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第４編 風水害応急対策編 

第１章 活動体制 

第１節 応急活動体制 

 

第１ 基本方針 

風水害が発生した場合は、被災者の救助、保護及び生活の支援を迅速に行うために、被

害の状況に応じ災害対策本部を設置し、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。 

風水害では、予想される災害の規模等の状況により異なるが、概ね次の流れに準じて初

動対応を行う。 

なお、越辺川・高麗川水害予防組合による水防本部が設置された場合には、越辺川・高

麗川水害予防組合水防計画に準じた対応を取るものとする。 

 

［参考：大規模水害対策について］ 

県防災計画における「第３編 風水害編 第４章 大規模水害対策」においては、

「首都圏大規模水害対策大綱」を基に、利根川及び荒川による広域かつ大規模な浸水に

ついて対策を講じるものとしている。 

市では、市域の一部が越辺川及び高麗川の浸水想定区域に含まれることから、県防災

計画を参考に対応するものとする。 
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【図 初動対応からの流れ】 

事前準備 

情報収集体制 

【災害対策本部設置体制】 

非常体制第１配備 

非常体制第２配備 

水防情報の収集 

【警戒体制】 

警戒体制第１配備 

警戒体制第２配備 

初動期における 

災害情報の収集・提供 

近隣市町村や 

県への応援要請 

自衛隊の災害派遣要請 

救助法の適用申請 
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第２ 配備体制 

台風や熱帯低気圧等の影響により風水害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、

次の配備基準に基づき職員配備を決定する。 

 

【表 風水害時の配備基準】 

配 備 体 制 配 備 基 準 

事前準備 
台風や集中豪雨等により、大雨のおそれがある場合 

（土のう作成・運搬車両への積込み、水害常襲地に設置） 

警
戒
体
制 

情報収集体制 

・災害が発生又は発生が予測される場合（台風直撃等） 

・入西水位観測所（越辺川）若しくは坂戸水位観測所（高麗川）にお

いて水防団待機水位に到達した場合 

警戒体制第１配備 

・大規模災害の発生が予測される場合（大型かつ強い勢力以上の台風

直撃等） 

・入西水位観測所（越辺川）若しくは坂戸水位観測所（高麗川）にお

いて氾濫注意水位に到達した場合 

・市として独自に情報収集、連絡を行う必要がある場合 

警戒体制第２配備 

・入西水位観測所（越辺川）若しくは坂戸水位観測所（高麗川）にお

いて避難判断水位に到達した場合 

・軽微な被害が発生し､応急的な対応、被害状況を把握し、非常体制に

向けた取組が必要な場合 

災
害
対
策
本
部
設
置
体
制 

非常体制第１配備 

・入西水位観測所（越辺川）若しくは坂戸水位観測所（高麗川）にお

いて氾濫危険水位に到達した場合又は到達するおそれがある場合 

・水害が発生しやすい地域で被害が発生し、拡大のおそれがある場合 

・相当規模の災害の発生が予想される場合 

・県内に気象等に関する特別警報が発表された場合 

非常体制第２配備 

（全庁体制） 

・入西水位観測所（越辺川）若しくは坂戸水位観測所（高麗川）にお

いて堤防天端に水位が到達するおそれがある場合 

・水害が発生しやすい地域に加え、他の地域に被害が拡大し、避難指

示等の対応が必要な場合（8.13 集中豪雨又は令和元年東日本台風並

の状況） 
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第３ 動員体制 

風水害時における職員の動員は、次のとおりとする。 

【表 就業時間内外における職員の動員】 

時間 方法 

就業時間内 
庁内災害対策連絡会議により方針を決定し、各部の動員は部長から各所属
長へ行う。 

就業時間外 
あらかじめ定められた職員連絡系統（緊急連絡網）に基づき職員参集メー
ル等により行う。 

 

第４ 準備段階の体制 

１ 事前準備 

台風や熱帯低気圧の影響による大雨のおそれがある場合に、総務部長と都市整備部長 

が協議し決定する。 

【行政】 

計画内容 担当 

●土のう運搬車両、砂の準備を行う。 

●必要に応じ、排水ポンプ車の出動及び水のうの設置を行う。 

総務部 

現地対応班 

●土のうを作製し、運搬車両への積込みを行う。 

●過去の台風等で土のう設置の要請があった場所へ土のうを運搬・設

置する。 

土のう班 

●陸閘※の閉鎖用資材（堰板・支柱）の運搬及び閉鎖作業の準備を行

う。（陸閘は閉鎖基準に基づき閉鎖を行うが、閉鎖が必要と判断され

る場合は、速やかに閉鎖を行う。） 

●陸閘の閉鎖前の避難について、堤内地の居住者・企業等及び防災関

係機関に周知する。特に、陸閘閉鎖による車両通行制限について留

意する。 

都市整備部 

※堤防を切って設けられた、河川側への出入り口を閉鎖する門のこと。洪水の時には陸閘が閉められ堤防と

しての役割を果たす。 

 

２ 情報収集体制 

災害が発生又は発生が予測される場合（台風直撃等）又は入西水位観測所（越辺川）

若しくは坂戸水位観測所（高麗川）において水防団待機水位に到達した場合に、総務部

長と都市整備部長が協議し決定する。 

【行政】 

計画内容 担当 

（１）関係機関からの情報収集・伝達 

●国土交通省や気象庁等の防災気象情報等を活用し、雨量等の気象

情報及び河川水位の必要な情報を収集する。 

総務部 

都市整備部 

（２）庁内災害対策連絡会議の開催 

●庁内災害対策連絡会議を開催し、今後の方針を決定する。 
総務部 
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第２節 災害情報の収集・伝達 

 

第１ 基本方針 

適切な応急対策を実施するために、災害の情報を的確に把握し、分析するとともに、市

民に多様な方法で伝達する。 

 

 

第２ 収集・伝達すべき情報 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●風水害時に市及び防災関係機関が収集・伝達すべき情報は、次のと

おりである。 

① 雨量等の気象情報及び河川情報 

② 地域の災害危険状況 

③ 住民の避難状況 

④ 発災状況・被害状況・ライフラインの被害状況 

⑤ 復旧に関する情報 

●これらの情報は、風水害の警戒段階（情報収集体制・警戒体制第１

配備）、発災段階（警戒体制第２配備）、復旧段階の各段階に応じて

適宜収集・伝達する必要があり、市及び消防組合が収集すべき情報

は、次ページの表のとおりである。 

●避難情報発令の判断や災害対策の検討等を行う際、熊谷地方気象台

に対して気象情報や今後の気象予報について助言を求めることがで

きる。 

総合政策部 

総務部 

市民部 

都市整備部 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 
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【表 警戒段階で収集する情報】 

情報項目 情報の内容 収集時期 収集源 伝達手段・経路等 

水防情報 
①河川の水位等 

河川水位・流量等の時間変化 
②内水の状況 

随時 

⚫ 市・消防組合の
調査員 

⚫ 市民、自主防災
組織等 

⚫ 市気象観測・河
川監視システム 

⚫ 災害オペレーショ
ン支援システム 

⚫ 電話 
⚫ テレビ、ラジオ 
⚫ 県防災行政無線 
⚫ 市防災行政無線 
⚫ 消防無線 
⚫ 市防災アプリ 
⚫ さかろんメール 
⚫ インターネット等 

雨量等の 
気象情報 
の 収 集 

①予警報の内容 
予想される降雨及び災害の程度 

②降雨量 
⚫ 先行雨量 
⚫ 他区域の降雨状況 
⚫ 時間雨量の変化 

発表後 
即時 
 
毎時 
（随時） 

⚫ 熊谷地方気象台 
⚫ 気象庁（アメダ
ス、雨量レーダ
ー） 

⚫ 市気象観測・河
川監視システム 

⚫ 雨量計 

地域の災
害情報の
収 集 

⚫ 河川周辺及び水害が発生しやす
い地域における発災状況 

⚫ 河川の氾濫（越水、決壊）の予
想される箇所の発災の前兆現象 

異常の覚
知後即時 

⚫ 市・消防組合の
調査員 

⚫ 市民、自主防災
組織等 

⚫ 電話 
⚫ 市防災行政無線 
⚫ 消防無線 
⚫ 市防災アプリ 
⚫ さかろんメール 
⚫ インターネット等 

住 民 の 
避難状況 

①警報段階の避難実施状況（避難
実施区域、避難人数、避難所名
等） 

②自主避難実施状況 

避難所 
収容の後 

⚫ 避難所施設管理
者 

⚫ 市職員 
⚫ 消防組合、警察 
⚫ 住民、自主防災
組織等 
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【表 発災段階で収集する情報】 

情報項目 情報の内容 収集時期 収集源 伝達手段・経路等 

雨量等の 
気象情報 
の 収 集 

①予警報の内容 
  予想される降雨及び災害の程度 
②降雨量 
⚫ 先行雨量 
⚫ 他区域の降雨状況 
⚫ 時間雨量の変化 

発表後 
即時 
 
毎時 
（随時） 

⚫ 熊谷地方気象台 
⚫ 気象庁（アメダ
ス、雨量レーダ
ー） 

⚫ 市気象観測・河
川監視システム 

⚫ 市内設置の雨量
計 

⚫ 災害オペレーショ
ン支援システム 

⚫ 電話 
⚫ 市防災行政無線 
⚫ 消防無線 
⚫ 市防災アプリ 
⚫ さかろんメール 
⚫ 市写真投稿システ
ム 

⚫ インターネット等 

発災情報 

①河川の氾濫状況（越水、決壊箇
所、時期等）、浸水区域、浸水
高及びその拡大減衰傾向 

②内水による浸水の状況 
③がけ崩れ等の土砂災害の発生状
況(発生箇所、時期、種類、規
模等) 

