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第２編 災害予防対策編 

第１章 災害被害の軽減 

第１節 基本方針 

阪神・淡路大震災や東日本大震災などの大規模地震では、日頃の地域コミュニティが大

きな力を発揮した。 

コミュニティ活動は、福祉、教育文化、スポーツ等の分野で取り組まれていることが多

く、それらの取組の中に「災害があった場合、どう行動し助け合えばよいか」という防災

の視点を入れることにより、多面的な防災活動を展開することができる。 

また、近年は気候変動の影響により、規模の大きな風水害も全国的に多発しており、防

災体制の強化や実効性の高さが更に求められる。 

令和元年に実施した市民意識調査では、「地震や風水害等の災害対策や体制の充実」が

重要度の高い施策として上位となっており、市民の関心の高さがうかがえる。 

そのため、日頃からの市民、企業・事業所及び行政の連携が災害時にも重要であること

から、災害予防のためには次の４点を基本方針として策定する。 
 

① 災害に強いまちづくり 

日頃の行政施策や地域の活動に防災の視点を取り入れ、平常時から災害に強いまち

づくりを進める。 

② 協力し合う地域づくり 

市民の日常的なつながりを大切にして、災害時に市民同士が協力し合う地域づくり

を進める。 

③ 協力し合う体制づくり 

平常時から市民・企業・事業所・行政の連携を強め、相互に状況を理解し合い、災

害時に協力し合う体制づくりを進める。 

④ 事前に備える意識づくり 

災害への備えとして事前対策を行い、被害の軽減を図るための取組を進める。 
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第１ 減災への取組 

大地震については、市の被害が最大となる関東平野北西縁断層帯地震（破壊開始点北）

を対象として、次の事項を目指し、取り組むものとする。 
 

【表 減災目標と対策】 

地震被害の減災目標 目標実現のための対策 

① 死者・負傷者の低減を進

める（約 50％） 

●建築物の耐震化 

●家具等の転倒防止対策の推進 

●感震ブレーカーの普及 

●防火地域の拡大 

●消防団員の確保 

●自主防災組織リーダーの育成 

② １週間後の避難者数を減

少させる（約 50％） 

●住宅の耐震化 

●家具等の転倒防止対策の推進 

●ライフラインの耐震化 

●ライフラインの早期復旧に向けた事前計画 

●３日分の食料と水の備蓄 

③ ライフラインを 60 日以内

に 95％以上復旧する 

●事業者の各施設の耐震化 

●水道施設、基幹管路の耐震化 

●下水道施設の耐震化 

●早期復旧に向けた事前計画 

 

 

第２ 災害予防対策の実施 

対策の実施に当たっては、対策の必要性、有効性を検討し、優先順位を明らかにして、

坂戸市総合振興計画と連携し、具体化を図るものとする。 
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第２節 防災拠点及び輸送ルートの確保 

平成 17 年度地区別防災カルテ策定において、15 か所の地域防災拠点会議を実施し、地

区ごとに活動拠点、避難場所、避難経路等の検討を行った。 

発災時に、介護等が必要な家族を抱えている場合、避難所への移動が困難であり、市民

が身近に活動できる拠点や避難場所を確保する必要がある。 

そのため、市民と行政が連携しやすく、活動しやすい防災拠点の確立と認知度を高める

とともに、防災拠点及び避難所への安全な輸送ルートの確保を図る。 

 

第１ 防災拠点の整備 

１ 防災拠点整備の考え方 

災害対策本部（市役所庁舎）、現地災害対策本部（地域の公共施設等）から区・自治

会本部（地区の施設）に至る防災体制を確立するとともに、行政と市民の活動拠点とな

る地域防災拠点及び避難所の整備を図る。 

 

 

【図 災害時の体制】 

 

  

市役所庁舎 

公民館、小・中学校等 

集会所、寺社、公園等 
（区・自治会で検討、決定） 

・情報収集・伝達 
・災害対策本部会議開催、応急対策協議・実施 
・関係機関との連絡調整 

・情報収集・伝達 
・救護所開設、応急救護 
・救援物資の受入れ、区・自治会への供給 

・情報収集・伝達 
・安否確認、避難誘導、救出・救助、応急救護 
・救援物資の調達、各家庭へ配給 

地域防災拠点 

区・自治会拠点 

本部 
災害対策本部 

現地災害対策本部 

区・自治会本部 

≪役割≫ ≪施設≫ 
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防災に関する拠点として、市役所庁舎（災害対策本部）、地域防災拠点（現地災害対

策本部）、区・自治会拠点（区・自治会本部）を設置する。市役所庁舎（災害対策本部）

及び地域防災拠点（現地災害対策本部）は行政が、区・自治会拠点（区・自治会本部）

は区・自治会、自主防災組織が、運営を行う。 

災害対策本部は、市域の状況を把握するとともに、災害対策本部会議を開催し、県や

関係機関と調整を行い、各地域の被害状況に応じた対策を協議し実施する。 

現地災害対策本部は、指定職員が主体となり、区・自治会、自主防災組織からの被害

情報の収集及び災害対策本部への伝達、救護所を開設し応急救護の実施、救援物資を受

け入れて区・自治会へ供給する等、地域の防災活動の拠点となるとともに、災害対策本

部と区・自治会本部との接点の役割を果たす。 

区・自治会本部は、区・自治会拠点に設置して区・自治会、自主防災組織が管理運営

を行い、区・自治会内の被害情報の収集及び現地災害対策本部への情報伝達、住民の安

否確認、避難誘導、救出救護や応急救護、各家庭への物資の配給等、区・自治会内の防

災活動を行うとともに、現地災害対策本部と各家庭との接点の役割を果たす。 
 

（１）市役所庁舎：災害対策本部 

【行政】 

計画内容 担当 

●市長、副市長、教育長、各部長等の災害対策本部員を指定する。 

●災害対策本部会議を開催する会議室を定める。 

●坂戸市業務継続・職員行動計画に基づき、応急対策活動に備える。 

●各応急対策活動班が連携して活動しやすいよう、災害対策本部のレ

イアウトを定める。 

●定期的に各非常用通信設備の使用方法の習得や動作確認を行う。 

●市役所庁舎が被災した場合の、災害対策本部代替場所（消防本部）

について、平時から連携を確立する。 

総務部 

●非常用発電装置の保守点検を定期的に行う。 

●電子計算機室内の消火設備の保守点検を定期的に行う。 

●電子計算機室内のサーバーラックの転倒防止を強化する。 

総合政策部 

 

（２）地域防災拠点：現地災害対策本部 

【行政】 

計画内容 担当 

●地域防災拠点の役割と内容について市民への周知を図る。 総務部 

●坂戸市業務継続・職員行動計画に基づき、現地災害対策本部担当職

員を指定する。 

●区・自治会、自主防災組織へ現地災害対策本部担当職員を周知して

おく。 

総務部 

市民部 

●施設の耐震診断を実施し、耐震化を図る。 各地域防災拠点施設 

総合政策部 

●定期的にソーラー照明の動作確認を行う。 

●定期的に移動系デジタル無線機等の動作確認を行う。 
各地域防災拠点施設 

●区・自治会長や自主防災組織会長とのメール連絡手段を整備する。 総務部 

市民部 
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【市民】 

計画内容 

●地域防災拠点の施設や資機材を確認し、地区での協力体制を話し合う。 

●災害時における地域防災拠点のあり方や連絡体制等を話し合う。 

●自主防災組織会長や区・自治会長は、市への緊急事態発生時連絡カードを提出すると

ともに現地災害対策本部への派遣連絡員を指定しておく。 

 

（３）区・自治会拠点：区・自治会本部 

【市民】 

計画内容 

●区・自治会、自主防災組織の実態に応じた区・自治会拠点を検討し設置する。 

●災害時における区・自治会拠点の運営体制及び方法を検討し定める。 

●区・自治会拠点の周知を図るため、防災訓練等を実施する。 

 

◇資料 

【資料３－３ 地域防災拠点・避難場所・避難所・救護所・福祉避難所一覧表】

（p.202） 

◇様式 

【様式２１ 緊急事態発生時連絡カード】（p.22） 

 

 

第２ 防災拠点への輸送ルートの確保 

大規模地震が発生した場合、狭あい道路を有する市域では、建物倒壊等による道路閉塞

の懸念がある。過去の大規模地震において、道路幅員が８ｍ未満の場合では車両の通行可

能な道路は、３割程度という調査結果も出ている。 

県は、災害時の緊急輸送道路として、首都圏中央連絡自動車道、関越自動車道及び国道

407 号を第一次特定緊急輸送道路に、主要地方道日高川島線と川越坂戸毛呂山線、県道と

きがわ坂戸線と上伊草坂戸線及び一部市道を第二次緊急輸送道路に指定している。 

これらの道路網と連携して、広域から地域、地区に至る防災拠点を結ぶ道路ネットワー

クづくりを進めるとともに周知を図り、緊急車両等の通行や災害時の活用に支障がないよ

う、日頃から安全性を高める取組を進める。 
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【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●県の緊急輸送道路、市の主要施設、地域防災拠点及び区・自治会拠

点がネットワーク化するよう市内の緊急防災道路を選定し、指定す

る。 

●緊急輸送道路及び緊急防災道路に指定された道路管理者は、管轄す

る道路の耐震強化を検討し、その計画に基づき耐震性の向上等を図

る。その際、発災後に応急復旧作業の協力が得られるよう、あらか

じめ応援体制を整備する。 

●市が管理する緊急防災道路内の応急対策上重要な箇所や大きな被害

が発生する可能性のある箇所について、調査検討を行う。 

総務部 

都市整備部 

●災害時の道路の確保に向け、市民、企業・事業所等と協力して、路

上駐車の防止に取り組む。 

●緊急輸送道路の整備、改修を進めるとともに、日常的に道路の維持

管理に努める。 

●国や県が管理している道路は、定期的に安全性の確認や構造の強化

を図るよう要請する。 

●平常時から応急復旧資機材の整備を行う。また、関係機関との連絡

を密にし、使用できる建設機械等の把握を行う。 

市民部 

都市整備部 

西入間警察署 

●指定された緊急輸送道路の沿線地域の不燃化及び耐震化を促進し、

地震による倒壊建築物やがれき等の障害物の発生を少なくするよう

努める。 

●道路沿道のブロック塀の点検方法や安全対策について、啓発を行う。 

都市整備部 

 

【市民】 

計画内容 

●西入間警察署や関係機関と協力して路上駐車を防止するとともに、道路の安全性確保

に向けた啓発活動に取り組む。 

●道路の安全性を確保するため、ブロック塀の安全対策を図るとともに、円滑な通行を

確保するため障害物を除去する。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●路上駐車等や交通上障害となるものを排除する。 

●ブロック塀の安全対策を図る。 

 

◇資料 

【資料４－３ 緊急道路ネットワーク】（p.242） 
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第２章 災害に強い地域社会づくり 

第１節 防災力の向上 

 

第１ 防災体制の確立 

災害時に、被害の防止又は軽減を図るためには、行政や防災関係機関のみならず市民や

企業・事業所が協力して、災害に備えた体制を検討し、相互に協力し合う関係を確立する

ことが重要である。 

災害発生時の被害を最小限にとどめるため、市民、企業・事業所、行政、防災関係機関

は、日頃から災害に備えた体制の強化を図るとともに、互いに連携を強め、災害時に協力

し合う体制づくりを進める。 

災害時においても、戸籍、税務、保険等重要な業務については、滞ることのないよう坂

戸市業務継続・職員行動計画に基づき実施する。 

また、水害を予防し、災害の拡大を防止し、被害を最小限度に食い止めるために、河川

改修や施設及び設備の整備・点検を行うとともに、水防への理解を深める。 

 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●区・自治会への加入促進のＰＲを行う。 市民部 

●区・自治会、自主防災組織との協力体制づくりを進める。 

●自主防災組織の結成支援及び育成を図る。 

●自主防災組織連絡協議会の活動を支援する。 

●災害時に活用できる人材の把握及び連絡体制の整備を行う。 

総務部 

市民部 

●定期的に市役所庁舎の非常用発電機設備の点検を行う。十分な期間

（最低３日間）、電源確保が可能な体制を整備する。 

●地域防災拠点における非常時の電源確保体制を整備する。 

総合政策部 

総務部 

●受援計画の策定に努める。 

●受援担当者の選定、応援職員等の執務スペースの確保、消防・警察

等の応援部隊の活動拠点の確保等、受援体制を整備する。 

総務部 

●雨量、水位及び被害情報等の入手手段の確保を図る。 

●市、消防組合及び水防団の連携、水防体制の強化に努める。 

●水防用資機材の整備、維持及び管理を行う。 

●土のう置場の維持、管理を行う。 

総務部 

都市整備部 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

●企業・事業所における防火・防災組織の育成支援を図るとともに、

災害時における協定等の協力体制づくりを進める。 

企業・事業所関連課 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 
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【市民】 

