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第３編 震災応急対策編 

第１章 活動体制 

第１節 基本方針 

地震の発生による災害が発生した場合、昼夜を問わず迅速に活動体制を整備し、対応す

る必要がある。そのため、応急対策は、次の項目を基本方針とする。 

行政は、市民、企業・事業所及び関係機関と協力し、市民や市内に滞在している人の生

命及び財産を守るための応急活動を行う。 

市民及び企業・事業所においても、自らの生命、財産及び地域における暮らしを守る活

動を展開する。 

 

 

第２節 応急活動体制 

 

第１ 基本方針 

原則として震度５強以上の地震が発生した場合は、非常体制を敷いて災害対策本部を設

置し、被災者の救助、救護及び生活の支援を迅速に行うために、市民、企業・事業所及び

関係機関と連携を図り、それぞれの機能を十分に発揮して、応急対策活動を行う。 

原則として震度５弱の地震が発生した場合は、非常体制の実施に備えて警戒体制をとり、

震度４の地震が発生した場合には、情報収集体制をとる。 

体制配備に当たっては、気象警報・注意報の発表状況を参考にしながら、時期を逸せず

実施する。動員指令は職員参集支援システム等により迅速に行い、発災時の初動対応職員

の早期確保を図る。 
 

【表 地震発生時の配備基準】 

配備体制 配備基準 災害対策本部の設置 

情報収集体制 原則として震度４の地震が発生した場合 

設置しない 
警戒体制 

原則として震度５弱の地震が発生した場合 

※市が震度５弱以下であったとしても、隣接市町で震度

５強を観測した場合には、庁内災害対策連絡会議にて

協議の上、非常体制へ移行する場合あり。 

非常体制 原則として震度５強以上の地震が発生した場合 設置する 

※「南海トラフ地震臨時情報」が発表されたときは、上表に関わらず、その内容により必要に応じ

た配備区分を決定する。 

※現地災害対策本部は、震度５強以上の地震が発生した場合や、災害対策本部の指示により設置す

る。 



第３編 震災応急対策編  第１章 活動体制 

震災-2 

第２ 情報収集体制 

【行政】 

計画内容 担当 

●市内の被害情報の収集を行う。被害があった場合は県へ報告する。 

●消防・警察機関等の情報を把握する。 

●被害状況の確認のためにドローンを活用する。 

総務部 

●橋りょう・排水機場の所管課職員は、橋りょう・施設の点検を行

う。結果は荒川上流河川事務所及び飯能県土整備事務所へ報告す

る。 

都市整備部 

 

 

第３ 警戒体制 

【行政】 

計画内容 担当 

●消防・警察機関、交通機関等の外部機関からの情報や市民からの情

報に応対し、被害状況を把握する。 

●被害状況を県へ報告する。 

総務部 

各部 

●各地域防災拠点に参集し、区域内の被害状況を確認する。 

●自主防災組織、区・自治会長と連絡を取り、状況を確認する。 
現地災害対策本部 

●市内の道路・橋りょう等の被害状況を把握する。 

●被害状況を荒川上流河川事務所及び飯能県土整備事務所へ報告する。 

●道路障害物の除去や道路復旧に当たる。 

都市整備部 

●近隣市町で震度５強を観測した場合、庁内災害対策連絡会議を開催

し、非常体制への移行を協議する。 

総務部 

庁内災害対策連絡会議 

 

【市民】 

計画内容 

●区・自治会、自主防災組織は、被害状況及び避難行動被支援希望者登録者の安否確認

を行い、地域防災拠点に報告する。 
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第４ 非常体制 

【行政】 

計画内容 担当 

●市役所庁舎に災害対策本部を設置するとともに、地域防災拠点に現

地災害対策本部を設置し、被災地区の市民に対しては区・自治会本

部の設置を要請し、市民及び行政が連携した応急対策活動を行う。 

●消防機関、西入間警察署、日本郵便株式会社、交通施設及びライフ

ライン管理者と密接な連絡及び連携体制をとり、迅速かつ的確な応

急対策活動を行う。 

●震度６弱以上の地震を観測した場合は、速やかに以下の事項を県へ

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。） 

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（市役所庁舎等）は整っているか 

県は更に国へ報告し、この情報を基に、市に対して応援職員の派遣

などの必要な支援を行う。 
 

１ 就業時間中の初動期の体制と行動 

●職員は、災害対策本部の指示及び坂戸市業務継続・職員行動計画

に基づき活動する。 

●市役所庁舎及び各施設の管理者は、迅速に利用者の安全を確保す

るとともに、施設及び周辺地域の被害状況を把握し、情報班に報

告する。 

●学校や高齢者施設等、多数の人々が利用する施設の管理者は、児

童・生徒や施設利用者の安全確保に努める。 

●地域防災拠点として指定されている施設は、指定職員と施設職員

が現地災害対策本部を設置する。 

●現地対応班は、区・自治会、自主防災組織と協力して救助活動を

行うとともに、初期消火活動を支援する。 

●土木班は、道路やライフラインの被害状況を調査し、統括班に報

告する。 

●現地対応班（ドローン班）はドローンにより被害状況を調査し、

統括班に報告する。 
 

２ 就業時間外（夜間・休日）の初動期の体制と行動 

●職員は、坂戸市業務継続・職員行動計画に基づき参集し、活動す

る。 

全職員 
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【市民】 

計画内容 

●区・自治会、自主防災組織を主体とした区・自治会本部を設置し、現地災害対策本部

（地域防災拠点）と連携した応急対策活動を行う。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●各企業・事業所における防災体制を整えるとともに、区・自治会本部や現地災害対策

本部と連携した応急対策活動を行う。 

  

◇様式 

【様式２３ 報告様式（市町村行政機能チェックリスト）】（p.27） 
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【表 就業時間内外別震災時の体制】 

配備体制 就業時間内 夜間・休日（就業時間外） 

情報収集体制 

原則として 

震度４ 

総務部及び橋りょう・排水機場の所管

課が連携 

総務部及び橋りょう・排水機場の所管課が

市役所庁舎に参集し連携 

警戒体制 

原則として 

震度５弱 

・総務部、各部筆頭課、都市整備部、

現地災害対策本部担当が連携 

・近隣市町が震度５強を観測している

場合は、庁内災害対策連絡会議を開

催し災害対策本部及び現地災害対策

本部の設置を検討・決定 

  

・総務部、各部筆頭課、都市整備部は市役

所庁舎に参集、現地災害対策本部担当は

地域防災拠点に参集 

・近隣市町が震度５強を観測している場合

は、庁内災害対策連絡会議を開催し災害

対策本部及び現地災害対策本部の設置を

検討・決定 

非常体制 

原則として 

震度５強以上 

・災害対策本部、現地災害対策本部及

び避難所運営本部を設置 

  

・全職員は指定の参集場所に参集 

・災害対策本部、現地災害対策本部及び避

難所運営本部を設置 

  

 

  

災害対策本部 全職員参集 

現地災害対策本部 

（地域防災拠点） 

避難所運営本部 

区・自治会本部 

各施設 
状況確認 

情報 
交換 

指定職員 
応援職員 

情報 
交換 

現地対応班 
支援班 

参集 

指定職員 
参集 

市役所庁舎 
庁内災害対策 
連絡会議 

各施設 
安全確保 

地域防災拠点 

区・自治会、自主防災組織 

情報交換 

情報 
交換 

現地災害対策 
本部担当職員 

庁内災害対策 
連絡会議委員、 
防災安全課・ 

各部筆頭課職員 

現地災害対策
本部担当職員 

市役所庁舎 
庁内災害対策 
連絡会議 

地域防災拠点 

区・自治会、自主防災組織 

参集 

参集 

情報交換 

情報 
交換 

災害対策本部 各施設安全確認 

現地災害対策本部 

（地域防災拠点） 

避難所運営本部 

区・自治会本部 

閉鎖 災害時 
利用 

情報 
交換 

指定職員 
応援職員 

情報 
交換 

現地対応班 
支援班 

参集 
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（震災-6は記載なし） 
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【表 応急対策及び復旧復興対策活動体制】 

班 名 担当部署 
任 務 

発災から 24 時間（発災期） ２～３日以降（被災生活期） １週間以降（復旧・復興期） 

災害対策本部会議 

本 部 長：市長 

副本部長：副市長、教育長 

本 部 員：各部長等 

●被害状況に応じた対策の検討・決定 

●関係機関との連携の検討・決定 

●震災復興対策本部の設置 

●復興方針・復興計画の策定 

●復興事業の実施 

統括班 総合政策部、総務部、消防組合リエゾン ●災害対策本部の事務局・現地災害対策本部・各班との連携  ●県等関係機関との連携  ●移動系無線等による情報収集 

企画財政班 総合政策部 ●統括班、支援班への協力 ●応急対策予算措置 
●復旧・復興対策の調整、予算措置 

●経済的援護 

職員班 総務部 ●職員の安否・動員・配置状況の確認  ●食事の手配  ●退職職員等の要員確保 

情報班 市民部 ●被害情報・安否情報・交通状況等把握伝達 

広報班 総合政策部 ●市民への情報提供  ●報道機関への対応等 

ボランティア支援班 坂戸市社会福祉協議会 ●施設の被害状況把握  ●災害ボランティアセンター設置 ●災害ボランティアセンター運営、コーディネーション 

土木班 都市整備部 
●道路・橋りょうの被害の把握 

●障害物の除去 

●被害状況の調査  ●緊急輸送道路(県)、緊急防災道路(市)道路障害物の除去、復旧 

●交通規制の実施 

被害調査班 都市整備部 

●公共施設の被害状況の把握 

●建物被害状況の調査 

●応急危険度判定本部の設置 

●農業被害状況の調査 

●応急危険度判定の実施、県との連絡調整 

●建物被害状況の調査 

●農業被害状況の調査 

●応急修理への支援の検討、応急仮設住宅設置場所の検討 

輸送班 総合政策部 ●車両の確保・配車  ●避難・傷病者の搬送  ●物資の輸送 ●避難・傷病者の搬送  ●物資の輸送 

保健衛生班 こども健康部 
●医療救護拠点・救護所への保健師の派遣 

●医師会に医療救護拠点への医師派遣要請（医師：トリアージ実施） 

●救護活動 

●保健衛生活動 

福祉班 福祉部 

●要配慮者及び各所管施設の状況把握 

●乳幼児・児童等の保護者への引渡しまでの安全確保 

●地区の要配慮者救護の支援 

●福祉避難所の開設 

●要配慮者の生活相談支援 

●災害対策従事者の子どもの保育継続 

●福祉避難所の開設 

●各施設再開の準備 

●災害対策従事者の子どもの保育継続 

●義援金の受入配分 

文教班 教育委員会事務局 

●各文教施設の状況把握 

●利用者・児童生徒の安全確保（引渡し） 

●現地災害対策本部、避難所の開設支援 

●被災者の受入 

●地域防災拠点、避難所の運営支援 ●各施設再開の準備 

避難所班 教育委員会事務局 
●避難所の状況把握 

●避難者の情報収集 

●避難所の状況把握 

●避難者の情報収集 

●避難所の状況把握 

●避難者の情報収集 

●各施設再開の準備 

物資班 こども健康部 ●必要物資の把握・調達・管理 
●中小企業への融資 

●農林業関係従事者への融資 

環境衛生班 環境産業部、農業委員会事務局 
●遺体の取扱い 

●生活ごみ・し尿処理・災害廃棄物対策 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 ●断水した被災地への給水 

坂戸、鶴ヶ島下水道組合 ●所管施設復旧 

坂戸地区衛生組合 ●し尿処理 

現地対応班 指定職員（各課職員を指名） ●現地災害対策本部・区・自治会本部へ出動し救助活動  ●避難誘導、消火活動支援  ●ドローンによる被害状況確認 ●状況により所属班に戻り活動 

支援班 
総務部、市民部、会計課、 

議会事務局、監査委員事務局 

  

●統括班の指示で、各班の支援 

●議員への対応  

市民生活班（市民部） 

●各種生活相談・罹災届出証明願の受付・貸付金等の受付 

家屋調査班（総務部） 

●家屋被害認定調査の実施  ●被災者台帳の作成  ●罹災証明書の発行  ●二次調査 

現地災害対策本部担当 施設職員、指定職員 ●現地災害対策本部・救護所・輸送拠点設置  ●災害対策本部、区・自治会、自主防災組織との連携 

避難所担当 施設職員、指定職員 ●避難所の開設準備・開設 ●避難所の運営 
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■地域防災拠点・避難所 

地域防災拠点 指定避難所 

三芳野公民館 三芳野小学校 

上谷小学校 上谷小学校 

勝呂公民館 
勝呂小学校 

住吉中学校 

中央公民館 坂戸中学校 

坂戸市文化会館 坂戸小学校 

県立坂戸ろう学園 
県立坂戸ろう学園 

片柳小学校 

北坂戸公民館 
桜小学校 

桜中学校 

浅羽野公民館 
浅羽野小学校 

浅羽野中学校 

千代田公民館 

南小学校 

千代田小学校 

千代田中学校 

入西地域交流センター 入西小学校 

健康増進施設 健康増進施設 

若宮中学校 若宮中学校 

大家公民館 大家小学校 

城山公民館 城山公民館 

城山学園 城山学園 

福祉避難所 

県立坂戸高等学校 特別養護老人ﾎｰﾑ さかどﾛｲﾔﾙの園 

障害者支援施設 さかど療護園 特別養護老人ﾎｰﾑ 好日の家 

特別養護老人ﾎｰﾑ 坂戸ｻｰｸﾙﾎｰﾑ 介護老人保健施設 すみよし 

特別養護老人ﾎｰﾑ 小沼ｻｰｸﾙﾎｰﾑ 介護老人保健施設 はつらつ 

特別養護老人ﾎｰﾑ ｼｬﾛｰﾑ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ坂戸 介護老人保健施設 やまぶきの郷 
 

【図 発災期の活動体制】 

■災害廃棄物仮置場 

運動公園、 

石井水処理センター等 

■遺体収容場所 

セレモア坂戸駅前会館、坂戸

駅前メモリードホール、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 

■輸送拠点 

市民総合運動公園 

■各施設 

（利用者の安全確保後一時閉鎖） 

■各施設 

（利用者の安全確保後一時閉鎖） 

■応急仮設住宅用地 

芦山公園、千代田公園 

派遣要請 

■救護所：地域防災拠点 

坂戸鶴ヶ島医師会医療救護班 

坂戸鶴ヶ島歯科医師会 歯科医療救護班 

■広域支援組織等利用施設 
・自衛隊：坂戸市民総合運動公園軟式球場 
・警察：坂戸市民総合運動公園第二多目的運動場 
・消防：坂戸市民総合運動公園第一多目的運動場 
・応援自治体職員：ＵＲ・民間賃貸住宅 
・ボランティアセンター：福祉センター 

■医療救護拠点 
市民健康センター、三芳野公民館、入西地域交流センター 

必要に応じて派遣 

派遣 

■帰宅困難者一時滞在施設 

セレモア坂戸駅前会館、坂戸駅前メモリードホール、 

坂戸市文化施設オルモ 

情報連絡・連携活動 

情報連絡・連携活動 

情報連絡・連携活動 

災害対策本部 

【市役所庁舎】 

本 部 長：市長 

副本部長：副市長、教育長 

本 部 員：各部長等 

統括班：総合政策部、総務部、 

消防組合リエゾン 

避難所班：教育委員会事務局 

情報連絡 
連携活動 

現地災害対策本部 

【地域防災拠点】 

現地災害対策本部担

当職員 

避難所運営本部 

【指定避難所】 

学校教職員、避難所

担当職員 

区・自治会本部 

【集会所、寺社、公園等】 

区・自治会、自主防災組織 

坂戸市防災会議 

市の機関、指定地方行政機関、県の機関、 
警察機関、消防機関、指定公共機関及び指定
地方公共機関 

職員班：総務部 

広報班：総合政策部 

ボランティア支援班：社会福祉協議会 

情報班：市民部 

輸送班：総合政策部 

被害調査班：都市整備部 

土木班：都市整備部 

市民生活班：市民部 

文教班：教育委員会事務局 

現地対応班：指定職員 

福祉班：福祉部 

物資班：こども健康部 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

環境衛生班：環境産業部、農業委員会事務局 

支援班：総務部、市民部、 

会計課、議会事務局、 

監査委員事務局 

坂戸地区衛生組合 

坂戸、鶴ヶ島下水道組合 
 

保健衛生班：こども健康部 

家屋調査班：総務部 

（発災 24 時間以降） 

企画財政班：総合政策部 
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第３節 救急救助体制 

 

第１ 基本方針 

発災当初は人命救助活動を最優先とし、市民、企業・事業所及び行政が一体となって市

民の生命と安全を確保する活動を行うとともに、適切な応急救護が受けられるよう医療救

護体制を確立する。 

 

項目 発災から 24 時間 ２～３日以降 １週間以降 

救出救助体制 ● ●  

医療救護 ● ●  

後方医療機関への搬送 ● ● ● 

 

 

第２ 救出救助体制 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●現地対応班、消防機関、西入間警察署は、現地災害対策本部や区・

自治会本部の情報を把握し、区・自治会、自主防災組織、要救助者

の近隣住民等と協力して救出救助活動を行う。 

●坂戸市消防団は、消防団車両による医療救護拠点等への傷病者の搬

送を行う。 

現地対応班 

市民部 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

坂戸市消防団 

西入間警察署 

●ＮＰＯ法人犬の総合教育社会化推進機構との協定に基づき災害救助

犬の派遣を要請する。 
統括班 

 

【市民】 

計画内容 

●近隣住民、区・自治会、自主防災組織が協力し合い、救出救助を行う。重傷者は、坂

戸市消防団等と連携し、医療救護拠点又は救護所（地域防災拠点）等に搬送する。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●所有している資機材や人員を提供し、区・自治会、自主防災組織等における救出救助

活動や重傷者の搬送を支援する。 

 

◇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２－２－３ 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）  
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第３ 医療救護 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●坂戸鶴ヶ島医師会医療救護班は、医療救護拠点及び救護所におい