④発災による物的・人的被害に関
する情報 
特に死傷者等人的被害及び発災
の予想される事態に関する情報 

発災状況
の覚知後
即時 

⚫ 市・消防組合の
調査員 

⚫ 警察、関係機関 
⚫ 市民、自主防災
組織等 

⑤都市施設の被災状況 
応急対策の障害となる各道路、
橋りょう、鉄道、電気、水道、
ガス、電話通信施設等の被災状
況 

被災後被
害概況が
把握され
た後 

⚫ 各道路管理者、
ライフライン関
係機関 

⚫ 電話 
⚫ 市防災行政無線 
⚫ 消防無線 
⚫ 市防災アプリ 
⚫ さかろんメール等 

住 民 の 
避難状況 

⚫ 避難実施状況 
（避難実施区域、避難人数、避
難所名等） 

避難収容
の後 

⚫ 避難所施設管理
者 

⚫ 市職員 
⚫ 消防組合、警察 
⚫ 市民、自主防災
組織等 

⚫ 電話 
⚫ 市防災行政無線 
⚫ 消防無線 
⚫ 市防災アプリ 
⚫ さかろんメール 
⚫ 市写真投稿システ
ム 

⚫ インターネット等 

【表 復旧段階で収集する情報】 

情報項目 情報の内容 収集時期 収集源 伝達手段・経路等 

全体的な
被害状況 

⚫ 地区ごとの物的・人的被害の確定
値 

豪雨が一
応終息し
た段階 

⚫ 市（各班） 

⚫ 災害オペレーショ
ン支援システム 

⚫ 電話 
⚫ 市防災行政無線 
⚫ 市防災アプリ 
⚫ さかろんメール 
⚫ インターネット等 

住民の避
難に関す
る 状 況 

① 避難所周辺の状況（再避難等の
対策の必要性）、避難住民に必
要な措置事項 

② 今回の災害に開設された避難所
名、開設・収容・閉鎖の日時 

③ 食料・物資等の調達・支給状況 

避難所ヘ
の収容後
事態が終
息した段
階 

⚫ 市職員 

都市施設
の復旧の
見 通 し 

① 電話等の通信機器施設の破損復
旧状況 

② 道路・橋りょうの破損・復旧状
況 

③ その他 

豪雨の終
息ととも
に即時着
手 

⚫ 各道路管理者、
ライフライン関
係機関 

そ の 他 
の 状 況 

① 応急復旧工事等の実施・進捗状
況 

② 消毒、大型ごみの回収の必要性 
③ その他 

豪雨の終
息ととも
に即時着
手 

⚫ 市（各班） 
⚫ 各防災関係機関 
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第３ 気象情報及び水防情報  

１ 気象特別警報・警報・注意報等の種類及び発表基準等 

熊谷地方気象台が発表する特別警報・警報・注意報等の対象地域、種類及び発表基準

は、次のとおりである。 
 

【表 警報・注意報発表基準一覧表（令和２年８月６日現在 発表官署 熊谷地方気象台）】 

坂戸市 
府県予報区 埼玉県 
一次細分区域 南部 
市町村等をまとめた地域 南西部 

警報 

大雨 
（浸水害） 表面雨量指数基準 25 
（ 土 砂 災
害） 

土壌雨量指数基準 154 

洪水 

流域雨量指数基準 
大谷川流域=13，飯盛川流域=9.4， 
葛川流域=6.3 

複合基準※１ 

飯盛川流域=（８，8.4）， 
葛川流域=（14，5.6）， 
越辺川流域=（18，37.8）， 
高麗川流域=（12，17.9） 

指定河川洪水予報 
による基準 

入間川流域［小ヶ谷・菅間・入西・八幡
橋・野本・坂戸］，荒川［熊谷］ 

暴風 平均風速 20m/s 
暴風雪 平均風速 20m/s 雪を伴う 
大雪 降雪の深さ 12 時間降雪の深さ 10cm 
波浪 有義波高  
高潮 潮位  

注意報 

大雨 
表面雨量指数基準 10 
土壌雨量指数基準 100 

洪水 

流域雨量指数基準 
大谷川流域=10.4，飯盛川流域=7.5， 
葛川流域=５ 

複合基準※１ 

大谷川流域=（５，10.4）， 
飯盛川流域=（５，7.5）， 
葛川流域=（５，５）， 
越辺川流域=（５，34）， 
高麗川流域=（８，12.7） 

指定河川洪水予報 
による基準 

入間川流域［入西・坂戸］ 

強風 平均風速 11m/s 
風雪 平均風速 11m/s 雪を伴う 
大雪 降雪の深さ 12 時間降雪の深さ５cm 
波浪 有義波高  
高潮 潮位  
雷 落雷等で被害が予想される場合 
融雪  
濃霧 視程 100ｍ 
乾燥 最少湿度 25％ 実効湿度 55％ 
なだれ  

低温 
夏期：低温のため農作物に著しい被害が予想される場合 
冬期：最低気温-６℃以下※２ 

霜 早霜・晩霜期に最低気温４℃以下 
着氷・着雪 著しい着氷(雪)で被害が予想される場合 

記録的短時間大雨情報 １時間雨量 100mm 

※１ （表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。 

※２ 冬期の気温は熊谷地方気象台の値 

（「熊谷地方気象台及び気象庁ホームページ」より作成） 

 

※なお、大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況と

なったときに、市町村長が避難情報等の災害応急対応を適時適切に行えるよう、また、住民の自主避難の

判断の参考となるよう、対象となる市町村を特定して都道府県と気象庁が共同で土砂災害警戒情報を発表

することがあるので留意する。  
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【表 気象等に関する特別警報の発表基準】 

現象の種類 基準 

大雨 
台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合 
災害が既に発生している状況であり、命を守るための最善の行動をとる必要があるこ
とを示す警戒レベル５に相当 

暴風 
数十年に一度の強度の台風や
同程度の温帯低気圧により 

暴風が吹くと予想される場合 

高潮 高潮になると予想される場合 

波浪 高波になると予想される場合 

暴風雪 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予測さ
れる場合 

大雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

（「熊谷地方気象台及び気象庁ホームページ」より作成） 

 

【図 気象情報の伝達系統】 

 

２ 水防情報 

（１）洪水予報及び水防警報 

あらかじめ指定した河川の洪水予報のうち国が管理する河川の洪水予報は、水防法

第 10 条第２項及び気象業務法（昭和 27 年法律第 165 号）第 14 条の２第２項の規定

により国土交通大臣及び気象庁長官が共同して行う。市では越辺川と高麗川が該当す

る。 

国が管理する河川の水防警報は､水防法第 16 条第１項により国土交通大臣及び関東

地方整備局が実施することとされている。洪水予報が行われるときはその予報に基づ

き、予報が行われないか又は予報を待ついとまがないときは、自らの判断により、予

防を行う必要がある旨を警告して行うもので、水防管理団体の水防活動に指針を与え

るものであり、市では、越辺川と高麗川が該当する。 
 

【表 洪水予報を行う河川と水位基準】 

河川名 水位観測所名 

水位（ｍ） 

水防団待機 

水位 

氾濫注意 

水位 

避難判断 

水位 

氾濫危険 

水位 

市内 
越辺川 入西 2.0 3.0 3.0 3.2 

高麗川 坂戸 1.0 1.5 2.8 3.4 

市外※ 

（参考） 

荒川 治水橋 7.0 7.5 12.2 12.7 

入間川 

新富士見橋 - 49.1 49.23 49.69 

菅間 7.0 8.0 11.5 12.0 

小ヶ谷 2.0 2.5 2.9 3.3 

小畔川 八幡橋 3.0 3.5 3.6 4.2 

都幾川 野本 2.0 3.5 3.7 4.1 

※市外でも市に影響があると考えられる河川については、市外水位観測所についても参考として記載してい

る。また、水位基準の設定はない近隣の水位観測所についても判断の参考とする。  

熊谷地方気象台 

ＮＴＴ東日本又は西日本 

（警報のみ） 

埼玉県災害対策課 

日本放送協会（ＮＨＫ） 

報道機関 

坂戸市役所 住 
 

民 
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【表 洪水予報の種類、水位の名称及び行動目安】 

警戒レベル 
洪水予報の標題 

［洪水予報の種類］ 
水位の名称 市及び住民に求められる行動 

警戒レベル 

１ 
（発表なし） 水防団待機水位 市 ：水防団の活動準備開始 

警戒レベル 

２ 

氾濫注意情報 

［洪水注意報］ 
氾濫注意水位 

市 ：水防団出動 

（高齢者等避難の発令検討） 

住民：洪水に関する情報に注意 

警戒レベル 

３ 

氾濫警戒情報 

［洪水警報］ 
避難判断水位 

市 ：高齢者等避難の発令 

住民：避難に時間のかかる者は避難を開始 

警戒レベル 

４ 

氾濫危険情報 

［洪水警報］ 
氾濫危険水位 

市 ：避難指示の発令 

住民：危険な場所から全員退避（立退き避

難又は屋内安全確保） 

警戒レベル 

５ 

氾濫発生情報 

［洪水警報］ 
（氾濫発生） 

市 ：緊急安全確保の発令、逃げ遅れた住

民の救助等、新たに氾濫が及ぶ区域

の住民の避難誘導 

住民：直ちに安全確保 

 