計画内容 

●区・自治会未加入者は、区・自治会に加入するよう努める。 

●区・自治会未設立の区域は、区・自治会を設立するよう努める。 

●自主防災組織未結成の区・自治会は、自主防災組織を結成するよう努める。 

●坂戸市自主防災組織連絡協議会は、自主防災組織の結成及び活動の支援を行う。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●各企業・事業所における防災組織づくりを進める。 

●行政や区・自治会、自主防災組織との連携を強化し、協力内容を検討する。 

●区・自治会、自主防災組織との災害時を想定した応援協定締結に努める。 

 

 

第２ 防災教育・知識の普及 

市は、防災に関する情報として、防災マップ（ハザードマップ）等を作成して市民に配

布し、市で発生が想定されている地震や洪水が発生した場合の被害状況と災害への対応に

ついての防災教育・知識の普及を図っている。 

令和元年に実施した市民意識調査では、３日間の食料備蓄を行っている市民は約 36％、

家具の固定を行っている市民は約 26％、災害用伝言ダイヤルを使用したことがある市民

は約５％という結果であり、より一層の自助の取組への普及啓発が必要である。 

また、消防団員等防災専門家の知識を市民に共有すること、応急対策の実施主体となる

市職員が防災に関する豊富な知識と適切な判断力を養うことも重要である。 

そのため、市民及び市職員の防災意識と自主的な災害対応力を高めるために、対象者及

び地域の特性に配慮したきめ細かな防災教育を行うとともに、防災知識の普及を図る。 

また、水害の予防に関する市民の理解を深める取組を進める。 
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【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●啓発冊子、広報紙、ホームページ、職員出前講座等の様々な手段に

より、ハザードマップの公表や防災情報の提供を行う。 

●啓発冊子や出前講座等を通してマイ・タイムラインの作成を市民へ

普及啓発し、風水害時の的確な避難行動を促す。 

●避難行動を取るべきタイミングを逸することなく適切な行動がとれ

るよう、正常性バイアス（自分は災害に遭わないという思い込み）

等の理解に関する普及啓発を行う。 

●県の家具固定サポーター登録制度の普及を図る。 

●防災をテーマにした職員研修を行う。 

●市民へ緊急地震速報の普及・啓発活動を広報紙やホームページ、訓

練放送等で行う。 

●集中豪雨や局地的大雨（ゲリラ豪雨）に備え、防災情報・災害情報

の入手方法や土のう保管場所等の周知を図る。 

総務部 

●福祉専門職及び福祉関係者等と連携し、高齢者に対して適切な避難

行動に関する理解の促進を図る。 

総務部 

福祉部 

●坂戸市消防団と区・自治会、自主防災組織の連携を促進し、市民へ

の防災知識の普及を図る。 

市民部 

坂戸市消防団 

●小・中学生に対して、防災教育を進める。 小・中学校 

●防火管理者講習会や消防訓練等を通じて、事業所等の従業員に対す

る防災教育を進める。 
坂戸・鶴ヶ島消防組合 

 

【市民】 

計画内容 

●各種ハザードマップで想定被害や居住地の危険度を把握する。 

●食料や水（最低３日間、推奨１週間）及び携帯トイレ等の備蓄や家具の固定を進め、

災害用伝言ダイヤルの利用方法を確認する。 

●区・自治会、自主防災組織は、坂戸市消防団員や消防団経験者等防災知識を有する人

材の協力を得て、防災知識の普及を図る。 

●集中豪雨や局地的大雨（ゲリラ豪雨）に備え、防災情報・災害情報の入手方法や閲覧

方法、気象警報に関するメールの受信方法及び土のう保管場所の確認を行う。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●事業所や病院、社会福祉施設等の防災上重要な施設の防火担当者は、従業員に対して

防災に関する研修や教育を積極的に実施する。 
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第３ 防災訓練の実施 

市は、市民及び関係機関・団体を対象に毎年防災訓練を実施している。また、区・自治

会、自主防災組織においても、令和元年以前は半数以上が独自に防災訓練を実施しており、

自主防災組織連絡協議会でも、各支部において避難所運営訓練を行う等、市民の防災に関

する取組姿勢は積極的であった。 

近年は新型コロナウイルス感染症等の影響により実施回数は減少しているが、今後も、

市民、行政及び関係機関・団体が協力し、被害想定や計画に基づいた実践的な防災訓練を

行う。なお、各種防災訓練は感染症対策を講じた上で行う。 

水防に関しては、越辺川・高麗川水害予防組合において、毎年水防団員（消防団員が兼

務）を対象とした水防訓練や水防演習を実施する。 

 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●市民及び関係機関・団体と防災訓練を実施する。 総務部 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

●自主防災組織が実施する訓練を支援する。 総務部 

●坂戸市業務継続・職員行動計画に基づく職員訓練を実施する。 全部・全施設 

●防火管理規程に基づく防火防災訓練を実施する。 各施設所管課 

●小・中学校は、危機管理マニュアルに基づき、一斉安全確保訓練や

避難訓練を定期的に実施する。 

●中学校は、自主防災組織が行う防災訓練に生徒が参加するよう促す。 

●幼稚園は、一斉安全確保訓練や避難訓練を定期的に実施する。 

小・中学校 

幼稚園 

●保育園、福祉施設は、一斉安全確保訓練や避難訓練を定期的に実施

する。 

保育園 

福祉施設 

●水防訓練を実施し、水防団員及び現地対応班指定職員※の水防知識

及び技術の習得を図る。 

●区・自治会、自主防災組織と連携し、洪水による避難指示の発令を

想定した避難訓練を実施する。 

市民部 

越辺川・高麗川水害予防組合 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

坂戸市水防団 

※現地対応班指定職員：災害現地で活動するためにあらかじめ指定した職員 

 

【市民】 

計画内容 

●区・自治会、自主防災組織は、実践的な防災訓練を行う。 

●区・自治会、自主防災組織は、河川の氾濫等による避難情報の発令を想定した避難訓

練を実施する。 
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【企業・事業所】 

計画内容 

●企業・事業所内における防災訓練を定期的に実施する。 

●地域の防災訓練に参加・協力する。 

 

 

第４ 地区防災計画の作成 

災対法では、地区の居住者及び事業者による自発的な防災活動に関する「地区防災計画

制度」が創設されている。市では、15 か所の地域防災拠点会議により地区ごとの防災の

取組を進めてきたが、これまでの震災の体験から、今後は、市民の自助対策や身近な地区

における自助、共助を中心とした防災対策が重要になる。 

そのため、区・自治会、自主防災組織における災害予防及び応急・復旧対策等を定めた

地区防災計画の作成を促進する。 

 

【行政】 

計画内容 担当 

●地区防災計画づくりのマニュアルを作成する。 

●マニュアルの説明会等を開催し、地区防災計画の作成を普及する。 

●地区防災計画作成に係る支援制度を検討する。 

総務部 

 

【市民】 

計画内容 

●地区の実態に応じた地区防災計画を作成する。 

●計画策定に当たっては、避難行動要支援者への対応に配慮する。 

●計画に基づく安否確認訓練や備蓄品の確保等を進める。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●区・自治会、自主防災組織の地区防災計画作成に協力する。 

●地区防災計画に基づく防災訓練等に参加し、地区の防災の取組に協力する。 
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第２節 ボランティア活動の強化 

近年の大規模災害では、多数の人がボランティア活動に参加し、災害時における新たな

取組が生まれた。東日本大震災においてもボランティア活動は定着し、多様な取組が行わ

れている。 

県は、平常時から災害ボランティアの登録を行い、必要な研修を実施するとともに、災

害時には自発的な支援活動を行う仕組みをつくっており、市においても、平常時からボラ

ンティアの育成と受入体制の確立及び適切なコーディネートを図ることが重要である。 

大規模な地震災害が発生した場合に、行政や防災関係機関だけで対応することには限界

があるため、日常的な市民のボランティア活動を災害時にも生かすとともに、防災に関す

るボランティアの育成を進める。 

 

  

第１ ボランティアの育成  

【行政】 

計画内容 担当 

●地域ボランティア及び組織の育成を図る。 

●市民の専門知識を活用するための協力体制を整える。 
市民部 

●災害ボランティア登録制度の周知を行い、登録者の増進を図る。 坂戸市社会福祉協議会 

 

【市民】 

計画内容 

●日頃から地域等のボランティア活動に参加するよう努める。 

●地域における要配慮者に対する声掛けや家庭訪問等、平常時の活動を促進する。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●従業員のボランティア活動への参加を支援し、専門知識を活用した協力体制を検討

する。 
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第２ ボランティア受入体制の確立 

【行政】 

計画内容 担当 

●災害時にボランティアの活動拠点となる災害ボランティアセンター

の設置と受入体制づくりを進める。 

福祉部 

坂戸市社会福祉協議会 

 

【市民】 

計画内容 

●ボランティアに関連する市民団体の連携や災害時の協力体制を検討する。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●企業・事業所の専門性を生かしたボランティア活動を進めるために市内のボランティ

アに関連する市民団体との連携を進める。 
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第３章 災害に強いまちづくり 

第１節 安全・安心な生活基盤の整備 

市は、昭和 40 年代後半から大規模な住宅団地等の開発により、急速に都市化が進行し

た。一部の市街地では特に住宅が密集しており、緊急車両の進入に支障がある地区も存在

する。また、今後の全国的な人口減少の中で空き家が増加した場合、倒壊や火災の危険性

も想定される。 

そのため、公共建築物や民間建築物の耐震性の強化を図るとともに、地区特性に応じた

基盤整備やオープンスペースの確保を進め、災害に強い都市構造をつくる。 

 

第１ 耐震性の向上 

【行政】 

計画内容 担当 

●防災上重要な建築物等の地震対策上の重要度を勘案し、「耐震改修

促進計画」に基づき、公共建築物の耐震診断及び耐震改修を計画的

に行う。 

各施設所管課 

●住宅に対する耐震診断及び改修補強、落下物防止に対する啓発及び

情報提供を行う。 

●耐震診断及びブロック塀に関する相談窓口の利用を促進するための

広報を行う。 

●ブロック塀の倒壊防止のための点検、改修に関する啓発を行い、危

険なブロック塀に対しては適正な管理を指導する。 

●地震時に建築物の窓ガラス、外壁タイル及び看板等の落下による危

険を防止するため、落下対象物の落下防止対策の啓発及び改修等の

指導を行う。 

●県及び防災関係機関と連携して、地震に対する安全性の確保に係る

対策の普及及び啓発に努める。 

都市整備部 

 

【市民】 

計画内容 

●建築物・ブロック塀等の耐震診断を行い、改修・補強に努める。 

●新築の際には、地盤条件や耐震性に十分配慮する。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●建築物・ブロック塀等の耐震診断を行い、改修・補強に努める。 

●建築の際には、地盤条件や耐震性に十分配慮する。 

●自動販売機の転倒防止に努める。 
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第２ 水道施設 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●浄水施設や配水施設等の耐震化を計画に基づき進める。 

●管路においては、口径 300 ㎜以上の配水管を、経過年数、管路の状

態や地盤の良否等を考慮し、優先度の高いものから順次耐震性の優

れた管種に更新する。 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 

【市民】 

計画内容 

●災害時の生活用水を確保するため、日常的にくみ置き等に取り組む。 

●区・自治会、自主防災組織は、区・自治会内の井戸の把握に努める。 

●家庭用井戸の所有者は、災害時における近隣住民への井戸水の提供を想定し、維持管

理に努める。また、災害時協力井戸の届出を検討する。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●地下水を利用している企業・事業所は、災害時における地下水の提供について、所在

地の区・自治会と協議する。 

 

 

第３ 下水道施設 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●下水道総合地震対策計画に基づき、施設の耐震化を進める。 坂戸、鶴ヶ島下水道組合  

●災害時を想定した、生活排水処理対策を促進する。 坂戸地区衛生組合 

環境産業部 

 

第４ ガス施設 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●プロパンガス業者の把握に努め、日常管理の徹底等安全指導を行う。 

