埼玉県地域防災計画

新旧対照表

【第１編 総則】
頁
1

修

正

案

現

第１章 総則
第１節 計画の目的

行

第１章 総則
第１節 計画の目的

第２ 計画の策定及び修正
第２ 計画の策定及び修正
埼玉県防災会議は、県地域防災計画を作成し、及び毎年当該計画に検討を加え、必要に応
埼玉県防災会議は、県地域防災計画を作成し、及び毎年当該計画に検討を加え、必要に応
じて修正を行う。
じて修正を行う。
災害対策基本法で定められている国、県、市町村の防災会議と防災計画の体系は以下のと
災害対策基本法で定められている国、県、市町村の防災会議と防災計画の体系は以下のと
おりである。
おりである。
国

防災基本計画

県

県地域防災計画

市町村

市町村地域防災計画

中央防災会議

県防災会議

市町村防災会議

１ 令和４年３月修正の概要
令和３年５月に行われた災害対策基本法の改正及び防災基本計画の修正等を踏まえ、所要
の修正を行った。

国

中央防災会議

防災基本計画

県

県防災会議

県地域防災計画

市町村

市町村防災会議

市町村地域防災計画

（新設）

【主な修正項目】
・避難勧告・避難指示の一本化等
・個別避難計画作成の努力義務化
・広域避難に関する事前の準備
・女性の視点を踏まえた防災対策の推進
・避難行動の妨げとなる正常性バイアス等の理解の促進
・関係機関との連携強化と人材育成
・埼玉県デジタルトランスフォーメーション推進計画を踏まえた災害対応力の強化
・県の組織改正に伴う修正
２ 令和３年３月修正の概要
（略）
（削除）

１ 令和２年度修正の概要
（略）
２ 平成２６年度修正の概要
（略）
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2

第３ 計画の効果的推進

第３ 計画の効果的推進

２ 男女共同参画をはじめとした多様な視点
２ 男女共同参画をはじめとした多様な視点
県、市町村は男女双方の視点に配慮した防災対策を進めるため、地方防災会議の委員に占
男女双方の視点に配慮した防災対策を進めるため、防災に関する政策・方針決定過程や災
める女性の割合を高めるよう取り組むとともに、防災に関する政策・方針決定過程や災害現
害現場における女性の参画を拡大するなど、男女共同参画をはじめとした多様な視点を踏ま
場における女性の参画を拡大するなど、男女共同参画をはじめとした多様な視点を踏まえた
えた防災対策を推進していく。
防災対策を推進していく。

2

５ デジタル化の推進
効果的・効率的な防災対策を行うため、ＡＩ、ＩｏＴ、クラウドコンピューティング技
術、ＳＮＳの活用など、災害対応業務のデジタル化を推進する。デジタル化に当たっては、
災害対応に必要な情報項目等の標準化や、システム（ＳＩＰ４Ｄ等）を活用したデータ収
集・分析・加工・共有の体制整備を図る。

3

６ 計画の効果的推進に向けた取組
（略）

５ 計画の効果的推進に向けた取組
（略）

4

第２節 埼玉県の概況

第２節 埼玉県の概況

第２ 本県における災害
本県で発生する災害には、次のようなものが挙げられる。
１ 自然災害

第２ 本県における災害
本県で発生する災害には、次のようなものが挙げられる。
１ 自然災害

【気象災害】
・大雨災害
浸水害、土砂災害、洪水害
（略）

6

第３節 埼玉県の防災対策の基本方針

（新設）

【気象災害】
・大雨災害
浸水害、土砂災害
（略）

第３節 埼玉県の防災対策の基本方針

県民の命を守り、いち早く復旧復興を果たすことを目標とし、事前の備え（予防・事前対
県民の命を守り、いち早く復旧復興を果たすことを目標とし、事前の備え（予防・事前対
策）、発災時の対応（応急対策）、速やかな生活再建（復旧・復興対策）に取り組む。
策）、発災時の対応（応急対策）、速やかな生活再建（復旧・復興対策）に取り組む。
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）の対応に当たって
災害対応に当たっては県民の安心を確保するため、スピーディな判断と柔軟な発想で臨むこと
は県民の安心を確保するため、スピーディな判断と柔軟な発想で臨むこととする。
とする。
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第２章 防災体制
第１節 防災機関等の役割
第１ 県の役割
２ 各部局の分掌事務
（１）平時（予防・事前対策）
部局名
（略）