【表 水防警報の種類と発表基準】 

種 類 内 容 発表基準 

待 機 

出水あるいは水位の再上昇が懸念される

場合に、状況に応じて直ちに水防機関が出

動できるように待機する必要がある旨を警

告し、又は、水防機関の出動時間が長引く

ような場合に、出動人員を減らしても差し

支えないが、水防活動をやめることはでき

ない旨を警告するもの 

気象予警報等及び河川状況等により必要

と認めるとき。 

準 備 

水防に関する情報連絡、水防資機材の整

備、水門機能等の点検、通信及び輸送の確

保等に努めるとともに、水防機関に出動の

準備をさせる必要がある旨を警告するもの 

雨量、水位、流量とその他河川状況によ

り必要と認めるとき。 

出 動 
水防機関が出動する必要がある旨を警告

するもの 

氾濫注意情報（洪水注意報）等により、

又は、水位、流量その他河川状況により、

氾濫注意水位（警戒水位）を超えるおそれ

があるとき。 

指 示 

出水状況及びその河川状況を示し、警戒

が必要である旨を警告するとともに、水防

活動上必要な越水・漏水・法崩れ・亀裂等

の河川の状況を示しその対応策を指示する

もの 

氾濫警戒情報（洪水警報）等により、又

は、既に氾濫注意水位を超え、災害の起こ

るおそれがあるとき。 

解 除 

水防活動を必要とする出水状況が解消し

た旨及び当該基準水位観測所名による一連

の水防警報を解除する旨を通告するもの 

氾濫注意水位以下に下降したとき、又

は、氾濫注意水位以上であっても水防作業

を必要とする河川状況が解消したと認める

とき。 

※地震による堤防の漏水、沈下の場合は、上記に準じて水防警報を発表する。 
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【図 洪水予報伝達系統図】 

 

 

 

【図 水防警報伝達系統図】 

 

  

凡例 
 

    基本形 

    補助系 

（警報のみ） 

気象庁 熊谷地方気象台 東日本電信電話㈱ 

荒
川
上
流
河
川
事
務
所 

坂戸市防災安全課 

埼玉県河川砂防課 飯能県土 

整備事務所 

坂戸市防災安全課 

(越辺川・高麗川水害予防組合) 

関
東
地
方
整
備
局 越辺川出張所 

荒川上流河川事務所 

ＴＥＬ 048-600-1419 
   （048-600-1947） 
ＦＡＸ 048-600-1420 

関東地方整備局 

坂戸市防災安全課 
（越辺川・高麗川水害予防組合） 

ＴＥＬ 049-283-1331 
ＦＡＸ 049-283-3903 

越生町総務課 

ＴＥＬ 049-292-3121 
ＦＡＸ 049-292-5400 

毛呂山町総務課 

ＴＥＬ 049-295-2112 
ＦＡＸ 049-295-0771  

西入間広域消防組合 西入間広域消防組合 坂戸・鶴ヶ島消防組合 
 

坂戸市水防団 
 

毛呂山町水防団 越生町水防団 

越辺川出張所 

ＴＥＬ 0493-34-3129 
ＦＡＸ 0493-34-3466 

直通ＴＥＬ 048-830-5137 
  ＦＡＸ 048-830-4865 

埼玉県河川砂防課 

飯能県土整備事務所 

ＴＥＬ 049-246-6715 
ＦＡＸ 049-246-6391 

ＴＥＬ 042-973-2284 
ＦＡＸ 042-975-1417 

凡例 
 

    基本形 

    補助系 
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３ キキクル（警報の危険度分布） 

気象庁は、警報・注意報が発表されたときに、実際にどこで「指数」の予測値が警

報・注意報の基準に到達すると予想されているのかが一目で分かる危険度分布の提供を

している。 

【表 大雨警報・洪水警報の危険度分布等】 

種 類 概 要 

大雨警報（土砂

災害）の危険度

分布（土砂災害

警戒判定メッシ

ュ情報） 

⇒土砂キキクル 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km 四方の領

域ごとに５段階に色分けして示す情報。２時間先までの雨量分布及び土壌雨量

指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新しており、大雨警報（土砂災害）や土

砂災害警戒情報等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認

することができる。 

⚫ 「非常に危険」（うす紫）、「極めて危険」（濃い紫）：避難が必要とさ

れる警戒レベル４に相当 

⚫ 「警戒」（赤）：高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当 

⚫ 「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確

認するなど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当 

大雨警報（浸水

害）の危険度分

布 

⇒浸水キキクル 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km 四方

の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。 

１時間先までの表面雨量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新しており、

大雨警報（浸水害）等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に

確認することができる。 

洪水警報の危険

度分布 

⇒洪水キキクル 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他河

川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を概ね１km ご

とに５段階に色分けして示す情報。３時間先までの流域雨量指数の予測を用い

て常時 10 分ごとに更新しており、洪水警報等が発表されたときに、どこで危険

度が高まるかを面的に確認することができる。 

⚫ 「極めて危険」（濃い紫）：重大な洪水災害が既に発生しているおそれが

高い極めて危険な状況 

⚫ 「非常に危険」（うす紫）：避難が必要とされる警戒レベル４に相当 

⚫ 「警戒」（赤）：高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当 

⚫ 「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確

認するなど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当 

流域雨量指数の

予測値 

水位周知河川及びその他河川の各河川を対象として、上流域での降雨によっ

て、下流の対象地点の洪水危険度がどれだけ高まるかを示した情報。６時間先

までの雨量分布の予測（降水短時間予報等）を取り込んで、流域に降った雨が

河川に集まり流れ下る量を計算して指数化した「流域雨量指数」について、洪

水警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色分けし時系列で表示したもの

を、常時 10 分ごとに更新している。 
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４ その他各種気象情報及び火災気象通報 

各種気象情報が気象台から発表される。 

また、消防法の規定により火災気象通報が気象台より、県を通じて市及び消防本部に

伝達される。 
 

【表 各種気象情報】 

種 類 概 要 

早期注意情報 

（警報級の可能性） 

５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の２段階で発表され

る。当日から翌日にかけては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ

発表単位（埼玉県南部など）で、２日先から５日先にかけては日単位で、週

間天気予報の対象地域と同じ発表単位で発表される。大雨に関して、明日ま

での期間に[高]又は[中]が予想されている場合は、災害への心構えを高める

必要があることを示す警戒レベル１である。 

記録的短時間 

大雨情報 

県内で大雨警報発表中に、数年に一度程度しか発生しないような猛烈な短

時間の大雨を観測（地上の雨量計による観測）又は解析（気象レーダーと地

上の雨量計を組み合わせた分析）したときに、府県気象情報の一種として発

表される。 

この情報が発表されたときは、土砂災害や浸水害、中小河川の増水・氾濫

といった災害発生につながるような稀にしか観測しない雨量の雨が降ってい

る状況であり、実際に災害発生の危険度が高まっている場所について、警報

の「危険度分布」で確認する必要がある。 

竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して

注意を呼びかける情報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等

の激しい突風の発生しやすい気象状況になっているときに、一次細分区域単

位で発表される。なお、実際に危険度が高まっている場所については竜巻発

生確度ナウキャストで確認することができる。 

また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示

し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっ

ている旨を付加した情報が一次細分区域単位で発表される。 

この情報の有効期間は、発表から概ね１時間である。 

火災気象通報 

熊谷地方気象台が定めた「乾燥注意報」及び「強風注意報」と同一の基準

に該当又は該当するおそれがある場合に、通報を実施する。 

ただし、実施基準に該当する地域・時間帯で降水（降雪含む。）が予想さ

れる場合には、通報を実施しないときがある。 

市長は、この通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険である

と認めるときは、火災警報を発表する。 
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第４ 河川水位と配備体制 

越辺川と高麗川の観測所における水位と配備体制の関係は、下表のとおりである。 

【表 河川水位と配備体制】 

気象・水象 荒川上流 
河川事務所 
からの情報 
洪：洪水予報 
水：水防警報 

市の対応 越辺川 
入西 

水位観測所 

高麗川 
坂戸 

水位観測所 

水位 2.0ｍ 水位 1.0ｍ 水：待機・準備 
→毛呂山町、越
生町、消防組
合に連絡 

防災体制を構築する（情報収集体制） 
⚫ 上流域を含む防災気象情報等を監視し、水
位を把握する。 

⚫ 庁内災害対策連絡会議を開催し、今後の方
針を決定する。 

⚫ 水防団待機水位に到達した場
合 

水位 3.0ｍ 水位 1.5ｍ 洪：氾濫注意情報 
水：出動 
→毛呂山町、越
生町、消防組
合に連絡 

防災体制を強化する（警戒体制第１配備） 
⚫ 高齢者等避難の発令を判断できる体制をと
る。 

⚫ 避難所開設の準備を指示する。 

⚫ 氾濫注意水位に到達した場合 

水位 3.0ｍ 水位 2.8ｍ 洪：氾濫警戒情報 
水：（状況判断） 
→毛呂山町、越
生町、消防組
合に連絡 

防災体制を更に強化する（警戒体制第２配備） 
⚫ 市長又は副市長が登庁し、高齢者等避難を
発令できる体制をとる。 

⚫ 水位等の監視体制を強化する。 
⚫ 高齢者等避難を発令する。 
⚫ 避難が必要な状況が夜間・早朝になること
が想定される場合は、早めに高齢者等避難
の発令の判断を行う。 

