報車による巡回広

報及びホームページ等により、直接当該被災地へ周知する。 

災害用伝言ダイヤル等を提供した場合、避難所等での利用案内を実施するほか、必要に応じて報道機関、

自治体との協力体制により、テレビ・ラジオ等で利用案内を実施する。 

 

2-302 （新設） １８.６ 関係機関との調整 

【上下水道管理班、水道復旧班、下水道復旧班、広報班、埼玉県、都市ガス事業者、(一社)埼玉県ＬＰガ

ス協会川越支部、東京電力パワーグリッド(株)川越支社、東日本電信電話(株)埼玉事業部】 

 

ライフライン施設の速やかな応急復旧を図るため、市、県、ライフライン事業者等は、必要に応じて、現地

のライフライン事業者の事業所等で実動部隊の詳細な調整を行うための現地作業調整会議を開催するもの

とする。 

（略） 

 

2-321 第２ 広報広聴活動 

 

救援期においても、引き続き「本章 第２節 『第４ 広報活動』」による市民等への広報を積極的に行う。

なお、被災者の情報ニーズは時間とともに変化していくので、被災者のニーズの把握に努め、的確な情報を

効果的な手段で提供するとともに、市外への避難者に対する広報にも留意する（広報の方法等については「本

章 第２節 『第４ 広報活動』」による）。 

また、被災者からの相談、要望、苦情等、市民から寄せられる生活上の不安の解消を図るため、関係各部班

と相互に連携して市役所等に相談窓口を設け、相談活動を実施する。さらには、外国籍市民の相談に対応す

るため、外国語通訳スタッフの配置に努める。 

第２ 広報広聴活動 

 

市は、被災者が生活再建支援制度を容易に知ることができる環境の整備に努めるものとし、救援期において

も、引き続き「本章 第２節 『第４ 広報活動』」による市民等への広報を積極的に行う。なお、被災者の

情報ニーズは時間とともに変化していくので、被災者のニーズの把握に努め、的確な情報を効果的な手段で

提供するとともに、市外への避難者に対する広報にも留意する（広報の方法等については「本章 第２節 

『第４ 広報活動』」による）。 

   

また、被災者からの相談、要望、苦情等、市民から寄せられる生活上の不安の解消を図るとともに、被災者

が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、関係各部班と相互に連携して市

役所等に相談窓口を設け、相談活動を実施する。なお、相談活動にあたっては、被災者台帳等を活用したき

め細やかな支援に努めるものとし、さらには、外国籍市民の相談に対応するため、外国語通訳スタッフの配

置に努める。 

（略） 

 

2-323 □避難所外の市民への広報 

・市民センター等の公共施設での広報紙の配布及び伝達情報等の掲出 

・報道機関への情報提供による広報 

（略） 

 

□避難所外の市民への広報 

・市民センター等の公共施設での広報紙の配布及び伝達情報等の掲出 

・インターネットによる広報 

・報道機関への情報提供による広報 

・避難所外の人でも見ることができる場所への広報掲示板の設置による広報 

（略） 
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3-326 ３.１ 避難所の運営管理体制 

 

開設した避難所は、避難所運営マニュアルに基づき運営を行うものとし、主に次のような運営管理体制・手

順により運営する。 

 

■避難所の開設から閉鎖までの手順 

（略） 

 

３.１ 避難所の運営管理体制 

 

開設した避難所は、避難所開設・運営マニュアルに基づき運営を行うものとし、主に次のような運営管理体

制・手順により運営する。 

 

■避難所の開設から閉鎖までの手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

「避難所運営チーム」 
の編成 

被災家屋の応急対策による避難者の帰宅や仮設住宅の建

設等の復興政策と連動して避難所を縮小していくものと

する。 

関係部班等への 
応援要請 

「避難所運営班」は、「避難所運営チーム」が把握したニー

ズを自班で処理できない場合は、「避難所連絡班」及び「地

域防災拠点班」を通じて、「食料・物資調達班」、「保健班」

など関係各班又は関係機関に対応を要請する。 

避難所の縮小、閉鎖 

避難所における生活が長期化する場合は、避難者

が互いに助け合い、また自主的な避難生活が実施

できるように、避難者を主体とする運営委員会を

設置する。「運営委員会」には、男女両方が参画す

るとともに、責任者には男女両方を配置するよう

努めるとともに役員のうち女性が少なくとも３割

以上は参画できるよう配慮する。 

(運営委員会の設置) 

避難者の収容 

情報の収集整理 

「避難所運営チーム」は、当該避難所のニーズ（必要な物

資、その他措置すべき事項）を把握し、「避難所運営班」に

報告・要請するとともに、避難所日誌を作成し情報の整理

に努める。 

避難者の収容までの手順については「■避難所の開設手

順」（p2-258）を参照のこと。 

「避難所運営班」「保健班」、警察機関は、適時、避難所を

巡回し、避難所のニーズを把握するとともに、必要に応じ

てその結果を「避難所連絡班」及び「地域防災拠点班」を通

じて「本部班」に報告する。また、女性の相談員、福祉・保

健関係の相談員の巡回により、女性や要配慮者のニーズの

変化に対応できるように配慮する。 

避難所の巡回 

「避難所運営班」及び「避難所運営チーム」は、「避難所

連絡班」「福祉班」「衛生班」「保健班」「廃棄物対策班」

「食料・物資調達班」「要配慮者支援班」等と協力して避

難所を運営する。 

避難所の運営 

「避難所運営班」は、各避難所に、避難所施設職員、自主

防災組織、ボランティア等で構成する「避難所運営チーム」

を編成する。女性に配慮した避難所運営を行うため、「避難

所運営チーム」には女性が参画できるよう配慮する。 

被災家屋の応急対策による避難者の帰宅や仮設住宅の建

設等の復興政策と連動して避難所を縮小していくものと

する。 

関係部班等への 
応援要請 

「避難所運営班」は、把握したニーズを自班で処理できな

い場合は、「避難所連絡班」を通じて、「食料・物資調達班」、

「保健班」など関係各班又は関係機関に対応を要請する。 

避難所の縮小、閉鎖 

避難所における生活が長期化する場合は、避難者

が互いに助け合い、また自主的な避難生活が実施

できるように、避難者を主体とする運営委員会を

設置する。「運営委員会」には、男女両方が参画す

るとともに、責任者には男女両方を配置するよう

努めるとともに役員のうち女性が少なくとも３割

以上は参画できるよう配慮する。 

また、NPO等、専門性を有した外部支援者等の協

力が得られるよう努める 

(運営委員会の設置) 

避難者の収容 

情報の収集整理 

「避難所運営班」は、当該避難所のニーズ（必要な物資、

その他措置すべき事項）を把握し、「避難所運営班」に報

告・要請するとともに、避難所日誌を作成し情報の整理に

努める。 

避難者の収容までの手順については「■避難所の開設手

順」（p2-268）を参照のこと。 

「避難所運営班」「保健班」、警察機関は、適時、避難所

を巡回し、避難所のニーズを把握するとともに、必要に応

じてその結果を「避難所連絡班」及び「地域防災拠点班」

を通じて「本部班」に報告する。また、女性の相談員、福

祉・保健関係の相談員の巡回により、女性や要配慮者のニ

ーズの変化に対応できるように配慮する。 

避難所の巡回 

「避難所運営班」は、「避難所連絡班」「福祉班」「衛生

班」「保健班」「廃棄物対策班」「食料・物資調達班」「要

配慮者支援班」等と協力して避難所を運営する。 

避難所の運営 
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2-327 ３.３ 避難所の運営 

  【避難所運営班、避難所連絡班、食料・物資調達班、関係各班】 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 避難所での情報提供（広報） 

（略） 

 

(2) 食料、生活必需品の請求、受け取り、配給 

（略） 

 

(3) 運営状況の報告 

（略） 

 

(4) 避難所日誌の作成 

「避難所運営チーム」は、避難所の運営記録として、避難所日誌を記録する。 

 

(5) 避難所の開設期間 

（略） 

 

（新設） 

 

 

３.３ 避難所等の運営 

  【避難所運営班、避難所連絡班、食料・物資調達班、関係各班】 

 

(1) 基本方針と留意点 

避難所運営にあたっては、避難所開設・運営マニュアルに基づき実施するものとし、基本方針、留意点は以

下のとおりとする。 

 

□避難所運営のための４つの基本方針 

・避難者が主体となった自主運営を原則とする。 

・要配慮者や女性の視点に配慮した避難所づくりを行う。 

・地域支援の拠点となる避難所を目指す。 

・避難所は、地域のライフラインが復旧する頃まで設置し、復旧後はすみやかに閉鎖

する。 

 

□避難所運営における留意点 

・避難者により自主的に運営し、女性役員を投入し女性の要望や意見を反映する。 

・要配慮者の特性に応じた情報や行動支援を行う。 

・男女双方の視点に配慮するのに加え、LGBT(性的少数者)の方に対する周囲への理解

に努める。 

・ペット同行避難者を受入れ、ペット専用スペースにおいて飼い主自らによる適正な

ペットの飼育を徹底させる。 

  

(2) 避難所での情報提供（広報） 

（略） 

 

(3) 食料、生活必需品の請求、受け取り、配給 

（略） 

 

(4) 運営状況の報告 

（略） 

 

（削除） 

 

 

(5) 避難所の開設期間 

（略） 

  

(6) 避難所外避難者対策 

市は、在宅避難者や、やむを得ず車中等に避難している被災者に係る情報の把握に努めるとともに、食料等

必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供、情報の提供等必要な支
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(6) 災害救助法が適用された場合の費用等 

災害救助法が適用された場合の避難所設置の費用は、「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実

費弁償の基準（平成 13年 埼玉県告示第 393号）」の範囲内において埼玉県に請求できる。この場合、「避難

所連絡班」は次の帳簿類を整え「福祉班」に報告する。避難所開設に伴う費用は、人件費、消耗器材費、建

物及び器物の使用謝金、燃料費並びに仮設の炊事場及び便所の設置費として、埼玉県の基準に準ずるものと

する。 

（略） 

援を実施し、生活環境の確保を図るものとする。特に車中泊の被災者に対しては、エコノミークラス症候群

の予防のため、健康相談や保健指導等を実施する。 

 

(7)災害救助法が適用された場合の費用等 

災害救助法が適用された場合の避難所設置の費用は、「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実

費弁償の基準（平成 13年 埼玉県告示第 393号）」の範囲内において埼玉県に請求できる。この場合、「避難

所連絡班」は次の帳簿類を整え「本部班」に報告する。避難所開設に伴う費用は、避難所の設置、維持及び

管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費、光熱

水費並びに仮設便所等の設置費として、埼玉県の基準に準ずるものとする。 

（略） 

 

2-329 ３.５ 避難所の生活環境への配慮 

避難生活の長期化に備えて、以下の対策の実施を検討する。 

３.５ 避難所の生活環境への配慮 

避難所における生活環境に注意し、良好な生活の確保に努め、避難者のプライバシーの確保に配慮する。そ

のため、トイレの設置状況、段ボールベッド等の活用状況、入浴施設の設置の有無及び利用頻度、洗濯等の

頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、配食等の状況、し尿及びごみの処理状況、プライバシーの確

保状況など、避難所における生活環境の把握に努め、必要な措置を講ずるよう努める。 

 

2-330 (4) 要配慮者のための相談体制 

「要配慮者支援班」は、「市民班」及び「福祉班」等の協力を得て、被災した要配慮者へ配慮した生活環境を

実現するため、生活に必要な物資や人的援助のニーズ等についての相談体制を整備する。 

（略） 

 

(4) 要配慮者への支援 

避難所において、要配慮者用スペースを設けるものとし、一般の避難者と同一の区画では状況の悪化が懸念

される場合は、要配慮者用スペースに誘導する。 

このほか、「要配慮者支援班」は、「市民班」及び「福祉班」等の協力を得て、被災した要配慮者へ配慮した

生活環境を実現するため、生活に必要な物資や人的援助のニーズ等についての相談体制を整備する。 

（略） 

 

 （新設） (7) 避難所における新型コロナウイルス感染症対策 

「避難所運営班」は、「衛生班」等と連携して、避難所における新型コロナウイルス感染症対策として、避難

者の健康管理や、消毒・清掃・喚起・ごみ処理・マスク着用等の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適

切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努める。特に発熱者等に対しては、発熱者等専用スペー

スを設け、感染症拡大を防止する。 

このほか、特に新型コロナウイルス感染症への対策については、避難所における新型コロナウイルス感染症

への対応マニュアルに基づき実施する。 

 

 (7) 女性のニーズに対するきめ細かな配慮 

避難場所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮す

る。特に、男女別更衣室、男女別トイレ、女性専用の物干し場及び授乳室等は開設当初から設置できるよう

に努める。 

また、女性や子どもに対する暴力等を予防するため、トイレ、更衣室等の場所は、昼夜を問わず安心して使

用できる場所を選び、照明を付けるなど安全に配慮する。就寝場所等の巡回警備や防犯ブザーの配布など安

(8) 多様なニーズに対するきめ細かな配慮 

避難場所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女や LGBT（性的少数者）等、避難者の特性によ

らず安全・安心な避難所生活が可能となるよう、多様なニーズや視点に配慮する。特に、男女別更衣室、男

女別トイレ、女性専用の物干し場及び授乳室等は開設当初から設置できるように努める。 

また、女性や子どもに対する性被害を含めたあらゆる暴力の発生を防止するため、女性用と男性用のトイレ

を離れた場所に設置する、トイレ、更衣室等の場所は、昼夜を問わず安心して使用できる場所を選び、照明
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全・安心の確保に配慮する。さらに、女性に対する相談窓口を設置し、女性相談員を配置するなど、暴力を

許さない環境づくりや、被害者への適切な対応を徹底する。 

を増設するなど安全に配慮する。就寝場所等の巡回警備や防犯ブザーの配布、性暴力・ＤＶについての注意

喚起のためのポスターを掲載するなど、女性や子供等の安全に配慮するよう努める。さらに、女性に対する

相談窓口を設置し、女性相談員を配置するなど、暴力を許さない環境づくりや、被害者への適切な対応を徹

底するとともに、警察、病院、女性支援団体との連携の下、被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努め

る。 

 

2-336 (2) 避難所等における動物の適正な飼養 

避難者と共に避難した動物（盲導犬、聴導犬、介助犬を除く。）の取扱いについて、避難所では様々な価値観

を持つ人が共同生活を営むことに鑑み、居室への動物の持込みは原則禁止とし、敷地内の屋外に飼養専用ス

ペースを設置し、飼養させることとする。 

ただし、施設に別棟の倉庫等があるなど収容能力に余裕がある場合は、当該避難所に生活する避難者の同意

の下に、居室以外の部屋に専用スペースを設け、飼養させることを検討する。動物への給餌、排泄物の清掃

等の飼養・管理は、当該動物を連れてきた者が責任を負い、居室以外の部屋の専用スペースで飼養した場合、

撤去後に当該動物を連れてきた者に施設を現状復旧させるものとする。 

また、本市は、獣医師会などと協力して、避難所や応急仮設住宅等における動物の飼養に関して適正飼養の

指導を行うなど、動物の愛護及び環境衛生の維持に努める。 

 

(2) 避難所等における動物の適正な飼養 

避難者と共に避難した動物（盲導犬、聴導犬、介助犬を除く。）の取扱いについて、避難所では様々な価値観

を持つ人が共同生活を営むこと、感染症予防等に鑑み、居住スペースへの動物の持込みは原則禁止とし、ペ

ット専用スペースを設置し、同スペースにて飼養させることとする。 

なお、ペットは必ずケージ等に入れ、避難所におけるペットの管理（餌や排泄物の処理等）は、原則として

飼い主自らが行うものとする。 

また、本市は、獣医師会などと協力して、避難所や応急仮設住宅等における動物の飼養に関して適正飼養の

指導を行うなど、動物の愛護及び環境衛生の維持に努める。 

（略） 

 

2-338 第５ 廃棄物対策 

 

地震による災害が発生した場合、本市及び埼玉県は、地震災害に伴って発生した倒壊家屋等の廃棄物（以下

「災害廃棄物」という。）、並びに災害におけるごみ及びし尿を迅速に処理し、もって被災地の環境保全を図

る必要がある。 

廃棄物対策に係る計画を次に示す。 

 

 

 

 

 

５.１ 災害廃棄物処理 

  【廃棄物対策班、環境保全班】 

 

「廃棄物対策班」は、災害廃棄物を処理するために、必要な体制や仮置き場の確保を図る。 

 

(1) 住宅関係障害物の除去 

住宅関係障害物除去とは、「災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、木材等で、日常生活に著しい障

害を及ぼしているものの除去」（「災害救助法施行令」第８条第２号）をいい、地震による家屋等の破壊後の

瓦礫等とは異なる。 

なお、必要に応じて、埼玉県川越県土整備事務所に応援要請を行うものとする。 

第５ 廃棄物対策 

 

地震による災害が発生した場合、本市は、地震災害に起因して発生した廃棄物のうち、生活環境保全上の支

障へ対処する必要があるもの（以下「災害廃棄物」という。）、及び災害におけるごみ及びし尿を迅速に処理

し、もって被災地の環境保全を図る必要がある。 

災害廃棄物処理に関する事前の計画としては、川越市災害廃棄物処理計画に詳細を位置付けるが、災害発生

時には改めて、被害状況等の情報収集を行い、川越市災害廃棄物処理計画に基づき本市が処理すべき災害廃

棄物の量を推計し、処理体制、処理方法、処理期間等の方針及び具体的な内容について、川越市災害廃棄物

処理実行計画として取りまとめるものとする。 

川越市災害廃棄物処理計画の前提となる基本的な廃棄物対策について次に示す。 

 

５.１ 処理体制の整備 

【廃棄物対策班、環境保全班】 

 

市内で発生する災害廃棄物の処理は、市が主体となり、以下の２施設を稼働して行うが、被災状況や災害廃

棄物の発生量によって、本市での処理が困難と判断される場合は、協定等に基づき県内の他自治体、民間廃

棄物処理業者へ協力・支援を要請する。また、県外の自治体での処理に向けた調整については県へ要請を行

い、処理体制を整備する。 

このほか、仮置場の運営やごみの分別等で多くの人員が必要となることから、必要に応じてボランティアに

よる協力を災害ボランティアセンターに要請する。 
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①活動方針 

住宅関係障害物除去に関する活動方針は、以下のとおりである。 

 

・障害物の除去は、市長が行うものとする。 

・一時的には市保有の器具及び機械を使用して実施する。 

・労力又は機械力が不足する場合は県（県土整備事務所）に要請し、隣接市町からの

派遣を求めるものとする。 

・労力又は機械力が相当不足する場合は、川越市建設業協会からの資機材、労力等の

提供を求める。 

・効果的に除去作業を進めるために、川越市建設業協会との事前の協定締結等により

協力体制を整備しておく。 

 

 

②災害救助法を適用した場合の実施基準 

ｱ) 対象 

住家に運び込まれた土石、竹木等の障害物の除去は、以下の条件に該当する住家を早急に調査のうえ実施す

る。 

 

・障害物のため、当面の日常生活が営み得ない状態にあるもの。 

・障害物が日常生活に欠くことのできない場所に運びこまれたもの。 

・自らの資力をもってしては、障害物の除去ができないもの。 

・住家が半壊又は床上浸水したものであること。 

・原則として、当該災害により直接被害を受けたもの。 

 

ｲ) 対象者の選定 

障害物除去対象者の選定は、市で行う。 

また、障害物除去戸数は、半壊、床上浸水家屋の数量を把握した上で算定する。 

 

ｳ) 期間 

災害発生の日からできるだけ早い時期に完了するものとし、市長は、その結果を埼玉県へ報告する。 

 

(2) 災害廃棄物の処理 

地震災害時には、災害廃棄物が大量に発生することが予想される。 

そのため、市は、次に示す計画に従い廃棄物処理に必要な体制や仮置場の確保を図る。 

 

①処理体制の確保 

ｱ) 実施体制 

瓦礫等の災害廃棄物の処理は、原則として次の要領で実施する。 

 

■処理施設 

名称 所在地 電話 施工年度 

東清掃センター 芳野台 2-8-18 049-223-2645 S61年度 

資源化センター 鯨井 782-3 049-234-0530 H21年度 

 

５.２ 災害廃棄物等の処理 

【廃棄物対策班、環境保全班】 

災害時には、通常の一般廃棄物とは異なる性状の廃棄物が大量に発生するため、適正に分別を行ったうえで

処理を行う。 

 

(1) 処理困難物 

ｱ) アスベスト 

アスベスト（石綿）は、その優れた特性から昭和 30年～平成元年頃に建てられた鉄骨造建築物の耐火被覆材

などとして使用されてきた。現在は、その危険性から使用は代替困難な一部の製品を除いて全面禁止されて

いるものの、建築材料として現在も多くの既存建築物等に存在している。 

 

□アスベストの処理 

・アスベストを使用した建築物の解体撤去は「災害時における石綿飛散防止に係る取

扱いマニュアル（改訂版）」（環境省水・大気環境局大気環境課、平成 29年９月）に従

って、アスベストの飛散防止措置を講ずるものとする。 

・アスベストを含む解体材の搬出・運搬は、廃棄物処理法及び「石綿含有廃棄物等の

適正処理について」（平成 23 年 3 月 31 日 環廃対発第 110331001 号、環廃産発第

110331004号 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課長、産業廃棄

物課長、適正処理・不法投棄対策室長 通知）に従って、密閉、飛散防止等適切な措置

を講じて行うものとする。 

 

ｲ) ＰＣＢ 

コンデンサ等の電気機器や熱媒体等に 1950 年頃から使用されはじめ、1972 年頃まで生産されていたが、慢

性毒性があり 1974年に法律により製造・輸入が禁止された。 

災害廃棄物として排出されるＰＣＢ含有機器は、市が収集した後、専門処理業者へ処理を依頼する。 

 