●災害時も迅速に連絡が取れるよう、平常時からガス供給業者との連

絡体制を確立する。 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

●ガス事業者は、ガス供給施設の耐震性及び安全性の確保を図る。 坂戸ガス株式会社 

角栄ガス株式会社 
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【市民】 

計画内容 

●都市ガスやプロパンガスは、可燃性が高いので、火の扱いには十分注意する。 

●災害時に迅速に取り組めるよう、日常的にガス管理（元栓締め、火気厳禁等）の対応

を徹底する。 

●プロパンガスボンベの据付状況を確認し、災害時における業者の連絡先を確認する。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●施設の定期的な点検を行う等安全を確認し、災害時には迅速に対応できるよう平常時

から取組を進める。 

 

◇資料 

【資料６－３ 坂戸ガス株式会社における災害緊急対策要綱（抜粋）】（p.283） 

【資料６－４ 角栄ガス株式会社における災害緊急対策要綱（抜粋）】（p.284） 

 

第５ 電気施設 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●電気事業者は、施設の耐震化及び安全施設の整備を図る。 

●災害時の緊急対策に向け、平常時から連絡体制を確立する。 

●災害時においてショート等による火災等の被害が発生しやすいこと

を市民に周知し、火災発生防止に努める。 

東京電力パワーグリ 

ッド株式会社川越支社 

総務部 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

 

【市民】 

計画内容 

●ショート等による火災の発生を防ぐため、平常時からコンセントの掃除やたこ足配線

の防止等の取組を進める。 

●感震ブレーカーの取付けに努める。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●ショート等による火災の発生を防ぐため、平常時からコンセントの掃除やたこ足配線

の防止等の取組を進める。 

●感震ブレーカーの取付けに努める。 

 

◇資料 

【資料６－２ 東京電力パワーグリッド株式会社川越支社における非常災害対策計画】

（p.282） 
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第６ 電信電話施設 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●災害時における行政と通信事業者との連絡体制を確立する。 

●行政や災害対策救助活動を担当する機関の通信を確保するため、応

急回線の作成や、ネットワーク網措置等の疎通確保の処置を図る。 

●行政の申込みに基づき避難所に特設公衆電話を準備する。 

●災害時における特設公衆電話の設置や災害用伝言ダイヤル等の活用

を周知する。 

総務部 

東日本電信電話 

株式会社埼玉事業部 

 

◇資料 

【資料６－１ 東日本電信電話株式会社埼玉事業部における電気通信設備の応急対策】

（p.281） 

 

 

第７ 防災都市づくり 

【行政】 

計画内容 担当 

●適正な土地利用を図るために、都市計画法等により適切な規制誘導

を行う。 

●自然と共生した防災対策を進めるため、土地の自然条件や土地利用

の変遷、災害履歴等の土地情報を提供する。 

総務部 

都市整備部 

●防災に配慮した都市基盤整備を進めるとともに、防火・準防火地域

指定等による不燃化を促進する。 
都市整備部 

●災害時に活動の中心となる地域防災拠点の機能強化等を進め、警

察、消防、医療、福祉等の関係機関、企業・事業所との連携を図

り、防災ネットワークを強化する。 

総務部 

関係部 

 

【市民】 

計画内容 

●区・自治会、自主防災組織は、居住地の防災上の問題点や課題を把握し、行政ととも

に改善策を検討する。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●企業・事業所が立地する地区の防災上の問題点や課題を把握し、行政とともに改善策

を検討する。 
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第８ オープンスペース等の確保 

【行政】 

計画内容 担当 

●住民の身近な一時避難場所となる公園やオープンスペースの整備に

努める。 

●火災の延焼防止効果が大きい、まとまりのある緑地や農地の保全を

図る。 

環境産業部 

都市整備部 

 

【市民】 

計画内容 

●公園やオープンスペースの一時避難場所としての活用について検討する。 

●密集市街地では駐車場や空地等の所有者、住宅と農地が混在する地域では農地の所有

者は、災害時にそれらの土地を区・自治会、自主防災組織が活用できるよう協力す

る。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●大規模な工場、研究所では、区・自治会、自主防災組織との連携を強め、災害時には

企業・事業所内空地や緑地等を開放する。 

 

◇資料 

【資料３－４ 指定緊急避難場所・一時避難場所一覧表（公園・緑地）】（p.204） 

 

 

第９ 道路等の整備 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●市民に緊急防災道路について周知を図るとともに、耐震対策等の必

要に応じた整備、改修を行う。 

●災害時の道路の確保に向け、市民と協力して、路上駐車の防止に取

り組む。特に、市内の緊急輸送道路は、取締りを強化する。 

●狭あい道路の解消に努める。 

●県が管理している道路は、定期的に安全性の確認や耐震対策等の構

造の強化を図るよう要請する。 

●斜面地や軟弱地盤地域の危険箇所を把握し、定期的な点検を行うと

ともに、構造の強化・改善に努める。 

都市整備部 

西入間警察署 

●生活道路や通学路は、安全を確保するため、ブロック塀の点検方法

や安全対策について、啓発を行う。 
都市整備部 
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【市民】 

計画内容 

●路上駐車を防止するとともに、道路の安全性確保に取り組む。 

●道路の安全性を確保するため、ブロック塀の安全対策を図るとともに、円滑な通行を

確保するため障害物を除去する。 

●通学路や住民がよく利用する道路については、安全性の強化を図る。 

●狭あい道路については、道路の拡幅及び安全性の確保に協力する。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●施設内道路の定期的な点検及び補修を実施する。 

●路上駐車等や交通上障害となるものを排除する。 

●ブロック塀の安全対策を図る。 

 

 

第 10 河川施設の安全性の向上 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●水害発生を防ぐため、県及び国が管理する河川について、河川施設

の安全性の向上、河道改修及び堆積土砂掘削等の実施を要請する。 
都市整備部 

 

 

第 11 危険物対策 

【行政】 

計画内容 担当 

●危険物を取り扱っている施設に対し、各種法令・規則の遵守の徹底

及び安全指導（耐震性の確保、危険物の貯蔵状況、安全管理）を強

化する。 

●地域に対する企業・事業所の安全対策等の情報提供を促進し、地域

と企業・事業所の防災面における協力体制を推進して、市民の不安

を取り除くよう努める。 

●坂戸保健所と連携し、毒劇物取扱事業所等の把握に努めるととも

に、安全対策を強化する。 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

 

【市民】 

計画内容 

●危険物施設の周辺では、火災の発生等を防止するよう努める。 
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【企業・事業所】 

計画内容 

●危険物施設の耐震性の確保、危険物の貯蔵状況、安全管理を強化する。 

●地域に対して安全対策等の情報提供を促進し、地域と防災面における協力体制を推進

し、近隣住民の不安を取り除くよう努める。 

●毒劇物取扱事業所は、坂戸保健所に報告するとともに、取扱いには十分注意する。 

 

 

第 12 交通施設 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●鉄道、高速道路管理者は、施設の耐震性及び安全確保を図る。 

●災害発生時に迅速な対応が行えるよう、交通施設管理者と情報交換

や避難場所の提供等の連携に向けた協定の締結を促進する。 

東武鉄道株式会社 

東日本高速道路株式会社 
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第２節 地盤災害の予防 

地震は、地盤条件によって大きな被害をもたらすため、土地の自然特性や災害特性等に

適した計画的な土地利用を図るとともに、地震による地盤災害の危険性が高い地域におい

て、被害の軽減を図るための対策を講じる。 

 

 

第１ 軟弱地盤対策 

沖積層の堆積している地域では、その地質と地下水の条件により、地盤の液状化現象が

発生し、建築物や地下埋設物に対して被害をもたらす可能性がある。また、広域的な低地

化をもたらす地盤沈下は、地震水害の被害を増大させる可能性がある。 

そのため、地盤沈下については、埼玉県生活環境保全条例に基づき、地域を指定して行

政指導及び地下水採取の規制が行われている。市域はその第１種指定地域となっているた

め、県と協力し地盤沈下の防止に努める。 

液状化については、市では河川の周辺を中心に、発生リスクが高い地区が存在している

ため、被害の軽減を図るための対策の実施を検討する。 

 

【行政】 

計画内容 担当 

●液状化ハザードマップを公表し、危険度分布予測を市民に周知する。 

●液状化が予想される地域での液状化対策工法の普及、啓発に努める。 

総務部 

環境産業部 
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第２ 土砂災害警戒避難体制の確保 

県では、土砂災害防止法に基づき、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定

を行っている。 

市では２か所が土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域（急傾斜地の崩壊）に指定

されており、住民への周知をはじめとする安全対策を進めている。 

 

【行政】 

計画内容 担当 

１ 土砂災害警戒区域における対策 

●次の項目等に留意し、土砂災害警戒区域ごとの警戒避難体制の整

備を図る。 

① 土砂災害警戒区域を含む区・自治会、自主防災組織や住民に

対し、土砂災害ハザードマップを配布・公表し、土砂災害へ

の危機管理意識の啓発に努める。 

② 土砂災害警戒区域内の住民を対象に、土砂災害を想定した避

難訓練を開催する。 

総務部 

市民部 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

２ 土砂災害特別警戒区域における対策 

●土砂災害により著しい危害が生じるおそれがあると認められる区

域は、知事により、市長の意見を聴いた上で、土砂災害特別警戒

区域として指定される。 

●土砂災害警戒区域内においては、次の措置を講じる。 

① 住宅宅地分譲地、要配慮者利用施設の建築のための開発行為

に関する許可 

② 建築基準法に基づく建築物の構造の規制 

※著しい損壊が生じるおそれがある建築物の所有者に対しては、知事に

より移転等の勧告が行われる。 

都市整備部 

３ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定を受けた場合

の対応 

●当該区域ごとに、次に掲げる事項を本計画内に定める。 

① 土砂災害に関する情報の収集及び伝達並びに予報又は警報の

発令及び伝達に関する事項 

② 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関

する事項 

③ 災対法第 48 条第１項の防災訓練として市長が行う土砂災害に

係る避難訓練の実施に関する事項 

④ 要配慮者利用施設の名称及び所在地（土砂災害警戒区域内に

あり、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合） 

⑤ 救助に関する事項 

⑥ そのほか、土砂災害警戒区域における土砂災害を防止するた

めに必要な警戒避難体制に関する事項 

市防災会議 
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【市民】 

計画内容 

●土砂災害警戒区域を含む区・自治会、自主防災組織は、住民に土砂災害ハザードマッ

プを配布し、土砂災害への危機管理意識の啓発に努める。 

●土砂災害警戒区域内の住民は、土砂災害を想定した避難訓練に参加する。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設※が、本計画においてその名称及び住所を記載

された場合、その施設の所有者又は管理者は、避難確保計画を作成し避難訓練を実施

する。 

※令和３年 10 月時点では、市内に対象施設は存在しない。 



第２編 災害予防対策編  第３章 災害に強いまちづくり 

予防-24 

第３節 地震火災 

大規模な地震発生後に地震火災が発生した場合、大きな被害をもたらすことが知られて

いる。これまでの大規模地震火災の現場では、水道が断水したために消火栓が使えず、河

川の水等の自然水利や井戸水、風呂水等の生活用水を利用した消火活動が行われた例や、

消防団、区・自治会、自主防災組織が協力し、ガスの元栓を閉め、初期消火を行い、火災

による被害を防止した例が報告されており、地震火災の拡大を抑えるには、日常的な消防

水利の確保と初期消火への取組が重要である。 

また、消防機関では、同時多発する火災に対処するため、限られた消防設備の有効活用

が求められる。 

そのため、市民、企業・事業所、行政、消防機関等が連携し、日常的に消防水利の確保

や火災予防に努めるとともに、誰でも初期消火を行えるよう知識の普及と訓練及び啓発活

動を進める。 

 

 

第１ 消火対策の充実 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●河川及び小・中学校プール等の水利の維持管理を進める。 都市整備部 

教育委員会事務局 

●同時多発火災への対処を検討する。 

●消火栓や防火水槽等の整備を進める。 
坂戸・鶴ヶ島消防組合 

●市民の初期消火の取組を支援するため、区・自治会、自主防災組織

を対象とした消火訓練や家庭向けのパンフレットの配布等、情報提

供を進める。 

総務部 

市民部 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

 

【市民】 

計画内容 

●井戸水、雨水の貯留及び風呂水のくみ置き等日常的な取組を進める。 

●区・自治会、自主防災組織による防火水槽の活用について、坂戸・鶴ヶ島消防組合と

協議する。 

●消火器の点検や設置場所の確認を行い、消防設備業者の連絡先を把握しておく。 

●ガスの元栓やブレーカーの位置を確認する。 

●灯油缶や灯油タンク等可燃性の高い物の回りには、燃えやすい物を置かない等配慮を

行う。 

●ストーブや石油ファンヒーター等の一般火気機器は、耐震自動消火装置付のものを使

用し、出火防止に努める。 
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【企業・事業所】 

計画内容 

●施設内における漏電等の調査を実施し、火災の発生を防ぐ。 

●燃料や化学薬品等の扱いには注意するとともに、安全対策を講じる。 

●災害時における企業・事業所内の防災体制を確立する。 

●化学薬品の容器や棚の転倒防止対策の徹底を図る。 
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第２ 消防体制の確立 