⚫ 避難判断水位に到達した場合 

水位 3.2ｍ 水位 3.4ｍ 洪：氾濫危険情報 
水：（状況判断） 
→毛呂山町、越
生町、消防組
合に連絡 

防災体制を更に強化する（非常体制第１配備） 
⚫ 避難指示を発令する。 
⚫ 必要に応じ、ホットライン等により荒川上
流河川事務所へ対象地域を確認する。 

⚫ 災害対策本部設置体制に入る。 

⚫ 氾濫危険水位に到達した場合
や到達するおそれがある場合 

概ね水位 4.4ｍ 概ね水位 5.3ｍ 洪：氾濫危険情報 
水：（状況判断） 
→毛呂山町、越
生町、消防組
合に連絡 

防災体制を更に強化する（非常体制第２配備） 
⚫ 全職員体制に入る。 

⚫ 堤防天端に水位が到達するお
それがある場合 

⚫ 氾濫が発生した場合 洪：氾濫発生情報 
水：（状況判断） 
→毛呂山町、越
生町、消防組
合に連絡 

⚫ 住民に対し、堤防の決壊等の状況を周知す
る。 

⚫ 水防団からの報告等により堤防の決壊等を
いち早く覚知した場合には、荒川上流河川
事務所、県、西入間警察署等の関係機関に
通知する。できる限り被害が拡大しないよ
うに努める。 

⚫ 必要に応じ県へ自衛隊の派遣を要請する。 

 

第５ 異常現象発見時の通報 

「第２編第４章第１節 第２ 異常現象発見時の通報（予防-30）」を参照。 
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第６ 情報の伝達 

【行政】 

計画内容 担当 

●気象情報及び水防情報を市民及び関係機関に速やかに伝達する。 

●水防法第 15条の規定に基づき浸水想定区域内にある要配慮者利用施

設には、洪水予報河川で発令された情報を電話、ＦＡＸ等で速やか

に伝達する。 

●勤務時間外においても気象警報等の伝達が迅速かつ的確に行われる

よう、当直者の配置や各課担当者への連絡先の共有等を行う。 

●通行規制予告は、降雨予測等から広域的に範囲を想定し、できる限

り早めに発表を行うものとする。情報発信の際は規制日時、う回経

路等も示す。 

総合政策部 

総務部 

関連施設担当課 

 

◇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２章 警戒段階の活動 

第１節 水防活動 

 

第１ 基本方針 

台風及び集中豪雨等による家屋の浸水及び損壊並びに道路又は田畑の冠水等による損壊

又は流失を警戒し、及び防御し、被害を軽減するために、水防区域の監視及び警戒並びに

水防作業を実施する。 

水防活動は越辺川・高麗川水害予防組合水防計画に基づき実施する。 

 

 

第２ 水防体制 

【行政】 

計画内容 担当 

●台風、豪雨により河川が増水し、水防警報が発せられたとき、又は

河川の水防団待機水位を越え、なお上昇を続け、水防上必要がある

と認めるときは、水防管理者（市長）は、坂戸・鶴ヶ島消防組合及

び越辺川・高麗川水害予防組合水防団に出動又は出動準備を要請す

る。 

●出動要請の概ねの基準は、以下のとおりである。 

① 水防警報が発せられ、水防団員の出動を要すると認めるとき。 

② 知事からの出動指示があったとき。 

③ 河川の氾濫注意水位を超え、更に上昇のおそれがあるとき。 

④ その他必要と認めるとき。 

総務部 

都市整備部 
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第３ 河川等の監視・警戒 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

１ 常時監視 

●水防管理者（市長）は、市職員に随時市内河川の堤防・河川敷等

の現況を巡視させ、水防上危険であると認める箇所があるときに

は、直ちに当該河川の管理者に連絡して必要な措置を求める。 

２ 非常警戒 

●水防管理者は、水防団に出動命令を出したときから、水防区域の

監視及び警戒を厳重にし、異常を発見した場合は、直ちに当該河

川の管理者及び飯能県土整備事務所に報告するとともに、水防活

動を開始する。 

３ 警察への協力要請 

●水防管理者は、水防のために必要があると認めるときは、西入間

警察署に対して警察官の出動を求める。 

総務部 

都市整備部 

坂戸市水防団 

 

【市民】 

計画内容 

●水害の発生に備え市からの情報に注意を図る。 

●土のうの運搬や宅地への土のうの設置等、市民でも可能な対策に取り組む。 

●行政が実施する水防活動に協力する。 
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第２節 警戒段階の活動体制 

 

第１ 基本方針 

市は、水防団が実施する水防活動に協力するとともに、関係機関からの情報収集に努め、

風水害の状況に応じて、市民に対し高齢者等避難、避難指示又は緊急安全確保を発令し、

避難誘導等により、被害を最小限にとどめる活動を行う。 

 

 

第２ 警戒体制第１配備の活動 

大規模災害の発生が予測される場合（大型かつ強い勢力以上の台風直撃等）又は入西水

位観測所（越辺川）若しくは坂戸水位観測所（高麗川）において氾濫注意水位に到達した

場合に、総務部長と都市整備部長が協議し決定する。 

 

【行政】 

計画内容 担当 

（１）関係機関からの情報及び市内の状況把握 

●気象・降雨情報の把握・伝達（県災害対策課等） 

●水防警報の受理・伝達 

●坂戸・鶴ヶ島消防組合の情報把握→水防団長、副団長待機要請 

●市民からの電話応対 

●各課・班からの情報の整理 

●関係機関との連絡調整 

●副市長、部長の判断資料の作成 

●庁内災害対策連絡会議等への気象情報提供 

総務部 

都市整備部 

●区・自治会長等への連絡、情報把握 

●バス交通の状況把握 
市民部 

（２）職員活動体制の整備・支援 

●参集した職員の把握 

●職員の健康管理、非常食の配布 

総務部 

（３）市内の現状把握、通行止め等の対策の実施 

●パトロール班を編成し、道路・河川の状況把握・通行止め等の実

施 

●飯盛川排水機場にて待機及び監視 

●河川水位の把握、資料作成 

●荒川上流河川事務所、飯能県土整備事務所との連絡調整 

※都市整備部長の指示により、状況に応じて警戒体制第２配備の体制及び人数で活

動することもある。 

都市整備部 
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計画内容 担当 

（４）水害常襲地の宅地、家屋及び土地区画整理区域の状況把握 

●パトロール班を編成し、水害常襲地の宅地や家屋の状況や土砂災

害警戒区域（多和目・西坂戸）の状況を把握 

●災害情報カードを作成し、各班から防災安全課に報告 

総務部 

（５）水害常襲地の農地、事業所・工場等の状況把握 

●パトロール班を編成し、水害常襲地の田畑の状況を把握 

●田畑冠水・被害一覧表及び浸水区域図を作成し、所属長から防災

安全課に報告 

●パトロール班を編成し、水害常襲地の事業所工場の状況を把握 

●災害情報カードを作成し、所属長から防災安全課に報告 

環境産業部 

（６）土のう、資機材の運搬、被災地での土のう積み 

●庁用自動車の配備及び鍵の管理 

●土のうの被災地への運搬 

●被災地での土のう積みの支援 

●被害状況及び活動状況を防災安全課に報告 

●必要に応じ、排水ポンプ車の出動及び水のうの設置を行う。 

現地対応班 

 

 

第３ 警戒体制第２配備の活動 

入西水位観測所（越辺川）若しくは坂戸水位観測所（高麗川）において避難判断水位に

到達した場合、又は軽微な被害が発生した場合に、総務部長と都市整備部長が副市長の指

示を受けて決定する。 
 

【行政・関係機関】（警戒体制第１配備から変更し、又は追加する事項） 

計画内容 担当 

（１）関係機関からの情報及び市内の状況把握 

●坂戸・鶴ヶ島消防組合の情報把握→水防団出動要請 

●住民の避難（避難情報）の発表に係る検討 

●避難所開設に係る検討 

総務部 

都市整備部 

●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確認 福祉部 

（２）各公共施設の被害状況の把握 

●各施設の被害状況を把握する。 
各施設所管課 

（３）地域防災拠点及び避難所開設準備 

●河川の水位が「避難判断水位」を超え、更に上昇するおそれがあ

る場合は、総務部長が指定する避難場所である地域防災拠点及び

避難所は、住民が避難できる体制を整え、非常体制の「地域防災

拠点班」へ移行できる準備を行う。なお、河川の水位に関係なく

自主避難者が発生した場合は、直ちに地域防災拠点を避難所とし

て開設し避難者の対応に当たる。 

総務部長が指定

する地域防災拠

点及び避難所 

●各避難所における開設状況や避難者数の把握 避難所担当 
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第３節 避難・収容対策 