(2) 避難所ごみ 

避難所ごみについては、平常時と同様の分別で排出することを基本とする。収集場所や収集運搬ルートにつ

いては、避難所ごみの特性から、平常時のルートとは異なる対応を求められることが想定されるため、避難

者数及び避難所の設置・閉鎖の状況に応じて収集保管場所を確保するとともに、収集運搬ルートを決定のう

え、収集運搬体制を構築する。 

処理については、市の処理施設で処理が可能な場合は平常時と同様とする。 
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   ■災害廃棄物の処理要領 

対象 処理要領 

住宅・建築物系 

（個人・中小企業） 

原則として建物の所有者が解体・処理を実施するものとし、市

は処理・処分に関する情報を提供する。 

大企業の事業所等 大企業は自己で処理する。 

公共施設 施設の管理者において処理する。 

 

□災害廃棄物の排出 

倒壊家屋から、モルタル、コンクリートブロック、瓦等がかなり排出されるので、

自治会単位等の地域別に排出場所を指定し収集する。また、廃棄物の排出場所と方法

について市民に広報する。 

 

ｲ) 処理の推進と調整 

市は、国、埼玉県及び関係者と協力して、「災害廃棄物処理推進協議会」を設置し、災害廃棄物の処理状況の

把握、搬送ルートや仮置場及び最終処分場の確保を図る。 

 

②処理対策 

ｱ) 仮置場の確保 

市は、災害廃棄物を最終処分するまでの間の仮置場の候補地を、以下のとおり指定する。 

 

■廃棄物仮置場の候補地 

名 称 所在地 
総面積 
（㎡） 

有効面積 
（㎡） 

仮置可能量 
(m３) 

小畔の里クリーンセンター 平塚新田 160 96,395 39,000 37,510 

旧西清掃センター敷地内 笠幡 3299-1 23,048 1,600 2,280 

北久保災害廃棄物等一時保管場所 笠幡 2630-1 9,565 8,500 8,470 

塚下災害廃棄物等一時保管場所 笠幡 3334 9,748 8,000 7,410 

合計 － 138,756 57,100 55,670 

注）平成 25年４月現在 

 

ｲ) 災害廃棄物の処分方法 

「廃棄物対策班」は、災害廃棄物のリサイクルを考慮して、可能な限り現場において分別し、仮置場に搬入

する。その後、分別した種類ごとに、最終処理を実施する。 

 

■分別処理の方法 

区分 処理方法 

木質系廃物 
木造家屋等から発生する木質系廃棄物は、木材、金属、不燃

物等の荒分別を実施した後、仮置場に搬入する。 

コンクリート系廃物 
コンクリート系廃棄物は、コンクリート塊、金属、可燃物の

荒分別を実施した後、仮置場に搬入する。 

 

(3) し尿 

仮設トイレや避難所等のし尿の収集は、仮設トイレの設置数及び避難者数等の利用状況に応じて優先順位を

決定し実施する。 

また、上下水道施設が被害を受けた場合、水洗トイレの使用ができなくなることが想定され、推計した発生

量を大きく上回る汲み取りし尿が発生し、収集体制の能力に不足が生じるおそれがある。このような場合に

は、他自治体、業界団体等に協力・支援を要請する。 

収集したし尿は、環境衛生センターで処理することを基本とするが、施設の一部又は全部が被災するなどに

よって通常の稼働が困難となった場合は、他自治体の施設への処理の要請を行う。 

 

(4) 損壊家屋等 

損壊家屋等の解体・撤去等は、原則として所有者の責任で実施することになる。 

ただし、国が災害廃棄物処理事業として公費負担の対象とし、本市が市の事業として行う場合は、つぎのと

おりとする。 

□公費負担の対象として市の損壊家屋等の解体・撤去事業を行う場合 

・申請方法等を被災者へ向けて広報する。 

・所有者の解体意思を確認後、解体申請の受付けと書類審査を行い、決定通知書を

発行する。 

・現地調査を行い仕様書を作成し、解体の発注を行う。解体事業者が決定次第、建

設リサイクル法に基づく届け出を行った後に解体撤去を実施する。 

・解体撤去完了後、所有者、市、業者の三者による現場立合いにて、完了を確認す

る。 

 

(5) 住宅関係障害物の除去 

住宅関係障害物除去とは、「災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい障

害を及ぼしているものの除去」（「災害救助法施行令」第２条第２号）をいい、地震による家屋等の倒壊後の

がれき等とは異なる。 

なお、必要に応じて埼玉県川越県土整備事務所に応援要請を行うものとする。 

 

①活動方針 

住宅関係障害物除去に関する活動方針は、以下のとおりである。 
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□最終処理方法 

・可燃物のうち柱材等は、できるだけリサイクルするとともに、その他可燃物は中間

処理（焼却可能な形状にする）のうえ焼却する。必要に応じ、相互支援協定を締結

している市町に処分を要請する。 

・不燃物のうちコンクリート塊・金属等はできるだけリサイクルするとともに、その

他不燃物は最終処分場に搬送する。 

 

ｳ) 費用の負担 

阪神・淡路大震災では、解体・処理に公費負担が国の制度として設けられた。 

市長は、災害の規模や状況によっては、被災者の経済的負担の軽減を図るため、埼玉県及び国に対して公費

負担の措置を要請する。 

 

(3) 適正処理が困難な廃棄物の処理 

アスベストやＰＣＢ等適正処理が困難な廃棄物による環境汚染の防止に努めるとともに、住民及び作業者の

健康管理及び安全管理に十分配慮する。 

 

①適正処理が困難な廃棄物の処理方針 

 

・産業廃棄物に該当するものは、平常時と同様に事業者の責任において処理するもの

とする。 

・一般家庭から排出される適正処理が困難な廃棄物は、地震発生時に排出の増加が予

想されるため、初期段階からその適切な処理方法等を住民に広報するものとする。

また、相談窓口を設け、平常時の対応と同様に業者への引取り依頼などの適切な方

法を指導するものとする。なお、特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）

による家電製品は、平常時同様に事業者に引き渡すよう指導する。不法投棄等で市

が適正に処理することが困難な廃棄物を一時保管する場合には、専用の保管場所を

設けて適切に保管する。 

 

②適正処理が困難な廃棄物の処理 

震災時に排出される可能性のある適正処理が困難な廃棄物に対しては、次の対策を講ずる。 

 

ｱ) アスベスト 

アスベスト（石綿）は、その優れた特性から昭和 30年～平成元年頃に建てられた鉄骨造建築物の耐火被覆材

などとして使用されてきた。現在は、その危険性から使用は代替困難な一部の製品を除いて全面禁止されて

いるものの、建築材料として現在も多くの既存建築物等に存在している。 

 

□アスベストの処理 

・障害物の除去は、市長が行うものとする。 

・一時的には市保有の器具及び機械を使用して実施する。 

・労力又は機械力が不足する場合は県（県土整備事務所）に要請し、隣接市町からの

派遣を求めるものとする。 

・労力又は機械力が相当不足する場合は、川越市建設業協会からの資機材、労力等の

提供を求める。 

・効果的に除去作業を進めるために、川越市建設業協会との事前の協定締結等により

協力体制を整備しておく。 

 

② 災害救助法を適用した場合の実施基準 

ｱ) 対象 

以下の条件に該当する住家を対象に実施する。 

 

・障害物のため、当面の日常生活が営み得ない状態にあるもの。 

・障害物が日常生活に欠くことのできない場所に運びこまれたもの。 

・自らの資力をもってしては、障害物の除去ができないもの。 

・住家が半壊又は床上浸水したものであること。 

・原則として、当該災害により直接被害を受けたもの。 

 

ｲ) 対象者の選定 

障害物除去対象者の選定は、市で行う。 

また、障害物除去戸数は、半壊、床上浸水家屋の数量を把握した上で算定する。 

 

ｳ) 期間 

災害発生の日からできるだけ早い時期に完了するものとし、市長は、その結果を埼玉県へ報告する。 

 

５.３ 仮置場の確保 

【廃棄物対策班】 

 

災害廃棄物の発生量等については、「埼玉県災害廃棄物処理指針（平成 29年 3月）」を参考に推計し、仮置場

の候補地を選定している。 

本市の事前に位置付けた仮置場の候補地は以下の４つである。発災時には被災規模、災害廃棄物の発生推計

量、本市における過去の災害実績等を考慮し、仮置場の設置を検討するとともに、以下の手順により仮置場

を確保する。 

 

 

■廃棄物仮置場の候補地 

名 称 所在地 
総面積 
（㎡） 

有効面積 
（㎡） 

仮置可能量 
(m３) 
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・アスベストを使用した建築物の解体撤去は「災害時における石綿飛散防止に係る取

扱いマニュアル（改訂版）」（環境省水・大気環境局大気環境課、平成 29年９月）に

従って、アスベストの飛散防止措置を講ずるものとする。 

・アスベストを含む解体材の搬出・運搬は、廃棄物処理法及び「石綿含有廃棄物等の

適正処理について」（平成 23 年 3 月 31 日 環廃対発第 110331001 号、環廃産発第

110331004号 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課長、産業廃

棄物課長、適正処理・不法投棄対策室長 通知）に従って、密閉、飛散防止等適切な

措置を講じて行うものとする。 

 

ｲ) ＰＣＢ 

コンデンサ等の電気機器や熱媒体等に 1950 年頃から使用されはじめ、1972 年頃まで生産されていたが、慢

性毒性があり 1974年に法律により製造・輸入が禁止された。 

一般家庭から粗大ごみとして排出されるＰＣＢを含む家電製品は、市が収集した後、含有部品の回収を関係

団体に依頼する。 

 

５.２ 一般廃棄物処理 

  【廃棄物対策班】 

 

地震災害時には、家屋の倒壊、被災等により大量のごみの排出や下水処理施設の被災に伴うし尿の処理不能

な状態が予想される。このため、「廃棄物対策班」は、これらのごみ及びし尿を迅速に処理し、被災地の環境

衛生を保全する。 

 

(1) ごみ処理 

地震災害時には、通常のごみに加え、一時的に家具等の大量の粗大ごみが排出されるため、通常のごみと倒

壊家屋等の廃棄物類と分別して排出させ、ごみの排出場所を分ける等の措置を講ずる。 

 

①実施体制 

災害時におけるごみ収集及び処理を実施する。なお、本市の処理能力を超えるごみが排出された場合は、埼

玉県、相互支援協定を締結している市町及び民間の廃棄物処理業者等の協力を得て、ごみ処理施設の確保を

図る。 

 

②施設の応急措置 

地震発生直後に建物及びプラント被害や液状化、不等沈下等の地盤災害の状況などの被害を調査把握し、必

要な応急措置を講ずる。 

 

③ごみ収集の方法 

□ごみの収集計画の広報 

ごみの収集の曜日や排出区分のルールを守るよう、ごみ収集の計画等を市民に対し

て防災行政無線を用いて広報するとともに、地区自治会又は報道機関を通じ、協力を

呼び掛ける。 

小畔の里クリーンセンター 平塚新田 160 96,395 39,000 37,510 

旧西清掃センター敷地内 笠幡 3299-1 23,048 1,600 2,280 

北久保災害廃棄物等一時保管場所 笠幡 2630-1 9,565 8,500 8,470 

塚下災害廃棄物等一時保管場所 笠幡 3334 9,748 8,000 7,410 

合計 － 138,756 57,100 55,670 

注）平成 25年４月現在 

 

 

■仮置場の確保 

 

出典：川越市災害廃棄物処理計画（令和 3年 1月） 

 

 

５.４ 災害廃棄物処理実行計画の策定 

【廃棄物対策班】 

 

実際に発生した災害の被害状況に即し、災害廃棄物処理に向けた組織体制、業務内容、計画の対象と計画量、

処理期間、処理体制、処理方法等の方針及び具体的な内容について、災害廃棄物処理実行計画としてとりま

とめる。 

 

 

５.５ 市民への広報 

【廃棄物対策班、環境保全班】 
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□腐敗性の高いごみ 

腐敗性の高い可燃ごみは、被災地における防疫上、委託業者等の協力を得て最優先

で収集、運搬し、処理施設等へ搬入する。 

 

□ごみの分別 

ごみの分別は、適正処理できるよう分別する。なお、分別収集にあたっては、適切な

広報により、市民に分別排出を呼び掛ける。 

 

□夜間の収集 

道路交通の状況によっては、関係機関と協議のうえ、夜間のごみの収集も検討する。 

 

□避難所のごみ対策 

避難所では、保健衛生面から毎日収集等を実施し、段ボール、梱包材料等、一時的大

量に排出されるものは、再利用とリサイクルを図る。 

 

④ごみの仮置場 

「管財輸送班」及び「公園班」と連携を図り、処理施設での処理能力を超える大量のごみが発生した場合は、

周辺の環境、交通の利便、被災地の状況等に留意し、仮置場を確保する。 

 

⑤ごみの処理・処分 

□ごみの処理施設での処理 

ごみの処理施設が受入れ可能となった時点から、仮置場に一時的に集積したごみを

含め、処理施設に搬入し、順次処理・処分する。 

 

■ごみ処理施設                    [平成 24年４月１日現在] 

名称 所在地 電話 
施工 

年度 

東清掃センター 芳野台 2-8-18 049-223-2645 S61年度 

資源化センター 鯨井 782-3 049-234-0530 H21年度 

 

□隣接市町へのごみ処理の要請 

市長は、処理しきれないほど多量のごみが排出された場合、あるいはごみの処理施

設が被害を受け稼働しない場合、相互支援協定を締結している隣接市町へごみの処理

を要請する。 

 

 

(2) し尿処理 

地震災害時には、電気・水道等のライフラインが一時的にストップし、また、交通障害などにより、し尿の

適正処理が不可能となることが予想されることから、緊急時におけるし尿の適正な処理を迅速かつ的確に実

施する。 

  

 

市民に対して、ごみ処理、災害廃棄物処理に関する情報提供を迅速かつ的確に伝えるために、各種の情報媒

体を活用し情報伝達を行う。特に排出の際は、分別を行うよう協力を求めるとともに、災害時は災害廃棄物

の処理を優先するため、生活ごみの搬出削減についても協力を求めるものとする。 
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①実施体制 

地震災害時のし尿収集が市の処理能力を超える場合は、浄化槽清掃等許可業者の協力を得るほか、近隣市町

及び埼玉県へ応援を要請する。 

 

②施設の応急措置 

地震発生直後に建物及びプラント被害や液状化、不等沈下等の地盤災害の状況などの被害を調査把握し、必

要な応急措置を講ずる。 

 

③収集方法 

被災地域の状況に応じて市の委託及び許可業者と緊密な連絡を図り、避難所など被災集中地区を重点的に処

理する。 

 

④処理等の方法 

収集したし尿は、次に示す処理場において処理するが、処理場が被害を受け処理ができなくなった場合は、

市長は、近隣市町に処理の応援を要請する。 

 

■し尿処理施設 

名称 所在地 電話 

環境衛生センター 大仙波 1249-1 049-224-9191 

 

⑤仮設トイレの設置・管理 

 

□避難所への仮設トイレの設置 

被害状況、避難者数及び水洗トイレの使用の可否等について、避難所の状況を判断

し、応急仮設トイレを設置する。仮設トイレは、男性に比べて女性の方が混みやすい

ことから、女性用トイレの数を多めにすることが望ましい。また、ユニバーサルデザ

インのトイレを最低でも１つは設置するよう検討する。さらに、女性や子どもに対す

る暴力等を予防するため、トイレは昼夜を問わず安心して使用できる場所を選び、照

明を付けるなど安全に配慮する。 

 

□在宅者のための仮設トイレの設置 

ライフラインの被害により、水洗トイレが使用不可能な被災者のために、公園等の

拠点に仮設トイレを設置し、既設の公衆便所と併せてし尿を処理する。 

 

 

⑥仮設トイレの調達 

本市が備蓄している仮設トイレが不足したときは、仮設トイレの調達を、次の要領で実施する。 
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□流通在庫の調達 

仮設トイレの流通在庫を関係業者から調達する。 

 

『 ➔ 資料１.47「災害時における仮設設備等の優先提供に関する協定」参照 』 

 

□埼玉県及び隣接市町等への要請 

埼玉県及び相互応援協定を締結している隣接市町等へ、備蓄してある仮設トイレの

借上げを要請する。 

 

⑦仮設トイレの撤去 

水道や下水道の復旧に伴い、水洗トイレが使用可能となった場合には、仮設トイレの撤去を速やかに進め、

避難所の衛生向上を図るものとする。 

（略） 

 

2-345 ６.１ 被災住宅の応急修理 

  【建築指導班、総括現地調査班、現地調査班】 

 

災害のため住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理をするこ

とができない者又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住宅が半壊した者に対

して、必要最小限の応急修理をする。 

 

(1) 実施主体 

住宅の応急修理は、災害救助法適用後は埼玉県が行い、市はこれに協力する。 

ただし、災害救助法が適用されない場合、その他本部長（市長）が特に必要と認めた場合は、市において実

施するものとする。 

 

(2) 修理の対象 

修理の対象は、災害のため住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応

急修理をすることができない者又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住宅が

半壊した者とする。 

（略） 

 

６.１ 被災住宅の応急修理 

【建築指導班、総括現地調査班、現地調査班】 

 

災害のため住家が半壊、半焼若しくは準半壊の被害を受け、自らの資力では応急修理ができない者又は大規

模半壊の被害を受けた者を対象とし、日常生活に不可欠の部分について必要最小限の修理を行う。 

 

 

(1) 実施主体 

住宅の応急修理は、災害救助法適用後は埼玉県が行い、市はこれに協力する。 

ただし、災害救助法が適用されない場合、その他本部長（市長）が特に必要と認めた場合は、市において実

施するものとする。 

 

(2) 修理の対象 

修理の対象は、災害のため住家が半壊、半焼若しくは準半壊の被害を受け、自らの資力では応急修理ができ

ない者又は大規模半壊の被害を受けた者とする。 

（略） 

 

2-347 ①実施責任者 

災害救助法が適用された場合は埼玉県が行い、市は設置場所、入居者の選定、管理等について埼玉県に協力

する。 

ただし、災害救助法が適用されない場合及び埼玉県知事から委任された場合は、市長（「建築住宅班」）が行

う。 

 

①実施責任者 

埼玉県が行う。 

ただし、災害救助法が適用されない場合及び埼玉県知事から委任された場合は、市長（「建築住宅班」）が行

う。 
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2-347 (2) 入居者の選定 

「建築住宅班」は、被災者の状況を調査のうえ、埼玉県と連携しおおむね次の基準に基づき入居者を決定す

る。 

（略） 

(2) 入居者の選定 

「建築住宅班」は、埼玉県知事から市長への委任に基づき、被災者の状況を調査のうえ、次の基準に基づき

入居者を決定する。 

（略） 

 

2-354 ①支給の対象 

教科書・学用品を喪失し、又はき損して就学上支障のある児童生徒（特別支援学校並びに私立学校の児童生

徒を含む）に対し、教科書（教材を含む）、文房具及び通学用品を支給する。 

 

①支給の対象 

災害により住家に被害を受け、就学上欠くことのできない学用品を喪失又はき損し、就学上支障のある小学

校児童（義務教育学校前期課程の児童及び特別支援学校の小学部児童を含む。）及び中学校生徒（義務教育学

校後期課程の生徒、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中等部生徒を含む。）並びに高等学校等生徒

（高等学校（定時制及び通信制の課程を含む。）、中等教育学校の後期課程（定時制及び通信制の課程を含

む。）、特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校及び各種学校の生徒をいう。）に対し、被害の実情に

応じ教科書（教材を含む）、文房具及び通学用品を支給する。 

 

2-355 (2) 応急保育の体制整備 

（略） 

④ 保育園を避難所等に提供したため、長期間保育園として使用できないときは、「保育班」と協議して、早

急に保育ができるよう措置する。 

⑤ 園長は、災害の推移を把握し、「保育班」と緊密な連絡のうえ、平常保育の再開に努め、その時期を早急

に保護者に連絡する。 

⑥ 「保育班」は、関係団体を通じて、粉ミルク、ポット、ベビーベッド、紙おむつ、幼児用肌着等の保育用

品を確保する。また、埼玉県及び国を通じて関係業者に供出等を要請する。 

 

(2) 応急保育の体制整備 

（略） 

（削除） 

 

④ 園長は、災害の推移を把握し、「保育班」と緊密な連絡のうえ、平常保育の再開に努め、その時期を早急

に保護者に連絡する。 

⑤ 「保育班」は、関係団体を通じて、粉ミルク、ポット、ベビーベッド、紙おむつ、幼児用肌着等の保育用

品を確保する。また、埼玉県及び国を通じて関係業者に供出等を要請する。 

2-374 (1) 罹災証明の対象 

罹災証明は、災対法第２条第１項に規定する災害により被害を受けた住家について、以下の項目の証明を行

う。 

なお、家屋以外のものが罹災した場合において必要があるときは、市長が行う被災証明で対応する。 

 

① 全壊、大規模半壊、半壊、半壊に至らない 

② 流出、床上浸水、床下浸水 

③ 火災に起因するもの 
 

(1) 罹災証明の対象 

罹災証明は、災対法第２条第１項に規定する災害により被害を受けた住家について、以下の項目の証明を行

う。 

なお、住家以外のものが罹災した場合において必要があるときは、市長が行う被災証明で対応する。 

 

① 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない（一部損壊） 

② 流出、床上浸水、床下浸水 

③ 火災に起因するもの 
 

  

(2) 罹災証明を行う者 

（略） 

 

(3) 罹災証明書の発行 

罹災証明書は、罹災証明の対象となる家屋の所有者、占用者及び一時滞在者の申請に基づき、上記(2)の市長

又は消防長が作成した罹災証明をこれらの者に発行することにより行う。 

 

 

(2) 罹災証明を行う者 

（略） 

 