市域では、坂戸・鶴ヶ島消防組合及び坂戸市消防団により消防活動を行っており、さら

なる継続的な消防力の充実を図る必要がある。継続的な消防力の充実・強化を図るため、

消防施設や車両及び資機材の整備、消防水利等の整備、消防団組織の充実・強化を図る。 

なお、令和３年５月より「埼玉西部地域消防指令事務協議会」が坂戸・鶴ヶ島消防組合、

埼玉西部消防組合、比企広域市町村圏組合及び西入間広域消防組合において設置された。

消防指令事務の共同管理により、業務の効率化及び災害発生時の迅速な対応を図る。（令

和６年４月運用開始予定） 

 

【消防機関】  

計画内容 担当 

１ 消防施設及び設備の整備 

●災害発生に伴い、消防組合の消防活動拠点として消防体制の充実

化を図るべく消防署、分署及び消防団詰所の改修や適した場所へ

の配置等を整備していく。 

●災害時にライフラインの供給が停止することを想定し、活動に支

障をきたすことがないよう、消防力の維持を目的とし設備等を整

備する。 

２ 消防車両及び資機材の整備 

●消防力の整備指針に基づく体制を目標とし、火災、救助、救急等

の多種多様化していく災害に対応すべく、消防車両及び資機材等

を整備する。 

●大規模災害を考慮した緊急消防援助隊に登録する車両の整備を進

める。 

●地域防災力の要となる消防団の車両及び必要な資機材を整備する。 

３ 消防水利等の整備 

●火災の延焼拡大の危険が高い地域や消防活動が困難な地域、避難

所周辺等を中心に、耐震性貯水槽や耐震性のある防火水槽の整

備、ビルの保有水の活用、河川やプール等の水利の確保をより一

層進めるよう努める。 

４ 消防団組織の充実強化 

●消防団活性化総合計画を策定するよう努め、若手リーダーの育

成、地域との連携による消防団のイメージアップを図ることによ

り、青年層や女性層の消防団への参加促進等消防団の活性化とそ

の育成に努める。 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

 

◇資料 

【資料３－１６ 消防機関の現況】（p.226） 

【資料３－１７ 消防機関の施設・資機材の現況】（p.228） 
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第４節 調査研究 

地震災害は、地震の規模とともに地域に固有の自然条件や社会条件と密接に関係するた

め、その対策も合理性と多様性が求められる。したがって、市や国、県等による地域特性

等の基礎的調査研究を推進し、実践的な震災対策を進めるための自然科学や社会科学等の

分野についての最新の調査研究を参考とする。 

 

 

第１ 基礎的調査研究 

地質地盤環境、災害危険度等の地域特性を詳細に把握し、震災対策や水害対策の前提資

料として関係機関等で随時活用できるよう情報提供を行う。 

 

【行政】 

計画内容 担当 

１ 地震被害想定に関する調査研究 

●震災対策を効果的に実施するために、県が実施した調査の内容

を踏まえ、被害の規模や特徴を把握する。 

総務部 

２ 水害に関する調査研究 

●既往水害に関する被災住民の経験等をまとめ、水害対策に役立

てる。 

●国、県が公表する想定を踏まえ、防災マップ（ハザードマッ

プ）等を更新する。 

●近年の気象変化に伴う集中豪雨や局地的大雨（ゲリラ豪雨）の

状況や、市の地形条件による被害地区の把握に努める。 

総務部 

都市整備部 

 

 

第２ 震災対策に関する調査研究の活用 

地震災害は、自然現象と社会的要因が複雑に絡み合い、被害状況が非常に多岐にわたる

ため、様々な分野から地震被害による影響を科学的に解明して、その成果を有効に震災対

策に反映していくことが必要である。 

県は、震災の予防に関する調査及び研究を科学的かつ総合的に行い、これらの結果又は

成果を公表していることから、市においてもこれらの成果を有効に活用する。
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第４章 市民の安全の確保 

第１節 情報収集・連絡・伝達体制の確保 

市民、市及び防災関係機関が迅速かつ的確に防災対策を実施するためには、災害情報の

収集・連絡体制の確保が不可欠である。 

市は、情報提供のために、防災行政無線の放送塔を 92 か所設置しており、災害時には

下表に示す情報伝達手段の活用が考えられる。 

しかし、災害時に市へ被害状況や安否確認等の問合せが集中した場合、応急対策に支障

をきたすことも考えられ、情報を市民、企業・事業所相互に伝達する仕組みが重要である。

そのためには、災害対策本部、現地災害対策本部及び区・自治会本部の連携や各拠点にお

ける情報連絡体制を確立しておく必要がある。 

家族や近隣住民の安否の確認については、家庭内及び各家庭と区・自治会、自主防災組

織の情報連絡体制が重要であり、特に平日の昼間は、家族が勤めに出ており、要配慮者が

家庭に残ることが多いため、地区の住民相互の連絡及び連携体制を重視する必要がある。 

災害発生時に、市民が安心して行動できるよう、状況に応じ的確かつ正確な情報を提供

していくとともに、市域全体から各地区に至る情報収集・連絡体制を確立する。 

特に、要配慮者を考慮した体制、電話が不通となった場合でも対応できる体制を確立す

る。 
 

【表 市民への伝達手段】 

区分 伝達手段 高齢者等避難 避難指示 緊急安全確保 

全域 

防災行政無線 ○ ○ ○ 

緊急速報メール（エリアメール） ○ ○ ○ 

市防災アプリ・ＳＮＳ 

（市公式ツイッター等） 
○ ○ ○ 

さかろんメール ○ ○ ○ 

報道機関による報道 ○ ○ ○ 

発令 

地区 

広報車による巡回 ○ ○ ○ 

行政区連絡網 ○ ○ ○ 

（自主防災組織連絡網・メール等） （○） （○） （○） 

坂戸市消防団による各戸口頭 － ○ ○ 

要配慮者施設への電話連絡 ○ ○ ○ 
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第１ 情報収集・連絡体制の整備 

【行政】 

計画内容 担当 

●防災行政無線及び全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の保守管理

に努める。 

●市防災アプリや緊急速報メール（エリアメール）の配信訓練を実施

する。 

●移動系デジタル無線機又は災害時用携帯電話により、災害対策本部

と現地災害対策本部の連絡体制の確保を図る。 

●現地災害対策本部と区・自治会本部の情報連絡体制の確立を図るた

め、連絡員を配置する等地区の状況に応じた多様な手段を検討す

る。 

●災害対策本部、西入間警察署、坂戸・鶴ヶ島消防組合等関係機関と

の災害時の連絡体制を確立する。 

●情報連絡に関する協定締結団体との協定内容の確認と連携強化に努

める。「第１編第３章第６節 第６ 協定締結団体等（総則-36）」を

参照。 

●被災者支援システム※の導入を検討する。 

●さかろんメール（坂戸市安全・安心メール）の普及啓発を行う。 

総務部 

市民部 

●広報車の放送設備の点検を定期的に行う。 

●平常時から地域貢献型自動販売機メッセージボードの運用を行う。 

●団体・企業等と締結している広報・報道に関する協定等の内容の確

認と連携強化に努める。「第１編第３章第６節 第６ 協定締結団体

等（総則-36）」を参照。 

総合政策部 

総務部 

●指定管理施設においては、指定管理者職員の緊急連絡先・連絡手段

等について適切に把握し、緊急時の連絡体制の強化を図る。 
各施設管理者 

●小・中学校、幼稚園、保育園、児童センター等の施設においては保

護者の緊急連絡先を確認する。 

小・中学校 

幼稚園 

保育園 

児童センター 

※災害発生時における地方公共団体の業務をトータル的に支援するシステム 
 

【市民】 

計画内容 

●市民は、区・自治会、自主防災組織と協力し、区・自治会本部と家庭との連絡体制を

確立する。特に、在宅者が少ない平日昼間の災害発生を考慮した連絡網を作成する。 

●区・自治会は、地区掲示板の設置及び設置場所の周知を図る。 

●市民は、家族の安否を確認するため、あらかじめ家庭内で災害時の連絡手段（災害用

伝言ダイヤルの活用等）について話し合う。 

●市民は、インターネット等による情報の入手手段の確保を図る。 
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【企業・事業所】 

計画内容 

●施設内に被害が発生した場合等を想定し、市民や行政に迅速な連絡ができるよう日頃

から連携を強化する。 

●災害時における市や地域に対する連絡機器や人員の提供を検討する。 

 

◇資料 

【資料２－５－１ アマチュア無線による災害時応援協定書】（p.44） 

【資料２－５－２ 災害時における停電復旧の連携等に関する基本協定書】（p.45） 

【資料２－５－３ 災害発生時における坂戸市と坂戸市内郵便局の協力に関する協定】

（p.47） 

【資料２－５－４ 災害時の情報交換に関する協定】（p.49） 

【資料２－７－１ 災害時における放送等に関する協定】（p.100） 

【資料２－７－２ 安全・安心のまちづくり貢献型電柱広告に関する協定書】（p.104） 

【資料２－７－３ 防災行政無線の再送信連携に関する覚書】（p.106） 

 

 

 

第２ 異常現象発見時の通報 

災対法第 54 条の規定に基づき、災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者

の通報は、次の要領による。 

 

【行政・関係機関・市民】 

計画内容 担当 

１ 発見者の通報 

●災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞な

くその旨を市長又は警察官に通報しなければならない（災対法第

54 条）。何人も、通報が最も迅速に到達するように協力しなけれ

ばならない（同条第２項）。 

●通報を受けた警察官は、その旨を速やかに市長に通報しなければ

ならない。 

異常現象発見者 

２ 市長の通報及びその方法 

●通報を受けた市長は、本計画の定めるところにより気象庁その他

の関係機関に通報しなければならない。 

市長 

３ 気象庁（熊谷地方気象台）に伝達する事項 

① 気象に関する事項 

著しく異常な気象現象（竜巻、強い雹（ひょう）等） 

② 地震・火山に関する事項 

●火山関係：噴火現象及び噴火以外の火山性異常現象 

●地震関係：数日間にわたり頻繁に感じるような地震 

総務部 
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第３ 情報連絡システムの整備 

【行政】 

計画内容 担当 

●被害情報の迅速な把握のため、次のシステム等を活用する。 

① 気象観測・河川監視システム 

② 災害オペレーション支援システム 

③ 坂戸市写真投稿システム 

④ 防災情報システム（ＣＯＵＳ） 

⑤ ドローンによる被災状況の撮影 

●当該地域や施設に関する被害状況等を把握するため、対災害ＳＮＳ

情報分析システム等の新たな情報収集システムの整備を検討する。 

総合政策部 

総務部 

●小・中学校に設置されている地震津波警報器や戸別受信機等の動作

確認を平常時から行う。 
小・中学校 

 

◇資料 

【資料３－２ 防災関係機関の連絡先】（p.201） 

【資料３－５ 通信施設の現況】（p.209） 

【資料３－６ 防災行政無線の現況】（p.209） 
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第２節 救助・避難・誘導体制の整備 

 

第１ 避難場所・避難所の指定 

市は、地域防災拠点と併せて小・中学校及び公園を避難場所として指定している。 

発災当初の人命救助及び避難誘導活動は、地区住民相互の助け合い（共助）に負うとこ

ろが大きく、地区の日常的なコミュニティづくりと行政及び消防機関との連携体制を確立

する必要がある。 

災害時に、迅速な救助活動や適切な避難誘導活動が行えるよう、活動の場を確保すると

ともに、市民、行政、消防機関等の関係機関が連携して活動できる体制を確立する。 

 

【行政】 

計画内容 担当 

●避難場所及び避難所の状況把握と安全を重視した維持管理に努める。 

●地域の状況に応じて、必要な見直しを図る。 

●隣接市町との連携により、避難場所、避難所の相互利用を図る。 

●必要に応じて、ホテル等民間施設の避難所利用について、各施設管

理者と協定の締結を検討する。 

総務部 

各施設所管課 

 

 