 

第１ 基本方針 

大規模水害や土砂災害が発生、又は発生するおそれがある場合には、状況に応じて避難

情報を発令し、あらかじめ開設準備を整えた避難所に市民及び滞在者が安全かつ迅速に避

難できるよう、適切な避難誘導に取り組む。 

また、「第３編第３章 第２節 要配慮者の支援（震災-41）」に準じ、要配慮者に配慮

した避難支援及び避難生活支援の実施を図る。 
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第２ 避難情報 

市長は、避難行動に時間を要する要配慮者等に対して、あらかじめ定めた判断基準に基

づき、早めの段階で避難行動を開始することを求める避難情報を発令する。 

また、避難等の意味合いを明確化するため、避難情報を次の三類型とする。 

 

【表 避難情報の詳細】 

類 型 発令時の状況 住民に求める行動 

【警戒レベル３】 

高齢者等避難 

（要配慮者等に対

する避難情報） 

災害のおそれあり 

災害が発生するおそれがある状況であ

り、災害リスクのある区域等の高齢者

等が危険な場所から避難※１するべき状

況。 

危険な場所から高齢者等は避難 

・高齢者等※２は危険な場所から避

難（立退き避難※３又は屋内安全

確保※４）する。 

・高齢者等以外の人も必要に応じ、

出勤等の外出を控えるなど普段の

行動を見合わせ始めたり、避難の

準備をしたり、自主的に避難する

タイミングである。地域の状況に

応じ、早めの避難が望ましい場所

の居住者等は、このタイミングで

自主的に避難することが望まし

い。 

【警戒レベル４】 

避難指示 

災害のおそれ高い 

災害が発生するおそれが高い状況であ

り、災害リスクのある区域等の居住者

等が危険な場所から避難するべき状

況。 

危険な場所から全員避難 

・危険な場所から全員避難（立退

き避難又は屋内安全確保）す

る。 

【警戒レベル５】 

緊急安全確保※５ 

災害発生又は切迫 

（※必ず発令される情報ではない） 

災害が発生又は切迫している状況であ

り、居住者等が身の安全を確保するた

めに立退き避難することがかえって危

険であると考えられる状況。 

命の危険 直ちに安全確保！ 

・指定緊急避難場所等への立退き

避難することがかえって危険で

ある場合、緊急安全確保する。 

※ただし、災害発生・切迫の状況

で、本行動を安全にとることがで

きるとは限らず、また本行動をと

ったとしても身の安全を確保でき

るとは限らない。 

※１ 災害から命を守るための行動 

※２ 避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢者及び障害のある人等、及びその人の

避難を支援する者 

※３ 指定緊急避難場所や、安全な自主的な避難先等へ移動する避難 

※４ 洪水等において、災害リスクのある区域等に存する自宅・施設等であっても、ハザードマップ等で自

ら自宅・施設等の浸水想定等を確認し、上階への移動や高層階にとどまること（待避）等により、居
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住者等が自らの確認・判断で計画的に身の安全を確保すること。 

判断の際には、少なくとも以下の条件が満たされている必要がある。 

① 自宅・施設等が家屋倒壊等氾濫想定区域に存していないこと 

② 自宅・施設等に浸水しない居室があること 

③ 自宅・施設等が一定期間浸水することにより生じる可能性がある支障を許容できること 

※５ 適切なタイミングで避難をしなかった又は急激に災害が切迫する等して避難することができなかった

等により避難し遅れたために、災害が発生・切迫し、指定緊急避難場所等への立退き避難を安全にで

きない可能性がある状況に至ったと考えられる場合に、立退き避難から行動を変容し、命の危険から

身の安全を可能な限り確保するため、その時点でいる場所よりも相対的に安全である場所へ直ちに移

動等をすること。 

 

 

第３ 避難情報の発令 

１ 実施責任者 

避難のための立退き指示は、次の者が行う。 

【表 実施責任者】 
 実施責任者 根拠法令 適用災害 

指示 

知事、その命を受けた職員 

水防法第 30 条及び 

地すべり等防止法（昭和 33

年法律第 30 号）第 25 条 

洪水及び地すべり 

市長 災対法第 60 条 災害全般 

水防管理者 災対法第 30 条 洪水 

警察官 

災対法第 61 条及び 

警察官職務執行法（昭和 23

年法律第 136 号）第４条 

災害全般 

災害派遣を命ぜられた部隊自

衛官（その場に警察官がいな

い場合に限る。） 

自衛隊法（昭和 29 年法律第

165 号）第 94 条 
災害全般 

ただし、災害の発生により市がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなっ

たときは、知事が避難のための立退きの指示に関する措置の全部又は一部を市長に代わ

って実施する。 

 

２ 避難指示の内容 

避難指示は、次の内容を明示して行う。 

① 要避難対象地域 

② 立退き先 

③ 避難先及び避難経路 

④ 避難理由 

⑤ 避難時の留意事項  
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３ 関係機関相互の通知及び連絡 

避難の指示者等は、避難のための立退きの指示をしたときは、次の要領に従って関係

機関に通知し、又は連絡する。 

 

 

【図 市長が指示者の場合】 

 

 
【図 知事又はその命を受けた職員が指示者の場合】 

 

 

【図 警察官及び自衛官が指示者の場合】 

  

知事 

警察本部長 

市長 関係団体 

警察署長 

市長 

水防管理者 

知事 

警察本部長 警察署長 

市長 

警察官 

自衛官 

知事 

警察本部長 警察署長 
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４ 発令基準 

避難情報の発令者は、概ね次の基準により発令する。また、必要に応じて気象台や県

から助言を受ける。 

（１）土砂災害の場合 

【表 避難情報の発令判断基準例（土砂災害の場合）】 

種別 発令判断基準例 

【
警
戒
レ
ベ
ル
３
】
高
齢
者
等
避
難 

次のいずれかに該当する場合 
１：大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当情報［土砂災害］）が発表され、かつ、

土砂災害の危険度分布が「警戒（赤）」（警戒レベル３相当情報［ [土砂災
害] ］）となった場合 

２：警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等
が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（大雨注意報が発表さ
れ、当該注意報の中で、夜間～翌日早朝に大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相
当情報［土砂災害］）に切り替える可能性が高い旨に言及されている場合など）
（夕刻時点で発令） 

※土砂災害の危険度分布は最大２～３時間先までの予測であるため、上記の判断基準１
において、高齢者等の避難行動の完了までにより多くの猶予時間が必要な場合には、
土砂災害の危険度分布の格子判定が出現する前に、大雨警報（土砂災害）（警戒レベ
ル３相当情報［土砂災害］）の発表に基づき警戒レベル３高齢者等避難の発令も検討
する。 

【
警
戒
レ
ベ
ル
４
】
避
難
指
示 

次のいずれかに該当する場合 
１：土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当情報［土砂災害］）が発表された場合 
２：土砂災害の危険度分布で「非常に危険（うす紫）」（警戒レベル４相当情報［土砂

災害］）となった場合 
３：警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等が、

夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（夕刻時点で発令） 
４：警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、立退き

避難が困難となる暴風を伴い接近・通過することが予想される場合（立退き避難中
に暴風が吹き始めることがないよう暴風警報の発表後速やかに発令） 

５：土砂災害の前兆現象（山鳴り、湧き水・地下水の濁り、渓流の水量の変化等）が発
見された場合 

※夜間・未明であっても、上記判断基準に該当する場合は、躊躇なく警戒レベル４避難
指示を発令する。（発令基準３、４を除く。） 

【
警
戒
レ
ベ
ル
５
】 

緊
急
安
全
確
保 

次のいずれかに該当する場合や、「立退き避難」を中心とした行動から「緊急安全確保」
を中心とした行動変容を特に促したい場合 

＜災害が切迫＞ 
１：大雨特別警報（土砂災害）（警戒レベル５相当情報［土砂災害］）が発表された

場合等 
＜災害発生を確認＞ 

２：土砂災害の発生が確認された場合等 
※同一の居住者等に対して警戒レベル５緊急安全確保を再度発令しないよう、発令の際に
は洪水等の別災害の状況も考慮した上で行う。 

注
意
事
項 

●発令対象区域は、土砂災害の危険度分布において危険度が高まっているメッシュと重な
った土砂災害警戒区域等に避難情報を発令することを基本とするが、状況に応じて、そ
の周辺の発令区域も含めて避難情報を発令することを検討する。 

●上記の情報のほか、気象予警報、近隣の雨量なども状況に応じて考慮する。 

避
難
情
報

の
解
除 

土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当情報［土砂災害］）の解除、今後の気象状況、土砂
災害の発生状況等を総合的に判断して行う。土砂災害が発生した箇所については、現地状
況の確認を行い安全が確認されたときとする。判断に際しては、国・県の土砂災害等の担
当者に助言を求めることも検討する。 
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（２）水害の場合 