(3) 罹災証明書の発行 

市長が発行する罹災証明書は、罹災証明の対象となる住家に居住する世帯主に対して発行する。 

消防長が発行する罹災証明書は、罹災証明の対象となる対象物に関係のある者に対して発行する。 
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2-375 （移設） 

１．４事前対策 

【総括現地調査班】 

 

罹災証明書発行の事前対策は、次のとおりである。 

 

(1) 被災家屋調査員の登録 

関係部署の職員及びボランティア調査員（民間建築士等）を事前に登録しておく。 

 

(2) 判定基準等の研修 

民間建築関係組織の協力を得て、登録された調査員に対し、調査方法や判定基準等の研修を実施する。 

 

 

(3) 他都市の協力体制の確立 

地震発生時、応援を求める他都市との相互協力体制をあらかじめ確立しておく。 

 

(4) 調査携帯物品等の備蓄 

「総括現地調査班」に、傾斜計、コンベックス等調査携帯物品を備蓄する。 

 

（新設） 

 

１．２ 罹災証明書の発行体制の整備 

【総括現地調査班、現地調査班、福祉班】 

 

市は、被災者支援を迅速に行えるよう次のとおり罹災証明書の発行体制を整える。 

 

(1) 被災家屋調査員の登録 

関係部署の職員を事前に登録するとともに、住家被害の調査の担当者の育成を図る。 

 

(2) 判定基準等の研修 

県の実施する担当者向け研修会を活用し、登録された調査員に対し、調査方法や判定基準等の研修を実施す

る。 

 

(3) 他の地方公共団体や民間団体との協力体制の確立 

他の地方公共団体や民間団体との応援協定の締結、応援の受入れ体制の構築等を計画的に進めるなど、協力

体制をあらかじめ確立しておく。 

(4) 調査携帯物品等の備蓄 

「総括現地調査班」に、傾斜計、コンベックス等調査携帯物品を備蓄する。 

 

(5) 罹災証明書交付支援システムの導入 

市は、速やかな罹災証明書交付に向け、罹災台帳を整備し、被災者からの「罹災証明書」発行の申請に対し

て、罹災台帳により確認のうえ遅滞なく発行が可能となる、罹災証明書交付支援システムの導入について検

討する。 

 

2-376 １．３ 罹災証明書発行の流れ 

 

罹災証明書の発行は、次の手順で実施する。 

 

１．３ 罹災証明書発行の流れ 

 

罹災証明書の発行は、次の手順で実施する。なお、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空

写真、被災者が撮影した住家の写真、応急危険度判定の判定結果等の活用なども検討する。 

 

2-378 （新設） (3) 県等による支援 

発災後、住家被害の調査や罹災証明書の交付に係る事務の市町村向け説明会を県が実施する場合、本市はこ

の参加に努める。また、県は、住家被害の調査や罹災証明書の交付について、被災市町村の体制・資機材の

みでは不足すると見込まれる場合には、人的支援を行うとともに、被害が複数の市町村にわたる場合には、

調査・判定方法にばらつきが生じることのないよう、 定期的に、各市町村における課題の共有や対応の検

討、各市町村へのノウハウの提供等を行うこと等により被災市町村間の調整を図ることが計画されており、

本市は必要に応じて支援を受けるものとする。 

（略） 
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2-383 ２.５ 埼玉県・市町村被災者安心支援制度 

【本部班、福祉班（福祉推進課）、建築住宅班（建築住宅課）】 

 

法に基づく被災者生活再建支援制度（前記２.４）では、同一の地域で発生した同一災害にも関わらず、一部

の地域で支援制度が適用されないという地域的不均衡が生じる場合がある。 

このため、県と県内全市町村の相互扶助により、支援法の適用とならない地域で自然災害により被災した全

壊世帯等に対して、法と同様の支援を行うことなどを柱とした独自の制度を創設し支援を行う（平成 26 年

４月１日以降に発生した自然災害から適用）。 

 

 

□制度の概要 

埼玉県・市町村

生活再建支援金 

被災者生活再建支援法が適用とならなかった地域において、埼玉

県・市町村生活再建支援金を支給し、被災世帯の生活再建を支援する。 

埼玉県・市町村

家賃給付金 

自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯に対し、埼玉県・

市町村家賃給付金を支給し、被災世帯の生活の再建を図ることを支援

する。 

埼玉県・市町村

人的相互応援 

災害による被災市町村の迅速な応急対策及び復旧対策を応援する

ことにより、被災者の速やかな生活の再建を支援する。 

 

『 ➔ 資料２.31「埼玉県・市町村被災者安心支援制度」参照 』 

（略） 

 

２.５ 埼玉県・市町村被災者安心支援制度 

【本部班、福祉班（福祉推進課）、建築住宅班（建築住宅課）】 

 

法に基づく被災者生活再建支援制度（前記２.４）では、同一の地域で発生した同一災害にも関わらず、一部

の地域で支援制度が適用されないという地域的不均衡が生じる場合がある。 

このため、県と県内全市町村の相互扶助により、支援法の適用とならない地域で自然災害により被災した全

壊世帯等に対して、法と同様の支援を行うことなどを柱とした独自の制度を創設し支援を行う（平成 26 年

４月１日以降に発生した自然災害から適用。ただし、半壊特別給付金については令和２年４月１日以降、中

規模半壊世帯への支援については令和３年４月１日以降に発生した自然災害から適用。。）。 

 

□制度の概要 

埼玉県・市町村

生活再建支援金 

被災者生活再建支援法が適用とならなかった地域において、埼玉

県・市町村生活再建支援金を支給し、被災世帯の生活再建を支援す

る。 

埼玉県・市町

村半壊特別給

付金 

災害救助法が適用とならなかった地域の半壊世帯に対し、再建方

法に応じて埼玉県・市町村半壊特別給付金を支給し、被災世帯の生活

再建を支援する。 

埼玉県・市町村

家賃給付金 

自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯に対し、埼玉県・

市町村家賃給付金を支給し、被災世帯の生活の再建を図ることを支

援する。 

埼玉県・市町村

人的相互応援 

災害による被災市町村の迅速な応急対策及び復旧対策を応援する

ことにより、被災者の速やかな生活の再建を支援する。 

 

『 ➔ 資料２.31「埼玉県・市町村被災者安心支援制度」参照 』 

（略） 

 

2-394 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 東海地震の警戒宣言に伴う対応措置計画 

（略） 

第４章 南海トラフ地震臨時情報発表に伴う 

対応措置計画 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成 25年 12月施行）は、南海トラフ地震

による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、南海トラフ地震防災対策推進地域（以下「推進

地域」という。）の指定や南海トラフ地震防災対策推進基本計画の策定など、南海トラフ地震に係る地震防災

対策の推進を図ることを目的としている。同法に基づき、平成 26年 3月 28日現在で、1都 2府 26県 707市

町村が推進地域に指定されている。本市域は、推進地域には指定されていないが、平成 24年 8月に内閣府が

発表した南海トラフで発生しうる最大クラスの地震において、震度 5強程度が推計されている。南海トラフ

地震の発生の可能性が通常と比べて相対的に高まったと評価された場合に、気象庁が南海トラフ地震臨時情

報を発表することになるが、本市でもかなりの被害が発生する可能性があるとともに、臨時情報発表に伴う

社会的混乱も懸念される。このため、「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライ

ン」（内閣府（防災担当））を参考に、南海トラフ地震臨時情報の発表に伴う対応措置計画を定めるものであ
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2-395 

 

 

 

 

る。 

 

第１節 南海トラフ地震臨時情報発表に伴う対応 

 

本節では、気象庁による「南海トラフ地震臨時情報」や 「南海トラフ地震関連解説情報」の発表の流れ及び

関係機関への伝達について定める。 

 

2-396 

 

 

 

 

 

 第１ 関係機関への伝達 

市は、南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まったと評価された場合等

に、気象庁が発表する「南海トラフ地震臨時情報」や「南海トラフ地震関連解説情報」を県から受けた場合

は、庁内及び防災関係機関に情報を伝達する。 

 【南海トラフ地震臨時情報発表までの流れ】 

 

 

2-397  第２ 市民、企業等へのよびかけ 
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市は、「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒又は巨大地震注意）」の連絡を受けた場合は、市民に対して、

日頃からの地震への備えの再確認をするとともに、一定期間、できるだけ安全な行動をとるなど、適切に対

応するよう呼びかける。 

また、企業等に対しても適切な防災対応をとるよう呼びかける。 

ケース 気象庁発表情報 警戒、注意をする期間 

半割れ 
南海トラフ地震臨時情報 

（巨大地震警戒） 

２週間 

（警戒：１週間） 

（注意：１週間） 

一部割れ 
南海トラフ地震臨時情報 

（巨大地震注意） 
１週間 

ゆっくりすべり 
南海トラフ地震臨時情報 

（巨大地震注意） 

すべりの変化が収まってから

変化していた期間と概ね同程

度の期間 

■住民の防災対応 

○日常生活を行いつつ、日頃からの地震への備えの再確認等、一定期間地震発生に 注意した行動をとる。  

（例）家具の固定状況の確認、非常用持ち出し袋の確認、避難場所や避難路の確認、家族との安否確認方法

の確認 等 ○日常生活を行いつつ、一定期間できるだけ安全な行動をとる。 

（例）高いところに物を置かない、屋内のできるだけ安全な場所で生活、すぐに避難できる準備（非常用持

出品等）、危険なところにできるだけ近づかない等 

 

■企業等の防災対応  

○日頃からの地震への備えの再確認等、警戒レベルを上げることを中心とした防災対応を実施した上で、で

きる限り事業を継続する。 

（例）安否確認手段の確認、什器の固定・落下防止対策の確認、食料や燃料等の備蓄の確認、災害物資の集

積場所等の災害拠点の確認、発災時の職員の役 割分担の確認 等 

 

2-398  第２節 地震発生後の対応 

 

異常な現象が発生した後に、実際に南海トラフ地震（後発地震）が発生した場合は、 市及び防災関係機関は、

「震災対策編 第２章 震災応急対策計画及び第３章 震災復旧・復興計画に基づき対応を行う。 

 

2-401 １.２ その他の近隣火山が噴火した場合 

 

その他の近隣の火山（浅間山、草津白根山など）が噴火した場合にも、埼玉県内で数 cmの降灰堆積の可能性

がある。 

（略） 

１.２ その他の近隣火山が噴火した場合 

 

その他の近隣の火山（浅間山、草津白根山など）が噴火した場合については、浅間山火山防災協議会が公表

した火山ハザードマップ（降灰）（平成 30年 3月）、草津白根山防災会議協議会が作成した草津白根山火山ハ

ザードマップ（降灰）（2019 年）において降灰の可能性が図示されているが、本市における降灰の可能性は

示されていない（ハザードマップに本市は図示されていない）。 
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（略） 

 

2-402 ２.２ 噴火警報・予報、降灰予報 

 

(1) 噴火警報(居住地域）・噴火警報（火口周辺）・噴火警報（周辺海域） 

気象庁火山監視・情報センターが、居住地域や火口周辺に重大な影響を及ぼす噴火発生が予測される場合に、

予想される影響範囲を明示して発表する。居住地域に重大な影響が及ぶと予想される場合の名称は、「噴火警

報（居住地域）」で、略称は「噴火警報」となる。火口周辺の身に重大な影響が予想される場合の名称は「噴

火警報（火口周辺）」で、略称は「火口周辺警報」となる。 

 

 

 

(2) 噴火警戒レベル 

火山活動の状況を噴火時の危険範囲や住民等がとるべき防災行動を踏まえて５段階に区分したもの。噴火警

戒レベルは火山ごとに導入され噴火警報及び噴火予報で噴火警戒レベルを発表する。住民や登山者、入山者

等に必要にわかりやすいように、各区分にそれぞれ「避難」「避難準備」「入山規制」「火口周辺規制」「平常」

のキーワードを付けて警戒を呼びかける。 

名称 対象範囲 発表基準 
噴火警戒レベル 

(キーワード) 

噴火警報 

(居住地域) 

又は 

噴火警報 

居住地域及びそれよ

り火口側 

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火

が切迫している状態と予想される場

合 

レベル５ 

(避難) 

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火

が発生する可能性が高まってきてい

ると予想される場合 

レベル４ 

(避難準備) 

噴火警報 

(火口周辺)  

又は 

火口周辺警報 

火口から居住地域近

くまでの広い範囲の

火口周辺 

居住地域の近くまで重大な影響を及

ぼす噴火が発生すると予想される場

合 

レベル３ 

(入山規制) 

火口から少し離れた

所までの火口周辺 

火口周辺に影響を及ぼす噴火が発生

すると予想される場合 

レベル２ 

(火口周辺規制) 

噴火予報 火口内等 

予想される火山現象の状況が静穏で

ある場合、その他火口周辺等におい

ても影響を及ぼすおそれがない場合 

レベル１ 

(平常) 

 

 

 

 

 

２.２ 噴火警報・予報、降灰予報 

 

(1) 噴火警報(居住地域）・噴火警報（火口周辺）・噴火警報（周辺海域） 

気象庁が、気象庁が、噴火に伴って発生し生命に危険を及ぼす火山現象（大きな噴石、火砕流、融雪型火山

泥流等、発生から短時間で火口周辺や居住地域に到達し、避難までの時間的猶予がほとんどない現象）の発

生が予想される場合やその危険が及ぶ範囲の拡大が予想される場合に「火山名」、「警戒が必要な範囲（生命

に危険を及ぼす範囲）」等を明示して発表する。「警戒が必要な範囲」が居住地域まで及ぶ場合は「噴火警報

（居住地域）」、火口周辺に限られる場合は「噴火警報（火口周辺）」、影響の及ぶ範囲が海域に限られる場合

は「噴火警報（周辺海域）」として発表する。噴火警報（居住地域）は、警戒が必要な居住地域を含む市町村

に対する火山現象特別警報に位置付けられる。 

(2) 噴火警戒レベル 

火山活動の状況を噴火時の危険範囲や住民等がとるべき防災行動を踏まえて５段階に区分したもの。噴火警

戒レベルは火山ごとに導入され噴火警報及び噴火予報で噴火警戒レベルを発表する。住民や登山者、入山者

等に必要にわかりやすいように、各区分にそれぞれ「避難」「避難準備」「入山規制」「火口周辺規制」「火山

活動であることに留意」のキーワードを付けて警戒を呼びかける。 

名称 対象範囲 火山活動の状況 
噴火警戒レベル 

(キーワード) 

噴火警報 

(居住地域) 

又は 

噴火警報 

居住地域及びそれよ

り火口側 

居住地域に重大な被害を及ぼす噴

火が発生、あるいは切迫している

状態にある。 

レベル５ 

(避難) 

居住地域に重大な被害を及ぼす噴

火が発生すると予想される（可能

性が高まってきている）。 

レベル４ 

(避難準備) 

噴火警報 

(火口周辺)  

又は 

火口周辺警報 

火口から居住地域近

くまでの広い範囲の

火口周辺 

居住地域の近くまで重大な影響を

及ぼす（この範囲に入った場合に

は生命に危険が及ぶ）噴火が発

生、あるいは発生すると予想され

る。 

レベル３ 

(入山規制) 

火口から少し離れた

ところまでの火口周

辺 

火口周辺に影響を及ぼす（この範

囲に入った場合には生命に危険が

及ぶ）噴火が発生、あるいは発生

すると予想される。 

レベル２ 

(火口周辺規制) 

噴火予報 火口内等 

火山活動は静穏。 

火山活動の状態によって、河口内

で火山灰の噴出等が見られる（こ

の範囲に入った場合には生命に危

険が及ぶ）。 

レベル１ 

(活火山で 

あることに留意) 
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(3) 噴火予報 

気象庁火山監視・情報センターが、火山活動が静穏（平常）な状態が予想される場合に発表する。また、警

報の解除を行う場合等にも発表する。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 降灰予報 

噴煙の火口からの高さが３千メートル以上、あるいは噴火警戒レベル３※相当以上の噴火など、一定規模以

上の噴火が発生した場合に、噴火発生から概ね６時間後までに火山灰が降ると予想される地域を発表する予

報。 

※噴火警戒レベル３ 

居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす噴火が発生すると予想される場合 

 

 

 

 

 

(3) 噴火予報 

気象庁が、火山活動の状況が静穏である場合、あるいは火山活動の状況が噴火警報には及ばない程度と予想

される場合に発表する。 

 

(4) 噴火速報 

気象庁が、登山者や周辺の住民に対して、火山が噴火したことを端的にいち早く伝え、身を守る行動を取っ

ていただくために発表する。 

噴火速報は以下のような場合に発表する。 

 

・噴火警報が発表されていない常時観測火山において、噴火が発生した場合 

 ・噴火警報が発表されている常時観測火山において、噴火警戒レベルの引き上げや

警戒が必要な範囲の拡大を検討する規模の噴火が発生した場合（※） 

 ・このほか、社会的な影響が大きく、噴火の発生を速やかに伝える必要があると判

断した場合 

 ※ 噴火の規模が確認できない場合は発表する。 

 

なお、噴火の発生を確認するにあたっては、気象庁が監視に活用しているデータだけでなく、関係機関から

の通報等も活用する。 

 

(5) 火山の状況に関する解説情報 

気象庁が、現時点で、噴火警戒レベルの引き上げ基準に現状達していない、または、噴火警報を発表し「警

戒が必要な範囲」の拡大を行うような状況ではないが、今後の活動の推移によっては噴火警報を発表し、噴

火警戒レベルの引上げや、「警戒が必要な範囲」の拡大を行う可能性があると判断した場合等に、火山活動の

状況や防災上警戒・注意すべき事項を伝えるために、「火山の状況に関する解説情報（臨時）」を発表する。 

また、現時点では、噴火警戒レベルを引き上げる可能性は低い、または、噴火警報を発表し「警戒が必要な

範囲」の拡大を行う可能性は低いが、火山活動に変化がみられるなど、火山活動の状況を伝える必要がある

と判断した場合に、「火山の状況に関する解説情報」を適時発表する。 

 

(6) 降灰予報 

気象庁は、以下の 3種類の降灰予報を提供する。 

 

■降灰予報 

降灰予報の種別 概要 

降灰予報（定時） ・噴火警報発表中の火山で、噴火により人々の生活等に影響を及ぼす降灰

が予想される場合に、定期的（３時間ごと）に発表。 

・18 時間先（３時間区切り）までに噴火した場合に予想される降灰範囲

や小さな噴石の落下範囲を提供。 

降灰予報（速報） ・噴火が発生した火山※１に対して、事前計算した降灰予報結果の中から

最適なものを抽出して、噴火発生後５～10分程度で発表。 
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(5) 火山ガス予報 

居住地域に長時間影響するような多量の火山ガスの放出がある場合に、火山ガスの濃度が高まる可能性のあ

る地域を発表する予報。 

 

(6) 火山現象に関する情報等 

噴火警報・予報、降灰予報及び火山ガス予報以外に、火山活動の状況等をお知らせするための情報等で、気

象庁が発表する。 

 

（略） 

 

・噴火発生から１時間以内に予想される、降灰量分布や小さな噴石の落下

範囲を提供。 

※１降灰予報（定時）を発表中の火山では、降灰への防災対応が必要となる

「やや多量」以上の降灰が予想された場合に発表。降灰予報（定時）が未

発表の火山では、噴火に伴う降灰域を速やかに伝えるため、予測された降

灰が「少量」のみであっても必要に応じて発表。 

降灰予報（詳細） ・噴火が発生した火山※２に対して、降灰予測計算（数値シミュレーショ

ン計算）を行い、噴火発生後 20～30分程度で発表。 

・噴火発生から６時間先まで（１時間ごと）に予想される降灰量分布や降

灰開始時刻を提供。 

※２降灰予報（定時）を発表中の火山では、降灰への防災対応が必要となる

「やや多量」以上の降灰が予測された場合に発表。降灰予報（定時）が未

発表の火山では、噴火に伴う降灰域を速やかに伝えるため、予測された降

灰が「少量」のみであっても必要に応じて発表。降灰予報（速報）を発表

した場合には、予想降灰量によらず、降灰予報（詳細）も発表。 

 

(7) 火山ガス予報 

気象庁が、居住地域に長時間影響するような多量の火山ガスの放出がある場合に、火山ガスの濃度が高まる

可能性のある地域を発表する予報。 

 

(8) 火山現象に関する情報等 

気象庁が、噴火警報・予報、噴火速報、火山の状況に関する解説情報、降灰予報及び火山ガス予報以外に、

火山活動の状況等をお知らせするために発表する。 

（略） 

 

2-407 (3) 降灰に伴う取るべき行動の周知 

市は、降灰が予測される場合、降灰時にとるべき行動を市民に発信する。 

 

□とるべき行動（例） 

○外出については、マスクやゴーグルの着用や傘の使用、ハンカチなどで口元を

覆う等、目やのどを保護する。 

○家屋に火山灰が入らないように窓を閉める。洗濯物は外に干さない。 

○自動車の運転では、多量の降灰により視界不良になるため、ライトの点灯やワ

イパーを使用し視界を確保する。また、滑りやすくなるため、スリップに注意

する。 

 

 

(3) 降灰に伴う取るべき行動の周知 

市は、降灰が予測される場合、降灰時にとるべき行動を市民に発信する。 

 

□とるべき行動（例） 

○外出については、マスクやゴーグルの着用や傘の使用、ハンカチなどで口元を

覆う等、目やのどを保護する。 

○家屋に火山灰が入らないように窓を閉める。洗濯物は外に干さない。 

○自動車の運転では、多量の降灰により視界不良になるため、ライトの点灯やワ

イパー（※）を使用し視界を確保する。また、滑りやすくなるため、スリップ

に注意する。 

※ ワイパーをいきなり作動させるとフロントガラスを傷つけることがある。走行

前に火山灰を払落し、ウインドウウオッシャー液等で洗い流してから作動させる。 
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3-1 

 

第１章 風水害予防計画 

 