て、トリアージを行う。 

●保健衛生班は、トリアージの結果を基に坂戸鶴ヶ島医師会医療救護

班と協力して医療救護活動を行う。 

●保健衛生班は、坂戸鶴ヶ島医師会医療救護班の指示に基づき、坂戸

鶴ヶ島市薬剤師会から医薬品の調達を行い、適切な医薬品の供給を

図る。 

坂戸・鶴ヶ島医師会医療救護班 

保健衛生班 

●坂戸鶴ヶ島医師会医療救護班による医療救護及び助産ができない場

合には、あらかじめ定められた病院、診療所等の診療科目及びその

処理能力に応じ、適宜、当該病院、診療所等で医療及び助産の実施

を要請する。 

●市の能力をもってしては十分でないと認められるとき、又は救助法

適用後、医療・助産救護の必要があると認められるときは、県（保

健医療部長）及びその他関係機関に協力を要請する。 

●県は県災害時健康危機管理支援チーム「埼玉ＤＨＥＡＴ」を保健所

に派遣する。市は保健所及び埼玉ＤＨＥＡＴと連絡調整をし、協力

のもと被害の最小化を図る。 

保健衛生班 

●県災害派遣医療チーム「埼玉ＤＭＡＴ」及び災害医療コーディネー

ターと連携を図り、医療救護活動を行う。 

●県災害派遣精神医療チーム「埼玉ＤＰＡＴ」及び災害医療コーディ

ネーターと連携を図り、精神医療及び精神保健活動を行う。 

●医療機関と協力して、助産や定期的な治療が必要な者に対し必要な

医療を確保する。また、健康管理に関する指導を行う。 

●日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ）が派遣された場合は協力の

もと医療救護活動を行う。 

坂戸・鶴ヶ島医師会医療救護班 

●高齢者・障害者等への治療は、平常時の治療との連携が図れるよう

に努める。 

保健衛生班 

福祉班 

●被災者向けの相談窓口の開設や巡回サービス等の対策活動を通じ、

環境の急変等から病状が悪化し、緊急に入院が必要な精神障害者が

認められた場合は、県内の精神科医療機関の協力を得ながら、適切

な診療体制を確保する。 

保健衛生班 
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【医療機関】 

計画内容 

●災害対策本部と連絡を取り、災害時における傷病者の受入体制を整備する。 

●ライフライン関連施設等の被害により、院内での診療行為の継続が不可能な医療機関

は、医療スタッフの派遣や医療用資器材、医薬品等の供給等、市の医療救護活動支援

を行う。 

 

【市民】 

計画内容 

●軽傷者には、家族や近隣住民が協力し応急手当を行うよう努める。 

●助産や定期的な治療が必要な者は、保健衛生班や現地災害対策本部に申し出る。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●企業・事業所内の医療施設、医薬品及び人員の提供を行い、近隣の区・自治会、自主

防災組織等が実施している医療救護活動に協力する。 

 

 

第４ 後方医療機関への搬送 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●坂戸鶴ヶ島医師会医療救護班は、トリアージの実施結果を踏まえて

後方医療機関に搬送する必要があるか否か判断する。 

●坂戸鶴ヶ島医師会医療救護班は、必要に応じて、市、坂戸・鶴ヶ島

消防組合及び関係機関に、搬送用車両の手配・配車を要請する。ま

た、重傷者等の場合は、必要に応じてドクターヘリや県防災ヘリコ

プターの手配を要請する。 

坂戸鶴ヶ島医師会医療救護班 

●傷病者の後方医療機関への搬送について、傷病者搬送の要請を受け

た市、消防本部及びその他関係機関は、あらかじめ定められた搬送

順位に基づき、転送先医療機関の受入体制を十分確認の上、搬送す

る。 

輸送班 

現地対応班 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

 

【医療機関】 

計画内容 

●傷病者を最初に受け入れた医療機関は、必要に応じて市、坂戸・鶴ヶ島消防組合及び

関係機関に、後方医療機関搬送用車両の手配・配車を要請する。 

●重傷者の場合は、必要に応じてドクターヘリや県防災ヘリコプターの手配を要請す

る。 

 

  



第３編 震災応急対策編  第１章 活動体制 

震災-12 

【市民】 

計画内容 

●区・自治会、自主防災組織は、搬送に必要な資機材、自動車、人員等の提供を行う。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●搬送に必要な資機材、自動車、人員等の提供を行う。 

 

◇資料 

【資料２－１－２ 埼玉県防災ヘリコプター応援協定】（p.10） 
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第４節 応援要請・要員確保 

 

第１ 基本方針 

被害が広範囲に及び、市だけでは対応が困難な場合は、協定を締結している他市町村や

各団体に応援の要請を行う。 

また、災害応急対策を遂行する上で不足する労働力については、必要な要員を確保する

とともにボランティアの協力を得る。 

 

項目 発災から 24 時間 ２～３日以降 １週間以降 

応援要請 ● ● ● 

要員確保  ● ● 

 

 

第２ 応援要請 

【行政】 

計画内容 担当 

１ 他市町村への応援要請 

●市長は、概ね次のような事態で適切な応急措置を実施する必要が

あると認めたときは、他市町村に対して応援を求める。 

① 被害の拡大防止や被災者の救援のための措置を十分に行うこ

とができないと判断されるとき。 

② 他自治体等の応援を得た方が迅速かつ的確に応急対策活動が

行うことができると判断されるとき。 

③ 夜間等で被害状況の把握が十分にできない状況下で、職員と

の連絡が困難であるか、被害報告が相次いでもたらされるよ

うな切迫した事態のとき。 

●県内で大規模な災害が発生し、近隣の市町も同時に被災して応援

等が期待できない場合は、相互応援協定を締結している県外の市

町村に応援を要請する。 

２ 知事又は指定地方行政機関への応援要請 

●市長は、知事又は指定地方行政機関等に応援又は応援のあっせん

を求める場合は、県（統括部）に、次に掲げる事項を明記した文

書をもって要請する。 

●ただし、緊急を要し、文書をもってすることができないときは、

口頭又は電話等により要請し、事後速やかに文書を送付する。 

① 災害の状況 

② 応援（応急措置の実施）を要請する理由 

③ 応援を希望する物資、資材、機械、器具等の品名及び数量 

④ 応援（応急措置の実施）を必要とする場所 

統括班 
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⑤ 応援を必要とする活動内容（必要とする応急措置内容） 

⑥ その他必要な事項 

●県は市から応援要請を受けたとき、県内で対応が可能な場合は、

県職員や県内市町村職員による「彩の国災害派遣チーム」の派遣

を、県内だけでは対応が不可能な場合は、総務省の「応急対策職

員派遣制度」に基づいた県外自治体による応援職員を市へ派遣す

る。 

３ 防災機関等の応援協力 

●市に関わる地域を管轄している防災関係機関と防災に関する所掌

事務又は業務については、災害対策の総合性を発揮するため、相

互に連絡調整を行い、円滑な組織の運営が実施できるようにす

る。 

 

◇様式 

【様式１ 県への応援要請文書】（p.1） 

 

 

第３ 要員確保 

【行政】 

計画内容 担当 

●災害時において災害応急対策を実施する際に不足する労働力につい

ては、退職職員の活用や公共職業安定所を通じて労働者を確保し、

労務供給に万全を期す。 

１ 市による要員確保 

●応急救助の実施に必要な労務の供給は、次の救助を行う者に対

し、必要最小限度の労働者の雇い上げによって行う。 

① 罹災者の避難 

② 医療及び助産における移送 

③ 罹災者の救出 

④ 飲料水の供給 

⑤ 救助用物資の整理分配及び輸送 

⑥ 遺体の捜索 

⑦ 遺体の処理 

⑧ 緊急輸送路の確保 

職員班 

２ 救助法が適用された場合の費用等 

●応急救助のための雇上費として要する費用は、基準の範囲内にお

いて県に請求する。 

統括班 
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◇資料 

【資料２－１－１ 消防組織法第 39条に基づく消防相互応援協定書】（p.8） 

【資料２－１－２ 埼玉県防災ヘリコプター応援協定】（p.10） 

【資料２－２－１ 大規模災害時における相互応援に関する協定書】（p.17） 

【資料２－２－２ 災害時における相互応援に関する協定書】（p.19） 

【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２－２－４ 新潟県南魚沼市と埼玉県坂戸市の災害時における相互応援に関する

協定】（p.29） 

【資料２－２－５ 長野県中野市と埼玉県坂戸市の災害時における相互応援に関する

協定】（p.31） 

【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２－８－１ 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２－１５ 埼玉県下消防相互応援協定書】（p.190） 

【資料２－１６ 関越自動車道・首都圏中央連絡自動車道における消防相互応援協定書】

（p.192） 

【資料５－１ 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】

（p.260） 

◇様式 

【様式２ 大規模災害時における相互応援に関する協定第５条の規定に基づく応援要請

文書】（p.2） 
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第５節 応援の受入れ 

 

第１ 基本方針 

大規模な地震災害が発生した場合には、行政や防災関係機関のみで対応していくことに

は限界がある。そのため、専門的な知識及び技術が求められる救援活動に対し、県及び国

から応援及びあっせんを円滑に受け入れる。 

また、ボランティアの善意が効果的に生かされるよう、行政、ボランティア関係機関、

ボランティアグループ等の連携により、ボランティア等を円滑に受け入れる。 

さらに、国内の地方公共団体からの所掌事務に関連する組織的応援を、他機関との連携

により円滑に受け入れる。 

 

項目 発災から 24 時間 ２～３日以降 １週間以降 

国・県からの応援受入れ ● ● ● 

他の地方公共団体からの応援受入れ  ● ● 

ボランティアの応援受入れ  ● ● 
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第２ 国・県からの応援受入れ 

国は、大規模な災害に際しては、緊急に対応できる輸送手段、専門性を有する医療等の

活動資源を有し、また、その他必要な災害活動のあっせんを行う権限を有している。市及

び県は、国の応援受入れに際しては、相互の連絡を密にし、災害時に協力体制が十分発揮

できるよう体制の整備を図る。 

 

【行政】 

計画内容 担当 

１ 国が行う活動 

① 自衛隊の災害派遣 

② 警察の広域緊急援助隊の派遣 

③ 消防の緊急消防援助隊の派遣 

④ 国土交通省の緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）の派遣 

⑤ 総務省・災害時テレコム支援チーム（ＭＩＣ－ＴＥＡＭ）の派遣 

⑥ 広域医療応援 

⑦ その他災害応急対策 

２ 県が行う対策 

① 自衛隊への災害派遣要請 

② 警察への広域緊急援助隊の派遣要請 

③ 消防庁への緊急消防援助隊の派遣要請 

④ 国土交通省への緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）の派

遣要請 

⑤ 総務省への総務省・災害時テレコム支援チーム（ＭＩＣ－ＴＥＡ

Ｍ）の派遣要請 

⑥ 応援に関する総合調整（広域医療応援の調整、受入市町村の決定

等） 

⑦ 応援ヘリコプターの運用 

３ 市が行う対策 

（１）受入体制の整備 

① 情報伝達ルートの多重化 

② 情報交換のための収集・連絡体制の明確化 

③ 応援部隊が被災地で活動するための活動拠点を選定 

④ 受援計画等の策定 

（２）応援受入れの対応 

① 受入窓口の設置 

② 応援の範囲又は区域の設定 

③ 担当業務の調整 

④ 活動拠点や執務スペース等の確保 

統括班 
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第３ 他の地方公共団体からの応援受入れ 

【行政】 

計画内容 担当 

１ 受入体制の確立 

●他の地方公共団体における専門的技術及び知識を有する職員を受

け入れるために、市及び県が連携し、体制を確立する。 

応援活動の種類と機関 

・災害救助に関連する業務（例：消防、警察、自衛隊の輸送手

段、交通路の提供、確保等） 

・保健医療の広域応援に関連する業務（例：医療班の提供等） 

・被災生活の支援等に関連する業務（例：物資の応援、応急危険

度判定、心のケア等） 

・災害復旧・復興に関連する業務（例：被災者の一時受入れ、職

員の派遣〈事務の補助〉） 

２ 県が行う対策 

① 受入体制の整備 

② 応援受入れへの対応 

３ 市が行う対策 

（１）受入体制の整備 

●関係機関との相互協力により、原則的には市単位で受入窓口を設

置し、他の地方公共団体の職員を円滑に受け入れる。 

（２）受入れへの対応 

① 受入窓口の設置 

② 応援の範囲、区域及び制約条件の調整 

③ 担当業務の調整 

④ 交通手段及び交通路の確保 

⑤ 執務スペース等の確保 

●応援受入れが長期にわたる場合、市は、応援要員の宿泊のため、

市有施設の提供、周辺市町との調整、民間施設の借り上げ等の措

置を講じる。また、食料の調達、移動手段の確保、健康管理等に

も配慮するものとする。 

統括班 

 

◇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） 
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第４ ボランティアの応援受入れ 

【社会福祉協議会】 

計画内容 担当 

●市外からボランティア等（一般及び専門活動）を円滑に受け入れる

ため、県と協力し、ボランティア活動に関する情報提供を行うとと

もに、福祉センターを活動拠点とし、ボランティアセンターを設置

する。 

●ボランティアの受入れ、ニーズに対してのコーディネートを行う。 

●ボランティアが不足する場合は、県及び県災害ボランティアセンタ

ーにボランティアの派遣を要請する。 

ボランティア支援班 

 

◇様式 

【様式１７ ボランティア受付簿】（p.18） 
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第６節 自衛隊の派遣 

 

第１ 基本方針 

地震の規模が大きく、被害の拡大が予想される場合には、直ちに自衛隊の災害派遣要請

を行う。 

 

項目 発災から 24 時間 ２～３日以降 １週間以降 

自衛隊の派遣要請 ● ● ● 

災害派遣活動の範囲 ● ● ● 

経費の負担区分 ● ● ● 

 

 

第２ 自衛隊の派遣要請 

【行政】 

計画内容 担当 

●自衛隊に派遣要請を行う場合は、県知事を通じて文書をもって行

う。ただし、緊急を要し文書をもって要請することができないとき

は、電信、電話等により県に依頼し、事後速やかに文書を送付す

る。 

●緊急避難や人命救助等により、知事に要請する時間がない場合は、

陸上自衛隊第 32 普通科連隊に無線や電話により事態を通報し、後日

所定の手続を速やかに行う。 

●派遣された部隊に対して、次の施設を準備する。 

① 本部事務室及び宿舎 

② 材料置場（野外の適当な広さ） 

③ 駐車場（車１台の基準３ｍ×８ｍ） 

④ ヘリコプター発着場（２方向に障害物がない広場） 

●派遣された部隊との円滑、迅速な措置が取れるよう、連絡交渉窓口

を設置する。 

●自衛隊の活動が他の機関の活動と競合重複しないよう効率的な作業

分担を定める。 

●市長及び知事は、自衛隊に対し作業を要請又は依頼するに当たって

は、なるべく先行性のある計画を次の基準により樹立するととも

に、作業実施に必要とする十分な資料の準備を整え、かつ、諸作業

に関係のある管理者の了解を取り付けるよう配慮する。 

① 作業箇所及び作業内容 

② 作業の優先順位 

③ 作業に要する資材の種類別保管 

④ 部隊との連絡責任者、連絡方法及び連絡場所 

統括班 
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【表 部隊名及び連絡責任者（自衛隊）】 

部隊名（駐屯地等） 
連絡責任者 

時間内 時間外 

陸上自衛隊第32普通科連隊（大宮） 第３科 第３科 

陸上自衛隊第１師団司令部（練馬） 
第３部長 

又は防衛班長 

第１師団司令部当直長 

又は駐屯地当直司令 

航空自衛隊中部航空方面隊司令部（入間） 運用第２班長 中空司令部当直幕僚 

海上自衛隊横須賀地方総監部（横須賀） 
防衛部長 

防災主任 
オペレーション室当直幕僚 

 

 

第３ 災害派遣活動の範囲 

【行政】 

計画内容 担当 

●自衛隊の災害派遣の要請は、人命の救助を優先して行うもので、差

し迫った必要性があること、公共の秩序維持のため、人命又は財産

を社会的に保護する必要性があること、かつ、自衛隊の部隊派遣以

外に適切な手段が他にないことが要件である。要請の範囲は概ね次

のとおりとする。 

① 被害状況の把握 

② 避難者の誘導、輸送 

③ 避難者の捜索、救助 

④ 水防活動 

⑤ 消防活動 

⑥ 道路又は水路等交通上の障害物の除去 

⑦ 診察、防疫、病虫害防除等の支援 

⑧ 通信支援 

⑨ 人員及び物資の緊急輸送 

⑩ 炊事及び給水支援 

⑪ 救援物資の無償貸付又は贈与 

⑫ 交通規制の支援 

⑬ 危険物の保安及び除去 

⑭ 予防派遣 

⑮ その他 

統括班 
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第４ 経費の負担区分 

【行政】 

計画内容 担当 

●自衛隊の救助活動に要した経費は、市が負担し、その内容は、概ね

次のとおりとする。 

① 派遣部隊が救助活動を実施するために必要な資機材（自衛隊装

備に係るものを除く。）等の購入費、借上料及び修繕費 

② 派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用料及び借上料 

③ 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、電話料金等 

④ 派遣部隊の救助活動実施の際生じた（自衛隊装備に係るものを

除く。）損害の補償 

●その他救援活動の実施に要する経費で負担区分に疑義ある場合は、

協議する。 

統括班 

 

◇様式 

【様式３ 自衛隊災害派遣要請依頼文書】（p.3） 

【様式４ 自衛隊災害派遣撤収要請依頼文書】（p.4） 
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第７節 救助法の適用 

 

第１ 基本方針 

救助法の適用基準を超える被害が発生した場合は、同法の規定に基づき、被災者の保護

と社会の秩序の保全を図るため、災害救助を実施する。 

 

項目 発災から 24 時間 ２～３日以降 １週間以降 

救助法の適用 ● ● ● 

応急救助の実施 ● ● ● 

 

 