【図 避難施設の内容】 
 

※１ 指定緊急避難場所：災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難

場所として、洪水や津波等異常な現象の種類ごとに安全性等の一定の基準を満た

す施設又は場所を市町村長が指定する（災対法第 49 条の４）。市の場合は、指定

避難所を洪水等に対応する避難場所とするが、浸水想定区域内にある施設は使用

しない又は上階を使用することとしている。 

※２ 指 定 避 難 所：災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞

在させ、又は災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための

施設として市町村長が指定する。（災対法第 49 条の７） 

※３ 避難者が少ない場合は避難所を地域防災拠点に開設する。 

※４ 指定福祉避難所：指定避難所のうち、要配慮者の円滑な利用の確保、要配慮者が相談し、又は助言

その他の支援を受けることができる体制の整備その他の要配慮者の良好な生活環

境の確保に資する事項について内閣府令で定める基準に適合する施設として市町

村長が指定する。（災対法施行規則第１条の７の２）  

避難施設 

一時的な避難場所：主に風水害時に開放し、一時的に避難者を受け入れる

施設（２階以上を使用） 

指定緊急避難場所※１：大地震時の延焼火災から緊急的に避難する場所 

●公園、小・中学校校庭等のオープンスペース 

一時避難場所：災害時に危険を一時的に回避する場所 

●指定緊急避難場所以外の小規模な公園、緑地等 

福祉避難所：指定避難所での避難生活が困難な要配慮者が避難生活を送る施設 

●県立坂戸高等学校（指定福祉避難所※４）、協定締結福祉施設 

指定避難所※２ ※３：震災及び風水害時に被災した市民が避難生活を送る施設 

●小・中学校の体育館・校舎等、公共施設等 
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第２ 救助・避難・誘導体制の充実 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●市民に対し、避難場所や避難所を周知する。 

●市民に対し、適切な避難（災害種別ごとの対応避難所の選択、避難

場所への移動がかえって危険な場合の行動等※）を周知する。 

●地域防災拠点における救助や避難用資機材の整備を進める。 

●自主防災組織が購入する防災用資機材への補助金を交付する。 

●災害防御・救助、広報・報道及び輸送に関する協定締結団体等との

協定内容の確認と連携強化に努める。「第１編第３章第６節 第６ 

協定締結団体等（総則-36）」を参照。 

総務部 

●関係機関と連携した救助訓練や避難訓練を実施する。 

●防災訓練等において救助用資機材の使用方法を市民に周知する。 

総務部 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

●小学校等においては、保護者への児童等の引渡し訓練を実施する。 小・中学校 

幼稚園 

保育園 

児童センター 

●避難行動要支援者支援全体計画に基づく安否確認方法及び避難支援

策の確立のため、区・自治会、自主防災組織、民生委員・児童委

員、安否確認協力者、坂戸・鶴ヶ島消防組合、坂戸市消防団、西入

間警察署等との連携体制づくりを促進する。 

総務部 

福祉部 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

西入間警察署 

※指定緊急避難場所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 

 

【市民】 

計画内容 

●自主防災組織は、救助訓練や避難訓練を実施する。 

●市民は、救助訓練や避難訓練に参加する。 

●指定緊急避難場所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」を行うべきことを平時から理解し、自宅等の状況

把握に努める。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●救助に必要な資機材や人員の提供を行い、地域との協力体制を確立する。 

●危険物施設等の被害に備え、市や関係機関との連絡体制を確立する。 
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◇資料 

【資料２－１－３ 災害救助犬の出動に関する協定書】（p.12） 

【資料２－１－４ 災害時における応急対策に関する協定書】（p.14） 

【資料２－２－３ 災害時における埼玉県内市町村間の相互応援に関する基本協定】

（p.21） 

【資料２－７－２ 安全・安心のまちづくり貢献型電柱広告に関する協定書】（p.104） 

【資料３－３ 地域防災拠点・避難場所・避難所・救護所・福祉避難所一覧表】

（p.202） 
 

 

第３ 防災上重要な施設の避難 

防災上重要な施設の施設管理者が次の事項に留意して作成する避難計画若しくは避難確

保計画又は防災マニュアルの確認を行う。 
 

【行政】 

計画内容 担当 

① 病院においては、患者を避難させるための収容施設の確保、移送

の実施方法等 
こども健康部 

② 要配慮者利用施設においては、地域特性を踏まえた避難の場所、

経路、時期及び誘導並びに収容施設の確保、一時避難用の備蓄等

の実施方法等 

こども健康部 

福祉部 

③ 工場、危険物保有施設においては、従業員、住民の安全確保のた

めの避難方法、市、西入間警察署、坂戸・鶴ヶ島消防組合との連

携等 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

④ 幼稚園・保育園・学校等においては、多数の園児、児童及び生徒

を混乱なく、安全に避難させ、身体及び生命の安全を確保するた

めに学校等の実態に即した適切な避難対策 

小・中学校 

幼稚園 

保育園 

児童センター 

 

 

第４ 避難路の選定と確保 

避難路の選定と確保については、区・自治会、自主防災組織と協議を行い、地域の状況

に応じ、次の基準で避難路を選定し地区防災計画等に位置付け確保する。 
 

【行政・市民】 

計画内容 担当 

●避難路沿いには、火災・爆発等の危険のある工場がないよう配慮す

る。 

●避難路の選択に当たっては、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。 

総務部 

区・自治会、自主防災組織 
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第５ 避難所の運営計画 

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。 

 

【行政】 

計画内容 担当 

●避難所の円滑な運営ができるよう区・自治会、自主防災組織、民生

委員･児童委員、ボランティア等の連携協力体制の整備を図る。 

●避難所運営については、市職員及び学校教職員のみでは限界があ

り、地域住民の協力が不可欠であることから、市民による協力支援

体制の構築を進める。 

●要配慮者、女性、子ども等に十分配慮した避難所運営を行うため、

様々なコミュニケーション支援策、プライバシー保護策を講じる。 

●災害時における避難所の迅速かつ円滑な管理・運営等を図るため、

避難所運営マニュアルに基づく防災訓練を実施する。 

●ホームレスについて、住民票の有無等に関わらず適切に受け入れら

れるよう、地域の実情や他の避難者の心情等について勘案しなが

ら、あらかじめ受け入れる方策について定めるよう努める。 

総務部 

市民部 

こども健康部 

福祉部 

小・中学校 

学校教職員 

避難所担当職員 

坂戸市社会福祉協議会 

●避難所建物及び非構造部材（天井材、外装材、設備器具）の耐震化

を計画的に進める。 
各施設所管課 

 

【市民】 

計画内容 

●区・自治会、自主防災組織は、平常時から該当する指定避難所の運営への理解を深め

る。 

●自主防災組織連絡協議会の各支部又は各自主防災組織は、避難所運営訓練を実施す

る。 
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第３節 要配慮者の安全確保 

 

第１ 要配慮者の把握と支援体制の充実 

市は、緊急時の対応が困難な一人暮らしの高齢者や重度の障害者、高齢者のみの世帯に

対し、緊急通報システムを提供している。地域においては、平常時から、要配慮者を把握

するシステムを確立するとともに、民生委員・児童委員、区・自治会、自主防災組織、老

人クラブ等を中心とした地域における日頃のつながりを確保しておく必要がある。また、

介護保険制度に伴うサービス提供事業者との連携による高齢者の状況を把握することも重

要である。 

災害時には、高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者（発達障害者、高次脳機能

障害者を含む。）、難病※患者、乳幼児、妊産婦等の災害対応能力の弱い人及び言葉や文化

の違いから外国人等が適切に防災行動をとることが難しいため、これらの要配慮者に対す

る防災環境の整備や支援に向けた防災対策を積極的に進める。 

※難病：発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病に

かかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもの。 

 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●市及びその他の公共機関は、要配慮者の避難誘導を想定した避難誘

導計画の策定や施設整備を行うものとし、また、その他の集客施設

に対して、これを促進する。 

●市は、ユニバーサルデザインを用いた避難路や避難所の整備、明る

く大きめの文字や災害種別一般図記号を用いた防災標識の設置等要

配慮者を考慮した防災基盤整備を図る。 

●要配慮者への災害情報の伝達を効果的に行うため、避難所における

テレビ・ラジオ・ＦＡＸの設置、外国語や絵文字による案内板の表

記を進める。 

●要配慮者等に考慮した生活救援物資の備蓄及び調達先の確保等、要

配慮者等に対して避難所での良好な生活環境が提供できるよう、要

配慮者の意見の聴取に努め、避難所運営訓練に反映する。 

総合政策部 

総務部 

市民部 

福祉部 

都市整備部 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

各施設所管課 

●要配慮者への効果的な救援・援護を行うため、要配慮者が援助を必

要としている内容が分かる救急情報カード・緊急連絡カード・ヘル

プカードを普及する。 

福祉部 

●災害に関する基礎的知識の普及及び啓発のために、広報紙、パンフ

レットの配布等を行う。 

●地域住民に対し防災訓練への参加を呼びかけ、実働訓練を体験させ

るとともに、市民に対しても要配慮者の救助や救援に関する訓練を

実施する。 

総務部 
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●区・自治会、自主防災組織及び民生委員･児童委員の協力連携の

下、避難行動要支援者支援制度の適切な運営と進展を図る。 

●介護サービス事業者、地域包括支援センターとの連携を図る。 

●地域との連携を図るため、次の事項を実施する。 

総務部 

市民部 

福祉部 

１ 役割分担の明確化 

市内をブロック化し、避難所や病院、社会福祉施設、ホームヘル

パー等の社会資源を明らかにするとともに、その役割分担を明確に

し、平常時から連携体制を確立しておく。 

２ 社会福祉施設との連携 

① 災害時に介護等が必要な被災者を速やかに施設に入所できるよ

う、平常時から社会福祉施設等との連携を図る。また、災害時

には、被災者に対する給食サービスや介護相談等施設の有する

機能の活用も図る。 

② 災害時における福祉避難所の開設及び運営に関する協定を締結 

している社会福祉法人と協定の内容の確認と連携強化に努める。 

３ 見守りネットワーク等の構築･活用 

① 高齢者等に対する近隣住民、民生委員及びボランティアによる

安否の確認等の見守りネットワーク等を活用し、災害時におけ

るきめ細かな支援体制を確立しておく。 

② 災害時における迅速かつ的確な救助活動を行うため、福祉サー

ビスとして利用する緊急時通報サービス利用者等の情報を活用

する。 

４ 医療介護体制の強化 

① 県立坂戸高等学校、災害時における福祉避難所の開設及び運営

に関する協定を締結している社会福祉法人が運営する施設を要

配慮者の福祉避難所として位置付け、長期的な受入体制を確保

するとともに、坂戸鶴ヶ島医師会、介護事業者等の協力による

医療介護体制及び職員による搬送体制を整備する。 

② 在宅の要配慮者からの相談に的確に対応できるよう平常時から

相談体制を整備しておく。また、被災により精神的なダメージ

を受けた被災者に対してメンタルケア等が実施できるよう、福

祉関係者やソーシャルワーカー等の確保に努める。 

総務部 

こども健康部 

福祉部 

 

【市民】 

計画内容 

●地区の要配慮者の状況把握と災害時の支援体制を検討する。 

●民生委員・児童委員による高齢者の見守り活動等において、災害があった場合を想定

した取組を進める。 

●要配慮者に対し、区・自治会、自主防災組織及び民生委員・児童委員等の平常時の相

互協力体制づくりの啓発を行う。 

●要配慮者の救助や救援に関する体験が可能な防災訓練に積極的に参加する。 

  



第２編 災害予防対策編  第４章 市民の安全の確保 

予防-38 

【企業・事業所】 

計画内容 

●企業・事業所における要配慮者支援対策を明確にする。 

●要配慮者に対する資機材・避難場所の提供等の支援策を検討する。 

 

 