本市では、台風や豪雨等によって過去に洪水や内水はん濫がしばしば発生し、大きな被害を受けてきたが、

治水対策等を順次実施することで、古くから水害常襲地帯であった荒川や入間川流域の低地帯では被害がか

なり減少している。 

その反面、台地周辺の中小河川流域で市街化が進むにつれ、遊水機能を持っていた田畑等が減少し、雨水の

流出量が増えるなど、いわゆる都市型の水害の発生が見られるようになった。 

特に、近年は局地的な集中豪雨が頻発する傾向にあり、本市においても時間当たり 40mm 以上の降雨が発生

し、中小河川流域や市街地を中心とした浸水被害が発生している。 

今後もこれまでにない厳しい気象現象が起こりうる環境下において、本市は、その地理的・地形的条件から、

大きな浸水被害を受ける危険性を有している。 

また、県内では竜巻による突風被害も発生しており、風水害の被害は多様化している。 

このため、これらの災害が発生した場合であっても被害をできる限り少なくするために、本市は風水害に強

い都市環境の整備、体制づくり及び市民との協働を大きな柱として、次に示す風水害予防計画を推進する。 

（略） 

 

第１章 風水害予防計画 

 

本市では、台風や豪雨等によって過去に洪水や内水氾濫がしばしば発生し、大きな被害を受けてきたが、治

水対策等を順次実施することで、古くから水害常襲地帯であった荒川や入間川流域の低地帯では被害がかな

り減少している。 

その反面、台地周辺の中小河川流域で市街化が進むにつれ、遊水機能を持っていた田畑等が減少し、雨水の

流出量が増えるなど、いわゆる都市型の水害の発生が見られるようになった。 

特に、近年は気候変動に伴う温暖化の影響により、風水害は激甚化・頻発化しており、本市においても局地

的集中豪雨により時間当たり 40mm 以上の降雨の影響で、中小河川流域や市街地を中心とした浸水被害が発

生している。このほか、県内では竜巻による突風被害も発生しており、被害の多様化も見られる。今後もこ

れまでにない厳しい気象現象が起こりうる環境下において、本市は、その地理的・地形的条件から、大きな

浸水被害を受ける危険性を有している。 

このため、本市においても、荒川水系（埼玉県域）大規模氾濫に関する対策協議会、「埼玉県管理河川の氾濫

に関する減災対策協議会」に参画し、あらゆる関係者（国・都道府県・市町村・企業・住民等）により流域

全体で行う「流域治水」に取り組んでいるところである。 

こうした背景を踏まえ、本市は風水害に強い都市環境の整備、体制づくり及び市民との協働を大きな柱とし

て、次に示す風水害予防計画を推進する。 

（略） 

 

3-5 (2) 水害ハザードマップの公表 

平成 27年５月に水防法が改正され、国土交通大臣は、洪水予報を行う河川について、洪水時の円滑かつ迅速

な避難を確保し、水害による被害軽減を図るため、平成 28年５月 30日に、荒川及び入間川がはん濫した場

合に浸水が想定される区域を浸水想定区域として指定し、及び公表した。 

これは、想定される最大規模の降雨を前提として、浸水が想定される区域及び深さを表示したものである。 

これに伴い、川越市では平成 30年度に「水害ハザードマップ」を新たに作成し、及び公表した。 

「水害ハザードマップ」は、今回指定のあった「荒川・入間川流域洪水ハザードマップ（想定最大規模）」の

更新に伴い、既存の「新河岸川洪水ハザードマップ」及び「内水ハザードマップ」を合わせ、１つの冊子と

して作成し、及び公表したものである。 

(2) 水害ハザードマップの公表 

平成 27 年５月に水防法が改正され、洪水予報及び水位周知を行う河川について、洪水時の円滑かつ迅速な

避難を確保し、水害による被害軽減を図るため、国土交通大臣は、荒川及び入間川流域が氾濫した場合に浸

水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定及び公表した。同様に県知事は、入間川流域や新河岸川

流域が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域図として指定及び公表したほか、水防法の

対象外となる洪水予報及び水位周知を行わない河川についても水害リスク情報図として作成及び公表した。 

これは、想定される最大規模の降雨を前提として、浸水が想定される区域及び深さを表示したものである（対

象降雨の規模については 2.1浸水想定下線にて詳述）。 

これに伴い、川越市では「【国管理】荒川・入間川流域洪水ハザードマップ（想定最大規模）」、「【県管理】入

間川流域洪水ハザードマップ（想定最大規模）」、「【県管理】新河岸川流域洪水ハザードマップ（想定最大規

模）」、平成 15年 8月 5日に川越市で観測された集中豪雨を基にした「内水ハザードマップ」をまとめた「水

害ハザードマップ」を作成及び公表した。 

なお、市は、洪水予報河川等に指定されていない中小河川について、河川管理者から必要な情報提供、助言

等を受けつつ、過去の浸水実績等を把握したときは、これを水害リスク情報として住民、滞在者その他の者

へ周知する。 

 

3-6 (1)河川整備 

本市における河川整備の推進は、次のとおりである。 

 

(1) 河川整備 

本市における河川整備の推進は、次のとおりである。 
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・準用河川久保川の河川改修を狭山市と協同して推進するとともに、準用河川天の川・

古川・今福川の河川改修、普通河川の河川整備に努める。 

・国、県及び関係市町村と連携した総合治水対策に努め、保水・遊水機能の保全や雨水

の流出抑制施設の設置など流域対策を推進する。 
 

・準用河川久保川の河川改修を狭山市と協同して推進するとともに、準用河川天の川・

古川・今福川の河川改修、普通河川の河川整備に努める。 

・平成２９年台風第 21 号や令和元年東日本台風により、市内各所で発生している浸水

被害を踏まえ、再度災害防止のため、川越江川や下小坂樋管周辺等の内水対策を進める。 

・国、県及び関係市町村と連携した総合治水対策に努め、保水・遊水機能の保全や雨水

の流出抑制施設の設置など流域対策を推進する。 
 

   

3-12 (2) 土砂災害危険箇所における災害対策の推進 

本市は、土砂災害危険箇所について、以下の事項に関する警戒避難体制の整備を図る。 

 

□警戒避難体制の整備 

○土砂災害危険箇所の周知、情報の収集・伝達体制 

○その他警戒避難体制のために必要な事項 

・避難勧告等の発令基準 

・避難所の開設・運営 

・避難行動要支援者への支援 

 

 

(2) 土砂災害に対する住民の警戒避難体制の整備 

本市は、土砂災害危険箇所について、住民に対する周知、情報の収集・伝達体制の整備を図る。 

また、土砂災害警戒情報が発表された場合に直ちに避難情報を発令することを基本とした具体的な避難情報

の発令基準を設定する。併せて、面積の広さ、地形、地域の実情等に応じて市町村をいくつかの地域に分割

した上で、土砂災害に関するメッシュ情報等を用い、危険度の高まっている領域が含まれる地域内の全ての

土砂災害警戒区域等に絞り込んで避難情報を発令できるよう、発令範囲をあらかじめ具体的に設定するとと

もに、必要に応じ見直すよう努める。国及び県は、市町村に対し、これらの基準及び範囲の設定及び見直し

のほか、警戒避難体制の整備・強化に必要な助言等を行うものとする。 

 

 

3-14 

 

 

 

 

 

第３ 都市施設の安全対策 

 

防災上重要となる公共建築物、交通施設、河川施設及びライフライン施設等の公共土木施設は、日常の市民

生活及び社会・経済活動、災害時の応急対策活動において重要な役割を果たす。 

このため、本市及び防災関係機関は、災害後直ちに機能回復を図ることはもちろん、事前の予防措置として、

施設ごとに被害軽減のための諸施策を実施し、被害を最小限にとどめるための対策を講ずるものとする。 

（略） 

 

第３ 都市施設の安全対策 

 

防災上重要となる公共建築物、交通施設、河川施設及びライフライン施設等の公共土木施設は、日常の市民

生活及び社会・経済活動、災害時の応急対策活動において重要な役割を果たす。 

このため、本市及び防災関係機関は、災害後直ちに機能回復を図ることはもちろん、事前の予防措置として、

施設ごとに被害軽減のための諸施策を実施し、被害を最小限にとどめるための対策を講ずるものとする。 

特に、洪水浸水想定区域等内の大規模工場等（※水防法施行規則の基準（延べ面積が１万平方メートル以上

の大規模な工場、作業場又は倉庫）を参考に、必要に応じて今後制定する）の所有者又は管理者は、洪水時

の浸水防止に必要な訓練等に関する計画の作成、当該計画による浸水防止訓練、必要な自衛水防組織の設置

に努める。 

このほか、危険物施設等については、危険物等取扱事業者が主体となり、安全対策を行うことが求められる。

当該事業者は、危険物等取扱事業所が所在する地域の洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域、並びに被害

想定の確認を行うとともに、確認の結果、風水害により危険物等災害の拡大が想定される場合は、防災のた

め必要な措置の検討や、応急対策にかかる計画の作成等の実施に努めるものとする。 

（略） 

 

3-16 

 

 

５.１ 避難計画の策定 

 

(1) 避難計画策定の考え方 

緊急時に際し、その事態に即応した迅速かつ的確な避難措置を講じ、浸水想定区域内にある市民を安全区域

５.１ 避難計画の策定 

 

(1) 避難計画策定の考え方 

緊急時に際し、その事態に即応した迅速かつ的確な避難措置を講じ、洪水浸水想定区域内にある市民を安全
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に避難させるため、地域の実情に即した避難計画を策定する。 

避難計画策定にあたっての避難行動の想定は、次のとおりとする。 

 

■避難行動の想定 

区分 避難の考え方 

想定浸水深 0.5m未満 

の地域住民 

原則避難しない。 

（ただし、自主避難する場合は最寄りの避難所へ避難する。） 

想定浸水深 0.5～2.0mまで 

の地域住民 

原則、避難勧告等に従って市の指示する避難所へ避難する。 

（ただし、洪水の到達時間が早く、避難する時間的余裕のない場

合、２階建以上の家屋に住んでいる住民は、自宅で救援を待つ。） 

想定浸水深 2.0m以上 

の地域住民 

避難勧告等に従って市の指示する避難所へ避難する。 

（ただし、３階建以上の集合住宅等に居住し、かつ避難する時間的

余裕がない者、特に避難の介助者が得られない避難行動要支援

者は、避難せず自宅で救援を待つ。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 要配慮者利用施設の安全避難の確保 

平成 29 年６月の水防法の改正により、浸水想定区域内の要配慮者利用施設管理者等については、避難確保

計画の作成及び避難訓練の実施が義務化された。 

本市は、避難確保計画作成等の支援を行うとともに、避難確保計画の内容を確認し、必要に応じて助言等を

行うものとする。 

 

区域に避難させるため、地域の実情に即した避難計画を策定する。 

避難計画策定にあたっての避難行動の想定は、次のとおりとする。 

 

■避難行動の想定 

区分 避難の考え方 

家屋倒壊等氾濫想定区域 

早期に立退きが必要な区域。 

避難情報に従って当該区域から安全な場所に速やかに確実に立退

き避難する。 

家屋倒壊等氾濫想定区域以

外かつ想定浸水深 0.5m未満

の地域住民 

原則避難しない。 

（ただし、自主避難する場合は知人や親戚宅または最寄りの避難

所等へ避難する。） 

家屋倒壊等氾濫想定区域以

外かつ想定浸水深 0.5m以上

の地域住民 

原則、避難情報に従って安全な親戚・知人宅や市の指示する避難所

へ避難する。 

ただし、浸水の危険があっても、想定浸水深よりも高いところに居

室がある、浸水しても水がひくまで我慢できる、水・食糧などの備

えが十分ある場合は、自宅の上階にとどまること等により、安全を

確保することも可能である。（屋内安全確保） 

（※一般的な２階建家屋の場合、想定浸水深３m 以上の地域住民

は、早期の立退き避難が必要になる。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 要配慮者利用施設の安全避難の確保 

平成 29 年６月の水防法の改正により、洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設管理者等については、避難

確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務化された。 

本市は、避難確保計画作成等の支援や避難確保計画の内容の確認を行うとともに、必要に応じて、円滑かつ

迅速な避難の確保を図るために必要な助言等を行う。 

 

3-17 (3) 市民に対する避難計画等の適切な周知 

市民に安全かつ適切な避難を促すためには、市民への避難計画の周知が必要である。 

このため、本市は、市民へのハザードマップや防災パンフレットの配布、市民や自主防災組織等との意見交

換会、ワークショップの実施などを通じて、災害発生のメカニズムや当該地域の災害危険性、避難勧告等の

意味合い、避難行動時の注意事項等について、市民の理解を積極的に深めていくとともに、地域の避難計画

は、こうした活動を通じて市民と協働して作成するものとする。 

また、近年の集中豪雨における急激な水位上昇に迅速に対応することができるよう、上記の活動を通じて、

地域住民等が現場で収集した情報をもとに自ら適切な避難行動を開始することができるような地域づくり

を進めるものとする。 

(3) 市民に対する避難計画等の適切な周知 

市民に安全かつ適切な避難を促すためには、市民への避難計画の周知が必要である。 

このため、本市は、市民へのハザードマップや防災パンフレットの配布、市民や自主防災組織等との意見交

換会、ワークショップの実施などを通じて、災害発生のメカニズムや当該地域の災害リスク、住宅の条件等

を考慮した上でとるべき行動や適切な避難先、避難指示等の意味合い（安全な場所にいる人まで避難場所に

行く必要がないこと、避難先として安全な親戚・知人宅等も選択肢としてあること、警戒レベル４で「危険

な場所から全員避難」すべきこと等の避難に関する情報の意味）等について、市民の理解を積極的に深めて

いくとともに、地域の避難計画は、こうした活動を通じて市民と協働して作成するものとする。 

また、近年の集中豪雨における急激な水位上昇に迅速に対応することができるよう、上記の活動を通じて、

《参考》 

◆家屋倒壊等氾濫想定区域 

家屋倒壊等氾濫想定区域とは、家屋等の倒壊・流失をもた

らすような堤防決壊に伴う激しい氾濫流や河岸浸食の発生

することが想定される区域 
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（新設） 

地域住民等が現場で収集した情報をもとに自ら適切な避難行動を開始することができるような地域づくり

を進めるものとする。 

なお、市は避難行動として、指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等への避難を基本とす

るものの、ハザードマップ等を踏まえ、自宅等で身の安全を確保することができる場合は、住民自らの判断

で「屋内安全確保」を行うことや、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所等への避難がかえって

危険を伴う場合は、「緊急安全確保」を行うべきことについて、日頃から住民等への周知徹底を図る。 

 

(4) 洪水等に対する住民の警戒避難体制の整備 

市は、洪水予報河川等については、水位情報、堤防等の施設に係る情報、台風情報、洪水警報等により具体

的な避難情報の発令基準を設定する。それら以外の河川等についても、氾濫により居住者や施設等の利用者

に命の危険を及ぼすと判断したものについては、洪水警報の危険度分布等により具体的な避難情報の発令基

準を策定する。 

また、避難情報の発令対象区域については、できるだけ細分化した地区名と合わせて伝達することが望まし

い。ただし、細分化しすぎると伝達する地区数が増え、かえって居住者等にとってわかりにくい場合がある

ことから、発令地区の単位及び発令対象区域をあらかじめ適切に設定するとともに、必要に応じて見直すよ

う努める。国及び県は、市町村に対し、これらの基準及び区域の設定及び見直しについて、必要な助言等を

行うものとする。 

 

3-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８ 廃棄物処理体制の整備 

 

風水害時には、家屋の浸水被害や土砂災害等による家屋の倒壊等によって、瓦礫、木くず、ごみ、し尿、処

理困難物等の災害廃棄物が多量に排出される。 

また、避難所等においても、生活ごみ、し尿の処理需要が発生するほか、ライフラインの停止、廃棄物処理

施設や下水処理施設の損壊による処理機能の低下が予想される。 

このため、発生したごみ及びし尿を迅速に処理し、被災地の環境衛生の維持を図る必要がある。 

（略） 

 

第８ 廃棄物処理体制の整備 

 

風水害時には、家屋の浸水被害や土砂災害等による家屋の倒壊等によって、木くず、コンクリートがら等、

金属くず、腐敗性廃棄物、処理困難物等の通常の一般廃棄物とは異なる性状の廃棄物が大量に発生するとと

もに、避難所からの生活ごみやし尿に対する処理対策も必要となる。特に荒川氾濫による洪水の場合に発生

する災害廃棄物の推計量は下記のとおりである。 

このほか、ライフラインの停止、廃棄物処理施設や下水処理施設の損壊による処理機能の低下が予想される。 

このため、発生したごみ及びし尿を迅速に処理し、被災地の環境衛生の維持を図る必要がある。 

 

■種類別の災害廃棄物の推計量（荒川氾濫による洪水） 

総量（ト

ン） 

災害廃棄物（トン） 

可燃物 不燃物 

コンクリ

ート 

がら 

金属 柱角材 

危険

物・有

害物 

思い出の品、 

貴重品 

廃家

電類 
土砂 

104,728 40,425 9,530 4,503 2,723 17,594 524 105 1,990 27,334 

出典）埼玉県災害廃棄物処理指針 

 

なお、水害の場合は地震と異なり、水害により水田に堆積した稲わらの発生も想定される。稲わらについて

は、関係機関と連携し、東清掃センター及び資源化センターで受入れ、処理を行うものとする。 

（略） 
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3-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 防災意識の高揚 

 

風水害による被害を未然に防止し軽減するうえで、市民の果たす役割は極めて大きいことから、市民が生涯

を通じた学習活動により防災行動力を高めるとともに、市民が地域を守る一員としての役割を認識し、積極

的に防災学習を進める環境を整備する必要がある。 

特に近年、大規模な竜巻被害が発生しており、平成 25年９月には熊谷市、越谷市、松伏町等で大きな被害を

発生させた。竜巻等突風の予測は困難であるが、これが発生したときに適切な行動をとることができれば人

的被害を軽減することは可能である。 

防災訓練時等の際に、内閣府が公表するパンフレット「竜巻等突風災害とその対応」等を紹介する等、一般

市民に対して竜巻等突風のメカニズムや、竜巻等突風に遭遇した場合の身の守り方等についての啓発・普及

を行う。 

（略） 

 

第１ 防災意識の高揚 

 

風水害による被害を未然に防止し軽減するうえで、市民の果たす役割は極めて大きいことから、市民が生涯

を通じた学習活動により防災行動力を高めるとともに、市民が地域を守る一員としての役割を認識し、積極

的に防災学習を進める環境を整備する必要がある。 

特に近年、気候変動に伴う温暖化の影響により、風水害は激甚化・頻発化しており、令和元年東日本台風で

は、越辺川の堤防決壊により市内で浸水被害が発生した。水害はある程度予測可能な災害であることから、

市民一人ひとりが早めに準備をし、的確な避難行動をとることで自らの命を守ることできる。このため、大

雨や台風等が接近し水害の危険性が高まっているときに自らがとる行動をあらかじめ時系列で整理するマ

イ・タイムラインの作成・配布など適切な避難行動に関する普及啓発を行う。 

このほか、大規模な竜巻被害も発生しており、平成 25年９月には熊谷市、越谷市、松伏町等で大きな被害を

発生させた。竜巻等突風の予測は困難であるが、これが発生したときに適切な行動をとることができれば人

的被害を軽減することは可能である。 

防災訓練時等の際に、「自らつくるマイ・タイムライン作成の手引き」や内閣府が公表するパンフレット「竜

巻等突風災害とその対応」等を紹介する等、一般市民に対して風水害に対する身の守り方等についての啓発・

普及を行う。 

（略） 

 

3-30 （新設） (3) 土砂災害対策訓練 

本市は、土砂災害に対する警戒避難体制の強化と防災意識の向上を図り、土砂災害による被害を最小限にす

るため、次のとおり土砂災害対策訓練を実施する。 

 

①実施の時期及び場所 

６月の土砂災害防止月間を中心に実施する。訓練場所については。土砂災害警戒区域等にて行う。 

 

②実施方法 

市職員及び土砂災害警戒区域等の住民を対象に実施する。 

 

③訓練内容 

訓練は、以下のような内容で実施する。 

 

・避難訓練 

・情報収集伝達訓練 

・その他土砂災害対策上必要な訓練 
 

   

3-31 

 

第３ 防災組織の育成・強化 

 

第３ 防災組織の育成・強化 
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大規模な風水害が発生した場合、本市及び防災関係機関は、組織の全機能を挙げて防災活動を実施すること

となるが、道路及び橋りょうの損壊等により活動能力の低下又は阻害も予想され、市民は行政側の防災活動

に頼ることのみにとどまらず、自ら進んで「自分たちの地域は自分たちで守る」という心構えを持ち、災害

発生後における人命救助等の二次災害の防止や軽減を図るなど、市民の自主的かつ組織的な防災活動が必要

となる。 

本市は、このような防災活動が効果的に実施されるよう、地域ごとの自主的な防災組織の育成を図り、日ご

ろから防災意識の高揚を図り、防災体制の万全を期する。 

（略） 

 

大規模な風水害が発生した場合、本市及び防災関係機関は、組織の全機能を挙げて防災活動を実施すること

となるが、道路及び橋りょうの損壊等により活動能力の低下又は阻害も予想され、市民は行政側の防災活動

に頼ることのみにとどまらず、自ら進んで「自分たちの地域は自分たちで守る」という心構えを持ち、災害

発生後における人命救助等の二次災害の防止や軽減を図るなど、市民の自主的かつ組織的な防災活動が必要

となる。 

本市は、このような防災活動が効果的に実施されるよう、地域ごとの自主的な防災組織の育成を図り、日ご

ろから防災意識の高揚を図り、防災体制の万全を期する。 

このほか事業者は、豪雨や暴風などで屋外移動が危険な状況であるときに従業員等が屋外を移動することの

ないよう、テレワークの実施、時差出勤、計画的休業など不要不急の外出を控えさせるための適切な措置を

講ずるよう努めるものとする。 

（略） 

 