第２ 救助法の適用 

【行政】 

計画内容 担当 

●次の適用基準に従い被害状況を把握し、適用基準に該当するか否か

を判断し、該当する場合又は該当する見込みがある場合は、県に対

して救助法の適用を要請する。（救助法施行令第１条第１項） 

基準１号 市の区域内人口に応じ、次ページの表に定める数以上の

世帯の住家が滅失したとき。 

基準２号 被害が相当広範囲な地域にわたり、県内の被害世帯数が

2,500 世帯以上であって、市の被害世帯数が基準１号の

１／２に達したとき。 

基準３号 県内の滅失世帯数が 12,000世帯以上であって、市の区域

内で多数の世帯が滅失したとき。 

又は、災害が隔絶した地域に発生したものである等、

災害にかかった者の救助を著しく困難とする特別の事情

がある場合であって、多数の世帯の住家が滅失したと

き。 

基準４号 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそ

れが生じた場合で、内閣政令で定める基準に該当すると

き。 

●救助法による救助は、知事が行う。ただし、知事から救助の実施に

ついてその一部を委任された場合は、市長が行う。また、委任によ

り市長が行う事務を除くほか、市長は、知事が行う救助を補助す

る。 

統括班 

福祉班 
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【表 救助法の適用基準】 

基準１号 

市町村人口 住家が滅失した世帯の数※ 

5,000 人未満 30 

5,000 人以上  15,000 人未満 40 

15,000 人以上  30,000 人未満 50 

30,000 人以上  50,000 人未満 60 

50,000 人以上  100,000 人未満 80 

100,000 人以上  300,000 人未満 100 

300,000 人以上 150 

基準４号 

（災害救助法施行令第１条第１項第３号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内

閣府令） 

①災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して

継続的に救助を必要とすること。 

②被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要

とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とすること。 

※全壊、全焼、流出等により住家の滅失した世帯の数を示し、住家が半壊・半焼により著しく損傷した世帯

は２世帯、床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない世帯は３世帯をもって、住家

の滅失した１世帯として換算する。 
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第３ 応急救助の実施方法 

【行政】 

計画内容 担当 

●救助法の適用とともに応急救助を開始するが、具体的な実施方法

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 12 年厚生省告示第 144 号）」及び県が定めた「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）」のほか、本計画の各章に定めるところ

による。 

統括班 

 

【表 本計画と救助法における救助の種類】 

本計画の該当部分 救助の種類 

本編第１章第３節 救急救助体制 
被災者の救出 

医療・助産 

本編第３章第１節 避難・収容対策 避難所の設置、福祉避難所の設置 

本編第４章第１節 物資供給対策 

炊き出しその他による食品の給与 

飲料水の供給 

被服、寝具その他生活必需品の給与・貸与 

本編第４章第４節 遺体の取扱い 

遺体の捜索 

遺体の処理 

埋葬 

本編第４章第７節 応急仮設住宅対策 

被災した住宅の応急修理 

障害物の除去 

応急仮設住宅の供与 

本編第４章第８節 文教・保育対策 学用品の給与 

 

◇資料 

【資料５－１ 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】

（p.260） 
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第２章 情報収集・伝達・広報 

第１節 災害情報の収集・伝達 

 

第１ 基本方針 

市民、企業・事業所、行政及び関係機関が迅速かつ的確な応急対策活動を行うために、

正確な情報の収集、伝達及び提供を進めるとともに、通信機器が被害を受けた場合でも活

動できる体制を確立する。 

 

項目 発災から 24 時間 ２～３日以降 １週間以降 

県及び関連する諸機関との体制 ● ●  

震度情報等の収集・伝達体制 ● ●  

被害情報の収集・報告 ● ● ● 

市民との情報連絡 ● ●  

 

 

第２ 県及び関連する諸機関との体制 

【行政】 

計画内容 担当 

●県及び関係機関との緊密な連絡体制をとるものとし、有線が途絶

し、又は途絶するおそれがある場合には、県防災行政無線又は地域

衛星通信ネットワークを用いる。 

●全ての連絡機器が使用不可能な場合は、消防関係機関のほかアマチ

ュア無線等その他の無線による情報収集の協力を得る。 

●全ての通信が途絶した場合は、連絡員を派遣し行う。 

●被害が相当な場合には、県災害対策本部川越支部から市町村情報連

絡係が応援派遣されるため、受け入れ体制を整える。 

統括班 

情報班 
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第３ 震度情報等の収集・伝達体制 

【行政】 

計画内容 担当 

●地震情報は、市の震度計及び震度情報ネットワークシステム等によ

り把握するとともに、市防災行政無線等を用いて市民に知らせる。 

●気象庁からの緊急地震速報に関しては全国瞬時警報システム（Ｊア

ラート）により、市防災行政無線や緊急速報メール（エリアメー

ル）、さかろんメール（坂戸市安全・安心メール）等へ自動伝達を行

い、市民に迅速に知らせる。 

●速やかに被害状況を取りまとめ、県災害オペレーション支援システ

ム（使用できない場合はＦＡＸ等）で県に報告するとともに、災害

応急対策に関して市が実施した事項及び今後の措置について、同時

に報告を行う。 

統括班 

情報班 

広報班 

 

第４ 被害情報の収集・報告 

【行政】 

計画内容 担当 

●区・自治会、自主防災組織からの被害報告等により区域内の被害状

況を把握し、情報班に連絡する。 
現地災害対策本部 

●道路、橋りょう、河川等の被害状況を把握し、情報班に連絡する。 土木班 

●公共施設及び民間の建築物の被害状況を把握し、情報班に連絡する。 被害調査班 

●ドローンにより現地の被害状況を調査し、情報班に報告する。 現地対応班 

（ドローン班） 

●現地災害対策本部、土木班、市民、協定締結団体等及び、関東地方

整備局等からの被害情報等の集約、分析を行い、災害対策本部会議

で報告する。 

●応急対策が完了するまで、県からの指示に基づき被害状況を報告す

る。なお、川越比企地域振興センターや県庁の被災等により県に報

告できない場合は、総務省消防庁に報告する。 

●県への被害報告は、被害判定基準に基づき次ページの内容を報告す

る。 

●震度５強以上の地震を記録した場合は、直接消防庁に報告する（総

務省消防庁 火災・災害等速報要領）。 

●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、住民登録の有無に関わらず、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。行方不明者として把握した者が他市町村に住

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。 

統括班 

情報班 
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【市民】 

計画内容 

●区･自治会、自主防災組織が協力し、住民の被害状況を把握する。 

●被害状況は、区・自治会本部が集約し、現地災害対策本部（地域防災拠点）に伝達す

る。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●危険物施設がある企業・事業所は、施設の安全確認を行い、被害発生の有無に関わら

ず、市災害対策本部に連絡する。 

 

◇資料 

【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） 

 

【表 県への被害報告の内容】 

項 目 内 容 

報告すべき

事項 

① 災害の要因 

② 災害が発生した日時 

③ 災害が発生した場所 

④ 被害の状況（被害の程度は、被害判定基準に基づき認定する。） 

⑤ 被害に対して既にとった措置及び今後とろうとする措置 

  （災害対策本部の設置状況及び主な応急措置の状況等） 

⑥ 救助法適用の要否及び必要とする救助の種類 

⑦ その他の必要な事項 

被害速報 

・原則として、県災害オペレーション支援システムにより報告する。 

・県災害オペレーション支援システムにより報告できない場合は、下記の連絡先に

報告する。 

県災害対策本部設置前 

（県災害対策本部川越支部又は現地災害対策

本部設置前） 

県災害対策本部設置後 

（県災害対策本部川越支部又は現地

災害対策本部設置後） 

報
告
先 

就業時間内 

災害対策課 

電 話：048-830-8181 

ＦＡＸ：048-830-8159 

川越現地災害対策本部 

（川越比企地域振興センター） 

電 話：049-244-1110 

ＦＡＸ：049-243-1707 

地域衛星通信ネットワーク 

電 話：89-272-4320 

ＦＡＸ：89-272-950 

就業時間外 

危機管理防災部当直 

電 話：048-830-8111 

ＦＡＸ：048-830-8119 

確定報告 

被害状況調（県様式３号）により災害の応急対策が終了した後７日以内に文書で報

告する。 

報告先 県災害対策本部川越支部（川越現地災害対策本部） 
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◇資料 

【資料３－２ 防災関係機関の連絡先】（p.201） 

【資料５－２ 被害報告判定基準】（p.265） 

◇様式 

【様式５ 発生速報】（p.5） 

【様式６ 経過速報】（p.6） 

【様式７ 被害状況調】（p.7） 
 
 

第５ 市民との情報連絡 

【行政】 

計画内容 担当 

●現地災害対策本部（地域防災拠点）と区・自治会本部（区・自治会

拠点）の連絡体制の確保のため、区・自治会、自主防災組織に連絡

員の派遣を要請する。 

●連絡員との連絡に地域防災拠点に配備の携帯電話等の活用を図る。 

現地災害対策本部 

●区・自治会、自主防災組織、民生委員・児童委員に対して、要配慮

者への連絡について協力を要請する。 
福祉班 

●無線機等の連絡手段を提供できる企業・事業所に対し、市民に対し

て無線機等の提供を要請する。 

●市民により発信されるＳＮＳ情報を収集・分析し、災害対応に活用

する。ただし情報の信憑性には十分注意を払う。 

情報班 

 

【市民】 

計画内容 

●区・自治会、自主防災組織、民生委員・児童委員は、市からの要配慮者への連絡につ

いて協力する。 

●区・自治会本部（区・自治会拠点）は、現地災害対策本部（地域防災拠点）と相互連

携のために連絡員を派遣し、連絡体制を確保する。 
 

【企業・事業所】 

計画内容 

●無線機等の連絡手段を提供できる企業・事業所は、市民に対して無線機等を提供す

る。 
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第２節 広報広聴活動 

 

第１ 基本方針 

地震発生時に市民が適切な行動をとれるよう、正確かつ迅速な広報活動を進めるととも

に、被災者等の要望や相談への広聴活動を実施し効果的な応急対策を行う。 

 

項目 発災から 24 時間 ２～３日以降 １週間以降 

広報活動 ● ● ● 

広聴活動  ● ● 

 

 

第２ 広報活動 

【行政】 

計画内容 担当 

●災害及び応急対策に関する情報等は、防災行政無線、広報車、ＳＮ

Ｓ等により提供するとともに、駅、現地災害対策本部（地域防災拠

点）、区・自治会本部（区・自治会拠点）等市民が集まりやすい場

所への掲示を行う。 

●外国人に対しては、市防災アプリの外国語版や外国語ボランティア

による広報、視聴覚障害者に対してはＦＡＸや文字放送による対応

等、要配慮者に配慮した広報を行う。 

●被害状況により必要と認められる場合には、県に対し広報の協力要

請を行う。なお、災対法に基づく災害警報等の放送要請について

は、県を通じ、ＮＨＫさいたま放送局・テレビ埼玉・エフエムナッ

クファイブに対して行う。ただし、やむを得ない場合は、市から直

接要請する。 

●帰宅困難者への広報は、災害用伝言ダイヤル１７１等を利用した安

否等の確認方法についてＰＲを行う。 

広報班 

 

【市民】 

計画内容 

●区・自治会本部を通して、連絡網による広報活動を行う。 

●避難行動要支援者は、地域支援者及び安否確認協力者を通して状況を把握し、情報提

供を行う。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●現地災害対策本部や区・自治会本部と連携し、広報機材の提供や人材の派遣を行う。 

 



第３編 震災応急対策編  第２章 情報収集・伝達・広報 

震災-31 

【表 広報の媒体と内容】 

項 目 種別 内 容 

広報媒体 

音声 

１ 防災行政無線（テレホンサービスを含む。） 
２ 全国瞬時警報システム（Ｊアラート）（防災行政無線自動放送） 
３ 市広報車 
４ 放送事業者（情報提供により） 

文字 

１ 市ホームページ 
２ ケーブルテレビ（テロップ） 
３ テレビ埼玉（データ放送） 
４ 市防災アプリ・ＳＮＳ（市公式ツイッター等） 
５ 緊急速報メール（エリアメール） 
６ さかろんメール・埼玉県防災情報メール 
７ メッセージボード（コカ・コーラ自動販売機） 
８ ＦＡＸ（聴覚障害者等へ個別に） 等 

広報内容 

１ 地域の被害状況に関する情報 
２ 避難に関する情報 
 ●避難情報に関すること。 
 ●避難施設に関すること。 
３ 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。 
４ 被災者生活再建支援に関する情報 
５ その他住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。 
 ●災害相談窓口の開設に関すること。 等 

 

◇資料 

【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３ 広聴活動 

【行政】 

計画内容 担当 

●県機関と連携し、災害対策本部及び現地災害対策本部に災害情報相

談センターを開設し、市民や被災者の相談に対応する。 

●県が民間通信ネットワークにより開設する「埼玉県震災コーナー」

の活用を図るとともに、県の震災情報相談センターの業務に協力す

る。 

●個別聴取又はアンケート調査員を派遣して全般の応急対策の実施状

況を把握するとともに、他の防災関係機関と連携を図り、被災者の

要望・苦情等の収集を行う。必要があれば、県に広聴活動の協力を

要請する。 

●区・自治会、自主防災組織、民生委員・児童委員等に市民の要望や

意向を把握するよう依頼する。 

広報班 

 

【市民】 

計画内容 

●区・自治会、自主防災組織、民生委員・児童委員等の協力により、市民要望や被災者

の要望把握に努め、現地災害対策本部と連携した広聴活動を行う。 
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第３章 市民の安全の確保 

第１節 避難・収容対策 

 

第１ 基本方針 

各地区において、建物の倒壊や延焼の危険等により避難が必要になった場合には、迅速

かつ的確な避難誘導を行うとともに、被災者の避難場所を確保し、市民の安全を期する。 

 

項目 発災から 24 時間 ２～３日以降 １週間以降 

避難 ● ●  

避難所の開設 ● ●  

避難所の管理運営 ● ●  

広域避難・広域一時滞在 ● ● ● 

 

 

第２ 避難 

【行政】 

計画内容 担当 

●市長は、火災、がけ崩れ、堤防の損壊等の事態が発生し、又は発生

するおそれがあり、市民の生命及び財産に危害を及ぼすおそれがあ

ると認めるときには、危険地域の市民に対し速やかに立退きの指示

を行う。この場合、市長は、知事に必要な事項を報告する。 

●避難情報の発令は、要避難対象地域、避難先及び避難経路、避難理

由及び避難時の留意事項を明示して行う。 

●要配慮者も容易に理解でき、迅速かつ的確な周知が行われるように

留意し、防災行政無線、広報車、緊急速報メール（エリアメール）

等あらゆる広報手段を通じて避難情報の発令内容を市民に周知す

る。避難の必要がなくなった場合も、同様とする。 

●避難情報の発令内容を周知の際は、障害者、外国人や居住者以外の

者に対しても、迅速かつ的確な周知を行う。 

●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」を行うべきことについて、住民等への周知

徹底に努める。 

統括班 

広報班 
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●市長による避難情報の発令に従い避難誘導する場合、消防・警察機

関は、区・自治会、自主防災組織、ボランティア等の協力を得て、

最も安全な経路及び方法により所定の避難所に誘導する。 

●避難経路における危険地帯には、標示、縄張り等を行い、状況によ

り誘導員を配置し安全を期す。 

●避難誘導に当たっては、要配慮者を優先し、特に、歩行困難者は適

当な場所に集合させ、車両等による輸送を行う。 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

坂戸市消防団 

西入間警察署 

現地対応班 

●市長及びその他各種法令で定められた者は、災害が発生し、又は発

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

を防止するために、特に必要があると認めるときに警戒区域を設定

する。詳細は「第４編第２章第３節 第４ 警戒区域の設定（風水

害-27）」を参照。 

●警戒区域の設定を行った場合は、その内容を関係機関及び住民に周

知するものとする。 

市長（統括班）等 

 

【市民】 

計画内容 

●区・自治会、自主防災組織において住民の安否確認を行い、要配慮者は状況に応じて

一時避難場所、区・自治会拠点、避難所等の安全な場所に避難させる。 

●避難情報の発令に基づき避難する場合は、市職員や消防職員、警察官の指示に従い、

集団で協力して避難する。 

●自宅等で安全が確保可能と判断できる場合等は在宅避難も検討する。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●区･自治会、自主防災組織と連携し、従業員、地域住民の安全を確保するために適切な

避難を行う。 
 

【避難順位】 

 

【避難携帯品】 

  

（１）傷病者、障害者  （２）高齢者、妊産婦、乳幼児、児童  （３）左記以外の一般住民 

（４）防災従事者 

（１）救急情報カード・緊急連絡カード  （２）食料、着替え等の非常持出品 

（３）貴重品等   
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第３ 避難所の開設 

【行政】 

計画内容 担当 

●避難所の開設は、原則として市がその要否を判断し、避難所担当職

員を派遣し、施設管理者及び施設職員の協力を得て行う。 

●災害発生の不安により、当該地域の住民からの要請があった場合、

避難所を開設する。 

●避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合等

は、当該地域に避難所を設置・維持することの適否を検討するもの

とする。 

●施設管理者及び施設職員がいない場合は、地域防災拠点に保管して

いる鍵又は一部避難所担当職員が所持する鍵で開錠する。 

●避難所担当職員は、市避難所運営マニュアルの内容を確認し、開設

準備を行う。 

●施設の安全が確認され、開設準備が整ったときは、要配慮者を優先

して避難者を施設内に誘導する。 

●開設状況を現地災害対策本部に報告する。 

●指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、あらかじめ指

定した施設以外の施設についても、管理者の同意を得て避難所とし

て開設する。 

避難所担当 

（開設指示：災

害対策本部） 

●必要に応じて福祉避難所を開設する。 福祉班 

●市長が避難所を設置した場合は、直ちに次の事項を知事に報告す

る。 

① 避難所の開設の目的、日時及び場所 

② 箇所数及び収容人員 

③ 開設期間の見込み 

統括班 

●避難所開設について市民に周知する。 広報班 

 

【市民】 

計画内容 

●被害規模が拡大し避難が必要な場合は、あらかじめ区・自治会、自主防災組織が定めた

一時避難場所等に避難する。また、近隣の要配慮者等への配慮をしながら避難する。 

●区・自治会、自主防災組織は、避難所の開設に可能な限り協力する。 
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【表 地域防災拠点及び避難所と該当町・字】 