第２ 避難行動要支援者の把握と支援体制の整備 

過去の災害では、高齢者や障害者等の避難行動要支援者及びその避難を支援する方（以

下「避難支援等関係者」という。）の被害が大きかったことから、災対法が改正され、要

配慮者のうち、避難の確保を図るため特に支援を要するものを避難行動要支援者とし、市

町村はその把握に努めるとともに、安否確認、避難の支援等必要な措置をとるための名簿

作成の義務及び個別避難計画作成の努力義務化がなされた。 

市では、避難行動要支援者及び避難支援等関係者の安全な避難実現のため、坂戸市避難

行動要支援者支援全体計画を策定しており、さらに避難行動要支援者支援マニュアル及び

避難行動被支援希望者行動マニュアルを作成した。 

今後も名簿の作成及び適切な管理運営に努め、避難行動要支援者の同意のもと個別支援

計画書（個別避難計画）の作成及びその活用により、地域支援者等による支援体制の強化

を進める。 

なお、本計画において避難行動要支援者の支援に関して定める事項は、以下のとおりで

ある。 
 

【表 避難行動要支援者の支援に関して定める事項】 

項目 内容 

１ 避難支援等関係者

となる者 

【関係機関】市、西入間警察署、坂戸・鶴ヶ島消防組合、坂戸市消防団 

【地域組織等】地域支援者（区・自治会、自主防災組織、民生委員）、安

否確認協力者 

２ 避難行動要支援者

名簿に掲載する者

の範囲 

① 身体障害者手帳の交付を受けている者（難病患者含む） 

② 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

③ 療育手帳の交付を受けている者 

④ 介護保険法による要介護又は要支援認定を受けている者 

⑤ ①～④以外で避難行動被支援希望者登録台帳に登録された者 

３ 名簿作成に必要な

個人情報及びその

入手方法 

市における支援マップシステムを使用して、以下の事項を記載した避難

行動要支援者名簿を作成する。 

【避難行動要支援者名簿の記載事項】 

① 氏名  ② 生年月日・年齢  ③ 性別  ④ 住所又は居所 

⑤ 電話番号その他の連絡先  ⑥ 避難支援等を必要とする事由 

⑦ その他避難支援等の実施に関して必要な事項 

４ 名簿の更新に関す

る事項 

関係課は、転出、転入、死亡等による名簿登載者の異動を確認した場合

は、名簿を定期的に更新する。また、関係課は、所管する情報システム

を活用して年に１回程度全体的な更新を行う。 



第２編 災害予防対策編  第４章 市民の安全の確保 

 

予防-39 

５ 名簿情報の提供に

際し情報漏えいを

防止するために市

が求める措置及び

市が講じる措置 

関係課は、避難行動要支援者のプライバシー保護、避難支援の信頼性及

び避難行動要支援者と避難支援等関係者の協働を円滑に図るために、適

正な情報管理に努める。また、個人情報の外部提供及び適正な管理に関

して必要に応じて坂戸市情報公開・個人情報保護審議会の意見を求める

等、坂戸市個人情報保護条例の適正な運用に努める。 

６ 要配慮者が円滑に

避難のために立退

きを行うことがで

きるための通知又

は警告の配慮 

災害時には、避難情報を判断基準に基づき適時適切に発令し、円滑な避

難を支援する。 

情報提供は、安否確認協力者や地域支援者等により直接行うとともに、

各種情報伝達手段を有効に活用し行う。また、日常的に生活を支援する

機器等への災害情報の伝達等、多様な情報伝達を行う。 

７ 避難支援等関係者

の安全確保  

避難支援については個別支援計画書に基づき関係者が協力して実施する

ことにより安全の確保を図る。また、避難行動要支援者に対しても、避

難支援等関係者による支援には限界があり、災害状況によっては必ずし

も支援が保証されるものではないことを周知する。 

 

【行政】 

計画内容 担当 

●地域支援者（区・自治会、自主防災組織、民生委員）、安否確認協

力者に避難行動要支援者支援全体計画を周知し、避難行動要支援者

への支援体制を充実する。 

●地域支援者の協力等により、安否確認協力者の確保を図る。 

●避難行動被支援希望者登録台帳登録者の個別支援計画を作成する。 

●地域支援者及び安否確認協力者が災害時に的確な行動がとれるよ

う、避難行動要支援者支援マニュアルを配布し周知する。 

●避難行動被支援希望者登録台帳登録者が災害時に的確な行動がとれ

るよう、避難行動被支援希望者行動マニュアルを配布し周知する。 

総務部 

市民部 

福祉部 

●避難行動要支援者名簿及び避難行動被支援希望者登録台帳の適切な

管理と更新を進める。 

総務部 

福祉部 

 

【市民】 

計画内容 

●地域支援者は、安否確認協力者の把握を進める。 

●市民は、地域支援者から安否確認の協力依頼を受けた場合は、可能な限り協力するよ

う努める。 

●地域支援者及び安否確認協力者は、平常時から避難行動要支援者との交流に努め、災

害時には迅速に支援できるようにする。 

●自主防災組織は、防災訓練で避難行動要支援者の安否確認訓練を行う。 
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【企業・事業所】 

計画内容 

●地域支援者の一員や企業・事業所の地域貢献として、本制度の理解を深め、災害時に

は協力できる体制をつくる。 

 

 

第３ 社会福祉施設入所者の安全確保 

【行政】 

計画内容 担当 

●社会福祉施設入所者を支援するために、施設との連絡体制を強化

し、水防警報等の情報伝達体制の整備を図る。 

●社会福祉施設との連携を図り、大規模な地震の発生を想定した「震

災対策計画」及び浸水想定区域内の施設では「避難確保計画」並び

に「職員行動マニュアル」の作成と避難訓練の実施を指導・援助す

る。 

●入所者を他の施設に一時的に避難させること、職員の応援等、地域

内の施設が相互に支援できるシステムを確立する。 

●施設管理者が震災時における建築物の安全を図るため、必要に応じ

耐震診断、耐震改修を行うよう指導する。 

総務部 

福祉部 

 

【社会福祉事業者】 

計画内容 

●介護老人福祉施設等の施設管理者は、消防法に基づく「消防計画」にとどまらず、大

規模な地震の発生を想定した「震災対策計画」及び浸水想定区域内の施設では「避難

確保計画」を作成し、職員及び入所者への周知徹底を図る。 

●職員参集のための連絡体制や、入所者の安否情報についての家族への連絡体制等、緊

急連絡体制を整備する。 

●計画・マニュアル等に基づく防災訓練を行うとともに、地域との連携を図り、避難誘

導等の体制を整備する。 

●被災した在宅の要配慮者や、他施設からの一時受入体制を検討し整備する。 

●入所施設の管理者は、次に示す物資等を備蓄しておくものとする。 

① 非常用食料（高齢者向けの特別食を含む）（３日分以上） 

② 飲料水（３日分以上） 

③ 常備薬（３日分以上） 

④ 介護用品（おむつ、尿とりパッド等）（３日分以上） 

⑤ 照明器具 

⑥ 熱源 

⑦ 移送用具 

●施設管理者は、震災時における建築物の安全を図るため、必要に応じ耐震診断、耐震

改修を行う。 
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◇資料 

【資料３－１５ 浸水想定区域内にある要配慮者利用施設】（p.222） 

 

 

第４ 外国人の安全確保 

【行政】 

計画内容 担当 

●避難所や避難道路の標示等災害に関する案内板について、外国語の

併記標示を進め、外国人にも分かりやすい案内板の設置に努める。 

●外国語表記の防災マップ（ハザードマップ）や市防災アプリの外国

語版等、外国人向けの防災情報の普及啓発を図る。 

●外国語による防災に関するパンフレットを、外国人との交流会や外

国人雇用事業所等、様々な交流機会や受け入れ機関等を通じて配布

を行い、防災知識の普及・啓発に努める。 

総務部 

●災害時における外国人の安否確認を迅速に行い円滑な支援ができる

ように、外国籍の住民登録を活用し、人数や所在の把握に努める。 

●平常時から外国人の防災への行動認識を高めるため、防災訓練への

外国人の参加を促進する。 

●外国人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等の確保に努める。 

総務部 

市民部 

●訪日外国人旅行者の災害時の安全確保を図るため、既往資料※等を

参考に対策を検討する。 
環境産業部 

●広報紙やホームページ、ラジオ、インターネット通信等の広報媒体

を利用して、生活情報や防災情報等の日常生活に関わる行政情報に

ついての外国語による情報提供を行う。 

総合政策部 

※「訪日外国人旅行者の安全確保のための手引き 平成 26 年 10 月 観光庁」等 

 

【市民】 

計画内容 

●区・自治会、自主防災組織は、居住する外国人の状況把握や防災訓練への参加に努

める。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●雇用している外国人に対して防災に関する情報提供や防災訓練を行う。 
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第４節 帰宅困難者対策 

2013 年に内閣府から公表された関東平野北西縁断層帯地震による市の想定帰宅困難者※

数は、平日 12時の場合、9,393人と算定されている。 

東日本大震災では、市内各駅において帰宅困難者が発生し、公共施設の延長開館、非常

食の提供等の対応をした。 

帰宅困難者発生に伴う影響としては、市民が帰宅困難になることによる地域の災害対応

力の低下、帰宅できない駅滞留者の発生による混乱等が考えられる。 

そのため、災害時に帰宅困難となった場合の対処方法等について啓発するとともに、災

害時における情報提供方法や帰宅行動への具体的な支援策を関係機関と研究・協議し、実

施する。また、徒歩帰宅者に対する支援策を検討する。 

※帰宅困難者：県内や都内等に通勤・通学や私用等で外出し、外出先で地震が発生したために自宅に戻っ

て来られなくなる人 

 

 

第１ 一時滞在施設の確保 

【行政】 

計画内容 担当 

●市内各駅について、公共施設や応援協定に基づく一時滞在場所の確

保を進める。 

＜使用予定施設＞ 

坂 戸 駅：坂戸駅前集会施設、セレモア坂戸駅前会館、坂戸駅前

メモリードホール 

北坂戸駅：坂戸市文化施設オルモ 

●帰宅困難者用の食料、飲料水等の備蓄を計画的に進める。 

●一時滞在施設の運営マニュアルを整備し、一時滞在施設を支援する。 

総務部 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●一時滞在施設として活用できる場所を検討し、協力する。 
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第２ 帰宅困難者等への啓発 

【行政】 

計画内容 担当 

１ 市民への啓発 

●「自らの安全は自ら守る」、「むやみに移動を開始しないこと」を

基本とし、次の点を実行するよう啓発する。 

① 徒歩帰宅に必要な装備（帰宅グッズ）の準備、家族との連絡手

段、徒歩帰宅経路の事前確認 

② 災害時の行動は、状況を確認して無理のない計画を立案・実施 

③ 災害用伝言ダイヤル１７１や災害用伝言板等を利用した安否等

の確認方法 

２ 徒歩帰宅の心得７カ条※ 

●大地震が発生した直後の「むやみに移動を開始しない」の行動ル

ールとともに、日頃から帰宅経路のシミュレーションの実施や職

場にリュックとスニーカーを準備する等を内容とする「徒歩帰宅

の心得７カ条」の普及を図る。 

総合政策部 

総務部 

 ※徒歩帰宅の心得７カ条：《留まる》 １．連絡手段、事前に家族で話し合い 

  ２．携帯もラジオも必ず予備電池 

 《知 る》 ３．日頃から、帰宅経路をシミュレーション 

  ４．災害時の味方、帰宅支援ステーション 

 《帰 る》 ５．職場には、小さなリュックとスニーカー 

  ６．帰宅前には、状況確認 

  ７．助け合い、励まし合って徒歩帰宅 

 

【市民】 

計画内容 

●県が推奨する「徒歩帰宅の心得７カ条」を身につける。  

 

◇資料 

【資料４－５ ＮＴＴ災害用伝言ダイヤル「１７１」解説資料】（p.247） 
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第３ 企業・事業所等への要請 

【行政】 

計画内容 担当 

●事業所、学校又は大規模集客施設等で帰宅困難（自宅までの距離が

20km 以上の人が想定される）となった従業員、顧客、学生、生徒等

に対し適切な対応を行えるよう、次の点を要請する。 

① 施設の安全化、帰宅困難者対策計画の策定、飲料水、食料や情報

の入手手段の確保 

② 災害時の飲料水、食料や情報の提供、仮泊場所等の確保 

③ とどまった従業員等による、地域の応急・復旧活動への可能な範

囲での参加 

事業所関係課 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●県が推奨する「徒歩帰宅の心得７カ条」を身につけるよう、従業員に周知徹底する。 

●従業員に対して一斉帰宅を抑制する。 

●帰宅困難者対策計画を策定し、飲料水、食料、仮宿泊場所等の確保、情報入手手段の

確保等を図る。 

 

 

第４ 広域的な連携 

【行政】 

計画内容 担当 

●県は、埼玉県石油業協同組合とガソリンスタンドを徒歩帰宅者の一

時休憩所として利用する協定及びフランチャイズチェーン（コンビ

ニエンスストア、外食店舗）、ファミリーレストラン等を帰宅支援

ステーションとして、トイレ、水道水、情報を提供する協定を締結

していることから、これらの取組を有効に活用するとともに、施設

提供者への支援を関係機関と検討する。 

●各駅における混乱防止対策訓練の実施に努める。 

総務部 

環境産業部 

 