【表 避難情報の発令判断基準例（水害の場合）】 

種
別 

発令判断基準例 

洪水予報河川：越辺川・高麗川・荒川・ 
入間川・小畔川・都幾川 

その他河川等：飯盛川・葛川・ 
大谷川・谷治川等 

【
警
戒
レ
ベ
ル
３
】
高
齢
者
等
避
難 

以下のいずれかに該当する場合 

１：指定河川洪水予報により、越辺川又は高
麗川の水位観測所の水位が避難判断水位
（レベル３水位）に到達し、かつ、水位
予測において引き続きの水位上昇する予
測が発表されている場合 

２：指定河川洪水予報の水位予測により、越
辺川又は高麗川の水位観測所の水位が氾
濫危険水位（レベル４水位）に到達する
予測が発表されている場合（急激な水位
上昇による氾濫のおそれのある場合） 

３：洪水の危険度分布（水害リスクライン）
で、「避難判断水位の超過に相当
（赤）」になった場合 

４：堤防に軽微な漏水・侵食等が発見された
場合 

５：警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要
となるような強い降雨を伴う台風等が、
夜間から明け方に接近・通過することが
予想される場合（夕刻時点で発令） 

１：川の水位観測所の水位が一定の水位に到
達し、次の①～③のいずれかにより、引
き続き水位上昇のおそれがある場合 
① 上流の水位観測所の水位が上昇して

いる場合 
② 川の洪水警報の危険度分布で「警

戒」（赤）が出現した場合（流域雨
量指数の予測値が洪水警報基準に到
達する場合） 

③ 上流で大量又は強い降雨が見込まれ
る場合 

２：堤防に軽微な漏水・侵食等が発見された
場合 

３：警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要
となるような強い降雨を伴う前線や台風
等が、夜間から明け方に接近・通過する
ことが予想される場合（夕刻時点で発
令） 

※水位を観測していない河川は、１の代わり
として、洪水警報の発表に加え、さらに上
記の②又は③を参考に目安とする基準を設
定して発令する。 

【
警
戒
レ
ベ
ル
４
】
避
難
指
示 

以下のいずれかに該当する場合 

１：指定河川洪水予報により越辺川又は高麗
川の水位観測所の水位が氾濫危険水位
（レベル４水位）に到達したと発表され
た場合 

２：指定河川洪水予報の水位予測により、越
辺川又は高麗川の水位観測所の水位が堤
防天端高（又は背後地盤高）を越えるこ
とが予想される場合（急激な水位上昇に
よる氾濫のおそれのある場合） 

３：洪水の危険度分布（水害リスクライン）
で「氾濫危険水位の超過に相当（紫）」
になった場合 

４：堤防に異常な漏水・侵食等が発見された
場合 

５：警戒レベル４避難指示の発令が必要とな
るような強い降雨を伴う前線や台風等
が、夜間から明け方に接近・通過するこ
とが予想される場合（夕刻時点で発令） 

６：警戒レベル４避難指示の発令が必要とな
るような強い降雨を伴う台風等が、立退
き避難が困難となる暴風を伴い接近・通
過することが予想される場合（立退き避
難中に暴風が吹き始めることがないよう
暴風警報の発表後速やかに発令） 

※夜間・未明であっても、発令基準１～４ 

１：川の水位観測所の水位が一定の水位に到
達し、次の①～③のいずれかにより、引
き続き水位上昇のおそれがある場合 

① 上流の水位観測所の水位が上昇してい
る場合 

② 洪水警報の危険度分布で「非常に危険
（うす紫）」が出現した場合（警戒レ
ベル４相当情報［洪水］） 

③ 上流で大量又は強い降雨が見込まれる
場合 

２：堤防に異常な漏水・侵食等が発見された
場合 

３：警戒レベル４避難指示の発令が必要とな
るような強い降雨を伴う前線や台風等
が、夜間から明け方に接近・通過するこ
とが予想される場合（夕刻時点で発令） 

４：警戒レベル４避難指示の発令が必要とな
るような強い降雨を伴う台風等が、立退
き避難が困難となる暴風を伴い接近・通
過することが予想される場合（立退き避
難中に暴風が吹き始めることがないよう
暴風警報の発表後速やかに発令） 

※水位を観測していない河川や基準となる水
位の設定ができない河川には、発令基準１
の水位基準に代わり、上記②又は③を参考 
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種
別 

発令判断基準例 

洪水予報河川：越辺川・高麗川・荒川・ 
入間川・小畔川・都幾川 

その他河川等：飯盛川・葛川・ 
大谷川・谷治川等 

 

に該当する場合は、躊躇なく警戒レベル４
避難指示を発令する。 

※発令基準５については、対象とする地域状
況を勘案し、基準とするか判断する。 

に目安とする基準を設定し、カメラ画像や
水防団からの報告等を活用して発令する。 

【
警
戒
レ
ベ
ル
５
】
緊
急
安
全
確
保 

次のいずれかに該当する場合や、「立退き避難」を中心とした行動から「緊急安全確保」を
中心とした行動変容を特に促したい場合 
※同一の居住者等に対して警戒レベル５緊急安全確保を再度発令しないよう、発令の際には
土砂災害等の別災害の状況も考慮した上で行う。 

＜災害が切迫＞ 
１：越辺川又は高麗川の水位観測所の水位

が、氾濫開始相当水位に到達した場合
（計算上、個別に定める危険箇所におけ
る水位が堤防天端高（又は背後地盤高）
に到達している蓋然性が高い場合） 

２：洪水の危険度分布（水害リスクライン）
で「氾濫している可能性（黒）」になっ
た場合 

３：堤防に異常な漏水・侵食の進行や亀裂・
すべり等により決壊のおそれが高まった
場合 

４：樋門・水門等の施設の機能支障が発見さ
れた場合や排水機場の運転を停止せざる
をえない場合（支川合流部の氾濫のため
発令対象区域を限定する） 

＜災害発生を確認＞ 
５：堤防の決壊や越水・溢水が発生した場合

（指定河川洪水予報の氾濫発生情報（警
戒レベル５相当情報［洪水］）、水防団
からの報告等により把握できた場合） 

＜災害が切迫＞ 
１：川の水位観測所の水位が堤防高（又は背

後地盤高）に到達した場合 
２：堤防に異常な漏水・侵食の進行や亀裂・

すべりの発生等により決壊のおそれが高
まった場合 

３：樋門・水門等の施設の機能支障が発見さ
れた場合や排水機場の運転を停止せざる
をえない場合（支川合流部の氾濫のため
発令対象区域を限定する） 

４：大雨特別警報（浸水害）が発表された場
合 

＜災害発生を確認＞ 
５：堤防の決壊や越水・溢水が発生した場合

（水防団等からの報告により把握できた
場合） 

注
意
事
項 

 ＜その他河川等のうち、水路・下水道におけ
る浸水が居住者等の命を脅かすと考えられ
る場合＞ 
氾濫地域に対し避難情報の発令を検討する
場合には、大雨警報（浸水害）の危険度分
布を参考としたり、雨量を参考とした避難
情報の基準を別途設定したり、突発的な浸
水に備え流入先の河川水位を参考とした避
難情報の基準を別途設定する。 

避
難
情
報
の
解
除 

水位が氾濫危険水位（レベル４水位）及び背
後地盤高を下回り、水位の低下傾向が顕著で
あり、上流域での降雨がほとんどない場合を
基本として、解除するものとする。また、堤
防決壊による浸水が発生した場合の解除につ
いては、河川からの氾濫のおそれがなくなっ
た段階を基本として、解除するものとする。 

当該河川又は下水道の水位が十分に下がり、
かつ、当該河川の洪水警報の危険度分布で示
される危険度や流域雨量指数の予測値が下降
傾向である場合解除するものとする。下水道
については降雨がほとんど予想されていない
場合を基本として、解除するものとする。 
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第４ 警戒区域の設定 

警戒区域の設定に当たっては、次に示すとおり状況に応じて指示を行う。また、指示を

行った者は、その旨を関係機関及び住民に周知する。 

 

【表 警戒区域の設定】 

状況 措置 指示者 対象者 

災害が発生し、又はまさに発生しよ

うとしている場合において、生命又

は身体に対する危険を防止するため

特に必要な場合（災対法第 63 条） 

１ 立入制限 

２ 立入禁止 

３ 退去命令 

１ 市長 

２ 警察官※１ 

３ 自衛官※３ 

４ 知事※４ 

災害応急対策に従事

する以外の者 

水防上緊急の必要がある場所（水防

法第 21 条） 

１ 立入制限 

２ 立入禁止 

３ 退去命令 

１ 水防団長、水防

団員、又は消防

機関に属する者 

２ 警察官※２ 

水防関係者以外の者 

火災の現場及び水災を除く災害（消

防法第 36 条において準用する同法

第 28 条） 

１ 退去命令 

２ 出入の禁止 

３ 出入の制限 

１ 消防職員又は消

防団員 

２ 警察官※２ 

命令で定める以外の

者 

人の生命若しくは身体に危険を及ぼ

し、又は財産に重大な損害を及ぼす

おそれのある天災等危険な事態があ

る場合（警察官職務執行法第４条） 

１ 引き留め 

２ 避難 

３ 必要な措置

命令 

１ 警察官 

その場に居合わせた

者、その事物の管理

者その他関係者 

※１ 市長若しくはその委任を受けて警戒区域の設定の職権を行う市の職員が現場にいないとき、又はこれ

らの者から要求があったときは、警戒区域の設定の職権を行うことができる。 

※２ 指示者１に属する者がいないとき、又はこれらの者の要求があったときは、警戒区域の設定の職権を

行うことができる。 

※３ 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、指示者１及び２がその場にいない場合に限り、警戒区域の