地域防災拠点 

（屋内面積） 

避難所 

（屋内面積：収容可能人数） 

該当町・字・区・自治会・マンション名等  
（区・自治会・マンション名で記載されている場合

は、他の欄で該当する町・字が記載されていても

区・自治会・マンション名が優先して該当） 

三芳野公民館 

（459 ㎡） 
三芳野小学校（730 ㎡：221 人） 紺屋、横沼、小沼、青木 

上谷小学校（866 ㎡：262 人） 
中小坂、東坂戸一・二丁目、ヴェルディール
東坂戸、シャレール東坂戸 

勝呂公民館 

（331 ㎡） 

勝呂小学校（733 ㎡：222 人） 

住吉中学校（ 1,553 ㎡： 471

人） 

石井、島田、赤尾、塚越、戸宮、栄、片柳
新田 

中央公民館 

（568 ㎡） 

坂戸中学校（ 1,146 ㎡： 347

人） 

坂戸１区の１～３、緑町、南町、坂戸２区
の１・２、坂戸３区、坂戸４区の２、八幡
１区・２区、関間１区・２区、千代田一丁
目１区 

坂戸市文化会館 

（759 ㎡） 
坂戸小学校（850 ㎡：256 人） 

坂戸４区の１、坂戸５区、坂戸６区の１～
３、薬師町、芦山町 

県立坂戸ろう学園 

県立坂戸ろう学園（693 ㎡：210

人） 

片柳小学校（866 ㎡：262 人） 

清水町、柳町、鎌倉町、坂戸、片柳 

北坂戸公民館 

（509 ㎡） 

桜小学校（866 ㎡：262 人） 

桜中学校（961 ㎡：291 人） 

県立坂戸高等学校（2,104 ㎡：

638 人） 

泉町、泉町二・三丁目、上吉田、伊豆の山
町、末広町、溝端町 

浅羽野公民館 

（481 ㎡） 

浅羽野小学校（866 ㎡：262 人） 

浅羽野中学校（958 ㎡：290 人） 

浅羽、浅羽野一～三丁目、花影町、中富
町、三光町、鶴舞一～四丁目 

千代田公民館 

（481 ㎡） 

南小学校（866 ㎡：262 人） 

千代田小学校（866 ㎡：262 人） 

千代田中学校（958 ㎡：290 人） 

関間３区・４区、コンドミニアム坂戸、千
代田一丁目２区、千代田二～五丁目、若葉
台マンション、谷頭自治会 

入西地域交流センター 

（414 ㎡） 
入西小学校（747 ㎡：226 人） 

新堀、堀込、小山、善能寺、竹之内、長
岡、北浅羽、今西、中里、塚崎、北峰、北
大塚、にっさい花みず木二～七丁目 

健康増進施設（910 ㎡：276 人） 金田、沢木、東和田、新ヶ谷、戸口 

大家公民館 

（405 ㎡） 
大家小学校（733 ㎡：222 人） 森戸、四日市場、萱方、厚川 

若宮中学校（855 ㎡：259 人） 厚川川向、欠ノ上、成願寺 

城山公民館（495 ㎡：150 人） 西坂戸一～五丁目、けやき台 

城山学園（894 ㎡） 多和目 

※避難所は、地域防災拠点併設又は隣近接する小・中学校体育館、公共施設とする。 

※表内太字網掛けの施設及び旧北坂戸小学校（伊豆の山町）、坂戸市文化施設オルモ（芦山町）、西清掃セン

ター（にっさい花みず木）は一時的な避難場所として、洪水時に２階以上を開放する。 

※避難所以外の避難場所は、一時的な避難や地区の防災活動に使用する。 

※屋内面積は、体育館又は講堂の面積とする。 

※( )内の人数は、一人当たり 3.3 ㎡で積算した収容人数である。ただし、新型コロナウイルス感染症等

の状況によっては、一人当たり 9.0 ㎡で収容人数を決定する。  
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【表 福祉避難所（県立坂戸高等学校）】 

① 施設一覧表 

施設名 面積等 備蓄品・設備等 

備蓄倉庫棟 床面積 126.25 ㎡ 

＜備蓄品＞ 

非常用食料・天幕・つい立 

移動式浄水器 

＜設備＞ 

男女トイレ・身障者用トイレ 

男女シャワー（各４人用） 

体育館 

フロア面積 1,010 ㎡、 

一般避難者住居スペース 

（収容人数 306 人） 

＜設備＞ 

男女トイレ・身障者用トイレ 

男女シャワー（各４人用） 

合宿棟 

宿泊室 192.5 ㎡、132 ㎡ 

要配慮者優先スペース 

（収容人数 98 人） 

＜設備＞ 

浴室８人用・５人用の２か所 

食堂 196 席   

 

② 設備一覧表 

設備名 性能・容量等 用途・数等 

太陽光発電 発電容量最大 30kw   

ディーゼル発電 発電容量 120kw 継続２日間使用可能 

ソーラー給湯   体育館内シャワー用 

耐震性貯水槽 容量 40 ㎥ 移動式浄水器で飲料水として利用 

雨水貯水槽 容量 10 ㎥ 生活用水として利用 

グラウンド照明 平均照度 120 ルクス ６基 

 

【表 福祉避難所（協定締結施設）】 

施設種別 施設名 

障害者支援施設 さかど療護園 

特別養護老人ホーム 
坂戸サークルホーム、小沼サークルホーム、 

シャローム・ガーデン坂戸、さかどロイヤルの園、好日の家 

介護老人保健施設 すみよし、はつらつ、やまぶきの郷 

 

◇様式 

【様式８ 避難者カード】（p.9） 

【様式９ 避難者名簿】（p.10） 

【様式１０ 避難所開設状況票】（p.11） 

【様式１１ 避難者集計表】（p.12） 
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第４ 避難所の管理運営 

【行政】 

計画内容 担当 

●避難所の管理運営は、避難所運営マニュアルに基づき、区・自治

会、自主防災組織、民生委員･児童委員、ボランティア等と協力し

て、以下の点に留意して行う。 

１ 避難者名簿の整備 

避難者の氏名、人数等を把握するとともに、食料・物資等の需

要を把握する。不足が見込まれる場合には、現地災害対策本部に

要請する。現地災害対策本部はこれを災害対策本部に伝達する。 

２ 設備及び構造 

① 移動系デジタル無線機等を使用して、避難所の開設や運営状

況を現地災害対策本部に伝達する。現地災害対策本部はこれ

を災害対策本部に伝達する。 

② 避難所の夜間活動の支援策として、各避難施設へ照明機器を

配備する。 

３ 運営 

① 避難所ごとに管理責任者を定めることとする。避難者による

自主的な運営を促し、運営組織を設置する。男女双方のニー

ズに配慮した避難所運営を行うため、運営組織や特定の活動

が特定の性別に偏らないよう配慮するものとする。また、避

難所担当職員に女性職員を配置するよう努める。 

② 避難所運営が長期化した場合の、避難所担当職員の交代方法や

避難者による自主運営の対応を、あらかじめ想定しておく。 

③ 必要に応じて避難所へ意見箱を設置する。 

４ 避難者の受入れ 

避難してきた者については、住民票の有無に関わらず適切に受

け入れることとする。 

５ 衛生 

指定避難所の状況に応じて仮設トイレやマンホールトイレ等を

設置管理する。また、トイレカーの要請を行う。避難所の衛生状

態を保つため、清掃、し尿処理等についても、必要な措置を講じ

るものとする。 

避難所ごみについては、適切な位置、広さの収集場所を確保

し、早期回収に努める。 

６ 対応 

① 男女の違い、年齢の違いや障害や病気の程度の違い等による

ニーズの違いに配慮するものとする。特に更衣室やトイレ、

入浴施設、授乳場所、物干し場所等の適切な設置場所の選定

や生理用品等の女性による配布の実施、防犯上の注意喚起や

巡回警備による安心・安全の確保など、様々な立場のニーズ

避難所担当 

保健衛生班 
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に配慮する。 

② 専門カウンセラー等による避難者の心のケアの対策に努める

とともに、どのような立場の者でも利用しやすい相談窓口を

設置する。その際特に、性的少数者等から相談を受ける場合

はプライバシーを確保するとともに、アウティング(性的少数

者本人の了解なしに性的少数者であることを他人に暴露して

しまうこと)をしないよう注意を要する。 

③ 避難所での女性に対する暴力を防ぐため、安全な環境整備、

暴力行為に対する注意喚起を行う。 

④ 特に要配慮者への対応については、「第３編第３章第２節 第

３ 避難所における要配慮者の安全確保（震災-42）」を参照

する。 

７ 健康管理 

① 避難生活では、心身双方の健康に不調をきたす可能性が高い

ため、良好な衛生状態を保つよう努め、避難者の健康状態を

十分把握し、必要に応じて救護所を設ける。また、保健師等

による健康相談の実施体制、坂戸鶴ヶ島医師会との協定に基

づく医療救護班の派遣等の必要な措置をとる。 

② 高齢者等の要配慮者の健康状態については、特段の配慮を行

い、福祉避難所又は医療機関への移送や福祉施設への一時入

所、ホームヘルパーの派遣等の必要な措置をとる。 

８ 生活環境への配慮（プライバシーの確保等） 

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。 

また、被災者の避難状況、避難の長期化等を踏まえ、必要に応

じて、ホテル等への移動を避難者に促すものとする。 

９ ペット同行避難 

① 避難者とともに避難した動物（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を十分に考慮したうえで、敷地内の屋根の

ある場所に飼養専用スペースを設け、飼養させる。 

② 動物への給餌、排泄物の清掃等の飼育・管理は、当該動物を

連れてきた者が責任を持ち、見張り等は飼い主同士が協力し

て交代で行う。 

10 避難所外避難者への対応 

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、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及び情報の提供等必要な支

援を実施し、生活環境の確保を図るものとする。 

11 避難所における新型コロナウイルス感染症対策 

新型コロナウイルス感染症の伝播のおそれがある場合でも、災
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害の危険性が高まった際に避難所に避難すべき住民が躊躇なく避

難できるよう、「避難所の運営に関する指針（新型コロナウイル

ス感染症に対応したガイドライン）」（令和２年５月埼玉県作成）

に沿って対策を取るものとする。 

◇資料 

【資料３－２１ 避難所における新型コロナウイルス感染症

対策】（p.234） 

●救助法が適用された場合、避難所設置の費用は、基準の範囲内にお

いて県に請求する。 
統括班 

 

【市民】 

計画内容 

●情報の伝達、食料等の配布、清掃、ごみの分別等について、避難所運営に積極的に協

力する。 

●避難生活を続ける中で、心身に変調をきたした場合は、早めに医師・保健師等に相談

する。 

●動物への給餌、排泄物の清掃等の飼育・管理は当該動物を連れてきた者が責任を持

ち、見張り等は飼い主同士が協力して交代で行う。 

●在宅避難を行う場合も健康状況には十分留意し、災害情報の入手に努め状況に応じた

判断を行う。 
 

【企業・事業所】 

計画内容 

●救援物資の提供等近隣の避難所の運営に協力する。 

 

 

第５ 広域避難・広域一時滞在 

市は、災害から被災住民を避難させることが市内では困難と判断した場合、他市町村の

協力を得て、被災住民を避難させる。 

協力を求められた市町村は、広域避難・広域一時滞在のための避難所を提供するものと

し、県は、そのための避難所を提供する市町村を支援する。 

また、県は、都道府県外広域避難・広域一時滞在（他都道府県への避難）が必要な場合、

市町村からの協議に基づき、避難先となる都道府県と受入れについて協議する。 

自治会等は、長期の避難生活を余儀なくされた広域避難者・広域一時滞在者を、地域に

受け入れるとともに、情報の提供等、生活のための支援を実施する。 

広域避難・広域一時滞在の流れは「第７編第３節 応急対策（広域-4）」を参照する。 
 

【行政】 

計画内容 担当 

●被災住民の市内での避難が困難な場合は、県に広域避難・広域一時

滞在の協議を申し出る。 
統括班 
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第２節 要配慮者の支援 

 

第１ 基本方針 

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者、言葉や文化の違いから特別

の配慮を要する外国人等、要配慮者の安全及び健康を確保するために特別の配慮を図る。 
 

項目 発災から 24 時間 ２～３日以降 １週間以降 

避難行動要支援者の安全確保 ● ● ● 

避難所における要配慮者の安全確保 ● ● ● 

社会福祉施設入所者等の安全確保 ● ● ● 

外国人の安全確保 ● ● ● 

 

第２ 避難行動要支援者の安全確保 

【行政】 

計画内容 担当 

●避難行動要支援者名簿及び個別支援計画書を活用し、地域支援者及

び安否確認協力者の協力を得て、避難行動要支援者の安否確認、救

助及び避難誘導を行う。 

●避難行動要支援者名簿の平常時からの提供に不同意であった者につ

いても、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合にお

いて、避難行動要支援者の生命又は身体を保護するために特に必要

があるときには、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関

係者その他の者に名簿情報を提供できる。ただしこの場合も、提供

を受けた者が情報の適正管理を図るよう、名簿情報の廃棄・返却

等、情報漏えいの防止のために必要な措置を講じるものとする。 

●出張所等に相談窓口を開設する。各相談窓口には、職員、福祉関係

者、医師、相談援助職等を配置し、総合的な相談に応じる。 

●市職員や保健師等による巡回サービスチームを編成し、在宅、避難

所及び応急仮設住宅等で生活する要配慮者のニーズを把握し、介護

やメンタルケア等の巡回サービスを実施する。 

●要配慮者の被災状況を把握し、要配慮者向けの食料、飲料水、生活

必需品等の備蓄物資の調達及び供給を行う。配布を行う際には、配

布場所や配布時間を別に設ける等配慮する。 

●聴覚障害者に対し、手話通訳者の派遣を行うほか、ＦＡＸや文字放

送テレビ等により、情報を随時提供していくよう努める。 

●ストーマ用装具利用者を確認し、ストーマ用装具ランニング備蓄の

希望数量を県に要請する。 

●妊産婦や外国人、旅行者等、避難の支援を要する状態が一時的であ

り名簿での把握が難しい者についても把握の方法を検討し、適切な

避難支援を実施するなど安全確保に努める。 

現地災害対策本部 

保健衛生班 

現地対応班 

福祉班 



第３編 震災応急対策編  第３章 市民の安全の確保 

震災-42 

【市民】 

計画内容 

●民生委員・児童委員等の協力を得て要配慮者の安否を確認し、救助及び救出を行うと

ともに、必要に応じて避難場所に誘導する。 

●自宅で生活している要配慮者に対し、見守り活動や情報の提供に努める。 

●要配慮者は、可能な範囲で区・自治会、自主防災組織の応急活動に協力する。 

 

 

第３ 避難所における要配慮者の安全確保 

【行政】 

計画内容 担当 

●要配慮者に対する相談支援体制を整備する。 

●避難所等での生活では健康を害する場合があるので、避難者の体調

を維持するため、施設管理者等は、食事、トイレ、居住環境、健康

管理面等に十分配慮する。 

●避難所内に授乳場所、クールダウンスペース（障害者等が気持ちを

落ち着かせることができる空間）等、要配慮者のために区画された

スペースを提供する等配慮する。 

●乳幼児の授乳や夜泣き等に対処するため、専用の居住区画や子ども

部屋の設置等の措置を図る。 

●聴覚障害者に対し、手話通訳者の派遣を行うほか、筆談や掲示板に

より情報を随時提供していくよう努める。 

●要配慮者のために必要な物資等は、災害対策本部と連携し、速やか

に調達する。配布を行う際には、配布場所や配布時間を別に設ける

等配慮する。 

●一般避難所等での生活が困難な場合は、福祉避難所や病院等への入

所・入院の手配を行う。 

●ストーマ用装具利用者を確認し、ストーマ用装具ランニング備蓄の

希望数量を県に要請する。 

避難所班 

福祉班 

 

【市民】 

計画内容 

●市民、区・自治会、自主防災組織は、避難所で生活する要配慮者を支援する。 

●避難者は、要配慮者が安心して生活できるよう配慮する。 
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第４ 社会福祉施設入所者等の安全確保 

【行政】 

計画内容 担当 

●被災した在宅の要配慮者の可能な範囲での受入れを社会福祉事業者

へ要請する。 

●巡回班を編成し、被災した施設入所者や他の施設等に避難した入所

者のニーズや状況を把握し支援を行う。 

●社会福祉施設の早期回復を図るため、県と連携し、ライフライン事

業者に対して、ライフラインの優先復旧を要請する。 

福祉班 

 

【社会福祉事業者】 

計画内容 

●「震災対策計画」及び職員行動マニュアル等に基づき入所者の救助及び避難誘導を迅

速に実施する。 

●施設間の相互支援システムに対応した、他施設からの避難者の受入体制を整備する。 

●被災した在宅の要配慮者の受入体制を整備し、受入れを実施する。 

●食料、飲料水、生活必需品等の備蓄物資を入所者に配布するとともに、不足が生ずる

場合は、県及び市に協力を要請する。 

 

 

第５ 外国人の安全確保 

【行政】 

計画内容 担当 

●区・自治会、 自主防災組織、民生委員・児童委員の協力を得なが

ら外国人の安否確認を行い、その調査結果を県に報告する。 

●市は、県と連携して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を図り、母

国語による情報提供や相談窓口を設置する。 

市民生活班 

ボランティア支援班 
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第３節 消防・危険物対策 

 

第１ 基本方針 

地震に伴って発生する火災や危険物の漏えい等による二次災害を防止するため、消防機

関による迅速な応急対策活動や危険物管理者等による安全措置を講じる。 

また、同時多発火災に対処するために初期消火を重視し、市民、企業・事業所及び行政

が連携した消火活動を行う。さらに、ライフライン復旧時の火災発生がないよう、情報の

周知を図る。 

 

項目 発災から 24 時間 ２～３日以降 １週間以降 

消防活動 ●   

応援要請 ●   

危険物対策 ●   

 

 

第２ 消防活動 

【消防機関】 

計画内容 担当 

●限られた消防力を効果的に運用するとともに、周辺地域等からの迅

速かつ的確な消防応援を要請する等、臨機応変な消防活動を行う。 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

坂戸市消防団 

 

【市民】 

計画内容 

●火災の発生を防止するため、暖房器具等の火気を止めるとともに、ガスの元栓やブレ

ーカー等の安全確認をする。 

●区・自治会、自主防災組織は、防災知識のある者を中心に、初期消火に取り組む。 

●ライフラインの再開時は、倒壊家屋のパトロール等に努め、火災発生の早期発見・初

期消火に取り組む。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●企業・事業所内において、被害の拡大を防止するため、初期消火に取り組む。 

●消防隊や機材の提供を行い、地域の初期消火を支援する。 
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第３ 応援要請 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