【市民】 

計画内容 

●災害時の帰宅困難な状況を把握する。 
 

【企業・事業所】 

 

◇資料 

【資料２－１４ 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書】（p.188）  

計画内容 

●災害時の帰宅困難な状況を把握する。 
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第５章 応急対策の備え 

第１節 物資・資機材・用地等の確保 

市は、市役所庁舎、避難所、防災施設兼集会所（仲町・南町・花みず木）、北坂戸出張

所及び坂戸市防災備蓄倉庫に、食料、飲料水、毛布、日用品、組立式トイレ、発電機、投

光器及び救助用資機材等の備蓄を行っており、地域防災拠点には、発電機及び投光器等を

備蓄している。 

また、関係機関及び企業・事業所との物資調達のための協定の締結を進めている。 

災害時の物資の確保は、市民自身による備蓄も必要不可欠であり、県は３日分／人の食

料や飲料水（推奨１週間分）の備蓄を掲げている。 

そのため、市民及び行政は適切な飲料水及び食料の備蓄を図るとともに、災害時に必要

な物資、資機材、用地等の確保を計画的に進める。また、要配慮者や避難所生活に配慮し

た品目を補充する。 

 

 

第１ 備蓄・調達方法 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●飲料水、食料及び備蓄品は、県計画に準じて、目標を設定する。 

●備蓄品の配備に当たっては、区・自治会、自主防災組織との調整に

努める。 

●避難所開設時に各避難所におけるニーズを早急に把握できるよう、

市避難所運営マニュアルでの書類様式の整備や平時から必要連絡先

の確認等を行う。 

●要配慮者に対応した物資も備蓄する。 

●緊急物資の整理を行う輸送拠点を定め、その所在地、経路等につい

てあらかじめ県に報告する。 

●輸送拠点の夜間照明、非常電源等の災害応急対策に必要な施設の整

備を推進する。 

総務部 

市民部 

●緊急物資供給協定締結企業・団体との協定内容の確認及び連携強化

を図る。 

●市内量販店との救援物資に係る災害時応援協定の締結を進め、災害

時の物資供給体制の強化を図る。 

●災害時における人員及び物資等の輸送に必要な石油類燃料の供給が

できるよう、石油元売り業者との協定締結に努める。 

総務部 

環境産業部 

●医薬品等については、坂戸鶴ヶ島市薬剤師会との協定に基づき調達

する。 
こども健康部 
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●飲料水については、坂戸、鶴ヶ島水道企業団所有の坂戸浄水場、鶴

ヶ島浄水場及び多和目配水場の緊急遮断弁が震災時に稼働すること

によって、各配水池へ相当量の飲料水が確保される見込みであり、

避難所等への給水活動については、坂戸、鶴ヶ島水道企業団給水部

等が中心となり迅速に行う。 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

●保育園等に園児用の非常食の配備を進め、保育現場の防災体制強化

を図る。 
福祉部 

●各小・中学校に教師用防災用具を備えるとともに、小学校に児童用

の非常食の配備を進め、学校教育現場の防災体制強化を図る。 

●避難所への夜間照明等の配備を進め、学校教育現場の防災体制強化

を図る。 

●幼稚園に園児用の非常食の配備を進め、幼稚園教育現場の防災体制

強化を図る。 

教育委員会事務局 

 

【市民】 

計画内容 

●１人３日分（推奨１週間分）の飲料水・食料等は、各家庭で備蓄するよう心掛ける。 

●区・自治会、自主防災組織は、各家庭の状況を把握し、現地災害対策本部と連携し迅

速な物資の供給を図る。 
 

【企業・事業所】 

計画内容 

●帰宅困難者が発生することを想定して、食料や必要な物資等の備蓄を行う。 
 

【表 輸送拠点】 

輸送拠点 所在 

市民総合運動公園 大字石井 1550 

 

 

第２ 坂戸市における備蓄量の目標について 

１ 基本方針 

県では、県地震被害想定調査で想定した「東京湾北部地震」によるピーク時避難人口

に基づき、避難者用を県と市町村でそれぞれ 1.5 日分（合計３日分）以上、災害救助従

事者用を県と市町村でそれぞれ３日分以上、県内駅周辺の帰宅困難者用を県で１日分以

上備蓄するものとしている。県民備蓄は、最低３日間（推奨１週間分）を目標としてい

る。 

市では、同調査において本市で最多の避難者が発生すると想定されている「関東平野

北西縁断層帯地震（破壊開始点：北）」によるピーク時避難人口等を参考に３日後避難

者数を想定し、避難者用３日分、災害救助従事者用３日分を目標とする。予備分につい

ては、協定締結都市への応援や不測の事態への備えとして確保する。市民の備蓄は、最

低３日間（推奨１週間分）を目標とする。  



第２編 災害予防対策編  第５章 応急対策の備え 

予防-47 

【表 備蓄目標日数】 

供給対象者 市 県 市民 

避難者 ３日分 1.5 日分 ３日分(推奨１週間分) 

災害救助従事者 ３日分 （３日分） － 

※災害救助従事者については、市と県でそれぞれの分を用意する。 

 

２ 避難者数の想定 

市の避難者数等は、次のとおりとする。 

【表 避難者数等】※３日目までの１日当たりの避難者数 

項目 人数 算定根拠 

避難者数 5,415 人 

① 県地震被害想定調査での本市の１日後避難者数（4,006 人）及

び１週間後避難者数（6,923 人）から３日後避難者数を算出す

る。（１日後避難者数に、１週間後までに増加する人数の 1/2

を加えて算出） 

4,006 人＋(6,923 人－4,006 人)×1/2≒5,465 人 

３日後避難者数及び平成 27 年１月１日時点の市総人口数

（101,203 人）から総人口比※１を算出する。 

5,465 人／101,203 人≒5.4％ 

② 令和２年 10 月１日時点の市人口総数に①で算出した総人口比

を乗じて、避難者数を算定する。 

100,275 人※２×5.4％≒5,415 人 

（乳児） (57 人) 1,059 人（０歳児 501 人、１歳児 558 人※２）の約 5.4％ 

（後期高齢者） (778 人) 14,409 人（75 歳以上人口※２）の約 5.4％ 

災害救助従事者数 582 人 令和３年４月１日時点の市職員数 

※１ 市では、本計画の前回改定時（平成 28 年）では、県地震被害想定調査結果と当時の市人口総数を基に総

人口比を算出し、乳児避難者数及び後期高齢者避難者数の算定に使用した。同調査は平成 24・25 年の調

査が基となっているため、今回の改定にあたっては、現在の市人口総数にこの総人口比を乗じて避難者数

を再算出するものとする。 

※２ 各種市人口は令和２年 10 月１日時点（令和２年国勢調査） 

 

３ 備蓄目標量 

市の備蓄目標量は、次のとおりとする。 

【表 必要な食料備蓄量の推定】 

供給対象者 市 必要な備蓄量 

避難者 ３日分 5,415 人×３食×３日分＝48,735 食 

災害救助従事者 ３日分 582 人×３食×３日分＝5,238 食 

合計 － 53,973 食×1.1（予備分）≒59,370 食 
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【表 必要な飲料水備蓄量の推定】 

供給対象者 市 必要な備蓄量 

避難者 １日分 5,415 人×３ℓ×１日分＝16,245ℓ 

災害救助従事者 １日分 582 人×３ℓ×１日分＝1,746ℓ 

合計 － 17,991ℓ×1.1（予備分）≒19,790ℓ 

※飲料水については、浄水場の緊急遮断弁が震災時に稼働することで、各配水池へ相当量の飲料水が確保される

見込みであるが、各避難所に給水所を開設するには、仮設水槽を浄水場まで持ち込み、飲料水を搬出する必要

が出てくる。そのため、各避難所においても、ペットボトルの飲料水を備蓄しておく。備蓄量としては、最低

限の１日分とするが、足りない分については、各小中学校のプール等の水を活用することとし、各避難所には

浄水器（携帯型）を配備していくこととする。 
 

【表 坂戸市の備蓄目標量】 

  品目 目標量 算定根拠 

生
活
物
資 

食料 59,370 食 
（避難者数＋災害救助従事者数）×３食×３日分×1.1（予備

分） 

飲料水 19,790ℓ 
（避難者数＋災害救助従事者数）×３ℓ×１日分×1.1（予

備分） 

毛布 5,415 枚 避難者数×１枚 

肌着セット 2,708 組 避難者数×1/2×１組 

タオル 5,415 枚 避難者数×１枚 

簡易食器 5,415 個 避難者数×１個 

組立式トイレ 74 個 避難所数×２個 

簡易トイレ 296 個 避難所数×８個 

トイレ薬剤 16,245 個 避難者数×１回/１日×３日 

トイレットペー

パー 
1,110 ロール 組立式トイレ 37 基×10 ロール/１日×３日 

ガスコンロ 74 個 避難所数×２個 

やかん 37 個 避難所数×１個 

感
染
症
対
策 

マスク 19,790 枚 （避難者数＋災害救助従事者数）×３日分×1.1（予備分） 

アルコールハン

ドジェル 
237.5ℓ 

（避難者数＋災害救助従事者数）×３ml×４回×３日分×

1.1（予備分） 

ペーパータオル 17,391 枚 避難所数×２枚×５か所×17 回×３日分×1.1（予備分） 

資
機
材 

発電機 74 台 避難所数×２台 

投光器 185 台 避難所数×５台 

ランタン 74 台 避難所数×２台 

要
配
慮
者
関
係 

粉ミルク 34.2 ㎏ 57 人×200g×３日分＝34.2 ㎏ 

子ども用おむつ 2,052 枚 57 人×12 枚×３日分＝2,052 枚 

大人用おむつ 14,004 枚 778 人×６枚×３日分＝14,004 枚 

生理用品 20,931 枚 
21,534 人（10～49 歳の女性）×5.4％×６枚×３日分≒

20,931 枚 

老眼鏡 74 個 避難所数×２個 

※避難所数は、指定避難所、福祉避難所及び一時的な避難場所（指定避難所であるものを除く）を合計した数と

する。  
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◇資料 

【資料２－２－３ 災害時における埼玉県内市町村間の相互応援に関する基本協定】

（p.21） 

【資料２－３－１ 災害時における総合的な支援に関する協定書】（p.33） 

【資料２－８－１ 災害時における応急生活物資供給等に関する協定書】（p.109） 

【資料２－８－２ 災害時における生活物資の優先的な供給協力に関する協定】

（p.110） 

【資料２－８－３ 災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定】（p.114） 

【資料２－８－４ 災害時における救援物資提供に関する協定書】（p.116） 

【資料２－８－５ 大規模災害時における救援物資提供に関する協定書】（p.117） 

【資料２－８－６ 災害時における救援物資提供に関する協定書】（p.118） 

【資料２－８－７ 災害時におけるレンタル機材の優先供給に関する協定書】（p.119） 

【資料２－８－８ 災害時におけるＬＰガスの優先供給等に関する協定書】（p.120） 

【資料２－８－９ 災害時の物資供給及び店舗営業の継続又は早期再開に関する協定書】

（p.121） 

【資料２－８－１０ 災害時の物資供給及び店舗営業の継続又は早期再開に関する覚書】

（p.123） 

【資料２－８－１１ 災害時における物資提供等の協力に関する協定書】（p.125） 

【資料３－１８ 水道施設の現況（貯水施設）】（p.230） 

【資料３－１９ 応急給水資機材の現況】（p.230） 
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第２節 医療・環境衛生対策 

 

第１ 医療救護体制の充実 

市内には、病院５か所、診療所 122 か所（医療 68 か所（坂戸保健所、坂戸市立市民健

康センター含む。）、歯科 54 か所）等、全体で 127 か所の医療施設（令和３年 11 月現在）

がある。災害時には、これらの施設との連携を図るとともに、市内３か所に医療救護拠点

を設け、地域防災拠点等に救護所を設置し、負傷者等の救護に当たる。 

坂戸・鶴ヶ島消防組合には救急車が７台配備されているが、大規模災害時の重傷者の搬

送は、坂戸市消防団や自主防災組織の協力が必要となるため、搬送体制を検討し、確立す

る。 
 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●市は、市民健康センター、三芳野公民館、入西地域交流センターに