設定の職権を行うことができる。 

※４ 知事は、災害によって市が全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときには、市長に代わ

って実施しなければならない。 

 

  



第４編 風水害応急対策編  第２章 警戒段階の活動 

風水害-28 

第５ 避難誘導 

【行政】 

計画内容 担当 

１ 避難情報の発令の伝達 

●住民に対し、避難情報の発令内容を伝達する際には、次の内容を

明らかにし、避難の必要性が伝わるよう配慮する。 

（１）災害の発生状況 

●河川が氾濫する等の災害が発生したこと（発生場所や時刻等の具

体的な状況が把握できている場合には、それらを明示する。）。 

●災害の拡大についての今後の見通し 

統括班 

広報班 

（２）災害への対応を指示する情報 

●危険地区住民への避難指示 

●避難誘導や救助・救援への住民の協力を要請すること。 

●周辺河川や斜面状況への注意及び監視をすること。 

●誤った情報に惑わされないこと。 

●冷静に行動すること。 

●市内の各地域、駅・集会所等不特定多数の者が集まる場所等にい

る住民に対して迅速かつ確実な伝達が行われるように努める。 

広報班 

現地災害対策本部 

２ 避難誘導 

●避難に当たっては、要配慮者の確実な避難のため、避難誘導員を

配置する。要配慮者の避難誘導については「第３編第３章第２節

第２ 避難行動要支援者の安全確保（震災-41）」を参照する。 

●自主防災組織と連携し、地域単位での安全で迅速な避難を図る。 

現地対応班 

福祉班 

３ 避難順位及び携帯品等の制限 

●避難立退きの誘導は、危険地区の状況等に応じ負傷者、要配慮者

を優先して行う。また、車両の移動は、人員の避難が概ね終了し

た後とする。 

●携帯品は、貴重品、若干の食料、携帯電話、最低限の身の回り品

等、円滑な避難に支障がない最小限度とする。 

●これらの内容をあらかじめ住民に周知する。 

現地対応班 
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【市民】 

計画内容 

●地域支援者及び安否確認協力者は、避難情報を把握し、避難行動要支援者の避難誘導

を行う。 

 

【福祉施設等】 

計画内容 

●福祉施設の管理者は、避難情報に基づき、利用者の避難誘導を行う。 

 

【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） （○） （○） （○） 

坂戸市水防団による各戸口頭 － ○ ○ 

要配慮者施設への電話連絡 ○ ○ ○ 

 

 

第６ 避難所の開設・運営 

「第３編第３章第１節 第３ 避難所の開設（震災-35）」、「第４ 避難所の管理運営

（震災-38）」に準じる。なお、避難所は、避難者が少ない場合は、地域防災拠点に開設す

る。 

また、洪水時には一部の避難場所の２階以上を一時的な避難場所として開放する。 

さらに、浸水状況により、災害時における相互応援に関する協定に基づき、必要に応じ

て、近隣市町に一時的な避難のために避難場所及び避難所の開設を要請する。 

 

 

第７ 広域避難・広域一時滞在 

 

［大規模水害の場合］ 

浸水の規模によっては市内の避難場所及び避難所のみでは対応が間に合わない可能性

がある。必要な場合は、広域避難・広域一時滞在の措置を行う。詳細は「第３編第３章

第１節 第５ 広域避難・広域一時滞在（震災-40）」に準じる。 
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第４節 土砂災害対策 

 

第１ 基本方針 

市では、２か所の急傾斜地崩壊危険箇所が、平成 26 年３月に土砂災害警戒区域及び土

砂災害特別警戒区域に指定されたことから、県と熊谷地方気象台が共同で発表する土砂災

害警戒情報及び土砂災害緊急情報等を基に、住民の安全な避難誘導を図る。 

 

 

第２ 土砂災害警戒情報及び土砂災害緊急情報 

１ 土砂災害警戒情報 …【警戒レベル４に相当】 

土砂災害警戒情報は、大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害が

いつ発生してもおかしくない状況となったときに、市長による避難情報の発令判断、防

災活動及び住民への自主避難の判断等に利用することを目的として、熊谷地方気象台と

県によって市へ通知・連絡される。 

 

① 発表基準 

・大雨警報発表中に、降雨の実況値及び数時間先までの降雨予測値を基に作成した指標

が発表基準に達した場合 

② 解除基準 

・降雨の実況値を基に作成した指標が発表基準を下回り、かつ、短時間で再び発表基準

を超過しないと予想される場合 

 

２ 土砂災害緊急情報 

国及び県は、重大な土砂災害（河道閉塞による湛水を原因とする土石流、河道閉塞に

よる湛水、火山噴火に起因する土石流、地すべり）が急迫している場合、土砂災害防止

法第 31 条に基づき、土砂災害緊急情報を発表する。 
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風水害-31 

第３ 情報の収集及び伝達 

【行政】 

計画内容 担当 

●局地的な降雨等の情報把握に努めるとともに、土砂災害の前兆現象

及び発生時における災害状況の早期把握に努める。この場合、住民

の安全に関する情報を最優先に収集及び伝達を行う。 

●土砂災害の発生が予想される場合は、住民及びライフライン関係

者、交通機関関係者等に対し、早急に注意を喚起し、又は警戒避難

等の指示及び伝達を行う。特に、具体的に危険が予想される区域の

住民に対しては、戸別伝達に努める。 

●土砂災害警戒等区域を含む自治会長や要配慮者利用施設の管理者等

に対し、土砂災害警戒情報等が発令された場合、把握している時間

雨量と累加雨量等の情報を、電話、ＦＡＸ等により伝達する。 

●提供した情報が警戒避難体制や避難行動に反映されるよう、土砂災

害警戒情報等適時適切なタイミングで情報提供を行う。 

総合政策部 

総務部 

都市整備部 

●避難支援等関係者は、避難行動要配慮者に情報を伝達し、安否確認

を行う。 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

坂戸市水防団 

西入間警察署 

 

【市民】 

計画内容 

●避難支援等関係者は、避難行動要配慮者に情報を伝達し、安否確認を行う。 

 

 

  



第４編 風水害応急対策編  第２章 警戒段階の活動 
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第４ 避難誘導 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

●具体的に危険が予想される危険箇所周辺の住民等に対しては、人命

の安全を第一とし、迅速かつ適切な行動をとり、避難するよう具体

的な指示を行う。 

●要配慮者は、自主防災組織、近隣住民の協力を得て、迅速かつ適切

な避難に努める。 

●避難行動被支援希望者登録台帳の登録者は、個別支援計画に基づき

地域支援者、安否確認協力者による避難誘導を依頼する。 

総務部 

福祉部 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

坂戸市消防団 

●避難支援等関係者は、避難情報を把握し、個別支援計画に基づき、

避難行動要支援者の避難誘導を行う。 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

坂戸市水防団 

西入間警察署 

 

【市民】 

計画内容 

●避難支援等関係者は、避難情報を把握し、個別支援計画に基づき、避難行動要支援者

の避難誘導を行う。 

 

 

第５ 避難所の開設・運営 

「第３編第３章第１節 第３ 避難所の開設（震災-35）」、「第４ 避難所の管理運営

（震災-38）」に準じる。 
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風水害-33 

第６ 二次災害の防止 

【行政】 

計画内容 担当 

●降雨等の気象状況の十分な把握、崩壊面、周辺斜面、堆積土砂等に

ついて、安全に留意した監視を実施する。 

●安全が確認されるまで崩壊危険箇所周辺の住民の避難指示を継続す

るとともに、警戒区域の設定、立入規制等を実施する。 

●降雨継続時における崩壊危険箇所については、その周辺へのシート

被覆、応急排水路の設置等安全に留意した再崩壊防止措置を実施す

る。 

●人的被害の状況、建築物の被害等の情報を収集するとともに、被害

規模に関する概括的情報を含め、把握できた範囲から順次に県へ連

絡する。 

●発災後の降雨等による土砂災害の発生の防止及び軽減を図るため、

土砂災害危険箇所の点検を行う。その結果、危険性が高いと判断さ

れた箇所については、住民及び関係機関に周知を図り、適切な警戒

避難体制の整備等の応急対策を行う。 

●気象、被害の状況、二次災害の危険性に関する情報や、安否情報、

ライフライン、交通施設等の公共施設等の復旧状況、医療機関等の

生活関連情報、交通規制、被災者に役立つ情報等を適切に提供す

る。その際、要配慮者に配慮した情報の伝達を行う。 

総務部 

こども健康部 

福祉部 

都市整備部 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

坂戸市水防団 
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風水害-34 

第３章 発災段階の活動 

第１節 発災段階の活動体制 

 

第１ 基本方針 

水害常襲地の被害の発生や堤防の決壊等による被害が発生した場合又は発生のおそれが

ある場合は、災害対策本部を設置し、被害を最小限にとどめる活動を行うとともに、被災

者の生活を支援する。 
 

 