１ 手続 

●坂戸・鶴ヶ島消防組合消防長は、消防組合の消防力では対応が困

難と判断したときは、埼玉県下消防相互応援協定等に基づき応援

を要請する。 

●市長は、災害の状況、坂戸・鶴ヶ島消防組合の消防力及び県内の

消防相互応援だけでは十分な対応がとれないと判断したときは、

知事に緊急消防援助隊の出動を要請する。この場合において、知

事に連絡が取れない場合には、直接消防庁長官に対して要請す

る。 

２ 内容 

●応援要請を行う場合には、次の事項を明らかにするものとする。 

① 災害発生日時 ② 災害発生場所 

③ 災害種別 ④ 人的及び物的被害の状況 

⑤ 応援部隊の種別及び部隊数 ⑥ 飛行場外離着陸場の状況 

⑦ 応援要請資機材 ⑧ 応援部隊集結場所 

⑨ その他必要と思われる情報 

●緊急を要する場合には、口頭又は電話等により要請し、事後速や

かに文書を送付する。また、被害が甚大で状況把握が困難な場合

は、その旨を連絡し、要請をする。 

３ 応援の受入体制 

（１）緊急消防援助隊 

●緊急消防援助隊の出動を要請した場合には、被災地での迅速・的

確な活動に資するため、消防応援活動調整本部（以下「調整本

部」という。）が設置される。 

●調整本部は、被災市町村が複数の場合には県に、被災市町村が一

の場合には当該市町村に設置される。 

●市に調整本部が設置される場合の構成員は、原則として、市長又

はその委任を受けた者、消防庁派遣職員、県派遣職員、指揮支援

部隊長、さいたま市消防局派遣職員とし、市長又はその委任を受

けた者が本部長となり、次の事務をつかさどるものとする。 

① 緊急消防援助隊の部隊配置に関すること。 

② 関係機関との連絡調整に関すること。 

③ 緊急消防援助隊の後方支援に関すること。 

④ その他必要な事項に関すること。 

（２）その他応援隊 

●埼玉県下消防相互応援協定等に基づく応援部隊は、応援要請を行

う坂戸・鶴ヶ島消防組合が対応する。 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

統括班 
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◇資料 

【資料２－１―１ 消防組織法第 39条に基づく消防相互応援協定書】（p.8） 

【資料２－１５ 埼玉県下消防相互応援協定書】（p.190） 

【資料２－１６ 関越自動車道・首都圏中央連絡自動車道における消防相互応援協定書】

（p.192） 

 

 

第４ 危険物対策 

【関係機関】 

計画内容 担当 

●関係事業所の管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者等が当該危

険物施設の実態に応じて、下表の応急措置を講じるよう指導する。 

●毒物劇物取扱施設に係る災害発生時の応急対策を講じるよう県に要

請する。 

●浸水想定区域内等に所在する危険物施設については被災状況の確認

を特に行う。 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

 

【危険物取扱事業所】 

計画内容 

●関係事業所は、災害発生時には、次に示す応急措置を講じる。 

 

【表 応急措置の指導内容】 

項目 指導内容 

危険物の取扱作業及び運搬の

緊急停止措置 

 危険物が流出し、爆発及びそのおそれがある場合には、速やかに

弁の閉鎖又は装置の緊急停止措置を行う。 

危険物施設の応急点検 

 危険物施設の現状把握と災害発生の危険を確認するため、危険物

の取扱施設・消火設備・保安電源及び近隣状況の把握等の応急点検

を実施する。 

危険物施設からの出火及び流

出の防止措置 

 危険物施設に損傷等異常が発見されたときは、応急補修・危険物

の除去等適切な措置を行う。 

災害発生時の応急活動 

 危険物による災害が発生したときは、消火剤・オイルフェンス及

び中和剤等を十分活用し、現状に応じた初期消火・危険物の流出防

止措置を行う。 

防災関係機関への通報 
 災害を発見した場合は、速やかに消防・警察等防災関係機関に通

報し状況を報告する。 

従業員及び周辺地域住民に対

する人命安全措置 

 災害発生事業者は、消防・警察等防災機関と連絡を密にし、従業

員及び周辺地域住民の人命の安全を図るため、避難・広報等の措置

を行う。 
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第４節 道路交通対策 

 

第１ 基本方針 

大規模地震に際して、被災者の救助、避難誘導、捜索及び物資の輸送等を円滑に行うた

めに、必要な道路の確保を図る。 

 

項目 発災から 24 時間 ２～３日以降 １週間以降 

緊急防災道路等の確保 ● ●  

交通規制の実施 ● ●  

 

 

第２ 緊急防災道路等の確保 

【行政】 

計画内容 担当 

●地震発生後、土木班は、緊急防災道路等の応急活動に必要な道路の

被害状況を調査し、集約して統括班に報告する。統括班は、県（危

機管理部災害対策課及び土木部）に報告する。 

●緊急防災道路等の応急活動に必要な道路を優先的に復旧していくと

ともに、国道及び県道については、道路管理者に復旧を要請する。 

●道路を復旧するに当たって必要とする機材は、市で所有するものを

使用するほか、必要に応じて市内の土木及び建設関係業者に協力を

求める。 

土木班 

 

【市民】 

計画内容 

●交通の混乱を避けるために、自家用車の使用を自粛する。 

●道路が円滑に利用できるよう、道路内に倒れ込んだ障害物の除去に協力する。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●交通の混乱を避けるために、業務用車両や通勤用自家用車の使用を自粛する。 

●道路が円滑に利用できるよう、道路内に倒れ込んだ障害物の除去に協力する。 

 

◇資料 

【資料２－１３－１ 災害時における応急復旧工事に関する変更協定書】（p.177） 

【資料２－１３－２ 災害時における応急復旧工事に関する変更協定書】（p.179） 

【資料４－３ 緊急道路ネットワーク】（p.242） 
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第３ 交通規制の実施 

【行政】 

計画内容 担当 

●道路交通法による交通規制を行う場合は、西入間警察署に連絡の

上、規制標識※の設置等適切な対応を行う。ただし、緊急のため標識

を設置することが困難な場合は、通行を禁止した上で職員が誘導を

行うものとする。交通規制を行った場合は、できる限りう回路を設

定し、交通網の確保を図る。 

土木班 

●交通規制を行ったときは、県（統括部）に報告する。また、関係機

関への連絡や住民への広報を行う。 
道路管理者 

※規制標識：道路法及び道路交通法により規制を実施したときは、道路標識、区画線及び道路標示に関する

命令の定める様式方法により、災対法により規制したときは、災対法施行規則様式第１に定め

る様式によって標示する。 
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第５節 帰宅困難者対策 

 

第１ 基本方針 

地震が発生した直後は、火災や余震による落下物等で非常に危険な状況にある。さらに、

鉄道が停止し、外出先から人々が一斉に帰宅した場合、駅で大きな混乱が生じる。このた

め、「むやみに移動を開始しない」という基本原則の周知・徹底を図り、家族等への安否

確認の連絡体制、企業・事業所や学校等での一時的滞在、駅周辺での一時滞在施設の確保

等の対策を実施する。 

市では、市外に通勤・通学している市民や市外から通勤・通学している人がおり、地震

の発生時間によっては、多数の帰宅困難者が発生するおそれがあることから、これらの

人々に適切な対応を図る。 

なお、市の震度が５弱以下であっても、首都直下地震等により帰宅困難者が発生した場

合は、非常体制に準じて必要な措置を講じる。 

 

項目 発災から 24 時間 ２～３日以降 １週間以降 

情報提供 ● ●  

一時滞在施設の開設 ● ●  

物資の供給 ● ●  

教育・保育施設における帰宅困難者対策 ● ●  

一時滞在施設の閉鎖  ●  

帰宅支援  ●  

 

 

第２ 情報提供 

【行政】 

計画内容 担当 

●帰宅困難者にとって必要な交通情報や市内の被害状況等の情報を提

供する。 

●災害時帰宅支援ステーション※の周知を図る。 

●市外にいる帰宅困難者の安否は、災害用伝言ダイヤル等を活用して

確認するよう周知する。 

広報班 

●必要に応じて公共施設の一部を休憩所として開放する。 各施設 

※災害時帰宅支援ステーション…安全確保後に徒歩帰宅する帰宅困難者を沿道支援（トイレの利用、水道水

や道路交通情報の提供等）するため、ガソリンスタンドやコンビニエンス

ストア、外食店舗、ファミリーレストランなどを帰宅支援ステーションと

する協定を県等が締結している。対象の施設には平時からステッカーが掲

示されている。 
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【市民】 

計画内容 

●家族の安否の確認には、災害用伝言ダイヤル等を活用する。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●企業・事業所等（高校、大学、専門学校を含む。）は、発災時に自社従業員等の安全確

保、保護のため、一斉帰宅行動を抑制する。 

 

◇資料 

【資料４－５ ＮＴＴ災害用伝言ダイヤル「１７１」解説資料】（p.247） 

 

 

第３ 一時滞在施設の開設 

【行政】 

計画内容 担当 

●帰宅困難者の一時滞在施設として、坂戸市文化施設オルモを開設

し、セレモア坂戸駅前会館、坂戸駅前メモリードホールの開設を依

頼する。 

統括班 

 

 

第４ 物資の供給 

【行政】 

計画内容 担当 

●駅や一時滞在施設に滞在している帰宅困難者に対し、食料、飲料

水、毛布等を配布する。 
支援班 

 

 

第５ 教育・保育施設における帰宅困難者対策 

【行政】 

計画内容 担当 

●教育・保育施設は、発災時に児童・生徒・園児等の安全確保、保護

に万全を期すとともに、保護者が帰宅困難者となって、保護者によ

る児童・生徒・園児等の引取りが困難な場合や生徒等の帰宅が困難

な場合に備えて、一定期間校舎及び園舎内にとどめる対策を講じ

る。 

文教班 

福祉班 
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第６ 一時滞在施設の閉鎖 

【行政】 

計画内容 担当 

●災害発生後、道路等の安全が確保されていること、公共交通機関が

運行を再開していること、あるいは行政が帰宅困難者に帰宅を促す

対応を始めたこと等から閉鎖の判断をする。 

●閉鎖に当たっては一時滞在施設の管理者と調整する。 

●一時滞在施設の管理者は、安全が確保されている道路、公共交通機

関の運行状況や代替輸送の状況等、可能な範囲で受け入れた帰宅困

難者の帰宅を支援する情報を提供する。 

統括班 

 

 

第７ 帰宅支援 

混乱が収束し道路の啓開等安全が確保された後、帰宅困難者が安全に帰宅できるよう、

県・関係事業者等と連携し、帰宅の支援を実施する。 

 

【行政】 

計画内容 担当 

●帰宅支援協定に基づく災害時帰宅支援ステーションへ一時休憩所提

供の要請をする。 

●代替輸送が行われる場合、発着所に救護所等を設ける。 

統括班 

 

【事業者等】 

計画内容 担当 

●代替輸送としてバス輸送を実施する。 県バス協会 

●徒歩帰宅者にトイレ等を提供する。 東武鉄道株式会社 

●帰宅道路となる幹線道路へ照明電力を供給する。 東京電力パワーグリ 

ッド株式会社川越支社 
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【表 情報提供内容】 

実施機関 項目 対策内容 

市 
誘導 

情報の提供、広報 

・徒歩帰宅者の誘導、簡易地図等の配布 

・ホームページ、メッセージボード搭載自動販売機に

よる情報の提供、広報 

・緊急速報メール（エリアメール）による情報提供 

西入間警察署 誘導協力 ・一時滞在施設までの誘導 

県 情報の提供、広報 
・テレビ、ラジオ局への放送依頼 

・報道機関に対し、被害状況、交通情報等を広報 

鉄道機関 情報の提供、広報 ・鉄道の運行・復旧状況、代替輸送手段等の情報提供等 

東日本電信電話 

株式会社 
安否確認手段の提供 

・災害用伝言ダイヤル（１７１） 

・特設公衆電話の設置等 

ラジオ、テレビ等 

放送報道機関 
情報の提供 

・帰宅困難者向けの情報の提供 

（県内の被害状況、安否情報、交通関係の被害復旧、運 

行情報） 

 

【表 支援内容】 

実施機関 項目 対策内容 

市 飲料水、食料の配布 ・駅や一時滞在施設において、飲料水、食料の配布 

県 
休憩所提供の要請等 

・公共施設の一部を休憩所・トイレとして開放 

・ガソリンスタンド、コンビニエンスストア、ファミ

リーレストラン等の休憩所としての利用を要請 

代替輸送の提供 ・バス輸送の実施を要請 

鉄道機関 一時休憩所の提供 ・駅施設等の一部を一時休憩所として利用 
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第４章 被災生活の支援 

第１節 物資供給対策 

 

第１ 基本方針 

震災時に市民の基本的な生活を確保するため、生活維持に特に重要である飲料水・食料

及び生活必需品について、市民や関係機関と協力し円滑に供給する。また、不足分につい

ては、関係機関と連携し、必要な量の確保を行う。 

 

項目 発災から 24 時間 ２～３日以降 １週間以降 

飲料水の供給 ● ●  

食料の供給 ● ●  

生活必需品の供給  ● ● 
 
 

第２ 飲料水の供給 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●災害により水道、井戸等の給水施設が損壊し、又は飲料水が枯渇

し、若しくは汚染し、現に飲料に適する水を得ることができない者

を対象に飲料水の供給を行う。 

●応急給水資機材の調達計画に基づき、必要な資機材を確保する。 

●給水に当たっては、現地災害対策本部又は避難所に給水所を設け、

臨時給水栓及び給水車等により浄水を供給する。また、病院等人命

に関わる場合や応急対策上必要な場合は、個々に対処する。 

●１人１日当たりの給水量は、災害発生時から３日目までは飲料水と

して３ℓ、４日目以後は炊事のための水を含めて約 20 ℓを目標とす

る。 

●給水量が不足する場合には、県及び近隣市町村及び物資供給に関す

る協定締結団体等に応援を要請する。「第１編第３章第６節 第６ 

協定締結団体等（総則-36）」を参照。 

●水道施設の応急復旧については、次のとおりとする。 

① 水道施設の被害状況の調査及び復旧工事を早急に完了する。 

② 必要に応じて、復旧資材の調達及び復旧工事を実施する技術者

について、知事にあっせんを求める。 

統括班 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

●救助法が適用された場合、飲料水の供給に要した費用は、基準の範

囲内において県に請求する。 
統括班 

●家庭用、企業・事業所や農業用に利用している井戸の提供を要請

し、生活用水の確保・提供に努める。 
環境衛生班 
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【市民】 

計画内容 

●井戸の活用や雨水貯留に努め、生活用水の確保を図る。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●災害時には、生活用水として活用するため、井戸水の提供を行う。 

 

【表 水の供給基準と供給量】 

項目 供給量 算定根拠※ 

飲料水 

（３日目まで） 
386t ３ℓ／１人／１日×３日×42,646 人 

飲料水及び炊事用水 

（４日目以降） 
853t／日 ４日目以降は、20ℓ／１人／１日×42,646 人 

※断水人口は県地震被害想定調査の、関東平野北西縁断層帯地震（破壊開始点中央）による想定被害予測を

使用。 

 

◇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２－８－４・６ 災害時における救援物資提供に関する協定書】（p.116、

p.118） 

【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） 

【資料５－１ 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】

（p.260） 

 



第３編 震災応急対策編  第４章 被災生活の支援 

 

 

震災-55 

第３ 食料の供給 

【行政】 

計画内容 担当 

●食料は、必要数を把握の上、市の備蓄及び物資供給に関する協定締

結団体等に協力を求め調達する。不足する場合は、県及び関係機関

に調達を要請する。「第１編第３章第６節 第６ 協定締結団体等

（総則-36）」を参照。 

物資班 

環境衛生班 

輸送班 

統括班 

●救助法が適用された場合、食料の供給に要した費用は、基準の範囲

内において県に請求する。 
統括班 

●調達食料は、輸送拠点（市民総合運動公園）に集め、現地災害対策

本部や各避難所等に配送する。 
輸送班 

●食料は、食料の配布基準に従い、避難所の被災者、炊事のできない

被災者、応急対策活動に従事する者に対して供給する。 

避難所担当 

文教班 

福祉班 

職員班 

●炊き出しは、家庭科室等を活用し、日赤等の協力も得て迅速に行

う。 

●市において炊き出し等の実施が困難と認めたときは、知事に対して

協力を要請する。 

文教班 

物資班 

統括班 

 

【市民】 

計画内容 

●区･自治会、自主防災組織は、食料が必要な市民の数を把握し、現地災害対策本部に連

絡して配給を受け、市民に配布する。 

●区･自治会、自主防災組織は、協力して炊き出しを実施する。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●帰宅困難者への食料供給や避難所の炊き出しに協力する。 

●調理場と活用可能な施設、機材の提供に努める。 
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【表 食料の配布基準】 

品目 基 準  

米穀 

被災者：１食当たり精米１カップ（200g 以内） 

応急供給受給者：１人１日当たり精米２カップ（400g 以内） 

災害救助従事者：１食当たり精米 1.5 カップ（300g 以内） 

乾パン １食当たり：１包（115g 入り）以内 

食パン １食当たり：半斤（185g 以内） 

調整粉乳 乳児１日当たり：１カップ（200g 以内） 

 

◇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２－８－１ 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２－８－９ 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５－１ 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】

（p.260） 
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第４ 生活必需品の供給 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●市民に給（貸）与する生活必需品は、備蓄品及び物資供給に関する

協定締結団体等に協力を求め調達する。市内での調達が困難な場合

は、県や関係機関に調達を依頼して入手する。 

「第１編第３章第６節 第６ 協定締結団体等（総則-36）」を参照。 

物資班 

環境衛生班 

輸送班 

統括班 

●生活必需品の給（貸）与基準に基づき、必要があると認めたとき

は、生活必需品を給（貸）与する。 

●内閣府の物資調達・輸送調整等支援システム※を活用し関係機関と情

報共有を図る。 

●被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏

まえ、時宜を得た物資の調達に留意するものとするとともに、要配

慮者等のニーズや、男女のニーズの違いに配慮する。 

物資班 

●救助法が適用された場合、生活必需品の供給に要した費用は、基準

の範囲内において県に請求する。 
統括班 

●救援物資等は、輸送拠点（市民総合運動公園）に集積し、現地災害

対策本部に配送する。災害の状況や供給体制等により、調達先から

現地災害対策本部に配送する等、柔軟な体制を取る。 

輸送班 

●生活必需品の配給は、区･自治会、自主防災組織に協力を要請し、

区・自治会ごとに確実に行う。 
現地災害対策本部 

※物資調達・輸送調整等支援システム：国と地方公共団体の間で、物資の調達・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