3-35 

 

 

 

 

 

 

第４節 風水害に関する調査研究 

 

風水害は、地域的特性を有し、自然的・社会的条件があいまって、複雑、多様な現象を示す。したがって、

本市の地域特性の詳細把握を主体とする基礎的調査研究を行うとともに、効果的な災害対策を推進するた

め、災害現象を科学的に分析し検討する調査研究を実施するよう努める。 

 

 

第４節 風水害に関する調査研究 

 

風水害は、地域的特性を有し、自然的・社会的条件があいまって、複雑、多様な現象を示す。したがって、

本市の地域特性の詳細把握を主体とする基礎的調査研究を行うとともに、効果的な災害対策を推進するた

め、災害現象を科学的に分析し検討する調査研究を実施するよう努める。なお、調査研究に当たっては、男

女別データの収集・分析に努める。 

 

3-42 

 

 

 

 

 

 

 

配備体制 

【各班（各課）共通】 

 

本市の風水害対策に係る活動体制と配備基準は、以下のとおりである。 

 

 

 

■活動体制と配備基準〔風水害対策〕 

体制区分 配備基準 活動内容 

監視体制 

通常の組織を

もって活動に

あたる体制 

 本市を対象とする大雨、洪
水等の気象警報が発表され
た場合 

「動員名簿」に定められた職員が情

報収集、連絡活動を行う。 

警戒体制 

警戒対策本部

を設置し、警戒

活動にあたる

体制 

 本市を対象とする大雨、洪
水等の気象警報が発表され、
被害が発生するおそれがあ
る場合 
 指定河川（荒川、入間川、
小畔川、新河岸川）の基準水
位観測所の水位が避難判断
水位を超えるおそれがある
場合 
 市民等から内水に関する
情報が入った場合 
 台風の接近により、被害が

「動員名簿」に定められた職員によ

り情報収集、連絡活動を行う。軽微な

災害が発生した場合、被害状況の調

査及び応急措置を行うとともに非常

体制に備える。 

１.１ 配備体制 

【各班（各課）共通】 

 

本市の風水害対策に係る配備体制と配備基準は、以下のとおりである。 

なお、洪水及び内水への対応については、川越市洪水対応タイムライン及び川越市内水対応タイムラインを

活用して実施する。 

 

■配備体制と配備基準〔風水害対策〕 

配備区分 配備基準 活動内容 

監視体制 

通常の組織を

もって活動に

あたる体制 

 本市を対象とする大雨、洪
水等の気象警報が発表され
た場合 

「動員名簿」に定められた職員が情

報収集、連絡活動を行う。 

警戒体制 

警戒対策本部

を設置し、警戒

活動にあたる

体制 

・本市を対象とする大雨、洪
水等の気象警報が発表さ
れ、被害が発生するおそれ
がある場合 

・指定河川（荒川、入間川、
小畔川、新河岸川）の基準
水位観測所の水位が避難
判断水位を超えるおそれ
がある場合 

・市民等から内水に関する情
報が入った場合 

・台風の接近により、被害が

「動員名簿」に定められた職員によ

り情報収集、連絡活動を行う。軽微な

災害が発生した場合、被害状況の調

査及び応急措置を行うとともに非常

体制に備える。 
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予測される場合 
 その他、必要と認めた場合 

非常体制 

第１ 

配備 
災害対策本部

を設置して災

害対策活動に

あたる体制 

 指定河川（荒川、入間川、
小畔川、新河岸川）の基準水
位観測所の水位が氾濫危険
水位を超えるおそれがある
場合 
 広域で内水氾濫が発生す
るおそれがある場合 
 台風の接近により、相当の
被害が予測される場合 
 その他、必要と認めた場合 

応急活動に即応できる職員を配備し

て情報収集・伝達、水防、輸送、医療

救護等の災害対策活動を実施する。 

第２ 

配備 

 激甚な災害が発生した場

合 

市の全職員を動員し、組織及び機能
のすべてを挙げて救助その他の災害
対策活動を実施する。 

 

■配備体制の決定手続き 

活動体制 決定手続き 

監視体制 危機管理監が行い、副市長及び市長へ報告する。 

警戒体制 副市長が行い、市長へ報告する。 

非常体制 警戒対策本部会議で協議のうえ、市長の承認を得て行う。 

 

 

予測される場合 
・その他、必要と認めた場合 

非常体制 

第１ 

配備 
災害対策本部

を設置して災

害対策活動に

あたる体制 

・指定河川（荒川、入間川、
小畔川、新河岸川）の基準
水位観測所の水位が氾濫
危険水位を超えるおそれ
がある場合 

・広域で内水氾濫が発生する
おそれがある場合 

・台風の接近により、相当の
被害が予測される場合 

・特別警報が発表された場合 
・その他、必要と認めた場合 

応急活動に即応できる職員を配備し

て情報収集・伝達、水防、輸送、医療

救護等の災害対策活動を実施する。 

第２ 

配備 

 激甚な災害が発生した場

合 

市の全職員を動員し、組織及び機能
のすべてを挙げて救助その他の災害
対策活動を実施する。 

 

■配備体制の決定手続き 

配備体制 決定手続き 

監視体制 危機管理監が行い、副市長及び市長へ報告する。 

警戒体制 副市長が行い、市長へ報告する。 

非常体制 警戒対策本部会議で協議のうえ、市長の承認を得て行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

『 ➔ 資料２.34「川越市洪水対応タイムライン」参照 』 

『 ➔ 資料２.35「川越市内水対応タイムライン」参照 』 

 

3-47 第１ 風水害に関する情報の収集・伝達 

 

台風の接近等により風水害の発生が予想されるとき、熊谷地方気象台から発表される防災気象情報は、埼玉

県から市に伝達される。勤務時間外の職員は、テレビ、ラジオ等を通じて気象情報を入手する。 

警報発表から比較的間を置かず大雨等が襲う場合もあるので、各防災関係機関においては、防災気象情報の

内容に十分留意し、市民の生命・財産への被害を最小限とする体制を整える。 

 

第１ 風水害に関する情報の収集・伝達 

 

台風、豪雪、洪水、土砂災害等は、被災までに一定の時間があり、予見性が高い。市は、熊谷地方気象台な

ど専門機関からの情報に基づき、発災前の早い段階における避難決定や、住民避難に資する情報提供を実施

するよう努める。 

一方で、警報発表から比較的間を置かず大雨等が襲う場合もあるので、各防災関係機関においては、防災気

象情報の内容に十分留意し、市民の生命・財産への被害を最小限とする体制を整える。 

住民に対しては、「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、自らの判断で避難行動をとること及び早期避

難の重要性を周知し、理解と協力を得る。 

 

《参考》 

◆タイムライン 

タイムラインとは、災害の発生を前提に、防災関係機関が連携して災

害時に発生する状況をあらかじめ想定し共有した上で、「いつ」、「誰が」、

「何をするか」に着目して、防災行動とその実施主体を時系列で整理し

た計画。防災行動計画ともいう。 
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3-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-49 

１.１ 注意報・警報等の情報 

熊谷地方気象台は、異常気象等によって埼玉県の地域内に災害の発生するおそれがある場合には、気象業務

法（昭和 27年法律第 165号）に基づき、注意報、警報、特別警報、情報等を発表し、関係機関に通知する。 

熊谷地方気象台が発表する注意報・警報等の対象地域、種類及び発表基準は次のとおりである。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■警報・注意報発表基準一覧表（平成30年5月30日現在） 

川越市 

府県予報区 埼玉県 

一次細分区域 南部 

市町村等をまとめた区域 南中部 

種類 基準 

警報 

大雨 
（浸水害） 表面雨量指数基準 15 

（土砂災害） 土壌雨量指数基準 119 

洪水 

流域雨量指数基準 九十川流域＝5.3、不老川流域＝16.1、久保川流域＝7.8 

複合基準 

九十川流域＝（8, 4.7）、 

久保川流域＝（8, 7）、 

新河岸川流域＝（10, 15.1）、 

荒川流域＝（8, 69.8） 

指定河川洪水予報

による基準 

入間川流域［小ケ谷・菅間・入西・八幡橋］、新河岸川［宮戸橋］、

荒川［熊谷・治水橋］ 

暴風 平均風速 20m/s 

暴風雪 平均風速 20m/s 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ 10cm 

波浪 有義波高  

高潮 潮位  

注意報 

大雨 
表面雨量指数基準 9 

土壌雨量指数基準 82 

洪水 

流域雨量指数基準 九十川流域＝4.2、不老川流域＝12.9久保川流域＝6.2 

複合基準 

九十川流域＝（5, 4.2）、 

不老川流域＝（5, 11.9）、 

久保川流域＝（5, 6.2）、 

小畔川流域＝（5, 12.4）、 

新河岸川流域＝（7, 10.4）、 

荒川流域＝（5, 62.8） 

指定河川洪水予報

による基準 

入間川流域［小ケ谷・菅間・入西・八幡橋］、新河岸川［宮戸橋］、

荒川［熊谷・治水橋］ 

強風 平均風速 11m/s 

風雪 平均風速 11m/s 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ 5cm 

１.１ 注意報・警報等の情報 

熊谷地方気象台は、異常気象等によって埼玉県の地域内に災害の発生するおそれがある場合には、気象業務

法（昭和 27年法律第 165号）に基づき、注意報、警報、特別警報、情報等を発表し、関係機関に通知する。 

大雨や強風などの気象現象によって、災害が起こるおそれのあるときには「注意報」が、重大な災害が起こ

るおそれのあるときには「警報」が、重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合には「特別警報」が、

現象の危険度と雨量、風速、潮位等の予想値を時間帯ごとに明示して、市町村ごとに発表される。また、土

砂災害や低地の浸水、中小河川の増水･氾濫、竜巻等突風による激しい突風、落雷等については、実際に危険

度が高まっている場所が「危険度分布」等で発表される。なお、大雨や洪水等の警報等が発表された場合の

テレビやラジオによる放送等では、重要な内容を簡潔かつ効果的に伝えられるよう、これまでどおり市町村

をまとめた地域の名称を用いる場合がある。 

熊谷地方気象台が発表する注意報・警報等の対象地域、種類及び発表基準は次のとおりである。 

（略） 

 

■警報・注意報発表基準一覧表（令和3年6月8日現在） 

川越市 

府県予報区 埼玉県 

一次細分区域 南部 

市町村等をまとめた区域 南中部 

種類 基準 

警報 

大雨 
（浸水害） 表面雨量指数基準 15 

（土砂災害） 土壌雨量指数基準 119 

洪水 

流域雨量指数基準 九十川流域＝6.7、不老川流域＝22.6、久保川流域＝8.8 

複合基準※1 

九十川流域＝（7, 6）、 

久保川流域＝（7, 7.9）、 

新河岸川流域＝（13, 15.7）、 

荒川流域＝（7, 80.2） 

指定河川洪水予報

による基準 

入間川流域［小ケ谷・菅間・入西・八幡橋］、新河岸川［宮戸橋］、

荒川［熊谷・治水橋］ 

暴風 平均風速 20m/s 

暴風雪 平均風速 20m/s 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ 10cm 

波浪 有義波高  

高潮 潮位  

注意報 

大雨 
表面雨量指数基準 9 

土壌雨量指数基準 82 

洪水 

流域雨量指数基準 九十川流域＝5.3、不老川流域＝18、久保川流域＝7 

複合基準※1 

九十川流域＝（5, 5.3）、 

不老川流域＝（5, 17.6）、 

久保川流域＝（5, 5.7）、 

小畔川流域＝（5, 13.8）、 

新河岸川流域＝（7, 10.7）、 

荒川流域＝（5, 65） 

指定河川洪水予報

による基準 

入間川流域［小ケ谷・菅間・入西・八幡橋］、新河岸川［宮戸橋］、

荒川［熊谷・治水橋］ 

強風 平均風速 11m/s 

風雪 平均風速 11m/s 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ 5cm 
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波浪 有義波高  

高潮 潮位  

雷 落雷等で被害が予測される場合 

融雪 - 

濃霧 視程 100m 

乾燥 最少湿度 25% 実効湿度 55% 

なだれ - 

低温 
夏季：低温のため農作物に著しい被害が予想される場合 

冬季：最低気温-6℃以下※1 

霜 早霜・晩霜期に最低気温 4℃以下 

着氷・着雪 著しい着氷（雪）で被害が予想される場合 

記録的短時間大雨情報 1時間雨量 100mm 

  ※1冬季の気温は熊谷地方気象台の値 

 

波浪 有義波高  

高潮 潮位  

雷 落雷等で被害が予測される場合 

融雪  

濃霧 視程 100m 

乾燥 最少湿度 25% 実効湿度 55% 

なだれ  

低温 
夏季：低温のため農作物に著しい被害が予想される場合 

冬季：最低気温-6℃以下※2 

霜 早霜・晩霜期に最低気温 4℃以下 

着氷・着雪 著しい着氷（雪）で被害が予想される場合 

記録的短時間大雨情報 1時間雨量 100mm 

※1：（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値 

※2：冬季の気温は熊谷地方気象台の値 

 

3-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③キキクル（警報の危険度分布） 

警報・注意報の発表判断に使用されている「指数」が、実際にどこで警報・注意報の基準に到達すると予想

されているのかが一目で分かる「キキクル（危険度分布）」が提供されている。その内容は以下のとおり。 

   種類 概要 

土砂キキクル（大

雨警報（土砂災害）

の危険度分布）※） 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km 四方

の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。２時間先までの雨量分布及び

土壌雨量指数の予測を用いて常時 10分ごとに更新しており、大雨警報（土

砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表されたときに、危険度が高まってい

る場所を面的に確認することができる。  

・「非常に危険」（うす紫）：危険な場所からの避難が必要とされる警戒レ

ベル４に相当。  

・「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レ

ベル３に相当。  

・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備

え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

浸水キキクル（大

雨警報（浸水害）の

危険度分布） 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km

四方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。 

１時間先までの表面雨量指数の予測を用いて常時 10分ごとに更新してお

り、大雨警報（浸水害）等が発表されたときに、危険度が高まっている場

所を面的に確認することができる。 

洪水キキクル（洪

水警報の危険度分

布） 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他

河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を概ね

１km ごとに５段階に色分けして示す情報。３時間先までの流域雨量指数

の予測を用いて常時 10分ごとに更新しており、洪水警報等が発表された

ときに、危険度が高まっている場所を面的に確認することができる。  

・「非常に危険」（うす紫）：危険な場所からの避難が必要とされる警戒レ
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3-51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

③気象情報 

気象情報は、異常気象等についての情報を具体的かつ速やかに発表するものであり、異常気象の起こる可能

性が高まった場合や注意報・警報の内容を補足し、実況資料及び防災に対する注意事項を含め熊谷地方気象

台が発表する。 

 

 

④記録的短時間大雨情報 

記録的短時間大雨情報は、記録的な１時間雨量が観測されたときに、その状況を簡潔に表現して速報するも

のであり、埼玉県内の発表基準は 100㎜以上である。ただし、大雨警報の発表されている間に行う。 

 

 

⑤竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける情報で、雷注意

報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生する可能性が高まった時に発表する（川越市

は埼玉県南部に該当）。この情報の有効期間は、発表から１時間である。 

 

ベル４に相当。  

・「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レ

ベル３に相当。  

・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備

え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

流域雨量指数の 

予測値 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他

河川）の、上流域での降雨による、下流の対象地点の洪水危険度の高まり

の予測を、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色分けした時

系列で示す情報。６時間先までの雨量分布の予測（降水短時間予報等）を

用いて常時 10分ごとに更新している。 

   ※「極めて危険」（濃い紫）：警戒レベル５緊急安全確保の発令対象区域の絞り込みに活用 

 

④早期注意情報 

早期注意情報（警報級の可能性）は５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の２段階で発表され

る。当日から翌日にかけては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表単位（埼玉県南部など）で、

２日先から５日先にかけては日単位で、週間天気予報の対象地域と同じ発表単位（埼玉県など）で発表され

る。大雨に関して、明日までの期間に［高］又は［中］が予想されている場合は、災害への心構えを高める

必要があることを示す警戒レベル１である。 

 

⑤気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、特別警報・警報・注意

報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表される 

 

 

⑥記録的短時間大雨情報 

記録的短時間大雨情報は、記録的な１時間雨量が観測されたときに、その状況を簡潔に表現して速報するも

のであり、埼玉県内の発表基準は１時間雨量 100mm以上、かつ、大雨警報発表中に、キキクル（危険度分布）

の「非常に危険」（うす紫）が出現している場合 

 

⑦竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける情報で、雷注意

報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生する可能性が高まった時に発表する（川越市

は埼玉県南部に該当）。 

なお、実際に危険度が高まっている場所は竜巻発生確度ナウキャストで確認することができる。 

また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺で更なる竜巻等の激し

い突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を付加した情報が天気予報の対象地域と同じ発表単位で

発表される。 
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3-53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-54 

(1) 洪水予報 

（略） 

  ■洪水予報を行う河川（水防法第 10条第２項及び気象業務法第 14条の２第２項） 

予報 

区域名 
河川名 区 域 

基準水位 

観測所 

はん濫 
注意水位 
（ｍ） 

避難判断 
水位 
（ｍ） 

はん濫 
危険水位 
（ｍ） 

荒川 荒川 

左岸 
埼玉県深谷市荒川字下川原５番の２地先か

ら海（旧川を除く。）まで 
熊谷  3.50   5.00   5.50 

右岸 
埼玉県大里郡寄居町大字赤浜字後古沢218番

の18地先から海（旧川を除く。）まで 治水
じすい

橋
はし

  7.50  12.10  12.60 

入間川 

流域 

入間
いる ま

川
がわ

 

左岸 
埼玉県川越市大字的場字飛樋下1563番の1地

先から荒川への合流点まで 菅間
すがま

  8.00  11.50  12.00 

右岸 
埼玉県川越市大字池辺字権現脇臺1057番の2

地先から荒川への合流点まで 小ケ谷
お が や

  2.50   3.10   3.50 

越
おっ

辺
ぺ

川
がわ

 

左岸 
埼玉県比企郡鳩山町大字赤沼字天神下57番

の2地先から入間川への合流点まで 
入
にっ

西
さい

  3.00   3.00   3.20 
右岸 

埼玉県入間郡毛呂山町大字苦林字清水346番

地先から入間川への合流点まで 

小畔
こあ ぜ

川
がわ

 

左岸 

埼玉県川越市大字吉田字下河原添608番の2

地先東武鉄道東上線鉄道橋上流端から越辺

川への合流点まで 
八幡
やはた

橋
ばし

  3.50   3.60   4.20 

右岸 

埼玉県川越市大字吉田字下河原添608番の2

地先東武鉄道東上線鉄道橋上流端から越辺

川への合流点まで 

（略） 

■洪水予報の種類 

 

 

 

種類 発表基準 

はん濫注意情報 

（洪水注意報） 

基準地点の水位がはん濫注意水位（警戒水位）に到達し、更に水位上昇

が見込まれるとき 

はん濫警戒情報 

（洪水警報） 

基準地点の水位が一定時間後にはん濫危険水位（危険水位）に到達する

ことが見込まれるとき、または、避難判断水位に到達し、更に水位上昇

が見込まれるとき 

はん濫危険情報 

（洪水警報） 
基準地点の水位がはん濫危険水位（洪水特別警戒水位）に到達したとき 

はん濫発生情報 

（洪水警報） 
はん濫が発生したとき 

 

(1) 洪水予報 

（略） 

  ■洪水予報を行う河川（水防法第 10条第２項及び気象業務法第 14条の２第２項） 

予報 

区域名 
河川名 区 域 

基準水位 

観測所 

氾濫 
注意水位 
（ｍ） 

避難判断 
水位 
（ｍ） 

氾濫 
危険水位 
（ｍ） 

荒川 荒川 

左岸 
埼玉県深谷市荒川字下川原５番の２地先か

ら海（旧川を除く。）まで 
熊谷  3.50   5.00   5.50 

右岸 
埼玉県大里郡寄居町大字赤浜字後古沢218番

の18地先から海（旧川を除く。）まで 治水
ぢすい

橋
はし

  7.50  12.20  12.70 

入間川 

流域 

入間
いる ま

川
がわ

 

左岸 
埼玉県川越市大字的場字飛樋下1563番の1地

先から荒川への合流点まで 菅間
すがま

  8.00  11.50  12.00 

右岸 
埼玉県川越市大字池辺字権現脇臺1057番の2

地先から荒川への合流点まで 小ケ谷
お が や

  2.50   2.90   3.30 

越
おっ

辺
ぺ

川
がわ

 

左岸 
埼玉県比企郡鳩山町大字赤沼字天神下57番

の2地先から入間川への合流点まで 
入
にっ

西
さい

  3.00   3.00   3.20 
右岸 

埼玉県入間郡毛呂山町大字苦林字清水346番

地先から入間川への合流点まで 

小畔
こあ ぜ

川
がわ

 