第２ 非常体制第１・第２配備の活動 

水害常襲地において被害が発生し、拡大のおそれがある場合又は発生のおそれがある場

合、庁内災害対策連絡会議で協議し、市長が災害対策本部の設置を決定する。非常体制第

１配備は、活動に必要な要員を配備し、非常体制第２配備は、職員全員を配備する。 
 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

１ 災害対策本部における活動方針の決定 

●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 

●避難、誘導方針の検討、決定 

災害対策本部 

２ 水防本部の設置と構成町・水防団との連携 

●越辺川・高麗川水害予防組合水防本部の設置 

●毛呂山町及び越生町との連携 

●水防団との連携 

水防本部 

３ 職員活動体制の整備・支援 

●統括班に提出された報告書により、参集した職員の把握 

●職員の健康管理、非常食の配布 

職員班 

４ 市内の状況を把握 

●区・自治会長との連絡、情報把握 

●市民の電話応対・情報受付 

●被害情報の収集・整理 

●気象情報等の把握と情報提供 

●台風情報等の防災情報掲示板への掲示 

●バス交通の状況把握 

情報班 

５ 広報活動 

●市民への情報提供 

●報道機関等への対応 

●被災状況をホームページに掲載 

広報班 
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風水害-35 

計画内容 担当 

６ 市内の現況把握 

（１）道路・河川被害 

●パトロール班を編成し、道路・河川の状況把握・通行止め等の

実施 

●飯盛川排水機場において待機及び監視 

●河川水位の把握、資料作成 

●荒川上流河川事務所、飯能県土整備事務所との連絡調整 

●閉鎖基準に基づき陸閘を閉鎖する。 

土木班 

（２）産業被害 

●パトロール班を編成し、水害常襲地の田畑や事業所、工場の被

害状況を把握 

被害調査班 

（産業） 

（３）住宅被害 

●パトロール班を編成し、水害常襲地の宅地や家屋の被害状況や

土砂災害警戒区域（多和目・西坂戸）の状況を把握 

●避難情報が発令された場合、警察・消防と協力して担当区域の

住民の避難誘導 

被害調査班 

（住宅） 

（４）災害救助艇による救助の実施 

●逃げ遅れた住民が発生した場合、災害救助艇による救助の実施 

現地対応班 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

７ 被災者、要配慮者の支援 

（１）医療救護 

●医師・看護師の派遣要請・各救護所（地域防災拠点）への派遣 

●統括班の指示により各救護所へ保健師を派遣、救護係の援護 

●「第３編第１章第３節 第３ 医療救護（震災-10）」を準用 

保健衛生班 

坂戸鶴ヶ島医師会医療救護班 

（２）高齢者・障害者等 

●関係機関等への避難行動要支援者名簿の提供の検討、提供 

●市内高齢者・障害者福祉施設の状況把握 

福祉班 

（３）乳幼児等 

●各保育園・児童センターの状況把握 

●各保育園の給食調理員の避難所への派遣 

福祉班 

●各児童センター：園児の保護者への引渡しまでの安全確保 

●各保育園：園児の保護者への引渡しまでの安全確保 

災害対策従事者（行政・警察・消防・自衛隊職員

等）の子供の保育継続 

福祉班 

８ 文教施設の安全確認及び避難所の支援 

●幼稚園の状況把握 

●各小・中学校及び高校、大学の状況把握 

●地域防災拠点・避難所の支援、避難者数の把握 

●各所管施設の状況把握 

文教班 

避難所班 
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計画内容 担当 

●幼稚園：園児の保護者への引渡しまでの安全確保 

●各施設：施設の状況把握、利用者の安全確保 

●危機管理マニュアル及び避難確保計画に従い、時機に沿った行動

の実施 

●「第３編第４章 第８節 文教・保育対策（震災-79）」を参照 

文教班 

９ 物資の確保 

●食料、生活必需品等必要物資の把握 

●市内業者、協定締結団体、県への調達要請 

●「第３編第４章第１節 第３ 食料の供給（震災-55）、第４  

生活必需品の供給（震災-57）」を準用 

物資班 

●断水した地域への給水 

●「第３編第４章第１節 第２ 飲料水の供給（震災-53）」を準用 
坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

10 衛生・廃棄物・遺体対策 

●「坂戸市災害時における衛生行動計画」に基づく対策の実施 

●「坂戸市災害時における遺体の埋火葬計画」に基づく対策の実施 

●「坂戸市災害廃棄物処理計画」に基づく対策の実施 

●「第３編第４章第３節 第４ 生活ごみ処理及び災害廃棄物の処

理（震災-65）」を準用 

環境衛生班 

●大谷川等下水道施設の監視、溢水対策 坂戸、鶴ヶ島下水道組合 

●県、広域へのし尿処理協力要請 

●「第３編第４章第６節 第５ 下水道施設（震災-75）」を準用 
坂戸地区衛生組合 

11 被災地、各班の応援体制の強化 

●庁内の車両の配備 

●物資の輸送 

●「第３編第４章 第２節 緊急輸送対策（震災-59）」を準用 

輸送班 

●補充土のうの作製、被災地への運搬 

●被災地での土のう積み、活動の支援 
現地対応班 

●統括班の指示により、各班の支援 

●議員への対応 
支援班 

12 被害状況に応じた復旧対策 

●応急修理支援の検討・実施 

●応急仮設住宅設置の検討・実施 

●障害物の除去の検討・実施 

●「第３編第４章 第７節 応急仮設住宅対策（震災-77）」を準用 

被害調査班 

●罹災届出証明願の発行 

●「第８編第４章 第３節 罹災証明書の発行（復旧-7）」を準用 
統括班 

●罹災証明書の発行 

●「第８編第４章 第３節 罹災証明書の発行（復旧-7）」を準用 
家屋調査班 

●生活相談 

●貸付金の受付 

●「第８編第４章 第１節 市民の生活確保（復旧-6）」、「第８編第

４章 第５節 経済的援護（復旧-10）」を準用 

市民生活班 
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風水害-37 

計画内容 担当 

●義援金受入れ、配分 

●「第８編第４章 第４節 義援金・義援物資の受入配分（復旧-

9）」を準用 

福祉班 

●復旧対策の調整、予算措置 企画財政班 

 

第３ 決壊時の水防措置 

水防活動は越辺川・高麗川水害予防組合水防計画に基づき実施する。 
 

【行政・関係機関】 

計画内容 担当 

１ 通報・出動要請 

（１）通報 

●水防管理者又は坂戸・鶴ヶ島消防組合消防長は、堤防その他の

施設が決壊したときは、直ちにその旨を荒川上流河川事務所長

（国土交通省直轄管理区間の場合）、飯能県土整備事務所長及び

氾濫を予想される方向の隣接水防管理者に通報する。 

水防管理者 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

（２）警察官の出動要請 

●堤防等が決壊又はこれに準ずべき事態が予想されるときは、水

防管理者は、西入間警察署長に対して警察官の出動を要請す

る。 

水防管理者 

（３）居住者等の水防義務 

●水防管理者又は坂戸・鶴ヶ島消防組合消防長は、必要があると

きは、その区域内に居住する者又は水防現場にいる者を水防作

業に従事させることができる。 

●該当地区の自主防災組織代表者と連絡を取り、情報を把握す

る。 

水防管理者 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

統括班 

２ 避難のための立退き 

（１）立退き 

●知事は、洪水により著しい危険が切迫し、その必要があると認

めるときは、立退きを指示する。 

県知事 

（２）立退き予定地等の居住民への周知 

●立退き予定地、経路及び可能なる処置を設定し、あらかじめ住

民に周知徹底させる。 

水防管理者 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

（３）立退きの通知 

●水防管理者が立退き指示をする場合は、直ちに知事及び西入間

警察署長に通知する。 

水防管理者 

３ 水防解除 

●水防管理者は、水位が氾濫注意水位以下に減じ、水防警戒の必

要がなくなったときは、水防解除を命ずるとともに、一般住民

に周知し、知事に対して報告を行う。 

水防管理者 
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第２節 救急救助体制 

「第３編第１章 第３節 救急救助体制（震災-9）」に準じる。 

 

［大規模水害の場合］ 

市内では浸水が３日以上継続する区域が多くあり、逃げ遅れにより長期間孤立する者

が発生する可能性がある。県等と連携のもと、ボートやヘリコプター等により孤立者の

所在確認及び救助を行う。 

 

第３節 応援要請・要員確保 

「第３編第１章 第４節 応援要請・要員確保（震災-13）」に準じる。 

 

［大規模水害の場合］ 

必要な人員・資機材等が不足する可能性があるため、他市町村や関係団体等への応援

要請は時期を逃さず行う。 

 

第４節 応援の受入れ 

「第３編第１章 第５節 応援の受入れ（震災-16）」に準じる。 

 

 

第５節 自衛隊の派遣 

「第３編第１章 第６節 自衛隊の派遣（震災-20）」に準じる。 

 

 

第６節 救助法の適用 

「第３編第１章 第７節 救助法の適用（震災-23）」に準じる。 

 

 

第７節 被災生活の支援 

「第３編 第４章 被災生活の支援（震災-53）」の各節に準じ、対応を行う。 

 

［大規模水害の場合］ 

水が引いた直後には大量の災害廃棄物が発生するため、市民と協力のもと分別回収を

行い、衛生の観点から早期処分を行う。 

  