を実現するためのシステム。物資拠点や避難所の物資情報（ニーズ、

調達・輸送状況等）を入力することで、国・都道府県・市町村でリ

アルタイムの情報共有が可能となり、避難生活初動段階での「プッ

シュ型支援」として効果を発揮する。 

 

【市民】 

計画内容 

●区･自治会、自主防災組織は、生活必需品等の給（貸）与を受けるため、必要数の把握

を行う。家族構成や年齢・性別等細かな状況を把握し、的確に物資が配布されるよう

努める。 

  



第３編 震災応急対策編  第４章 被災生活の支援 

震災-58 

【企業・事業所】 

計画内容 

●市と連携を取り、協定等に基づき生活必需品等の供給を行う。 

●区･自治会、自主防災組織と連携し、可能な生活必需品の提供を行う。 

 

【表 生活必需品の給（貸）与基準】 

項 目 内     容 

対象者 

 生活必需品等の給（貸）与対象者は、避難所に収容されている者に限らず、災害に

よって住家に被害を受け、日常生活に欠くことのできない衣服、寝具、その他の衣料

品及び生活必需品を喪失又は毀損し、かつ、物資の販売機構の混乱により資力の有無

に関わらず、これらの家財を直ちに入手できない状態にあるものとする。 

品目 
寝具、外衣、肌着、身の回り品、炊事用具、食器、日用品、光熱材料、簡易トイレ、

情報機器、要配慮者向け用品 等 

 

◇資料 

【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２－８－９ 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５－１ 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】

（p.260） 

◇様式 

【様式１３ 災害救援物資受領書】（p.14） 

【様式１４ 物資調達状況】（p.15） 

【様式１５ 物資記録簿】（p.16） 

【様式１６ 物資輸送状況】（p.17） 
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第２節 緊急輸送対策 

 

第１ 基本方針 

震災時の応急対策活動を効率的に行うため、緊急輸送道路の機能を迅速に回復するとと

もに、輸送手段等を的確に確保し、活動人員や救援物資等の円滑な輸送を行う。 

緊急輸送は、原則として次の順位により行う。 

・市民の安全を確保するために必要な輸送 

・被害の拡大を防止するため必要な輸送 

・災害応急対策を円滑に行うために必要な輸送 

 

項目 発災から 24 時間 ２～３日以降 １週間以降 

輸送対象 ● ● ● 

陸上輸送対策 ● ● ● 

輸送手段の確保 ● ● ● 

物資の集積及び要員の確保 ● ● ● 

 

 

第２ 輸送対象 

【行政】 

計画内容 担当 

●各段階における輸送対象は、概ね次のとおりとする。 

１ 第１段階（被災直後） 

① 救助・医療活動の従事者及び医薬品等の物資  

② 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員及び物資 

③ 政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電

力、ガス、水道施設保安要員等初動の災害対策に必要な人員・

物資等 

④ 医療機関へ搬送する負傷者等 

⑤ 緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等

に必要な人員及び物資 

２ 第２段階（概ね被災から１週間後まで） 

① 食料、飲料水等生命の維持に必要な物資 

② 疾病者及び被災者の被災地外への輸送 

③ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

３ 第３段階（概ね被災から１週間以降） 

① 災害復旧に必要な人員及び物資 

② 生活必需品 

輸送班 
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第３ 陸上輸送対策 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

１ 道路被害状況の把握及び伝達 

●緊急輸送道路及び緊急防災道路の被害並びに道路上の障害物の状

況を調査し、速やかに県に報告する。 

●東日本高速道路株式会社は、所管の緊急輸送道路被害及び道路上

の障害物の状況を調査し、パトロールカーによる巡視を実施する

とともに、道路モニター等からの道路情報を相互に連絡を取り合

う。 

２ 緊急輸送道路の応急復旧作業 

（１）作業順位の決定 

●道路管理者は、あらかじめ指定された緊急輸送道路の被害状況を

基に、緊急性を考慮し、県及び警察本部と調整の上、応急復旧順

位を決定する。 

（２）応急復旧作業 

●道路管理者は、警察及び自衛隊、災害復旧に関する協定締結団体

の協力を得て、道路上の破損、倒壊等による障害物の除去を行い

交通確保に努める。「第１編第３章第６節 第６ 協定締結団体

等（総則-36）」を参照。 

３ 応急復旧状況の広報 

●効率的な緊急輸送を行うために、応急復旧、交通規制、交通量等

の状況を把握し、緊急輸送道路及び緊急防災道路に関する情報伝

達窓口を設置し、緊急輸送実施者からの問合せに対して、情報伝

達を行う。 

土木班 

輸送班 

運輸事業者 

建設事業者 

 

◇資料 

【資料２－１３－１ 災害時における応急復旧工事に関する変更協定書】（p.177） 

【資料２－１３－２ 災害時における応急復旧工事に関する変更協定書】（p.179） 
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第４ 輸送手段の確保 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●輸送車両は、公用車を活用するほか、輸送に関する協定締結団体の

協力を得て車両を確保する。「第１編第３章第６節 第６ 協定締

結団体等（総則-36）」を参照。 

●必要とする車両の調達が困難な場合は、県に対して調達・あっせん

を要請する。 

輸送班 

土木班 

運輸事業者 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●市内貨物自動車運送業者は、市と連携して輪送車両の確保を図る。 

 

◇資料 

【資料２－９－１ 災害時における人員輸送等の協力体制に関する協定書】（p.127） 

【資料２－９－２ 災害時における物資の輸送に関する協定書】（p.131） 

【資料２－１７ 緊急通行車両等の確認事務処理要領】（p.194） 

◇様式 

【様式２２ 緊急通行車両等に関する様式】（p.23） 

 

 

第５ 物資の集積及び要員の確保 

【行政】 

計画内容 担当 

●施設の利用可能状況や緊急輸送路及び緊急防災道路の状況を把握

し、輸送拠点（市民総合運動公園）に搬送する。 
輸送班 

●救助法が適用された場合、応急救助のための輸送に要した経費は、

基準の範囲内において県に請求する。 
統括班 

●物資の搬送等に係る要員の確保については、物資供給に関する協定

締結団体の協力を得て確保する。「第１編第３章第６節 第６ 協

定締結団体等（総則-36）」を参照。 

物資班 

 

◇資料 

【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５－１ 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】

（p.260） 
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第３節 環境衛生対策 

 

第１ 基本方針 

「坂戸市災害時における衛生行動計画」、「坂戸市災害廃棄物処理計画」等に基づき、感

染症の発生の防止等被災者の心身の健康の維持を図るとともに、被災地における生活ごみ、

し尿及び災害廃棄物（災害に伴って発生したがれき等をいう。以下同じ。）を迅速に処理

し、被災地の環境保全と復旧を図る。 

また、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

主とともに避難所に避難してくることが予想される。 

そのため、動物愛護の観点から、これら動物の保護や適正な飼養に関し、関係機関や獣

医師、ボランティア等との協力体制を確立する。 

 

項目 発災から 24 時間 ２～３日以降 １週間以降 

公衆・保健衛生  ● ● 

動物救護  ● ● 

生活ごみ及び災害廃棄物の処理  ● ● 

し尿処理  ● ● 

 

 

第２ 公衆・保健衛生 

【行政】 

計画内容 担当 

●避難所等の衛生環境を保持するため、掃除や手洗い等の指導を行う。 

●ライフラインの途絶による衛生環境の悪化を防ぐため、公衆浴場や

公共施設の入浴施設の活用を図る。また、関係機関や自衛隊の協力

を受け、仮設風呂やシャワー等を設置する。 

環境衛生班 

●食中毒等を予防するため、食品衛生の監視及び指導を行う。 

●医師、保健師及び看護師による健康管理・指導を実施する。 

●感染症や疾病の予防のため、衛生環境や健康保持の啓発を行う。 

●災害による精神的な影響を受けた被災者に対して県や坂戸保健所と

連携し、メンタルケア等の相談指導を行う。 

●県及び坂戸保健所の協力を得て、次の防疫活動を実施する。 

保健衛生班 
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【表 防疫活動一覧】 

項 目 内 容 

疫学調査 
 被災地区住民の発病状況を調査し、感染症患者の早期発見に努めるとと
もに、併せて検体採取を行う。 

健康診断 

 下痢等の症状のある者に対し健康診断を行い、感染症の発生の疑いのあ
る者については検便等を実施し、早期発見に努める。発見した場合は、感
染源を調査するとともに、関係機関と調整を図り、患者に対する良質かつ
適切な医療の提供に努める。 

消毒  家屋の浸水や倒壊家屋に対し薬品による消毒を実施する。 

そ族昆虫駆除 
 蚊や蠅等の害虫が発生した場所又は発生する可能性のある場所等へ薬品
を散布し、発生原因の除去に努めるとともに、必要に応じてねずみ駆除を
行う。 

予防接種 
 予防接種が必要となった場合は、原則として市が実施するものとし、実
施できない場合には、県に実施を要請する。 

 

【市民】 

計画内容 

●各家庭での環境衛生対策や健康管理に努める。 

●区・自治会内の環境衛生対策に努める。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●企業・事業所内の環境衛生や従業員の健康管理に努める。 

●区・自治会、自主防災組織が進める環境衛生対策を支援する。 

 

◇資料 

【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２－１０－５ 災害時における感染症予防に関する協定書】（p.146） 

【資料３－１０ 応急清掃資機材の現況】（p.215） 

【資料３－１１ 防疫用資機材の備蓄状況】（p.215） 

【資料３－１２ 防疫用資機材の調達先】（p.215） 

【資料３－１４ 感染症病床の設置状況】（p.221） 
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第３ 動物愛護 

発災から 24 時間は、人命救助を最優先とするが、動物愛護の観点から、ペットの救出、

避難についても配慮する。 

 

【行政】 

計画内容 担当 

１ 動物救援本部 

●県は、獣医師会及び動物関係団体と連携して、動物救援本部を設

置し、次の事項を実施するとしている。 

① 動物保護施設の設置 

② 所有者不明の動物の保護収容及び飼育管理 

③ 負傷動物の保護収容、治療及び飼育管理 

④ 飼育困難動物の一時保管 

⑤ 動物の所有者や新たな所有者探しのための情報収集・提供 

⑥ 動物に関する相談の実施等 

２ 被災地域における動物の保護 

●市は、所有者不明の動物や負傷動物等を、県、獣医師会及び動物

関係団体等と協力の上、保護し、動物保護施設等へ搬送する。 

●動物愛護団体等に動物の保護について協力を要請する。 

３ 避難所における動物の適正な飼養 

●市は、県と協力して飼い主とともに避難した動物の飼育に関して

適正飼養を行う等、動物の愛護及び環境衛生の維持に努める。 

４ 情報の交換 

●市は、県及び動物救援本部等と連携して、次の情報の収集・提供

を行う。 

① 各地域の被害及び避難所での動物飼育状況 

② 必要資機材、獣医師をはじめとする動物関連専門職の派遣要

請 

③ 避難所から動物保護施設への動物の預け入れ希望 

④ 他市町村への連絡調整及び応援要請 

５ その他 

●動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48年法律第 105号）に規

定する特定動物（危険な動物）等が逸走した場合は、動物園及び

警察の協力を得て収容、管理する。 

環境衛生班 

 

【市民（飼い主）】 

計画内容 

●避難所等における飼育は、飼い主同士が協力して行う。 

●動物の野生化を防ぐため、飼い主が責任を持って管理を行う。 

●飼い主は、一時的に飼育が困難となり、他に預ける場合でも、長期にわたり放置する

ことがないよう、適切な対応に努める。 
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【企業・事業所】 

計画内容 

●可能な範囲で、動物保護施設の場所の提供に努める。 

 

 

第４ 生活ごみ処理及び災害廃棄物の処理 

【行政】 

計画内容 担当 

「坂戸市災害廃棄物処理計画」に基づき、被害状況、災害廃棄物の

発生量、処理施設の状況等を把握するとともに、関係機関との連携を

図りながら迅速かつ適正な処理を行う。 

●適正かつ効率的なごみ処理のため、収集の際は分別収集を行う。 

●応急対応時においても、住民等の協力を得ながら、がれき等解体ご

み及び片づけごみの分別区分を徹底し、適正な処理に努める。 

●市民及び事業者に対し、災害廃棄物を含むごみの分別排出の啓発を

行う。 

●市の処理施設では処理できないもの又は処理能力を超える廃棄物な

どについては、県、近隣市町村、関係機関等の協力を得て、適正に

処理を行う。 

●災害廃棄物処理に当たっては、一般廃棄物処理施設のほか民間処理

施設の利用を調整する。 

●有害物、危険物、環境の悪化を招く腐敗性の高いごみ、災害復旧及

び生活に重大な支障をもたらすごみ等については、優先的に処理を

行う。 

●一時保管、選別が可能となる仮置場を、候補地を中心として迅速に

指定する。 

●ごみの不法投棄を防止するため、啓発や見回り等を行う。 

●災害発生後の道路交通の状況などを勘案しつつ、速やかに避難所ご

みを含む生活ごみの収集体制を整え、衛生向上を図り、生活ごみの

早期の処理に努める。 

●損壊家屋の解体を実施する場合には、解体業者、廃棄物処理業者、

建設業者等と連携した解体体制を整備するとともに、必要に応じて

速やかに他の地方公共団体への協力要請を行う。また、コールセン

ターの設置、申請の受付等に係る業務の委託についても検討する。 

環境衛生班 

 

【市民】 

計画内容 

●ごみを排出する際は、分別を徹底する。 
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【企業・事業所】 

計画内容 

●ごみを排出する際は、分別を徹底する。 

●仮置場の提供に協力する。また、災害廃棄物を排出する際は、仮置場等の状況を勘案

し、一時保管等に協力する。 

 

◇資料 

【資料３－９ 塵芥及びし尿処理場の所在・処理能力】（p.215） 

 

第５ し尿処理 

【行政】 

計画内容 担当 

●「坂戸市災害廃棄物処理計画」に基づき活動する。 

●被災者の生活に支障が生じないよう、備蓄している簡易トイレの活

用を図る。 

●所管トイレの被害状況を把握するとともに、廃棄物処理・生活衛生

に関する協定締結団体の協力を得て、仮設トイレ等の設置及びし尿

くみ取り車の手配を速やかに要請する。「第１編第３章第６節 第

６ 協定締結団体等（総則-36）」を参照。 

●生活用水を確保し、避難所に仮設トイレを設置し対処する。 

●仮設トイレの設置に当たっては、女性や障害者等への配慮を行う。 

●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。 

環境衛生班 

●坂戸地区衛生組合が所有する施設を利用し、し尿処理を行う。 坂戸地区衛生組合 

 

【市民】 

計画内容 

●避難所の仮設トイレの維持管理に協力する。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●仮設トイレ等の設置を図り、自主的に管理する。 

 

◇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３－９ 塵芥及びし尿処理場の所在・処理能力】（p.215） 
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第４節 遺体の取扱い 

 

第１ 基本方針 

地震により死亡し、又は死亡していると推定される者については、「災害時における遺

体の埋火葬計画」に基づき、迅速かつ適切に捜索・収容し、検視（見分）及び検案を行い、

適切に埋・火葬を実施する。遺体の取扱いに当たっては、死者への尊厳に配慮し適切な対

応を図る。なお、身元が判明しない死亡者については、歯の治療痕やＤＮＡ鑑定等の方法

をもって確認のための措置を講じる。 

 

項目 発災から 24 時間 ２～３日以降 １週間以降 

遺体の捜索 ● ● ● 

遺体の収容・埋火葬  ● ● 

 

 

第２ 遺体の捜索 

【行政】 

計画内容 担当 

●死亡し、又は死亡していると推定される者の捜索は、区・自治会、

自主防災組織、近隣住民の協力の下、市、坂戸・鶴ヶ島消防組合、

坂戸市消防団、西入間警察署及び自衛隊が連携し実施する。 

●捜索用の資機材は、市、坂戸・鶴ヶ島消防組合、消防団等が所有す

るものを使用し、不足した場合は、市内の業者等から調達する。 

現地対応班 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

坂戸市消防団 

西入間警察署 

自衛隊 

●行方不明者に関する相談窓口を設置する。 市民生活班 

 

【市民】 

計画内容 

●地域住民の安否確認を行い、行方不明者を明らかにする。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●従業員の安否確認を行い、行方不明者を明らかにする。 
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第３ 遺体の収容・埋火葬 

【行政・関係機関】 

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、迅速かつ適切に行動

する。 

●遺体の検視・検案、一時保存等を行うために、遺体収容所※を開設

し、遺体を収容する。 

●遺体収容所において、検視・検案を行い、遺体には、遺体処理票及

び遺留品処理票を作成の上納棺し、氏名等を記載した「氏名札」を

棺に貼付する。 

●遺体の身元が判明している場合は、原則として遺族・親族又は在住

する市町村長に連絡の上、遺体を引き渡す。 

●西入間警察署と協力して、身元不明な遺体に対し引取人の調査を行

う。 

●身元が判明しない遺体及び引取人のいない遺体の埋火葬を行う。 

●遺体の搬送に際しては、関係機関・団体等から車両を手配し、同時

に、衛生管理上必要な物資（棺桶・ドライアイス等）を被災者・帰

宅困難者支援に関する協定締結団体から調達する。「第１編第３章

第６節 第６ 協定締結団体等（総則-36）」を参照。 

●火葬場の処理能力を大幅に超える数の遺体が発見・収容された場合

には、他市町村等の協力を得て、火葬を実施する。 

環境衛生班 

西入間警察署 

坂戸鶴ヶ島医師会 

坂戸鶴ヶ島歯科医師会 

●遺体を火葬に付す場合は、火葬場において火葬する。遺骨は、遺留

品等とともに納骨堂又は寺院等に一時保管を依頼し、身元が判明し

た場合には、縁者に引渡しを行う。 

●１年以内に身元が判明しない者は、納骨堂に収蔵するか、無縁墓地

に埋葬する。 

環境衛生班 

※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節 建物等被害対策 

 