左岸 

埼玉県川越市大字吉田字下河原添614番地先

東武鉄道東上線鉄道橋上流端から越辺川へ

の合流点まで 
八幡
やはた

橋
ばし

  3.50   3.60   4.20 

右岸 

埼玉県川越市大字吉田字下河原添608番の2

地先東武鉄道東上線鉄道橋上流端から越辺

川への合流点まで 

（略） 

■洪水予報の種類 

 河川の増水や氾濫等に対する水防活動の判断や住民の避難行動の参考となるように、あらかじめ指定

した河川について、区間を決めて水位又は流量を示して発表される警報及び注意報である。警戒レベル

２～５に相当する。 

種類 概要 

氾濫注意情報 

（洪水注意報） 

氾濫注意水位に到達し更に水位の上昇が見込まれるとき、氾濫注意水位

以上でかつ避難判断水位未満の状態が継続しているとき、避難判断水位

に達したが水位の上昇が見込まれないときに発表される。 

避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、自

らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

氾濫警戒情報 

（洪水警報） 

氾濫危険水位に達すると見込まれるとき、避難判断水位に達し更に水位

の上昇が見込まれるときに発表される。 

高齢者等避難の発令の判断の参考とする。高齢者等の避難が必要とされ

る警戒レベル３に相当。 

氾濫危険情報 

（洪水警報） 

氾濫危険水位に到達したとき、氾濫危険水位以上の状態が継続している

ときに発表される。 

いつ氾濫が発生してもおかしくない状況、避難等の氾濫発生に対する対

応を求める段階であり、避難指示の発令の判断の参考とする。避難が必

要とされる警戒レベル４に相当。 

氾濫発生情報 

（洪水警報） 

氾濫が発生したとき、氾濫が継続しているときに発表される。 

新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や救援活動等が必要となる。災

害がすでに発生している状況であり、命を守るための最善の行動をとる

必要があることを示す警戒レベル５に相当。 
 

   

3-54 

 

3-55 

(2) 水防警報 

（略） 

■水防警報の対象となる基準水位標 

河川名 水位標名 地先名 水防団待機水位 はん濫注意水位 はん濫危険水位 

(2) 水防警報 

（略） 

■水防警報の対象となる基準水位標 

河川名 水位標名 地先名 水防団待機水位 氾濫注意水位 氾濫危険水位 
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(通報水位) 

（ｍ） 

(警戒水位) 

（ｍ） 

(危険水位) 

（ｍ） 

荒川 
熊 谷 熊谷市榎町 3.00 3.50  5.50 

治水橋 さいたま市西区大字飯田新田 7.00 7.50 12.60 

入間川 
小ケ谷 川越市大字小ケ谷 2.00 2.50  3.50 

菅 間 川越市大字鹿飼 7.00 8.00 12.00 

小畔川 八幡橋 川越市大字小堤 3.00 3.50  4.20 
 

(通報水位) 

（ｍ） 

(警戒水位) 

（ｍ） 

(危険水位) 

（ｍ） 

荒川 
熊 谷 熊谷市榎町 3.00 3.50  5.50 

治水橋 さいたま市西区大字飯田新田 7.00 7.50 12.70 

入間川 
小ケ谷 川越市大字小ケ谷 2.00 2.50  3.30 

菅 間 川越市大字鹿飼 7.00 8.00 12.00 

小畔川 八幡橋 川越市大字小堤 3.00 3.50  4.20 
 

   

3-56 (3) 洪水予報及び水防警報の伝達系統 

①国と気象庁が共同して発表する洪水予報の伝達系統（水防法第 10条） 

（略） 

 

 

(3) 洪水予報及び水防警報の伝達系統 

①国と気象庁が共同して発表する洪水予報の伝達系統（水防法第 10条） 

（略） 
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3-57 ③国土交通大臣が発表する水防警報の伝達系統（水防法第 16条関連） 

 

 

 

③国土交通大臣が発表する水防警報の伝達系統（水防法第 16条関連） 

 

3-58 １．３ 土砂災害警戒情報 

 

土砂災害警戒情報は、埼玉県と熊谷地方気象台が共同で発表する情報であり、大雨警報発表中に、大雨

による土砂災害（がけ崩れ等）発生の危険度が高まったときに、市町村長が避難勧告等を発令する際の

判断や住民の自主避難の参考となるよう、市町村ごとに発表される。 

 

１．３ 土砂災害警戒情報 

 

土砂災害警戒情報は、大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかし

くない状況となったときに、市町村長の避難指示の発令や住民の自主避難の判断を支援するため、対象とな

る市町村を特定して警戒を呼びかける情報で、埼玉県と熊谷地方気象台から共同で発表される。市町村内で

危険度が高まっている詳細な領域は大雨警報（土砂災害）のキキクル（危険度分布）で確認することができ

る。避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

なお、伝達系統は、「本節 『 １.１ 注意報・警報等の情報 』『（2）注意報及び警報等の伝達系統」による。 

 

3-62 (1) 火災気象通報 

消防法に基づいて、熊谷地方気象台が埼玉県知事に通報するもので、通報基準は当日の気象状態が次の

いずれか一つの条件を満たしたときとする。 

埼玉県知事は、この通報を受けたときは直ちにこれを市長に通報する。 

 

□火災気象通報の通報基準 

① 最小湿度が 25％以下で実効湿度が 55％以下になると予想される場合 

② 平均風速が 11m/s以上。ただし、降雨・降雪中は除く 

③ 最小湿度が 30％以下で実効湿度が 60％以下となり、平均風速が 10m/s 以上にな

ると予想される場合 
 

(1) 火災気象通報 

消防法の規定により、気象の状況が火災の予防上危険と認められるときに熊谷地方気象台が埼玉県知事に対

して通報し、県を通じて市や消防本部に伝達される。 

 

□通報の実施基準 

熊谷地方気象台が発表する「乾燥注意報」及び「強風注意報」と同一の基準に該当ま

たは該当するおそれがある場合に、通報を実施する。 

ただし、実施基準に該当する地域・時間帯で降水（降雪含む）が予想される場合には、

通報を実施しないときがある。 
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3-64 

 

 

3-65 

(2) 水防機関の活動 

①水防機関の非常配備 

（略） 

□消防組合 

消防組合の体制は、消防組合の定めるところによるものとし、状況に応じて「第２編 

第２章 第２節『第５ 消防活動』」に準じて警防本部及び署隊本部を設置し対応にあ

たるものとする。 
 

(2) 水防機関の活動 

①水防機関の非常配備 

（略） 

□消防組合 

消防局の体制は、状況に応じ、消防組合の定めるところにより警防本部及び署隊

本部を設置し対応にあたるものとする。また、消防団は川越市水防団条例の定める

ところによる。 
 

   

3-69 

 

 

 

 

 

 

３.６ 土砂災害対策活動 

【本部班、現地調査班、要配慮者支援班、関係各班、水防団】 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

３.６ 土砂災害対策活動 

【本部班、現地調査班、要配慮者支援班、関係各班、水防団】 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-72 

 

 

 

 

 

 

４.１ 避難勧告又は避難指示 

【本部班、消防組合、警察署】 

 

本部長は、住民等の生命若しくは身体の保護のため、又は災害の拡大防止のために特に必要があると認めら

れるときは、避難勧告、避難指示等を発令する。 

避難勧告、避難指示等を発すべき権限のある者はそれぞれの法律により定められているが、災害応急対策の

第 1次的な実施責任者である本部長を中心として、相互に連携をとり実施する。 

 

(1) 実施責任者 

避難勧告・避難指示は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、市民に危険が切迫し、市民を緊急

に避難させる必要が生じたときに、原則的に本部長が実施するものである。なお、避難勧告・避難指示の実

施者については、関係法規に基づき次のように定められている。 

 

■避難勧告・避難指示の実施責任者とその要件等 

実施責任者 勧告・指示・警告・命令を行う要件 根拠法令 

本部長（市長） 

(市長が事務を行うことが

できない場合は知事) 

市民の生命、身体に危険を及ぼすと認める

とき、勧告又は指示を行う。 
災対法第60条 

４.１ 避難情報 

【本部班、消防組合、警察署】 

 

市長は、住民等の生命若しくは身体の保護のため、又は災害の拡大防止のために特に必要がある場合は、地

域の住民や来街者等の市民等に対して避難情報を発令する。 

 

 

 

(1) 実施責任者 

避難指示は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、市民等に危険が切迫し、市民等を緊急に避難

させる必要が生じたときに、原則的に市長が実施するものである。なお、避難指示の実施者については、関

係法規に基づき次のように定められている。 

 

■避難指示の実施責任者とその要件等 

実施責任者 勧告・指示・警告・命令を行う要件 根拠法令 

市長 

(市長が事務を行

うことができな

い場合は知事) 

市民の生命、又は身体を災害から保護し、その災害の拡

大を防止するため特に必要があると認めるとき、必要

と認める市民等に対し、避難のための立ち退きを指示

する。 

災対法第60条 

《参考》 

◆「埼玉県河川砂防防災情報システム」 

インターネットにより、県内における「土砂災害警戒情報

の発表状況」、「注意報、警報の発表状況」及び「土砂災害危

険度」を把握することができる。 

http://micos-sa.jwa.or.jp/metro/saitama/dosya/ 

《参考》 

◆「埼玉県土砂災害警戒情報システム」 

インターネットにより、県内における「土砂災害警戒情報

の発表状況」、「注意報、警報の発表状況」及び「土砂災害危

険度」を把握することができる。 

 

・パソコン・スマートフォン：http://keikai.dosyabousai.pref.saitama.lg.jp/ 

・携帯電話：http://keikai.dosyabousai.pref.saitama.lg.jp/mobile/  
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警察官 

・市長が避難の指示をできないと認めら

れ、しかも指示が急を要するとき。 

・市長から要求があったとき。 

災対法第61条 

警察官職務執行法 

第４条 

自衛官 

災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官にお

いては、危険な事態が生じ、かつ、警察官

がその場にいないとき。 

自衛隊法第94条 

知事又はその命を受け

た県職員、水防管理者 

洪水により著しい危険が切迫していると

認められるとき、必要と認める区域の住民

に対して避難の指示を実施する。 

水防法第29条 

 

(2) 避難勧告・避難指示等の発令基準 

本市に対しては、洪水予報河川である荒川、入間川、小畔川及び新河岸川について、はん濫注意水位等の水

防情報が伝達される。 

また、大雨による土砂災害（がけ崩れ等）の危険度が高まったとき、土砂災害警戒情報が伝達される。 

そのため、避難情報の発令に際しては、これら水防情報・土砂災害警戒情報等を参考に判断するものとする。 

避難勧告、避難指示等の発令は、避難勧告等の判断・伝達マニュアル（水害対策編）の基準に従い住民等に

伝達する。 

国土交通省大臣又は埼玉県知事は市長の行う避難のための立ち退きの勧告若しくは指示又は屋内退避等の

安全確保措置の指示の判断に資するため、市長に水位情報に係る通知を行う。 

 

 

 

 

(3) 避難勧告・避難指示等の伝達内容と伝達方法 

避難勧告又は避難指示は、危険の切迫性に応じて伝達文の内容を工夫するなどし、住民の積極的な避難行動

の喚起に努める。また、避難勧告又は避難指示は、次表の伝達内容を明示して行う。 

また、市内の各地域、駅・集会所等不特定多数の者が集まる場所等にいる市民に対して、迅速かつ確実な伝

達が行われるように努める。 

なお、避難のための立ち退きを行うことによりかえって人の生命又は身体に危険が及ぶ恐れがあると認める

ときは、市長は、必要と認める地域の市民等に対し、屋内での待避その他の屋内における避難のための安全

確保に関する措置を適宜、指示する。避難の必要がなくなった場合についても、速やかに同様の方法で伝達

する。 

 

 

 

 

 

 

 

警察官 
・市長が避難指示等をできないと認められるとき。 

・市長から要求があったとき。 

災対法第61条 

警察官職務執行法 

第４条 

自衛官 
災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官においては、危険

な事態が生じ、かつ、警察官がその場にいないとき。 
自衛隊法第94条 

知事又はその命

を受けた県職員、

水防管理者 

洪水により著しい危険が切迫していると認められると

き、必要と認める区域の住民に対して避難の指示を実

施する。 

水防法第29条 

知事､その命を受

けた県職員 

地すべりにより著しい危険が切迫していると認められ

るとき、必要と認める区域の住民に対して避難の指示

を実施。 

地すべり等防止法

第25条 

 

(2) 避難情報の発令基準 

避難情報の発令基準は、川越市避難情報の判断・伝達マニュアル【水害・土砂災害】に定める。 

水害については、水位等の基準を参考に、国又は県が発表する洪水予報、降雨予測や現状の水位、河川巡視

等、現地の情報を含め、総合的に判断し、発令するものとし、土砂災害については、土砂災害警戒情報の発

表や気象庁及び埼玉県による土砂災害発生危険性の予測、前兆現象の発見等を含めて総合的に判断し、発令

する。 

国土交通省大臣又は埼玉県知事は市長の行う避難のための立ち退きの指示又は緊急安全確保措置の指示の

判断に資するため、市長に水位情報に係る通知を行う。 

また、安全な場所にいる人まで指定緊急避難場所等へ避難した場合、混雑や交通渋滞が発生するおそれ等が

あることから、災害リスクのある区域に絞って避難指示等の発令対象区域を設定するとともに、必要に応じ

て見直す。国（国土交通省、気象庁）及び都道府県は。市に対し、これらの基準及び対象区域の設定及び見

直しについて。必要な助言等を行うものとする。 

 

(3) 避難情報の伝達内容と伝達方法 

避難情報は、次表の伝達内容を明示して行うものとし、対象者や対象地域を明確にするとともに、避難先等

のとるべき避難行動がわかるように伝達する。さらに、伝達にあたっては、危険の切迫性に応じて伝達文の

内容を工夫するなどし、住民の積極的な避難行動の喚起に努める。 

また、市内の各地域、駅・集会所等不特定多数の者が集まる場所等にいる市民に対して、迅速かつ確実な伝

達が行われるように努める。 

なお、避難のための立ち退きを行うことによりかえって人の生命又は身体に危険が及ぶ恐れがあると認める

ときは、市長は、必要と認める地域の市民等に対し、屋内での待避その他の屋内における避難のための安全

確保に関する措置を適宜、指示する。なお、このほか必要に応じて自主避難について呼びかけを行う。避難

の必要がなくなった場合についても、速やかに同様の方法で伝達する。 
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■避難勧告・避難指示等の伝達内容と伝達方法 

区 分 伝達内容 伝達方法 

避難準備・高齢者等

避難開始 

(要配慮者避難情報) 

・避難勧告・避難指示（緊急）

と統合 

・防災行政無線（同報系） 

・広報車 

・市ホームページ 

・緊急速報メール（エリアメール） 

・ツイッター 

・防災情報メール 

・埼玉県災害オペレーション支援システ

ムを使用した埼玉県防災情報メール、埼

玉県公式スマホアプリ「ポケットブック

さいたま」、Ｌアラート（災害情報共有

システム）による情報配信 

・ケーブルテレビによる放送及び文字表示 

・自主防災組織（地区・自治会・避難支援

関係者）の会長 

・各市民センターでの情報提供 

・関係機関の広報（消防車等､ﾊﾟﾄｶｰ） 

避難勧告 
・発令者 

・対象地域 

・避難先（避難所等）と経路 

・避難の理由 

・その他必要事項 
避難指示（緊急） 

屋内待避指示 

（屋内での待避等の

安全確保措置） 

・発令者 

・対象地域 

・待避の理由 

 

（略） 

 

 

■避難情報の伝達内容と伝達方法 

区 分 伝達内容 伝達方法 

   

【警戒レベル 3】 

高齢者等避難 

・対象者（お年寄りや障害の

ある方など避難に時間を

要する者） 

（その他、避難指示と共通） 

・防災行政無線（同報系） 

・広報車、消防車両 

・市ホームページへの掲載 

・緊急速報エリアメール（緊急速報メール） 

・ツイッター、フェイスブック、ＬＩＮＥ 

・防災情報メール 

・各市民センターでの情報提供 

・自主防災組織（地区・自治会・避難支援

関係者）の会長（FAX、電話） 

・テレビ、ケーブルテレビによる放送及び

文字表示（J：COM）、ラジオ、コミュニテ

ィFMによる放送（小江戸FM） 

・埼玉県災害オペレーション支援システム

を使用した埼玉県防災情報メール、埼玉

県公式スマホアプリ「ポケットブックさ

いたま」、Ｌアラート（災害情報共有シ

ステム）による情報の配信 

・関係機関の広報（消防車等､ﾊﾟﾄｶｰ） 

【警戒レベル 4】 

避難指示 

・発令者 

・発令の理由 

・対象地区 

・避難先（避難所等） 

・その他必要事項 

【警戒レベル 5】 

緊急安全確保 

・避難先（相対的に安全な場

所） 

（避難先以外は避難指示と

共通） 

 

（略） 

 

3-75 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 避難情報と市民等に求める避難行動 

市は、あらかじめ定めた避難計画に基づき、次の三類型による避難情報を発令する。発令に当たっては、気

象情報や河川の水位情報等の把握に努め、立退き避難に必要な時間や日没時間等を考慮して、空振りを恐れ

ず、適切なタイミングで行う。市民や施設管理者等に対して求める避難行動は、以下のとおりとする。 

 

■避難情報と住民等に対して求める避難行動 

避難情報 発令時の状況 住民等に求める行動 

【警戒レベル 3】 

高齢者等避難 

要配慮者等、特に

避難行動に時間

を要する者が避

難行動を開始し

なければならな

い段階であり、災

害の発生する可

能性が高まった

状況 

危険な場所から高齢者等避難 

・避難に時間のかかる要配慮者とその支援者は危険な場所

から避難（立退き避難又は屋内安全確保）する。 

・その他の人は立退き避難の準備を整えるとともに、以後の

防災気象情報、水位情報等に注意を払い、自発的に避難を

開始することが望ましい。また、ハザードマップやマイ・

タイムライン等により屋内で身の安全を確保できること

を確認できた場合は、自らの判断で屋内安全確保の準備を

する。 

・特に、突発性が高く予測が困難な土砂災害の危険性がある

区域や急激な水位上昇の恐れがある河川沿いでは、避難準

備が整い次第、当該災害に対応した避難（指定緊急避難場

所へ立退き避難又は緊急安全確保）をすることが強く望ま

れる。 
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【警戒レベル 4】 

避難指示 

通常の避難行動

ができる者が避

難行動を開始し

なければならな

い段階であり、災

害の発生する可

能性が明らかに

高まった状況 

危険な場所から全員避難 

・指定緊急避難場所等への立退き避難を基本とする避難行

動をとる。 

・予想される災害に対応した指定緊急避難場所へ速やかに

立退き避難する。 

・指定緊急避難場所への立ち退き避難はかえって命に危険

を及ぼしかねないと自ら判断する場合には、「近隣の安全

な場所」への避難を行う。 

・平時からハザードマップやマイ・タイムライン等により屋

内で身の安全を確保できることを確認できている場合は、

自らの判断で屋内安全確保を行う。 

【警戒レベル 5】 

緊急安全確保 

災害発生※１又は

切迫※２している

状況 

＜警戒レベル５緊急安全確保が発令された場合＞ 

・災害が発生又は切迫し、命の危険がある状況となってお

り、緊急に身の安全を確保する。 

・指定緊急避難場所への立退き避難がかえって危険となる

ため「近くの堅固な建物への退避」や、少しでも命が助か

る可能性の高い避難行動として、「屋内安全確保」へと行

動変容する。 

・災害が発生・切迫している状況を市が確実に把握できると

は限らないので、必ず発令される情報ではない。したがっ

て、居住者等は平時からハザードマップやマイ・タイムラ

イン等を確認し、近隣の災害リスクと警戒レベル５緊急安

全確保が発令された際に取るべき行動を検討する。 

※１ 災 害 発 生：堤防の決壊により河川の氾濫発生や集中的な土砂災害の発生 

※２ 災害の切迫：水位の推定値等から河川が氾濫している可能性があると判断できる場合や、集中的な土

砂災害が既に発生している可能性が極めて高い気象状況 

 

■用語の定義 

用 語 定 義 

避難 災害から命を守るための行動 

立退き避難 指定緊急避難場所や「近隣の安全な場所」へ移動する避難行動 

近隣の安全

な場所 

指定緊急避難場所ではないが、安全な親戚・知人宅、ホテルなどの近隣

のより安全で浸水しない場所・建物等 

屋内 

安全確保 

その時点に居る建物内において、より安全な部屋等への移動。 

自宅などの居場所や安全を確保できる場所に留まる「待避」や屋内の２

階以上の安全を確保できる高さに移動する「垂直避難」を指し、居住者

等がハザードマップやマイ・タイムライン等を確認し、自らの判断でと

る行動。以下の条件を満たされている必要がある。 
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・自宅等が家屋倒壊等氾濫想定区域（堤防決壊等により激しい氾濫流や

河川浸食が発生する区域）に存していないこと 

・自宅等に浸水しない居室があること 

・自宅等が一定期間浸水することに伴う支障（食料等の確保や電気、ガ

ス、トイレ等の使用）を許容できること 

緊急 

安全確保 

居住者等が適切なタイミングで立退き避難しなかった等のために、安全に

避難できない可能性がある状況（災害が発生直前又は既に発生している可

能性が高い等）に陥った場合に、相対的に安全な場所（自宅・近隣施設の

少しでも高い場所等）へ避難すること。 
 

   

3-76 （新設） (5) 避難指示等の解除 

当該住民の身辺から災害による直接の危険が去ったと認められるときとする。 

 

3-76 (4) 関係機関の相互連絡 

（略） 

 

(6) 関係機関の相互連絡 

（略） 

 

3-77 

 

 

 

 

 

 

 

４.２ 警戒区域の設定 

【本部班、河川班、消防組合、警察署】 

 

本部長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、市民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たときは、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、当該区域への立入りを制限若しくは禁止又は当該区域からの退去を命ずることができる。 

なお、警察官は、市職員が現場にいない場合又はこれから要請があった場合は、この職権を実施することが

できる。 

また、自衛官は、市職員及び警察官がその場にいない場合に限り、警戒区域の設定並びにそれに基づく立入

り制限・禁止及び退去命令の措置を講ずることができる。 

ただし、当該措置を講じたときは、直ちにその旨を本部長に通知しなければならない。 

（略） 

（新設） 

 

 

４.２ 警戒区域の設定 

【本部班、河川班、消防組合、警察署】 

 

市長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、市民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たときは、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、当該区域への立入りを制限若しくは禁止又は当該区域からの退去を命ずることができる。 