医療救護拠点、地域防災拠点に救護所を設置する。 

●坂戸市消防団は、消防車両による負傷者の搬送体制を整える。 

●市は、救護所において軽傷者に対し応急手当を行う体制を整える。 

●重傷者の治療を要請する市内救急病院及び災害拠点病院と災害時の

協力体制を確立する。 

総務部 

こども健康部 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

坂戸市消防団 

●坂戸鶴ヶ島医師会は、市の要請に応じて医療救護拠点に医師を派遣

し、トリアージを行う体制を整える。また、市は、必要に応じて救

護所でトリアージを行えるよう、医療救護拠点から救護所への医師

の搬送体制を整える。 

●坂戸鶴ヶ島歯科医師会は、医療救護拠点に歯科医師を派遣し、歯科

医療救護活動を行う。 

●坂戸鶴ヶ島市薬剤師会は、市の要請に応じて医療救護拠点に薬剤師

を派遣し、処方や調剤、服薬指導を行う体制を整える。 

●埼玉県柔道整復師会川越支部は、市の要請に応じて医療救護拠点に

柔道整復師を派遣し、応急処置を行う体制を整える。 

●市は、医師、歯科医師、薬剤師、柔道整復師の確保について、必要

時に速やかに各団体へ派遣要請を出せるよう、連絡体制を整える。 

●市は、看護師の確保について、必要時に速やかに県へ派遣要請を出

せるよう、連絡体制を整える。 

坂戸鶴ヶ島医師会 

坂戸鶴ヶ島歯科医師会 

坂 戸 鶴 ヶ 島 市 薬 剤 師 会 

埼玉県柔道整復師会川越支部 

総務部 

●透析患者の把握と災害時の搬送体制を整える。 総務部 

福祉部 
 

【市民】 

計画内容 

●自主防災組織は、負傷者の搬送訓練や応急救護訓練を実施する。 
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【企業・事業所】 

計画内容 

●企業・事業所内の医療施設及び人員の提供を検討する。 

 

 

【図 傷病者搬送の流れ】 

 
 

第２ 救急用品・医薬品の確保 

【行政】 

計画内容 担当 

●災害時に医療救護拠点で医師が使用する医療資機材の充実を図る。 

●災害時に救護所で使用する救急用品の充実を図る。 

●医薬品の調達について、坂戸鶴ヶ島市薬剤師会との協定内容の確認

と連携強化を図る。 

総務部 

こども健康部 

 

【市民】 

計画内容 

●各家庭、区・自治会、自主防災組織で救急用品の備蓄に努める。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●企業・事業所内の医療施設における医薬品の提供を検討する。 

 
 

第３ 医療救護訓練の実施 

【行政】 

計画内容 担当 

●市、坂戸鶴ヶ島医師会、坂戸鶴ヶ島歯科医師会、埼玉県柔道整復師

会川越支部、坂戸鶴ヶ島市薬剤師会、坂戸・鶴ヶ島消防組合、坂戸

市消防団が連携した、トリアージ、応急手当、重傷者の搬送等の医

療救護訓練を実施する。 

●坂戸鶴ヶ島医師会は、医師に対するトリアージの研修を行う。 

総務部 

こども健康部 

坂戸鶴ヶ島医師会 

坂戸鶴ヶ島歯科医師会 

埼玉県柔道整復師会川越支部 

坂戸鶴ヶ島市薬剤師会 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

坂戸市消防団 

 

・可能な手当 ・トリアージ 
・軽傷者治療 

家庭 
区・自治会本部 

医療救護拠点 
・救護所 

市内救急病院等 災害拠点病院等 

〔消防団、住民が搬送〕 〔重傷者：救急車等で搬送〕 
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【市民】 

計画内容 

●区・自治会、自主防災組織は、負傷者搬送訓練や応急救護訓練を実施する。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●負傷者搬送訓練や応急救護訓練を実施する。 

 

◇資料 

【資料２－２－３ 災害時における埼玉県内市町村間の相互応援に関する基本協定】

（p.21） 

【資料２－４－１ 災害時の医療救護に関する協定書】（p.35） 

【資料２－４－２ 災害時における傷病者の応急処置活動に関する協定書】（p.37） 

【資料２－４－３ 災害時の医療救護活動及び医薬品等の供給に関する協定書】（p.38） 

【資料３－１３ 市内の病院・診療所等の現況】（p.216） 

【資料３－１４ 感染症病床の設置状況】（p.221） 

◇様式 

【様式１２ 傷病者対応記録簿】（p.13） 

 

 

第４ 遺体の埋火葬 

【行政】 

計画内容 担当 

●「災害時における遺体の埋火葬計画」に基づき、マスク、ゴム手袋、

毛布、シーツ等、遺体取扱時に必要となる物資を事前調達する。 

●遺体の搬送、収容及び埋・火葬に関する協定締結団体との協定内容

の確認と連携強化に努める。「第１編第３章第６節 第６ 協定締結

団体等（総則-36）」を参照。 

●遺体収容所※の確保を図る。 

環境産業部 

※遺体収容所：被害現場付近等の適切な施設（災害協定に基づく民間施設、避難所を開設していない小・中学

校体育館、利用していない公共施設、寺院等） 

 

◇資料 

【資料２－２－３ 災害時における埼玉県内市町村間の相互応援に関する基本協定】

（p.21） 

【資料２－６－４ 災害時における総合的支援に関する協定書】（p.63） 
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第５ 防疫対策 

【行政】 

計画内容 担当 

●浄化槽管理台帳の整備、更新を図る。 

●避難場所や被災の可能性の高いと予想される浄化槽等の耐震化を検

討する。 

●廃棄物処理・生活衛生に関する協定締結団体等との協定内容の確認

と連携強化に努める。「第１編第３章第６節 第６ 協定締結団体等

（総則-36）」を参照。 

環境産業部 

各施設所管課 

●組立式トイレ、簡易トイレ、トイレ薬剤等の備蓄を進める。その

際、感染症対策上効果的な製品を導入するよう努める。 
総務部 

 

【市民】 

計画内容 

●区・自治会、自主防災組織は、住民に対して簡易トイレや衛生用品等の確保を促進

する。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●従業員に対応した簡易トイレや衛生用品等の確保を図る。 

 

◇資料 

【資料２－１０－２ 災害時における生活環境の支援及びし尿処理に関する協定書】

（p.135） 

【資料２－１０－６ 災害時における仮設トイレの供給協力に関する協定書】（p.148） 

【資料２－１０－８ 災害時における自走式仮設水洗トイレの提供に関する協定書】

（p.153） 
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第６ 動物愛護 

災害時には、負傷又は逸走状態の動物が多数生じると同時に、多くの動物が飼い主と避

難所に避難してくることが予想される。 

保護された動物の飼い主の特定や避難所における他の被災者とのトラブル等を回避する

ためには、平常時からの飼い主の取組が重要になることから、飼い主に対し動物の災害対

策の普及啓発を図るとともに、避難所等における事前対策を進める。 

 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●災害時に迷子になった動物の飼い主を第三者でも特定できるよう、

飼い主の所有者明示の措置について普及啓発を図る。 

●飼い主に対し、動物がケージやキャリーバッグに入ることを慣らし

ておく等の災害に備えたしつけを、日頃から行うよう普及啓発を図

る。 

●災害時の非常用持出品の準備について普及啓発を図る。 

●避難所における動物の飼育場所を決めておく。 

●県、獣医師会、動物関係団体との連携を図り、災害時の動物救援体

制を整えるとともに、避難所等における飼育ルールを検討し普及啓

発を図る。 

環境産業部 

獣医師会 

動物関係団体 

 

【市民（飼い主）】 

計画内容 

●鑑札の明示や基本的なしつけ、避難所の雰囲気におびえたり、興奮したりしないよ

う、人馴れや音慣れをしておく。 

●災害時の非常用持出品を用意しておく（キャリーバッグ、ペットシーツ、リード、糞

尿処理用具、ペットフード（４～５日分）、ペットフード容器、飲料水（４～５日

分）、飲料水用容器、薬（１週間分）等）。 

●動物の飼育手帳を作成し、飼い主の連絡先、ペットの写真、健康状態、病気・けがの

履歴、治療中の内容、服用薬等が分かるようにしておく。 

●伝染病の感染、拡大を防ぐために、ワクチンの接種を済ませておく。 
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第３節 被災住宅対策 

 

第１ 応急措置等の指導、相談 

【行政】 

計画内容 担当 

●被災建築物応急危険度判定、被災宅地危険度判定、応急措置及び応

急復旧に関し、指導・相談を行う。 

●被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定を円滑に行える

よう、県と連携して、実施体制等の整備を図る。 

●建物や宅地の安全確保対策について、市民への普及及び啓発を行う。 

●応急危険度判定士の所在の把握を進め、被災建築物応急危険度判定

及び被災宅地危険度判定を行うための体制整備を図る※。 

●被災建築物及び被災宅地の応急措置及び応急復旧に関する相談体制

の確立に努める。 

都市整備部 

●罹災証明書の効率的な発行等のため、被災者支援（台帳）システム

の導入等を検討する。 

●被害家屋認定調査について、埼玉土地家屋調査士会との家屋被害認

定調査に関する協定の内容の確認と連携強化に努める。 

総務部 

※被災建築物応急危険度判定士 99 人、被災宅地危険度判定士 49 人（令和２年度末時点） 

 

【市民】 

計画内容 

●日頃から建物、宅地の状況を把握し、安全確保に努める。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●専門職員の応急危険度判定士、被災宅地危険度判定士講習への参加を促進し、応急危

険度判定士の養成に努める。 

 

◇資料 

【資料２－１１－１ 災害時における家屋被害認定調査に関する協定書】（p.169） 
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第２ 応急仮設住宅の事前準備 

【行政】 

計画内容 担当 

●県及び市の建設型応急住宅適地の基準に従い、建設可能な用地を選

定する。 

●賃貸型応急住宅の事前準備として、民間賃貸住宅の借り上げについ

て、(公社)埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部との協定の内容

の確認と連携強化に努める。 

●次の点を明記した応急仮設住宅の設置計画等を策定するよう努める。 

① 建設型応急住宅の着工時期 

② 応急仮設住宅の入居基準 

③ 応急仮設住宅の管理 

④ 要配慮者に対する配慮 

都市整備部 

総合政策部 
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第４節 文教・保育対策 

小・中学校、幼稚園、保育園、児童センター、学童保育所（以下「学校等」という。）

における園児、児童及び生徒（以下「児童・生徒等」という。）の安全を図るため、平常

時から防災訓練等を実施するとともに、災害時の教育活動の実施を確保するため、事前計

画の作成の推進を図る。 

また、市内には、県指定及び市指定合わせて 45 件の指定文化財が存在し、このうち、

有形文化財は、29 件が指定されている。文化財は、地震等により損壊し、又は消失する

ことが予想されるので、所有者に対し日頃の保管方法について連携を図るとともに、損

傷・滅失した場合には、速やかに対応できる体制をつくる。 

 

 

第１ 学校等の防災対策 

【行政】 

計画内容 担当 

●小・中学校を指導及び支援し、各学校における危機管理マニュアル

や応急教育計画の作成、防災訓練の実施等、事前対策を進める。 

●教材用品の調達及び配給方法についてあらかじめ計画を立てる。 

教育委員会事務局 

 

【学校等】 

計画内容 担当 

●学校長は、毎年、危機管理マニュアルを更新し、次の措置を講じる

こととする。 

① 防災計画における学校の位置付けを確認し、学校の役割分担を

明確にするとともに、災害時の対応を検討して、その周知を図

る。 

② 児童、生徒等への防災教育や避難訓練の実施及び災害時におけ

る保護者との連絡方法等を検討し、その周知を図る。 

③ 教育委員会、警察、消防及び保護者への連絡網及び協力体制を

確立する。 

④ 勤務時間外における所属職員への連絡先や非常招集の方法を定

め、職員に周知する。 

●発災時に、児童・生徒及び教職員が適切な行動がとれるよう危機管

理マニュアルに従い防災訓練を実施し、同マニュアルの見直しを行

い、より実践的なマニュアルに改定する。 

小・中学校 
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第２ 幼稚園・保育園等の防災対策 

【行政】 

計画内容 担当 

●幼稚園、保育園、児童センター等は、坂戸市業務継続・職員行動計

画に基づき、園児や利用児童の災害時の安全確保体制を確立する。 

●園児や利用者の保護者に対して、災害時の安全確保について周知を

図るとともに、災害時の連絡体制を整える。 

各施設所管課 

施設管理者 

 

 

第３ 文化財の保護 

【行政】 

計画内容 担当 

●文化財所有者と災害時の文化財保護に対する取組を検討する。 教育委員会事務局 

 

【文化財所有者】 

計画内容 

●文化財の保護に向け、保管する施設の構造強化等に努める。 

●災害時の文化財の保護に対する取組を検討し、必要に応じて対策を講じる。 

 

◇資料 

【資料３－２０ 指定文化財の現況】（p.232） 

 