第１ 基本方針 

公共建築物は、市民の日常生活及び地震発生時の応急対策活動においても重要な役割を

果たす。また、被災した民間建築物の調査や応急対策は、復旧・復興期における市民生活

を支える重要な役割を持つ。 

そのため、関係機関との連携を図り、地震により住宅が滅失し、又は住宅に損傷を受け

た被災者に対し、応急危険度判定及び住宅の被害認定調査を行うことにより、応急措置及

び復旧等の支援とする。 

 

項目 発災から 24 時間 ２～３日以降 １週間以降 

被災建築物・宅地の応急危険度判定 ●   

被災度区分判定調査   ● 

住宅の被害認定  ● ● 
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第２ 被災建築物・宅地の応急危険度判定 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

１ 被災建築物応急危険度判定 

●各施設管理者からの被害状況報告に基づき、市が所有若しくは使

用している建築物について危険性を確認し、二次災害の防止と建

築物の地震後の使用の可能性について判断を行う。 

●被災建築物応急危険度判定実施本部及び被災宅地危険度判定実施

本部を設置し、市内における被災建築物応急危険度判定士及び被

災宅地危険度判定士に協力を求めるとともに、必要に応じて近隣

市への協力、県都市整備部に派遣要請を行う。 

●被災建築物応急危険度判定士及び被災宅地危険度判定士は、市内

における建築物及び宅地について、目視による判定を行い、判定

結果は、見やすい場所に「危険」「要注意」「調査済」の３色のス

テッカーにより標示する。 

●判定結果は、被災建築物応急危険度判定実施本部及び被災宅地危

険度判定実施本部が集計し、市災害対策本部に報告する。 

２ 応急措置 

●被災建築物応急危険度判定等の結果に基づき、公共施設の被災建

築物に対して、適切な応急措置を実施し、二次災害の防止に努め

る。 

被害調査班 

 

 

 
【図 被災建築物・被災宅地の応急危険度判定の流れ】 

  

職員参集時又はパトロールによる被害状況調査 

被災建築物応急危険度判定士、被災宅地危険度判定士による危険度判定 

ステッカーの貼付による周知 

市内被災建築物応急危険

度判定士等に出動要請、

県に支援要請 

職員（判定士）

による判定 

＜市内全域被害＞ ＜一部地域のみ被害＞ 

（必要に応じ、市内被災建

築物応急危険度判定士等に

出動要請、県に支援要請） 
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第３ 被災度区分判定調査 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●各施設管理者からの被害状況報告に基づき、必要に応じ建築構造技

術者の協力を求め、被災度区分判定調査を実施する。 

●民間の建築物については、被災度区分判定実施の相談窓口を設置す

る。 

被害調査班 

 

 

第４ 住宅の被害認定 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●住家被害は、罹災証明書の発行等の資料となることから、職員によ

る調査チームを編成し行う。調査人員が不足する場合は、県、近隣

市町及び家屋被害認定調査に関する協定締結団体の協力を得て実施

する。「第１編第３章第６節 第６ 協定締結団体等（総則-36）」

を参照。 

●第１次調査は、被災地の家屋を外観から目視調査により実施する。 

●第２次調査は、第１次調査を実施した住家の被災者から申請があっ

た場合、第１次調査の対象に該当しない場合又は第１次調査を実施

したが判定には至らなかった場合、内部立入調査を実施する。 

●再調査は、被災者からその依頼があった場合に、内容を精査したう

えで実施する。 

●被害程度の判定は、「災害の被害認定基準について（令和３年６月

24 日付府政防第 670 号）」及び「災害に係る住家の被害認定基準運

用指針（令和３年３月内閣府）」に基づき行う。 

家屋調査班 

 

◇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） 

【資料５－３ 災害の被害認定基準について】（p.268） 
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【図 罹災届出証明願及び罹災証明書の発行の流れ】 

 

【表 住家の被害の程度と認定基準】 

被害の程度 

認定基準 

①損壊基準判定 

住家の損壊、焼失、流失した部分の床

面積の延床面積に占める損壊割合 

②損害基準判定 

住家の主要な構成要素の経済的被害

の住家全体に占める損害割合 

全壊 
■住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの 

70％以上 50％以上 

大規模半壊 

■居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を

行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの 

50％以上 70％未満 40％以上 50％未満 

中規模半壊 

■居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部

分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住するこ

とが困難なもの 

30％以上 50％未満 30％以上 40％未満 

半壊 

■住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家

の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの 

20％以上 30％未満 20％以上 30％未満 

準半壊 
■住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもの 

10％以上 20％未満 10％以上 20％未満 

※①若しくは②、いずれかの基準によって判定を行う。 

被災者から再調査の依頼があった場合には
内容を精査の上、再調査を実施する。 

被害認定調査 

家屋の被災 

罹災届出証明願の申請 

罹災届出証明書の発行 

罹災証明書の発行 

＜市民生活班・福祉班＞ 
罹災届出証明願の受付及びデータ入力等 

＜家屋調査班＞ 
被害認定調査及び罹災証明書の発行 
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第６節 ライフライン施設対策 

 

第１ 基本方針 

社会経済活動に大きな影響を及ぼすライフライン施設と交通施設等の機能を迅速に回復

するため、関係機関が相互に連携を図って応急対策を実施する。 

また、ライフラインの速やかな応急復旧を図るため、市、県及びライフライン事業者等

との間で必要に応じ、現地のライフライン事業者の事業所等で現地作業調整会議を開催す

るものとする。 

 

項目 発災から 24 時間 ２～３日以降 １週間以降 

電気施設 ● ● ● 

ガス施設 ● ● ● 

上水道施設 ● ● ● 

下水道施設 ● ● ● 

通信・郵便設備 ● ● ● 

鉄道施設 ● ● ● 

その他の施設 ● ● ● 

 

 

第２ 電気施設 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●電力施設に被害が発生するおそれがあるとき、又は発生したとき

は、災害対策本部と東京電力パワーグリッド株式会社川越支社は密

接に連絡を取り、相互協力の下に速やかに対策を講じる。 

●東京電力パワーグリッド株式会社川越支社は、非常災害対策計画に

基づき応急対策を行うものとする。 

●復旧状況は逐次災害対策本部に連絡し、送電再開時における火災発

生の注意を促す。 

統括班 

東京電力パワーグリ 

ッド株式会社川越支社 

 

【市民】 

計画内容 

●地震時には電源を切る等、火災予防に努める。 

●垂れ下がった電線に触らない、避難時にはブレーカーを切る等、感電・出火防止に努

める。 

●送電再開時には、各家庭及び地域の見回りを行い、火災防止に努める。 
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【企業・事業所】 

計画内容 

●地震時には電源を切る等、火災予防に努める。 

●送電再開時には、施設の見回りを行い、火災防止に努める。 

 

◇資料 

【資料２－１３－３ 災害時における電気設備等の復旧に関する協定書】（p.180） 

【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） 

 

 

第３ ガス施設 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●ガス施設に被害が発生するおそれがあるとき、又は発生したとき

は、災害対策本部とガス供給者は密接に連絡を取り、相互協力の下

に速やかに対策を講じる。 

●ガス供給者は、各事業所の災害対策要綱等に基づき応急対策を行う。 

●復旧状況は、逐次災害対策本部に連絡し二次災害の発生の注意を促

す。 

●災害対策本部は、必要に応じて県及び災害時におけるＬＰガスの優

先供給等に関する協定に基づき、(一社)埼玉県ＬＰガス協会坂戸支

部へＬＰガス器具等の調達を要請する。 

統括班 

坂戸ガス株式会社 

角栄ガス株式会社 

 

【市民】 

計画内容 

●地震時にはガスの元栓を閉める等、火災予防に努める。 

●ガス漏れを感知した場合は、ガス会社又は現地災害対策本部に伝える。 

●ガス供給再開時には、各家庭及び地域の見回りを行い、ガス漏れや火災防止に努める。 

 

【企業・事業所】 

計画内容 

●地震時にはガスの元栓を閉める等、火災予防に努める。 

●ガス漏れを感知した場合は、ガス会社又は現地災害対策本部に伝える。 

●ガス供給再開時には、施設の見回りを行い、ガス漏れや火災防止に努める。 

 

◇資料 

【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） 
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第４ 上水道施設 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●水道施設に被害が発生するおそれがあるとき、又は発生したとき

は、災害対策本部と坂戸、鶴ヶ島水道企業団は、密接に連絡を取

り、相互協力の下に速やかに対策を講じる。 

●坂戸、鶴ヶ島水道企業団は、速やかに被害状況を把握し、復旧作業

に取り掛かる。復旧作業は事故水源の取水施設、導水施設及び浄水

施設を最優先に行い、順次、送水管・配水管の幹線から復旧を進め

る。 

●県水の受水施設の復旧は、用水供給施設の復旧の度合いに合わせる。 

統括班 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団  

 
 

第５ 下水道施設 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●下水道施設等に被害が発生するおそれがあるとき、又は発生したと

きは、災害対策本部と坂戸、鶴ヶ島下水道組合は密接に連絡を取

り、相互協力の下に速やかに対策を講じる。 

統括班 

坂戸、鶴ヶ島下水道組合 

 
 

第６ 通信・郵便施設 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●通信設備に被害が発生するおそれがあるとき、又は発生したとき

は、災害対策本部と東日本電信電話株式会社埼玉事業部は密接に連

絡を取り、相互協力の下に速やかに対策を講じる。 

●災害時の不要不急な通信は控えるよう周知に努める。 

●東日本電信電話株式会社埼玉事業部及び日本郵便株式会社は、各事

業所の計画に基づき応急対策を実施する。 

●災害対策本部及び避難所等応急対策上重要な公共施設は、優先電話

の確保及び開設を行う。 

●東日本電信電話株式会社埼玉事業部は救助法が適用された場合等に

は、特設公衆電話を設置し、通信回線の提供を行うものとする。 

●日本郵便株式会社は、必要に応じ避難所に臨時の郵便差出箱を設置

するものとする。 

統括班 

東日本電信電話 

株式会社埼玉事業部 

日本郵便株式会社 
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◇資料 

【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 鉄道施設 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●鉄道施設に被害が発生するおそれがあるとき、又は発生したとき

は、災害対策本部と東武鉄道株式会社は密接に連絡を取り、相互協

力の下に速やかに対策を講じる。 

●東武鉄道株式会社は、「運転取扱実施基準」、「鉄道事業本部防災計

画」に基づき応急対策を実施するものとする。 

統括班 

東武鉄道株式会社 

 
 

第８ その他の施設 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

１ 不特定多数の人が利用する公共施設 

●施設管理者は、利用者等を、あらかじめ定められた避難場所に誘

導し、混乱防止及び安全確保に万全を期する。また、施設ごとに

再開計画を策定し、早急に再開する。 

２ 医療救護活動施設 

●施設管理者は、施設ごとにあらかじめ策定した計画に基づき、患

者の生命保護を最重点に対応する。また、通信手段の確保に努め

るとともに、状況に応じて必要な措置を取り、万全を期する。 

３ 社会福祉施設 

●社会福祉施設は、被災後速やかに施設内外を点検し、必要な場合

には応急修理を行い、安全を確保する。また、施設の責任者は、

職員の状況、施設建物の被害状況を把握し、必要に応じ施設の応

急対策計画を策定する。 

●施設独自での復旧が困難である場合は、関係機関に連絡し、援助

を要請する。 

●被災しなかった施設は、援助を必要とする施設に積極的に協力

し、それぞれの入所者の安全を確保する。 

４ 畜産施設等 

●家畜及び畜産施設等の被害状況を川越家畜保健衛生所に報告する。 

施設管理者 

 

◇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） 
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第７節 応急仮設住宅対策 

 

第１ 基本方針 

被災した住宅の応急修理の体制を整えるとともに、自らの資力で修理し、改修し、又は

新築することができない被災者に対し、応急的な住宅供給を行い、被災者を支援する。 

 

項目 発災から 24 時間 ２～３日以降 １週間以降 

障害物の除去及び応急修理  ● ● 

応急仮設住宅の設置   ● 

賃貸型応急住宅の利用   ● 

 
 

第２ 障害物の除去及び応急修理 

【行政】 

計画内容 担当 

●居住者からの申込みに伴い、家屋被害認定調査等の結果により実施

を決定する。 

①障害物の除去：災害により住宅の一部又は全部に障害物が運びこ

まれ一時的に居住できない状態にあり、自らの資

力では当該障害物を除去し、当面の日常生活に最

低限必要な場所を確保できない者を対象者とし

て、住宅内及び住宅への出入口等で日常生活に支

障をきたすもの、また、放置しておくことが居住

者等の生命に危険を及ぼす可能性があるものにつ

いて、障害物の除去を行うための体制を整える。

なお、除去結果を県へ報告する。 

②住宅の応急修理：災害により住宅が大規模半壊、中規模半壊若しく

は準半壊の被害を受け、自らの資力では応急修理

をできない者又は大規模半壊の被害を受けた者を

対象者として、居室、炊事場、便所等の日常生活

に不可欠な部分について、必要最小限の修理を行

うための体制を整える。なお、修理結果を県へ報

告する。 

被害調査班 

●救助法が適用された場合、障害物の除去及び住宅の応急修理の費用

は、基準の範囲内において県に請求する。 
統括班 

 

◇資料 

【資料５－１ 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】

（p.260） 
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第３ 応急仮設住宅の設置 

【行政】 

計画内容 担当 

●救助法が適用され必要と認められる場合は、県が行う応急仮設住宅

及び空室の公的住宅等の供給に協力する。 

●建設用地をあらかじめ定め、必要戸数を要請する。 

●設置場所及び入居者の選定、維持管理等について、市が県の委託を

受けて行う。 

●被災者の状況を調査の上、以下の基準に基づき入居者を決定する。 

① 住居が全焼（壊）し、又は流失した被災者 

② 居住する住宅がない被災者 

③ 自らの資力をもって住宅を確保することができない者 

●応急仮設住宅への入居に際して、要配慮者を優先的に入居させる等

の配慮を行う。 

被害調査班 

●救助法が適用された場合、知事が直接設置することが困難な場合で

その設置等を市長に委任したときの応急仮設住宅の設置費用は、基

準の範囲内において県に請求する。 

統括班 

 

【表 建設型応急住宅の設置予定場所】 

公園名 所在 設置可能面積 建設可能戸数※ 

稲荷久保公園 千代田 4-2-2 2,758 ㎡ 30 戸 

※建設可能戸数は設置可能面積／90 ㎡で算出。 

 

◇資料 

【資料５－１ 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】

（p.260） 
 

第４ 賃貸型応急住宅の利用 

【行政】 

計画内容 担当 

１ 公的住宅 

●市営住宅の空室の優先利用に努めるとともに、なお不足する場合

は、県等の機関に対し、県営、都市再生機構、地方住宅供給公社

等の公的住宅の確保及び優先利用を要請する。 

２ 民間賃貸住宅 

●住宅提供支援に関する協定締結団体に対し民間賃貸住宅の供給を

要請し、必要とする者に借上げ又はあっせんの方法により民間賃

貸住宅の提供を行う。「第１編第３章第６節 第６ 協定締結団

体等（総則-36）」を参照。 

被害調査班 

 

◇資料 

【資料２－１２－１ 災害時における民間賃貸住宅の提供支援に関する協定書】（p.171）  
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第８節 文教・保育対策 

 

第１ 基本方針 

震災時において、園児、児童、生徒及び学生の安全と教育活動の確保に万全を期するた

めの適切な措置を講じる。 

 

項目 発災から 24 時間 ２～３日以降 １週間以降 

発災時の対応 ●   

応急的な教育活動の実施  ● ● 

教材学用品等の調達・給与   ● 

給食等の措置  ● ● 

文化財の保護  ● ● 

 

第２ 発災時の対応 

学校長、園長及び各施設長は、それぞれの防災マニュアル等に基づき、発災時には園児、

児童、生徒の安全の確保を図る。 

 

１ 市立小・中学校 

【行政】 

計画内容 担当 

（１）開校時  

●学校長は、危機管理マニュアルに基づき、児童及び生徒の安否確

認と救助活動を実施し、施設の被害状況、児童、生徒及び職員の

人的被害を災害対策本部に報告する。 

●メール連絡網により、保護者に状況を報告する。 

●帰宅に当たり、小学生は、保護者に直接引き渡すものとし、それ

までは学校で保護する。 

●中学生は、通学路、居住地の安全が確認され次第下校し、区・自

治会、自主防災組織の応急活動に協力する。 

（２）閉校時 

●教職員は、小・中学校に参集し、被害状況の把握等を危機管理マ

ニュアルに基づき実施する。 

●被害状況に応じて学校内及び教育委員会で検討し、休校等の応急

措置を実施する。 

（３）その他 

●避難所の開設等に協力する。また、学校管理に必要な職員を確保

する。 

●学校の保健衛生に十分注意し、建物内外の清掃、飲料水の浄化及

び伝染病等を予防する。 

文教班 
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【市民】 

計画内容 

（１）開校時 

●小学生の保護者は、災害が発生した場合、児童を早急に引き取る。 

 

２ 市立幼稚園・保育園 

【行政】 

計画内容 担当 

（１）開園時 

●園長は、園児の安否確認と救助活動を実施し、施設の被害状況及

び園児･職員等の人的被害を災害対策本部へ報告する。 

●帰宅に当たり、園児は、保護者に直接引き渡すものとし、それま

では各園で保護する。 

（２）閉園時 

●各園の職員は、施設に参集し、被害状況の把握等を実施する。 

●被害状況に応じて、休園等の応急措置を実施する。 

●災害対策従事者の子どもの保育継続をする。 

福祉班 

文教班 

 

【市民】 

計画内容 

（１）開園時 

●保護者は、災害が発生した場合、園児を早急に引き取る。 

 

３ 児童センター 

【行政】 

計画内容 担当 

（１）開館時 

●館長は、子どもや職員の安否確認と救助活動を実施し、被害状況

を災害対策本部へ報告する。 

●帰宅に当たり、子どもは、保護者に直接引き渡すものとし、それ

までは各児童センターで保護する。 

（２）閉館時 

●各児童センターの職員は、施設に参集し、被害状況の把握等を実

施する。 

福祉班 

 

４ その他の教育・保育施設 

【各施設】 

計画内容 担当 

●私立幼稚園・保育園、学童保育所及び教育センターは、各施設長の

判断に基づき応急対策活動を実施する。 
各施設長 
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第３ 応急的な教育活動の実施 