なお、警察官は、市職員が現場にいない場合又はこれから要請があった場合は、この職権を実施することが

できる。 

また、自衛官は、市職員及び警察官がその場にいない場合に限り、警戒区域の設定並びにそれに基づく立入

り制限・禁止及び退去命令の措置を講ずることができる。 

ただし、当該措置を講じたときは、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。 

 

(1) 設定権者 

災対法等による警戒区域の設定権者は次のとおりである。 

（略） 

 

3-78 （新設） (2) 伝達及び報告 

警戒区域を設定した場合の伝達・報告方法は、避難情報の伝達方法を準用する。 

（略） 

 

3-78 

 

４.４ 避難所の開設 

【本部班、教育財務班、建築住宅班、学校教育班、避難所連絡班、避難所運営班、広報班、 

４.４ 避難所の開設 

【本部班、教育財務班、建築住宅班、学校教育班、避難所連絡班、避難所運営班、広報班、 
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各施設管理者】 

 

勤務時間中に避難所の開設を行う場合は、市立の各学校が「本部班」又は「学校教育班」から連絡を受け、

これを行う。 

 

 

(1) 避難施設 

避難所の開設については、あらかじめ指定している施設を利用することを原則とする。 

浸水想定区域外への避難を原則とするが、浸水想定区域内において短時間での浸水により区域外への避難が

困難な場合には最寄りの避難所（体育館に限らず一般教室も利用）に避難する。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各施設管理者】 

 

台風や集中豪雨などで河川のはん濫や内水はん濫が想定される場合、避難所を開設する。 

勤務時間中に避難所の開設を行う場合は、市立の各学校が「本部班」又は「学校教育班」から連絡を受け、

これを行う。 

 

(1) 避難施設 

避難所の開設については、あらかじめ指定している施設を利用することを原則とする。 

水害時には全ての避難所を開設せず、浸水が想定されない地域の避難所を開設することを原則とするが、状

況に応じて洪水浸水想定区域内の避難所を開設するものとする。 

（略） 
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3-80 ■避難所の開設手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）避難所の開設から運営については「本章 第４節 『第３  避難所の運営』」を参照のこと。 

（略） 

 

■避難所の開設手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）避難所の開設から運営については「本章 第４節 『第３  避難所の運営』」を参照のこと。 

（略） 

 

3-81 

 

 

 

４.７ 広域避難のための避難場所の調整 

【本部班】 

 

市は、市外への被災者の避難の必要がある場合は、他自治体との事前の協定締結に基づき、他自治体の避難

４.７ 広域避難のための避難場所の調整 

【本部班】 

 

市は、市外への被災者の避難の必要がある場合は、他自治体との事前の協定締結に基づき、他自治体の避難

・前兆現象の発生や、現在の切迫した状況から、人的被害の発

生する危険性が非常に高いと判断された状況で発令する。 

・堤防の隣接地等、地域の特性等から人的被害の発生する危険

性が非常に高いと判断された状況で発令する。 

・人的被害の発生した状況 

災害警戒及び情報の収集 

避難勧告等の発令又は自主避難 

「河川課（河川班）」は、「防災危機管理室（本部班）」と連携して防災関係機関から伝達さ

れる「気象情報」、「水防情報」などについて情報収集・連絡体制をとるとともに、水防団

（消防団）等と協力して市内河川の「重要水防区間」等の監視を行う。 

「防災危機管理室（本部班）」は、収集した気象情報、水防情報及び現場情報とあらかじめ

設定した「避難勧告等の発令基準」、「避難を要する区域」、「避難可能な避難所」等を勘案

して、以下の順に避難勧告等を発令する。 

浸水想定区域内の避難行

動要支援者のために最寄

りの避難所を開設する。 

浸水想定区域内の一般住

民のために最寄りの避難

所を開設する。 

自力での避難が困難な者や避難行動に

時間を要する避難行動要支援者が避難

行動を開始しなければならない段階で

発令する（避難支援者は支援行動を開始

 

通常の避難行動ができる者が避難行動

を開始しなければならない段階であり、

人的被害の発生する可能性が明らかに

高まった状況で発令する。 

避難所開設 

避難行動支援 

「避難所運営班」

は、避難所運営マ

ニュアルに基づ

き、避難情報の発

令にあわせて各

施設の管理者と

連携して避難所

を開設するとと

もに、「現地調査

班」、消防団、自主

防災組織等と協

力して住民の避

難行動を支援す

る。 
避難者数を勘案して、必

要に応じた指定避難所を

開設する。 

「避難勧告」の発令 

「避難準備・高齢者等避難開始」

の発令 

「避難指示（緊急）」の発令 

災害発生又は切迫している状況で

発令する。 

災害警戒及び情報の収集 

避難情報の発令又は自主避難 

「河川課（河川班）」は、「防災危機管理室（本部班）」と連携して防災関係機関から伝達さ

れる「気象情報」、「水防情報」などについて情報収集・連絡体制をとるとともに、水防団

（消防団）等と協力して市内河川の「重要水防区間」等の監視を行う。 

「防災危機管理室（本部班）」は、収集した気象情報、水防情報及び現場情報とあらかじめ

設定した「避難情報の発令基準」、「避難を要する区域」、「避難可能な避難所」等を勘案し

て、以下の順に避難情報を発令する。 

洪水浸水想定区域内の避

難行動要支援者のために

最寄りの避難所を開設す

る。 

洪水浸水想定区域内の一

般住民のために最寄りの

避難所を開設する。 

要配慮者等、特に避難行動に時間を要

する者が避難行動を開始しなければな

らない段階であり、災害の発生する可

能性が高まった状況で発令する。 

通常の避難行動ができる者が避難行動

を開始しなければならない段階であり、

災害の発生する可能性が明らかに高ま

った状況で発令する。 

避難所開設 

避難行動支援 

「避難所運営班」

は、避難所開設・

運営マニュアル

に基づき、避難情

報の発令にあわ

せて各施設の管

理者と連携して

避難所を開設す

るとともに、「現

地調査班」、消防

団、自主防災組織

等と協力して住

民の避難行動を

支援する。 
避難者数を勘案して、必

要に応じた指定避難所を

開設する。 

「避難指示」の発令 

「高齢者等避難」の発令 

「緊急安全確保」の発令 
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場所へ被災者を受入れてもらえるよう調整を図る。なお、広域避難に関する調整を行うことができなくなっ

た場合は、国が消防庁と連携して協議等を代行する。 

 

 

 

 

場所へ被災者を受入れてもらえるよう調整を図ることを基本とする。 

このほか、更なる受入れ調整が必要となる場合、市は、県内の他の市町村への受入れについては当該市町村

に直接協議し、他の都道府県の市町村への受入れについては県に対し当該他の都道府県との協議を求めるほ

か、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、県知事に報告した上で、自ら他の都道府県内の市町村に協

議することができる。なお、必要に応じて市は国へ広域避難について助言を求めることができる。 

 

3-91 １４．１ 高齢者、障害者等の安全確保 

【本部班、要配慮者支援班、広報班、建築住宅班、保健班、市民班】 

 

(1) 避難準備・高齢者等避難開始等の伝達 

市は、避難行動に時間を要する要配慮者に対し、避難支援対策に対応した避難準備・高齢者等避難開始を発

令する。 

 

①洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域の在宅の避難行動要支援者への避難情報の伝達 

市は、防災行政無線（固定系）のほか広報車等を用いて避難準備・高齢者等避難開始を伝達する。避難支援

等関係者は、避難準備・高齢者等避難開始に従い、避難行動要支援者に対する避難の支援活動を開始する。 

 

②洪水浸水想定区域の要配慮者関連施設への避難情報の伝達 

「要配慮者支援班」は、洪水浸水想定区域内にある社会福祉施設等の要配慮者関連施設に対して、避難準備・

高齢者等避難開始等の避難情報をファクシミリ等により伝達する。また、土砂災害の危険が高まっている場

合は、土砂災害警戒区域内にある要配慮者関連施設に対して同様の手段で避難準備・高齢者等避難開始を伝

達する。 

 

１４．１ 高齢者、障害者等の安全確保 

【本部班、要配慮者支援班、広報班、建築住宅班、保健班、市民班】 

 

(1) 高齢者等避難等の伝達 

市は、避難行動に時間を要する要配慮者に対し、避難支援対策に対応した高齢者等避難を発令する。 

 

 

①洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域の在宅の避難行動要支援者への避難情報の伝達 

市は、防災行政無線（固定系）のほか広報車等を用いて高齢者等避難を伝達する。避難支援等関係者は、高

齢者等避難に従い、避難行動要支援者に対する避難の支援活動を開始する。 

 

②洪水浸水想定区域の要配慮者関連施設への避難情報の伝達 

「要配慮者支援班」は、洪水浸水想定区域内にある社会福祉施設等の要配慮者関連施設に対して、高齢者等

避難等の避難情報をファクシミリ等により伝達する。また、土砂災害の危険が高まっている場合は、土砂災

害警戒区域内にある要配慮者関連施設に対して同様の手段で高齢者等避難を伝達する。 

 

3-92 (5) 避難所における支援 

市は、ボランティア等と協力して、避難所へ移動した要配慮者について、その状況を把握し、次に示す適切

な福祉サービスの提供に努める。 

 

□避難所における支援内容 

・要配慮者の要望把握や安全確保（DV被害の防止等）のために、福祉・保健担当職員、

自主防災組織、民生・児童委員、ボランティア等によって定期的なパトロールを実施す

るとともに相談窓口を開設する。 

・インフルエンザや肺炎等による避難者の身体の状況の悪化に的確に対応できるように、

医師、看護師等による巡回診療を行う。 

・介護用品、生理用品等の確保 

・障害者に対する補装具等の迅速かつ円滑な交付 

・要配慮者に配慮した食事の提供（軟らかい食事、粉ミルクの提供等） 

・介助入浴サービスの実施 

・要配慮者に配慮した情報提供体制 

・出入口等の段差の解消、通路の確保、障害者用トイレの設置 

・空調や騒音にも配慮し、可能な限り快適な環境を確保する。 

(5) 避難所における支援 

市は、ボランティア等と協力して、避難所へ移動した要配慮者について、その状況を把握し、次に示す適切

な福祉サービスの提供に努める。 

 

□避難所における支援内容 

・要配慮者の要望把握や安全確保（DV被害の防止等）のために、福祉・保健担当職員、

自主防災組織、民生・児童委員、ボランティア等によって定期的なパトロールを実施す

るとともに相談窓口を開設する。 

・インフルエンザや肺炎等による避難者の身体の状況の悪化に的確に対応できるように、

医師、看護師等による巡回診療を行う。 

・介護用品、生理用品等の確保 

・障害者に対する補装具等の迅速かつ円滑な交付 

・要配慮者に配慮した食事の提供（軟らかい食事、粉ミルクの提供等） 

・介助入浴サービスの実施 

・要配慮者に配慮した情報提供体制 

・出入口等の段差の解消、通路の確保、障害者用トイレの設置 

・空調や騒音にも配慮し、可能な限り快適な環境を確保する。 
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このほか、本市は、埼玉県災害福祉支援ネットワークに参画しており、当該ネットワークから派遣される県

職員と連携し、避難所における要配慮者に対して介護や相談業務などの福祉的支援を行うものとする。 

 

 

3-92 (6) 福祉避難所の開設 

避難所での生活において、特別な配慮を必要とする要配慮者については、必要に応じて福祉避難所を開設し

保護する。 

 

（略） 

 

(6) 福祉避難所の開設 

避難所での生活において、特別な配慮を必要とする要配慮者については、必要に応じて福祉避難所を開設し

保護する。開設にあたっては、福祉避難所運営マニュアルに基づき実施する。 

なお、福祉避難所への移動については、原則、家族等の介助者の協力により行うものとするが、家族の協力

が得られない場合は、十分に安全の確認をしたうえで地域住民やボランティア等により移送するか、市が協

力し移送を行う。このほか、福祉施設等で移送手段が確保できる場合には、避難所から福祉避難所への移送

協力を求めるものとする。 

（略） 

 

3-109 (1) 市民が行う雪害対策 

自分の身は自分で守るという自助の観点から、家屋等（カーポート、ビニールハウス等）の耐雪化、食料や

飲料水等の備蓄、燃料の備蓄、除雪作業用品の準備・点検など自ら雪害に備えるための対策を講ずるととも

に、市が実施する防災活動に積極的に協力するものとする。 

なお、除雪作業を行う際は、足元や周囲に気を配り、転落防止対策等を講じるとともに、転倒及び屋根雪の

落下にも十分注意するものとする。 

市は、市民が行う雪害対策の必要性と実施する上での留意点などについて、充分な普及啓発を行う。 

 

(1) 市民が行う雪害対策 

自分の身は自分で守るという自助の観点から、家屋等（カーポート、ビニールハウス等）の耐雪化、食料や

飲料水等の備蓄、燃料の備蓄、除雪作業用品の準備・点検など自ら雪害に備えるための対策を講ずるととも

に、市が実施する防災活動に積極的に協力するものとする。 

なお、除雪作業を行う際は、足元や周囲に気を配り、転落防止対策等を講じるとともに、転倒及び屋根雪の

落下にも十分注意するものとする。 

雪道を運転する場合は、気象状況や路面状況の急変があることも踏まえ、車両の運転者は車内にスコップや

スクレーバー、飲食料及び毛布等を備えておくよう心がけるものとする。 

市は、市民が行う雪害対策の必要性と実施する上での留意点などについて、充分な普及啓発を行う。 

 

3-114 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.３ 警備・交通規制 

【交通・帰宅困難者支援班、道路班】 

（略） 

 

(1) 交通規制 

①緊急交通規制 

気象状況や積雪量、路面等交通の危険状況に応じて、交通規制を実施する。 

 

 

 

②除雪作業に伴う交通整理と交通規制 

道路管理者は、緊急的な除雪の実施に当たって必要がある場合、警察署に対し、緊急交通規制の実施を要請

する。要請を受けた警察署は、必要な交通規制を実施するとともに、緊急を要する場合は、既存規制の一部

解除を実施する。 

２.３ 警備・交通規制 

【交通・帰宅困難者支援班、道路班】 

（略） 

 

(1) 交通規制 

①緊急交通規制 

気象状況や積雪量、路面等交通の危険状況に応じて、交通規制を実施する。交通規制にあたっては、大規模

な車両滞留や長時間の通行止めを引き起こすことのないよう、人命を最優先に幹線道路上で大規模な車両滞

留を徹底的に回避することを基本的な考え方とする。 

 

②除雪作業に伴う交通整理と交通規制 

気象状況や積雪量、路面等交通の危険状況に応じて、除雪を行う。積雪により大規模な車両滞留や長時間の

通行止めを引き起こすことのないよう、人命を最優先に幹線道路上で大規模な車両滞留を徹底的に回避する

ことを基本的な考え方とする。 
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（略） 

 

なお、道路管理者は、緊急的な除雪の実施に当たって必要がある場合、警察署に対し、緊急交通規制の実施

を要請する。要請を受けた警察署は、必要な交通規制を実施するとともに、緊急を要する場合は、既存規制

の一部解除を実施する。 

（略） 

 

3-117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 大規模水害計画 

 

大規模水害対策については、中央防災会議の「大規模水害対策に関する専門調査会（平成 22年４月）」で検

討され、平成 24年９月、「首都圏大規模水害対策大綱」が策定された。また、首都圏大規模水害対策協議会

では、避難のあり方や応急対応のあり方が検討されている。 

本市の東部には荒川が流れており、大規模水害が発生することも起こり得る。そのため、本計画を定めるも

のとする。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 大規模水害計画 

 

近年、気候変動に伴う温暖化の影響により、風水害は激甚化・頻発化しており、令和元年東日本台風では本

市においても越辺川が氾濫し、甚大な被害が発生した。荒川流域に位置し、荒川をはじめ入間川や新河岸川

等、多くの河川が流下する本市は、今後も大規模水害の発生が危惧されるところである。 

一方、大規模水害対策については、中央防災会議の「大規模水害対策に関する専門調査会（平成 22年４月）」

で検討され、平成 24年９月、「首都圏大規模水害対策大綱」が策定された。これに続き、首都圏における大

規模水害広域避難検討会では、大規模水害時の大規模・広域避難の実装に向けて検討が進められている。ま

た本市においても、荒川水系（埼玉県域）大規模氾濫に関する減災対策協議会、「埼玉県管理河川の氾濫に関

する減災対策協議会」に参画し、あらゆる関係者（国・都道府県・市町村・企業・住民等）により流域全体

で行う「流域治水」に取り組んでいるところである。 

こうした背景を踏まえ、大規模水害に対応するため、必要な事項を本計画に定めるものとする。 

（略） 
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5-1 

 

 

 

 

 

 

第１章  大規模事故災害への対応 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章  大規模事故災害への対応 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-2 

 

 

 

 

 

（新設） 第１節 大規模火災対策計画 

 

密集市街地での出火延焼等に伴い、多数の死傷者等が発生し、地域の社会経済基盤の喪失につながる、大規

模火災の対策について定める。 

なお、地震や風水害等、他の災害に伴い生じる火災で、かつ大規模火災に至らない火災については、本計画

の各編に準ずる。 

（略） 

 

5-3 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

第１ 大規模火災予防 

 

 

 

 

 

 

 

１.１ 災害に強いまちづくり 

【防災危機管理室、都市計画部、消防組合、事業者】 

第１節  道路災害対策計画（p5-2） 

第２節  鉄道事故対策計画（p5-11） 

第３節  航空機事故災害対策計画（p5-16） 

第４節  放射性物質事故災害対策計画（p5-23） 

  大規模事故災害 

  への対応 

第３節  道路災害対策計画（p5-17） 

第４節  鉄道事故対策計画（p5-26） 

第５節  航空機事故災害対策計画（p5-31） 

第６節  放射性物質事故災害対策計画（p5-38） 

第１節  大規模火災対策計画（p5-2） 

第２節  危険物等災害対策計画（p5-11） 

1.1  災害に強いまちづくり 

1.2  迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 

1.3  防災知識の普及、訓練 
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(1) 災害に強いまちの形成 

市は、火災による被害を軽減し、延焼拡大の防止を図るため、建築物や公共施設の耐震・不燃化、避難路、

避難地・緑地等の配置による延焼遮断帯の確保、老朽木造住宅密集市街地の解消等を図るための土地区画整

理事業、市街地再開発事業等による市街地の面的な整備、水面・緑地帯の計画的確保、防火地域及び準防火

地域の防火性に配慮した地区計画等的確な指定等を行い、災害に強い都市構造の形成を図るものとする。 

また、耐震性貯水槽や備蓄倉庫、河川水・下水処理水等を消防水利として活用するための施設の整備等を図

る。 

市は、火災時に消防活動が制約される可能性のある高層建築物、緊急時に速やかな傷病者の搬送・収容等が

必要とされる医療用建築物等について、ヘリコプターの屋上緊急離着陸場又は緊急救助用のスペースの設置

を促進するよう努める。 

 

(2) 火災に対する建築物の安全化 

① 消防用設備等の整備・維持管理 

消防組合は、多数のものが出入りする事業所等の高層建築物、病院及びホテル等の消防用設備等が災害時に

その機能を有効に発揮できるよう、事業者による定期的な点検や適正な維持管理を促進する。 

また事業者は、それらの消防用設備等が災害時にその機能を有効に発揮するよう、定期的に点検を行うなど、

適正な維持管理を行うものとする。 

 

② 建築物の不燃化 

市は、建築物の不燃化を促進するため、都市計画法第８条第１項第５号の規定による防火地域及び準防火地

域の指定拡大、市街地再開発事業、優良建築物等整備促進事業、都市防災不燃化促進事業等の実施及び防火

帯道路の整備、消防法第７条の規定による建築同意制度の効果的な運用、高層建築物等に係る防災計画指導

を行う。 

 

5-4 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

１.２ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 

【防災危機管理室、消防組合、道路管理者、県、事業者等】 

 

(1) 情報の収集・連絡 

① 情報の収集・連絡体制の整備 

市は、国、関係都県、関係市町村、警察、消防機関等の関係機関との間における情報の収集・連絡体制を整

備する。その際、夜間、休日の場合等においても対応できる体制とする。 

② 情報の分析整理 

市は、平常時から防災関連情報の収集及び蓄積に努め、火災発生及び延焼拡大の危険性のある区域を把握し

たうえ、被害想定を実施し、災害危険性の周知等に活かす。 

③ 通信手段の確保 

市は、大規模火災発生時における情報通信手段を確保するため、防災行政無線システム等の通信システムの

整備・拡充及び相互接続によるネットワーク間の連携の確保を図る。 なお、市の整備する情報連絡システム
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については、「第２編 第１章 第２節 『第２ 災害情報収集伝達体制の整備』」に準ずる。 

 

(2) 応急体制の整備 

① 職員の体制 

市及び道路管理者は、各機関における職員の非常参集体制を整備すると ともに、必要に応じ応急活動のため

のマニュアルを作成し、職員への周知を図る。 

また、活動手順や資機材・装備の使用方法等の習熟、他の職員や機関等との連携等について定期的な訓練を

実施し、職員への周知徹底を図る。 

なお、職員の非常参集体制の整備に際しては、迅速かつ的確な災害情報の収集・ 連絡の重要性に鑑み、発災

現場等において情報の収集・連絡にあたる要員をあ らかじめ指定しておく。 

 

② 防災関係機関相互の連絡体制 

市は、応急復旧活動の迅速かつ円滑な実施のため、各関係機関と相互応援協定の締結を促進する等、事前か

らの関係機関との連携を強化しておく。 

また市は、近隣及び県内関係市町村による消防相互応援体制の整備に努めるとともに、県は県特別機動援助

隊（埼玉ＳＭＡＲＴ）による人命救助活動等の支援体制を整備するものとする。 

 