【行政】 

計画内容 担当 

●自校が使用可能な場合は、応急修理や補修を行い、応急教育を実施

する。 

●自校が使用できない場合は、近隣の余裕がある学校を利用した分散

授業、利用する施設の状況に合わせた二部授業、平常時の学級編成

を見直した圧縮学級の編成等を行い、応急教育を実施する。 

●災害又は罹災により教員が欠員した場合は、県教育委員会に不足教

員の緊急派遣を要請する。 

文教班 

 

 

第４ 教材学用品等の調達・給与 

【行政】 

計画内容 担当 

●罹災した児童及び生徒※に学用品（教科書・文房具・通学用品）を

調達・給与する。 
文教班 

●救助法が適用された場合、学用品の給与に要した費用は、基準の範

囲内において県に請求する。 
統括班 

※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。） 

 

◇資料 

【資料５－１ 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】

（p.260） 
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第５ 給食等の措置 

【行政】 

計画内容 担当 

●災害時は、施設の点検を行い、被害を受けた場合は、災害対策本部に

報告する。 

●給食に必要な食材等は、市内の団体等を通じて入手する。 

●都市ガスの供給が停止された場合は、代替燃料をもって調理する。 

文教班 

福祉班 

 

◇資料 

【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） 

 

 

第６ 文化財の保護 

【行政】 

計画内容 担当 

●県市指定建築物は、被害状況を把握するするとともに、応急措置を講

じる。 

●美術工芸品の保管場所が損害を受けた場合には、管理体制及び設備の

整った公共施設に一時的に保管させる措置を講じる。 

●文化財が崩壊した、あるいは崩壊するおそれがある場合、被害の程度

によっては、復旧が可能であり、所有者等と連絡を取り合って保存の

処置を進める。 

文教班 

 

◇資料 

【資料３－２０ 指定文化財の現況】（p.232） 
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第５章 南海トラフ地震臨時情報発表に伴う対応措置計画 

第１ 策定の趣旨 

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。市は、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弱から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、人口が集中している県南部で

かなりの被害が発生することが予想されるとともに、臨時情報発表に伴う社会的混乱も懸

念される。 

このため、南海トラフ地震の発生に備え、社会的混乱の防止と地震被害を最小限にとど

めることを目的に、この計画を定めるものとする。 

 

＜参考：「東海地震の警戒宣言に伴う対応措置」について＞ 

市は、大規模地震対策特別措置法に基づく防災対策強化地域に指定されていないが、東

海地震が発生した場合、震度５弱から５強程度が予想されている。同法に基づく警戒宣言

の発令に伴う社会的混乱の防止と被害軽減のため、従来、本計画に「東海地震の警戒宣言

に伴う対応措置」を記載していた。 

平成 29 年 11 月から南海トラフ全域での地震発生の可能性を評価した結果を知らせる

「南海トラフ地震に関連する情報」の運用が開始されており、これに伴い、現在「東海地

震に関連する情報」の発表は行われていない。このため、警戒宣言が発令される見込みが

ないことから「東海地震の警戒宣言に伴う対応措置」については、参考として資料編に掲

載することとする。 

 

◇資料 

【資料４－６ 東海地震の警戒宣言に伴う対応措置】（p.248） 
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第２ 南海トラフ地震臨時情報発表に伴う対応 

１ 南海トラフ地震臨時情報の伝達 

南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が高まった旨の「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」は気象庁が県に連絡し、県は、この連絡を受け

た場合は、直ちに市、関係部局及び防災関係機関に伝達する。 

 

【南海トラフ地震臨時情報発表までの流れ】 

観測した異

常な現象 

 
南海トラフの想定震源域又はその 

周辺でＭ6.8 程度以上の地震が発生 
 

南海トラフの想定震源域のプレー

ト境界面で通常とは異なるゆっく

りすべりが発生した可能性 

                     

                     

異常な現象

に対する 

評価 

 気象庁が「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」を発表 

                 

                 

    有識者からなる「南海トラフ沿いの地震に関る評価検討会」を 

開催し起こった現象を評価 

                        

                       

    プレート境

界のＭ８以

上の地震

（半割れ） 

 

Ｍ７以上の

地震（一部

割れ） 

 
ゆっくり 

すべり 
 

左の条件を

満たさない

場合 

                     

                     

評価の結果 

発表される

情報 

                 

 南海トラフ地震 

臨時情報 

（巨大地震警戒） 

 

南海トラフ地震 

臨時情報 

（巨大地震注意） 

 

南海トラフ地震 

臨時情報 

（終了） 
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２ 市民、企業等への呼びかけ 

【行政】 

計画内容 担当 

１ 「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」

の連絡を受けた場合 

●庁内及び防災関係機関に情報を伝達する。 

２ 「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 

●市民に対して、日頃からの地震への備えについて再確認をすると

ともに、一定期間、できるだけ安全な行動をとるなど、適切な防

災対応をとるよう呼びかける。 

●企業等に対して適切な防災対応をとるよう呼びかける。 

総務部 

 

【市民】 

計画内容 

市から、南海トラフ地震への防災対応をとるよう呼びかけられた場合は、日常生活を

行いつつ、以下の対応に努める。 

●日頃からの地震への備えについて再確認を行うなど、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／非常用持出袋の確認／避難場所や避難経路の確認／

家族との安否確認方法の確認 等 

●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・事業所】 

計画内容 

市から、南海トラフ地震への防災対応をとるよう呼びかけられた場合は、日頃からの

地震への備えについて再確認を行うなど、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／災害拠点（災害物資の集積場所等）の確認／発災時の職員役割分担の

確認 等 
 

【表 ケースごとの警戒、注意をする期間】 

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 
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 
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第３ 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、本

編各章に基づき災害対応を行うものとする。 
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第６章 最悪事態への対応 

第１節 最悪事態を設定する目的  

地域防災計画策定の基礎となる被害想定は、過去の被害履歴や各種調査研究に基づく発

生確率を基に、将来発生する可能性が高いとされる地震に限定して平均的な被害程度を推

計したものである。その結果、地方公共団体の防災対策は、比較的局地的な地震を想定に

して実施されてきた。 

しかし、実際に大規模地震が発生したときは、平均的に算出された被害想定を超えた、

最悪な事態（首都圏長期大停電や燃料枯渇、首都機能のまひ、大量の避難者や帰宅困難者

の発生等）が生じる可能性もある。そのため、防災関係機関は、最悪事態を想定しておく

必要がある。 

 

 

第２節 最悪事態への対応 

震災応急対策編に定める計画は、被害想定に基づく防災対策として、ハード面の整備を

始め、市民の命だけではなく、財産、生活基盤、社会的安定等を災害から守るために実施

する取組である。 

一方、最悪事態を引き起こすような大規模災害に対して、ハード整備だけで対応するこ

とには限界がある。また、確実に守ってくれる構造物という概念は、その想像をも上回る

大規模な災害に対しては、迅速な避難行動を阻害するマイナスの要因にもなり得る。 

そこで、最悪事態に対処する場合は、目的を「人命を守る」ことに絞って対策を進め、

その上で生活や社会基盤の早期再建・復興を目指すこととする。人命を守る上で有効なの

は、「避難」であり、迅速な避難を実現するための情報伝達、土地利用計画、教育、啓発

及び訓練が重要になる。 

 

  



第３編 震災応急対策編  第６章 最悪事態への対応 

震災-88 

第３節 最悪事態の共有と取組の実施 

市は、従来どおり被害想定に基づく特定の地震をターゲットとした防災対策をしっかり

進めながら、その上で、最悪の事態をもシミュレーションし、防災関係機関や市民と共有

しておくこととする。 

大規模地震が発生したときには、局地的災害に対応するために整備したハード面や救助

の枠組みで被害の最小化を図りながらも、「逃げる」「逃がす」対策と組み合わせることよ

って、なんとしても市民の命を守ることが重要である。 

また、首都直下地震発災時には、比較的被害が少ないとされる市が、全国からの応援業

務の拠点として、積極的な広域支援を行っていくことになる。 

次項から、科学的根拠は薄いが発生する可能性がある主な最悪事態を示し、対策の方向

性を検討する。 

 

 

第１ 火災への対応 

最悪事態 

○地震発災直後、火災が同時多発的に発生する中、断水により消火栓の機能停止、道路閉

塞や交通渋滞等により消防車が現場に到着できない。 

○特に木造住宅の密集している地区で大規模な延焼火災が発生する。 

 

１ 課題 

・消防機関に頼らない初期消火を確実に行い、火災を拡大させない。 

・消防機関の現場到達を早める。 

・火災から逃げ遅れる人をなくす。 

 

２ 対策の方向性 

・自主防災組織や消防団の消火活動訓練を推進し、初期消火を進める。 

・安否情報の確認方法や、迅速な避難を促す啓発や訓練を行う。 

・被害や危険地域の正確な把握と、住民への情報提供を迅速に行う。特に「逃げる」

「逃がす」ための情報提供を優先提供し、インターネット、携帯電話、マスメディ

ア、防災行政無線等あらゆる手段を活用する。 

・道路啓開（救援ルートの確保）や交通規制を行うため、協定締結先企業・事業所を円

滑に統括し、通行可能な緊急時の避難路を迅速に確保する。 
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第２ 首都圏長期大停電と燃料枯渇への対応 

最悪事態 

○発電所の被災により、首都圏広域大停電が数か月続く。 

 

１ 課題 

・災害対応を行う防災活動拠点や病院等は、１か月以上の長期間にわたる停電時におい

ても、活動を継続させなければならない。 

・電力、ガス、道路等のライフライン被害を軽減するとともに、復旧を早める。 

・首都圏長期停電下でも、被災者が安全・快適に生活を送れる環境を整える。 

 

２ 対策の方向性 

・市の主な防災拠点である市役所庁舎や地域防災拠点では、燃料又は電源を多重的に確

保するとともに、防災上重要な施設等にも同様の取組を働きかける。 

・非常用発電機及び緊急車両用の燃料確保について、既存の協定を見直す。 

・ライフライン事業者による減災活動や早期復旧に関し、目標設定や計画作成、復旧活

動を支援する。 

・非常用電源設備の設置及び維持管理をする。 

 

 

第３ デマやチェーンメールへの対応 

最悪事態 

○流言（うわさ）・デマの拡散によって過剰な自衛行為やパニックが市民へ広がり、応急対

策や災害復旧、避難生活に支障をきたす。 

 

１ 課題 

・情報通信基盤が破壊、又は電源喪失し、情報収集・伝達手段が制限される。 

・政府、行政による正確な情報発信が不足する。 

・不安や恐怖心から、不正確な情報や流言（うわさ）・デマが拡散する。 

 

２ 対策の方向性 

・電力事業者や通信事業者と協力し、通信設備の停電対策（携帯電話基地局の増設と耐

震化、非常用電源の強化等）を進める。 

・正しい情報の発信者・取得方法等の防災情報教育を行い、プッシュ型の災害情報を取

得するための事前登録等を進める。 

・発災後速やかに、多様なメディアを使い、正しい情報を発信し続けるとともに、流言

（うわさ）・デマの存在を素早く察知し、拡散を防ぐ。 
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第４ 超急性期医療と慢性疾患の同時対応 

最悪事態 

○大量の負傷者が同時に発生することにより、医師や看護師、医薬品等の不足が生じ、十

分な診療ができない。 

 

１ 課題 

・道路啓開の遅延や交通渋滞により、救援部隊の投入に時間がかかる可能性がある。 

・電力・水道等の断絶により、医療行為の存続が困難になる。 

 

２ 対策の方向性 

・医薬品等の協定を見直し、入手について実効性を確保する。 

・平常時に訓練等を実施し、トリアージのスキルを向上させる。 

・一定の安全を確保した上での自主防災組織、地域の企業・事業所等による救命救助活

動が行える仕組みや地域でできる医療対応を検討する。 

・医療施設における災害時の業務継続を確保するため、水、食料、自家発電に必要な燃

料等の備蓄・供給体制を確立するとともに、全ての医療機関について、耐震化を促

進する。 

 

 

第５ 被災者の健康、医療への対応 

最悪事態 

○災害による負傷の悪化や避難生活等の負担による疾病を起因とする死亡者の発生（災害

関連死） 

 

１ 課題 

・配慮事項ごとに必要とされる避難施設の確保 

・福祉避難所等比較的環境が優遇された場所へ、要配慮者を移送する体制の確立 

・在宅避難している要配慮者への対策（高リスク者の事前把握、物資の供給、見回り） 

 

２ 対策の方向性 

・避難所、医療機関等における毛布や燃料等の備蓄、非常用電源・通信手段の確保、物

資や燃料の供給手段の確保を行う。 

・発災後は、帰還できる体制（道路、住宅、医療等）を早期に整備する。 

・被災者の見守り活動や孤立防止、心のケアを継続的に行う。 
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第６ 家屋の倒壊・家具の転倒への対策 

最悪事態 

○家屋の倒壊、家具の転倒等による死亡者、負傷者の発生 

 

１ 課題 

・家屋の倒壊や家具の転倒に伴う死亡者、負傷者を減らす。 

・室内の避難経路に家具等が散乱し、延焼火災からの避難が遅れる状況をなくす。 

 

２ 対策の方向性 

・家屋の耐震性を確認し、必要な耐震改修等を行う。 

・家具の配置を見直し、家具の固定を進める。 

・地震に備えた防災総点検を行う。 

 

 

第７ 支援者の犠牲を出さない 

最悪事態 

○発災後、救助・救出・初期消火に当たっている支援者が二次災害に巻き込まれてしまう。 

 

１ 課題 

・発災後、救助・救出・初期消火に当たっている支援者が、二次災害に巻き込まれるこ

とを防止する。 

・現場で活動する防災関係者に正確な危険情報が伝えられず、撤退のタイミングを逃す

事態を回避する。 

 

２ 対策の方向性 

・救助・救出・初期消火活動に伴う危険行動や危険からの回避方法について、事前の研

修や訓練を進める。 

・支援者側の退避ルールをあらかじめ定める。 

・必要な資機材（無線機や倒壊家屋からの人命救助用エンジンカッター等）の装備を進

める。 

・防災指揮システムの可視化を進め、現場への情報提供をより迅速・的確に行う。 
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第８ 道路の確保 

最悪事態 

○大勢の車両での避難者や路上放置車両の発生、レッカー車の不足等により道路が渋滞

し、応急対処に支障をきたす。 

 

１ 課題 

・被災地の災害対応活動拠点への交通路を速やかに確保する必要がある。 

・緊急車両の通行を阻害する緊急交通路上の障害物、幹線道路上の放置車両への対応。 

・道路渋滞に伴う混乱やパニック、災害に付随する交通事故を防ぐ。 

 

２ 対策の方向性 

・災害時における交通ルール（緊急交通路への進入禁止や、車両を降りて避難する際の

ルール（鍵はつけたまま等））について、普及啓発を進める。 

・既存の災害時応援協定を見直し、緊急交通路上の障害物や放置車両の撤去体制や優先

的道路啓開のシミュレーションを行う。 

 

 

第９ 一斉帰宅の抑制 

最悪事態 

○主な緊急輸送道路が徒歩帰宅者であふれ、緊急車両が通行できない。 

○発災直後の一斉帰宅による二次被害の発生と、それに伴う消防・警察等の救助・救出活

動力低下と被害の拡大 

 

１ 課題 

・余震による落下物のおそれがある地域や火災延焼地域など、危険地帯を通過する徒歩

帰宅者が二次被害に巻き込まれる。 

・徒歩帰宅者が特定の箇所に集まり、混乱が生じる。 

・緊急交通路や緊急輸送道路に徒歩帰宅者があふれ、救助・救出活動を阻害する。 

 

２ 対策の方向性 

・発災直後における一斉帰宅の危険性を周知し、一斉帰宅抑制の取組を進める。 

・慌てて帰宅を開始しないですむよう、安否確認手段として、災害用伝言ダイヤル等の

利用を促進する。 

・都内にいる市民も含め、市内の被害情報や避難所開設情報、帰宅経路の危険情報を

様々な手段で発信する。 

・公共交通機関を利用した遠距離通勤者がいる企業などは、実情に応じて企業内備蓄を

推進する。 
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第 10 大勢の避難者受入れへの対策 

最悪事態 

○大勢の被災者が都心部で発生し、その受入れに混乱が生じ、被災者の支援機能が低下 

する。 

 

１ 課題 

・避難所における長期生活が困難な者の把握（配慮の種類や規模） 

・緊急避難的な広域受入れは速やかに、また、生活困難（不便地からの脱出）に伴う広

域受入れは計画的に行う必要がある。それぞれ手法を検討する。 

・観測機器や通信回線の破損により、情報が正常に伝達されず、人々が正確な情報なし

での行動を強いられる。 

・他の都道府県からの被災者が大量に流入することにより、避難者管理が複雑になる。 

 

２ 対策の方向性 

・市外からの避難者の輸送や受入れについて、発災時に混乱が生じないよう、あらかじ

め受入先や輸送手段等を確保する。 

・計画的な受入れについて、事前に県等とシミュレーションを行う。 

・発災後、避難所における長期生活が困難な者を把握し、広域避難の調整を行う。 

・被害状況や避難に係る情報は、報道機関等の協力の下、あらゆる手段でこまめに発信

する。 

 

第 11 食料供給への対策 

最悪事態 

○道路の不通やライフラインの途絶、生産工場や倉庫の損壊により、避難者に食料が届か

ない。 

○災害が立て続けに発生し、備蓄食料が不足する。 

 

１ 課題 

・広域物資供給体制の整備 

・広域緊急輸送体制の整備 

 

２ 対策の方向性 

・被災情報及び避難所の開設情報等を地図上に可視化して集約・展開し、必要な輸送ル

ートの選定及び啓開を速やかに行う。 

・原則３日以上、可能であれば１週間以上の家庭内備蓄を市民に推進する。 

・複合災害も視野に入れ、県と合わせた備蓄を十分に行う。 
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第 12 災害の連鎖を阻止する 

最悪事態 

○災害に伴い、経済、農業への被害、治安悪化等が連鎖的に発生する。 

 

１ 課題 

・災害に伴う被害の連鎖を起こさない。 

 

２ 対策の方向性 

・各種システムにおける十分なバックアップ体制の構築 

・各主体による事業継続計画の策定と日頃からの見直し 

  