(3) 消火活動体制の整備 

市は、大規模火災に備え、消火栓や防火水槽の整備に努めるとともに、河川水やプール、ため池等について

も把握し、その指定消防水利としての活用を図り、消防水利の確保とその適正な配置に努める。 

市は、平常時から消防本部、消防団及び自主防災組織等との連携強化を図り、区域内の被害想定の実施及び

それに伴う消防水利の確保、消防体制の整備に努める。 

 

(4) 緊急輸送活動への備え 

市は、大規模火災発生時の緊急輸送活動を効果的に実施するために、緊急輸送道路の整備に努めるものとす

る。また、市及び道路管理者は、情報板等の道路交通関連施設について、災害時の道路交通管理体制の整備

に努める。 

 

(5) 避難収容活動への備え 

① 避難誘導 

市は、指定避難所をあらかじめ指定し、日頃から地域住民に周知徹底するとともに、発災時の避難誘導に係

る計画をあらかじめ作成するよう努める。また市は、大規模火災発生時に高齢者、障害者等の避難行動要支

援者の適切な避難誘導を図るため、地域住民、自主防災組織等の協力を得ながら、平常時よりこれらの者に

係る避難誘導体制を整備するとともに、避難誘導訓練を実施する。 

② 指定緊急避難場所・指定避難所 

市は、公園、公民館、学校等の公共的施設等を対象に指定避難所を指定し、住民への周知徹底に努める。 

また、指定避難所として指定された建物については、必要に応じ、換気、照明等避難生活の環境を良好に保

つための設備の 整備に努める。 
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また市は、あらかじめ、指定避難所の運営管理のために必要な知識等の住民への普及に努める。 

さらに、密集市街地における大規模火災が発生した場合を勘案し、これらの地域においては、あらかじめ指

定緊急避難場所を選定・確保する。 

 

(6) 施設、設備の応急復旧活動 

市、事業者その他関係機関は、所管する施設・設備の被害状況を把握し、かつ応急復旧活動を行うための体

制や資機材を、あらかじめ整備しておく。 

 

(7) 被災者等への的確な情報伝達活動への備え 

市は、大規模火災に関する情報の迅速かつ正確な伝達のため、報道機関との連携を図り、平常時から広報体

制を整備する。 

また、市は、住民等からの問い合わせに対応する体制の整備に努める。 

 

(8) 被災者等への的確な情報伝達活動への備え 

① 訓練の実施 

市は県及び事業者と協力し、住民参加による大規模火災を想定した、消火、救助・救急活動等の実践的な訓

練を実施する。 

② 実践的な訓練の実施と事後評価 

市及び事業者が訓練を行うに当たっては、火災の規模や被害状況を想定し、気象条件や交通条件、社会活動

の状況などを加味し、適切な訓練実施時間を設定するなど、より実践的なものとなるよう工夫する。 

また、訓練後には評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行う。 

 

5-6 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

１.３ 防災知識の普及、訓練 

【防災危機管理室、消防組合】 

 

(1) 防災知識の普及 

消防組合は、市と連携して、年２回春季と秋季に火災予防運動を実施し、市民に大規模火災の危険性を周知

するとともに、災害発生時にとるべき行動や避難所でのとるべき行動等について周知徹底を図る。 

市は、木造密集地域等に対する防災アセスメント調査を実施し、住民に分かりやすい防災マップや防災カル

テ、災害時の行動マニュアル等を作成し、住民への配布や研修等を通じて、防災知識の普及啓発に努める。 

また、学校等の教育機関や自主防災組織、各自治会等においては、防災に関する教育の充実に努める。 

 

(2) 防災関連設備等の普及 

消防組合は、市民等に対し、消火器や住宅用火災警報器等、住宅用防災機器の普及に努める。 

市は、市民等に対し、避難用補助器具等の普及に努める。 

 

(3) 防災知識の普及、訓練における要配慮者への配慮 

市は、防災知識の普及、訓練を実施する際、高齢者、障害者、外国人等の要配慮者に十分配慮し、地域にお
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いて要配慮者を支援する体制が整備されるよう努める。 

 

5-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 大規模火災対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.１ 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 

【本部班、消防組合、埼玉県、関係機関】 

 

(1) 災害情報の収集・連絡 

① 大規模火災発生直後の被害情報の収集・連絡 

市は、火災の発生状況、人的被害状況等の被害情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含

め、把握できた範囲から直ちに県へ連絡する。 

 

② 大規模火災情報の収集・連絡 

大規模火災情報の収集・連絡系統は以下のとおりとする。 

 

2.1  発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確

2.2  活動体制の確立 

2.3  消防活動 

2.4  交通の確保 

2.5  避難収容活動 

2.6  施設・設備の応急復旧活動 

2.7  市民等への広報 
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③ 応急対策活動情報の連絡 

市は、県に応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を連絡し、応援の必要性等を連絡する。市、県及び関

係機関は、応急対策活動情報に関し、必要に応じて相互に情報交換を行う。 

 

(2) 通信手段の確保 

市、県及び防災関係機関は、災害発生後直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保する。 

また電気通信事業者は、市及び県等の防災関係機関の重要通信の確保を優先的に行うものとする。 

 

5-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

２.２ 活動体制の確立 

【本部班、職員班、県、事業者、関係機関】 

 

(1) 市の活動体制 

市は、発災後速やかに職員の非常参集を行い、被害情報の収集活動に努めるとともに、災害応急対策を検討

し、必要な措置を講じる。 

また、市は、大規模な災害が発生した場合には、本計画及び川越市災害対策本部条例並びに同要綱に基づき、

川越市災害対策本部、現地災害対策本部を設置する。なお、設置の際には、速やかに県に対し設置状況等を

報告するとともに、県及び関係機関等との連携のもと、災害応急活動を円滑に行う体制を整える。 

 

(2) 事業者の活動体制 

火災が発生した事業所の防火管理者は、発災後速やかに災害の拡大の防止のため必要な措置を講ずるととも

に、従業員の非常参集、施設利用者の避難誘導、情報収集連絡体制の確立等必要な対策を講じるものとする。 

 

(3) 広域的な応援体制 

大
規
模
火
災
現
場  

県 

 
関係省庁 

消防庁 

防衛省 

警察庁 

市災害対策本部 

消防組合 

被害情報 

連絡  

警察本部・警察署 

など 



- 97 - 

新頁 旧 新（素案） 

 

 

 

市災害対策本部は、災害の規模や被害情報等から必要があると認める場合には、他の協定締結市町村に支援

を要請するほか、自衛隊の災害派遣やその他、県を通じた広域応援等について、県知事へ要請を行うととも

に、緊急性・必要性が高いと認められるときには、消防庁に連絡する。 

 

5-9 （新設） 

 

２.３ 消防活動 

【消防組合】 

 

消防局は、大規模火災が発生した場合は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行い、

消防相互応援協定等に基づき、他の消防機関に消火活動の応援要請を行うものとする。このほか、「第２編 

第２章 第２節『第５ 消防活動』」に準ずる。 

 

5-9 

 

 

 

 

（新設） 

 

２.４ 交通の確保 

【本部班、道路班、道路管理者】 

 

(1) 緊急輸送活動 

市は、車両や事業者との協定締結に基づくヘリコプター等による輸送手段を状況に応じ確保し、被害の状況、

緊急度、重要度を考慮し、的確かつ効果的な緊急輸送活動を行うものとする。 

 

(2) 交通の確保 

道路管理者及び警察は、現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通監視カメラ、車両感知器等を活

用して、通行可能な道路や交通状況を迅速に把握するものとする。 

警察は道路管理者と連携を保ち、緊急輸送を確保するため、道路及び交通状況を迅速に把握し、直ちに一般

車両の通行を禁止するなどの交通規制を行うものとする。 

 

5-9 

 

 

 

 

（新設） 

 

２.５ 避難収容活動 

【要配慮者支援班、医療班、学校教育班、現地調査班、本部班、市民班、消防団】 

 

発災時における避難誘導については、「第２編 第２章 第２節 第１２『12.４ 避難誘導及び移送』」に準ず

る。 

 

5-10 

 

 

 

 

（新設） 

 

２.６ 施設・設備の応急復旧活動 

【各班共通】 

 

市は、専門技術をもつ人材等を活用するなどして、それぞれの所管する施設・設備の緊急点検を実施すると

ともに、これらの被害状況等を把握し、ライフライン及び公共施設等の応急復旧を速やかに行うものとする。 

 

5-10 

 

（新設） 

 

２.７ 市民等への広報 

【情報連絡班、本部班、情報整理班、広報班、市民班】 
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(1) 被災者等への広報 

市、県及び防災関係機関は、大規模火災の状況、安否情報、ライフラインや交通施設等公共施設の復旧状況、

医療機関、スーパーマーケット、ガソリンスタンド等の生活関連情報、それぞれの機関が講じている対策に

関する情報、交通規制の状況等の正確かつきめ細やかな情報を適切かつ迅速に提供するものとする。 

また、情報提供に当たっては、掲示板、広報誌、広報車等によるほか、放送事業者、通信社、新聞社等の報

道機関の協力を得て行うとともに、高齢者、障害者、外国人等といった要配慮者に対して十分に配慮するも

のとする。 

 

(2) 市民等への広報 

市は、市民に対し、大規模火災の状況、安否情報、道路施設等の復旧状況等の情報を積極的に伝達する。 

 

(3) 市民から問合わせの処理 

市は、必要に応じ、発災後速やかに市民や関係者等からの問い合わせに対応する窓口を設置するとともに、

必要な人員の配置等体制の整備を図る。 

また、効果的・効率的な情報の収集・整理及び提供に努める。 

なお、電話による問合せに対しては、「情報収集連絡班」が業務を行い、担当班への取り次ぎを行う。 

 

5-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

第２節 危険物等災害対策計画 

 

危険物質による災害の発生及び拡大の防止に向け、危険物等の取扱施設の現況を把握し、消防法令及び関係

法令等に基づく安全確保対策を推進し、法令遵守の徹底を図る必要がある。 

各危険物等取扱事業所等に対し、消防組合及び関係機関等による施設の立入検査の徹底等を図り、法令遵守

に基づく危険物等施設の安全確保を推進するための対策について定める。 
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5-12 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

第１ 危険物等災害予防 

 

 

 

 

 

 

 

5-12 （新設） 

 

１.１ 消防法に定める危険物の保安対策 

【保健総務課、消防組合、警察署、事業者、埼玉県】 

第１  危険物等災害予防（p5-12） 

第２  危険物等災害応急対策（p5-14） 

1.1  消防法に定める危険物の保安対策 

1.2  高圧ガス施設・火薬類取扱施設の保安対策 

2.1  基本方針 

2.2  危険物保管施設応急対策 

2.3  放射線施設応急対策計画 

2.4  高圧ガス保管施設応急対策 

2.7  石綿使用被災建築物等飛散防止対策 

2.8  市民への呼びかけ 

2.5  劇物保管施設応急対策計画 

2.6  有害化学物質等による汚染防止対策 

1.3  毒劇物取扱施設の保安対策 

1.1  消防法に定める危険物の保安対策 

1.2  高圧ガス施設・火薬類取扱施設の保安対策 

1.3  毒物取扱施設の保安対策 
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消防法で定める危険物は、それ自体が引火性、発火性、可燃性又は爆発性を有し、貯蔵、取扱いの適正を誤

ると大規模火災等を招き、また、他の火災及び地震等の災害が誘因となって大火災等を誘発し、尊い人命・

身体の損傷及び財産を滅失する危険が極めて大きい。 

このため、これらの施設等の災害予防の徹底を期するため、次の措置等を講ずる。 

 

(1) 施設の保全及び耐震化 

危険物施設の管理者は、消防法の規定（消防法第 12条及び第 14条の３の２）に基づき危険物施設の保全に

努めるとともに、設置地盤の状況を調査し、耐震化に努める。 

 

(2) 立入検査の実施 

消防局は、危険物等関連施設の位置、構造、設備の状況及び危険物の貯蔵、取扱い方法が、危険物関係法令

に適合しているか否かについて、立入検査の実施を推進するほか、消防法の規定（消防法第１４条の２）に

基づく予防規程の確立や同規程に基づき、指導を行う。 

また、危険物の流出等を防止するため、一定規模以上のタンクについて、地盤沈下等の点検を行うよう指導

を行う。 

 

(3) 自主防災体制の確立 

危険物施設の管理者に対して、自主防災体制を整備するよう指導する。 

 

(4) 危険物輸送車両の安全化 

石油類の輸送は、タンクローリー、運搬車両などにより行われるが、石油類を大量に輸送する場合、走行中

については、転倒、転落防止義務、警戒標識等の表示義務、消火器等安全機材及び危険物取扱免状等の携帯

義務について、消防局、警察署は定期的に検査を実施し、構造設備等の保安管理の徹底を図り、保安意識の

高揚に努める。 

今後も、違法輸送等の取締りを強化するとともに、走行中や常置場所において立入検査等を実施し、構造設

備等の保安管理指導の徹底を図り、保安意識の高揚に努める。 

 

5-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

１.２ 高圧ガス施設・火薬類取扱施設の保安対策 

【消防組合、埼玉県】 

 

高圧ガス設備等の安全化の促進に向け、県危機管理防災部化学保安課は、高圧ガス製造事業所に対する立入

検査・保安検査を行うとともに、販売事業所に対する立入検査を行い、法令に定める技術上の基準に適合せ

しめるよう指導あるいは措置命令を行う。このほか、関係防災機関と定期的な連絡会議を行い、指導、取締

り方針の統一、情報交換を行い防災対策に万全を期す。 

消防組合は、火薬類取扱施設に対し立入検査を実施し、自主保安体制の確立を図る。 
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5-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

１.３ 毒劇物取扱施設の保安対策 

【保健総務課、消防組合】 

 

毒劇物取扱施設の安全課の促進に向け、川越市保健所は、毒劇物営業者、業務上取扱者に対し、常に登録基

準等に適合する施設を維持させ、取扱責任者に対し、毒劇物によって住民の生命及び保健衛生上危害を生ず

るおそれがあるときは、保健所、警察署又は消防機関に届出させるとともに、危害防止のための応急措置を

講ずるよう指導する。 

このほか、業務上取扱者等に対する立入検査を実施し、毒劇物の貯蔵量に対応する設備の指導を行うととも

に、毒劇物を業務上使用するもののうち、シアン化合物を取り扱う電気めっきを行う事業者等（届出が必要

な業務上取扱者）を特に重点的に指導する。 

薬局等に対しては、可燃性薬品、毒劇物の保管設備について、防災上適切な措置を講ずるよう指導する。 

消防組合は、貯蔵、取扱施設の実態を把握し、それらの施設に対する総合的災害予防又は対策を研究すると

ともに、一定規模以上の同施設の防火管理者等に消防計画の整備を指導する。 

 

5-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

第２ 危険物等災害応急対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-14 （新設） 

 

２.１ 基本方針 

【消防組合、医療班、環境保全班】 

 

市は、爆発物、有害物質等の危険物等による災害が発生したとき、又は災害によって危険物施設等に危険が

せまったときは、次に掲げる施設等を対象に、関係各機関は緊密な協調のもとに被害状況の確認及び被害防

止に関する指導を行い、市民への注意・呼びかけが必要な事項については広報活動を行う。 

 

2.1  基本方針 

2.2  危険物保管施設応急対策 

2.3  放射線施設応急対策計画 

2.4  高圧ガス施設応急対策計画 

2.7  石綿使用被災建築物等飛散防止対策 

2.8  市民への呼びかけ 

2.5  毒劇物施設応急対策計画 

2.6  有害化学物質等による汚染防止対策 



- 102 - 

新頁 旧 新（素案） 

・危険物施設    ・火薬保管施設    ・ガス施設 

 ・毒劇物施設    ・放射性物質施設    ・クリーニング施設 

・ＰＣＢ保管施設 ・その他二次災害の危険性があると判断する施設 

 

危険物等施設管理者又は付近住民等は、災害の発生又は危険を察知した場合、速やかに消防局、市災害対策

本部、警察署に連絡する。連絡を受けた市災害対策本部は状況を確認するとともに、周辺住民に広報し、避

難を呼びかける。ただし、被害の規模等により対応が困難な場合は、必要により、消防局、警察署へ協力を

要請する（地震発生時は、応急復旧が実施できないことが予想され、まず周辺住民を避難させることが最優

先業務となる。）。 

応急復旧活動にあたっては、危険物等施設管理者は、市災害対策本部等と連携して実施する。ただし、被害

の規模等により対応が困難な場合は、必要により、消防局、警察署へ協力を要請する。 

 

5-15 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

２.２ 危険物保管施設応急対策 

【消防組合】 

 

消防組合は、緊急措置命令により、危険物集荷の禁止、移動及び搬出の準備のための防護、その他自主的応

急体制の確立等応急措置をとらせるとともに、事故発生に際しては消防部隊の効果的運用を図り、被害拡大

防止に努める。 

 

5-15 

 

 

 

 

（新設） 

 

２.３ 放射線施設応急対策計画 

【消防組合】 

 

放射線施設管理者は、放射線防止活動実施要領に基づき、災害の状況に応じて、応急的危険場所の設定、関

係機関等への連絡、危険場所の設定と放射線量の測定、被災者の救出救護、危険原因の応急的排除、危険場

所内所在者の避難誘導、汚染の拡大防止、広報活動、その他必要な対応を実施する。 

消防組合は、警防計画を樹立のうえ、火災に際しては施設の延焼を防止する消防活動を行い、汚染区域の拡

大防止に努めるとともに、警察と連絡を取り、危険区域内の避難誘導に努める。 

 

5-15 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

２.４ 高圧ガス保管施設応急対策計画 

【消防組合】 

 

施設管理者は、災害の規模、態様、建築物の構造等を考慮し、消防部隊の責任者と連絡を密にして機敏な措

置を取る。爆発、火災若しくは高圧ガスの漏出に際しては、状況に応じて、負傷者の救出救護、漏出防止措

置、避難の指示、火気厳禁の広報、引火性・爆発性物品の移動を行う。 

消防組合は、火災に際して、施設防火管理者と連絡を密にして、未燃焼ガスの冷却及び除去を行い、延焼拡

大の防止に努めるとともに、関係機関との連携を保持し、被災者の救出救護、避難誘導を実施する。 

 

5-15 （新設） ２.５ 劇毒物保管施設応急対策計画 
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 【川越市保健所、消防組合】 

 

川越市保健所は、毒劇物保管施設等が災害により被害を受け、毒物劇物等が飛散漏洩又は地下に浸透し、保

健衛生上危害が発生し又はそのおそれがある場合、その保管施設等の責任者に、迅速的確な情報を保健所、

警察署又は消防機関に連絡させるとともに、危険防止のための応急措置を講ずるよう指示し、その毒性、劇

性の及ぶ危険区域を指定する。 

消防組合は、火災に際して、施設管理者と連絡を密にし、施設の延焼を防止するとともに、汚染区域の拡大

の防止に努める。 

 

5-16 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

２.６ 有害化学物質等による汚染防止対策 

【環境保全班】 

 

市は、災害に伴う有害物質の漏えい等により、人の健康及び生活環境に係る被害が生じる恐れがある場合は、

「大気関係事故時の対応マニュアル」及び「異常水質事故対応マニュアル」等に基づき、その施設等の責任

者に迅速的確な情報を環境対策課に連絡させるとともに、被害の拡大防止のための応急措置を講ずるよう指

示する。 

 

5-16 （新設） 

 

２.７ 石綿使用被災建築物等飛散防止対策 

【環境保全班】 

 

市は、石綿（アスベスト）が使用されている建築物等が災害により被害を受け、石綿が風等によって飛散す

るおそれがある場合は、「川越市災害時アスベスト対策初動マニュアル」及び「災害時における石綿飛散防止

に係る取扱いマニュアル（改訂版）（環境省）」に従い、その建築物の持ち主等に飛散防止措置を要請する。 

 

5-16 （新設） 

 

２.８ 市民への呼びかけ 

【広報班、関係各班】 

 

関係各部班は、２.２～２.８の活動により市民への注意・呼びかけが必要な事項については、「第２編 第２

章 第２節 『第４ 広報活動』」に則って広報活動を行う。 

 

5-45 (3) 退避・避難等の実施 

市長は、屋内退避対象地域の住民に対して、自宅等の屋内に退避するなど、必要な指示をするものとする。

また、必要があれば、あらかじめ指定された施設以外の施設についても、災害に対する安全性を確認し、か

つ管理者の同意を得たうえで、退避所又は避難所を開設するものとする。この避難誘導にあたっては、乳幼

児、児童、妊産婦、高齢者、障害者等とその付添人の避難を優先し、必要に応じて車両等による搬送等の措

置を講ずるものとする。 

なお、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の流行下において、原子力災害が発生した場合、住民等の被

ばくによるリスクとウイルスの感染拡大によるリスクの双方から、国民の生命・健康を守ることを最優先と

(3) 退避・避難等の実施 

市長は、屋内退避対象地域の住民に対して、自宅等の屋内に退避するなど、必要な指示をするものとする。

また、必要があれば、あらかじめ指定された施設以外の施設についても、災害に対する安全性を確認し、か

つ管理者の同意を得たうえで、退避所又は避難所を開設するものとする。この避難誘導にあたっては、乳幼

児、児童、妊産婦、高齢者、障害者等とその付添人の避難を優先し、必要に応じて車両等による搬送等の措

置を講ずるものとする。 

なお、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の流行下において、原子力災害が発生した場合、住民等の被

ばくによるリスクとウイルスの感染拡大によるリスクの双方から、国民の生命・健康を守ることを最優先と
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する。具体的には，避難又は一時移転を行う場合には、その過程又は避難先等における感染拡大を防ぐため、

避難所・避難車両等における感染者とそれ以外の者との分離、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗

いなどの手指衛生等の感染対策を実施する。 

 

する。具体的には，避難又は一時移転を行う場合には、その過程又は避難先等における感染拡大を防ぐため、

避難所・避難車両等における感染者とそれ以外の者との分離、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗

いなどの手指衛生等の感染対策を実施する。 

 

 