第２章 防災体制
第１節 防災機関等の役割
第１ 県の役割
２ 各部局の分掌事務
（１）平時（予防・事前対策）
分掌事務

（略）

本計画の該当箇所
（略）

部局名
（略）
病院局

（削除）
（略）

（略）

（略）

（略）
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分掌事務
（略）
＜震災対策＞
・後方医療機関の機能確保
・医薬品等の供給体制の整備（備蓄、調達）
（略）

本計画の該当箇所
（略）
Ⅱ-2-6-予-1
Ⅱ-2-10-予-1
（略）

14

（２）災害発生時（応急対策、復旧・復興対策）
（略）
○ 各部の組織及び主な事務分担
部 名
部 長
構成課等
統括部
危機管理
防災部長
危機管理課、消
防課、災害対策
課、化学保安
課、知事室長、
報道長、統括参
事、秘書課、広
報課

渉外財政部
企画総務課、計
画調整課、財政
課、行政・デジ
タル改革課、地
域政策課、市町
村課、土地水政

企画財政
部長

副部長
危機管
理防災
部副部
長
報道長
県民生
活部副
部長

企画財
政部
政策・
財務局
長
企画財
政部

（２）災害発生時（応急対策、復旧・復興対策）
（略）

主

な

分

担

事

務

・災害等に関する情報の収集に関する
こと
・災害対策本部の設置、運営に関する
こと
・国からの指示及び国への要請並びに
連絡調整に関すること
・他の都道府県への要請及び連絡調整
に関すること
・各部間等の災害対策の調整に関する
こと
・市町村への指示及び要請並びに連絡
調整に関すること
・指定公共機関、指定地方公共機関へ
の要請及び連絡調整に関すること
・報道に関すること
・災害等に関する広報全般に関するこ
と
・インターネットによる情報発信に関
すること
・災害救助法（災害弔慰金、見舞金を
含む）に関すること
・被災者生活再建支援法、県・市町村
被災者安心支援制度に関すること
・帰宅困難者対策に関すること
・物流オペレーションに関すること
・救助実施市との災害救助資源（医療
救急部及び住宅対策部において所掌す
るものを除く）の配分及び供給に関す
ること
・国への要望に関すること
・全国知事会及び関東地方知事会に関
すること
・災害等対策予算に関すること
・義援金等の受入に関すること
・復興対策本部の設置、運営に関する
こと
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○ 各部の組織及び主な事務分担
部 名
部 長
構成課等
統括部
危機管理
防災部長
危機管理課、災
害対策課、消防
課、化学保安
課、知事室長、
報道長、総合調
整幹、秘書課、
広聴広報課

渉外財政部
企画総務課、計
画調整課、財政
課、改革推進
課、地域政策
課、市町村課、
土地水政策課

企画財政
部長

副部長
危機管
理防災
部副部
長
報道長
県民生
活部副
部長

企画財
政部
政策・
財務局
長
企画財
政部

主

な

分

担

事

務

・災害等に関する情報の収集に関する
こと
・災害対策本部の設置、運営に関する
こと
・国からの指示及び国への要請並びに
連絡調整に関すること
・他の都道府県への要請及び連絡調整
に関すること
・各部間等の災害対策の調整に関する
こと
・市町村への指示及び要請並びに連絡
調整に関すること
・指定公共機関、指定地方公共機関へ
の要請及び連絡調整に関すること
・報道に関すること
・災害等に関する広報全般に関するこ
と
・インターネットによる情報発信に関
すること
・災害救助法（災害弔慰金、見舞金を
含む）に関すること
・被災者生活再建支援法、県・市町村
被災者安心支援制度に関すること
・帰宅困難者対策に関すること
・物流オペレーションに関すること
・救助実施市との災害救助資源（医療
救急部及び住宅対策部において所掌す
るものを除く）の配分及び供給に関す
ること
・国への要望に関すること
・全国知事会及び関東地方知事会に関
すること
・災害等対策予算に関すること
・義援金等の受入に関すること
・復興対策本部の設置、運営に関する
こと

策課

行政・
デジタ
ル改革
局長
企画財
政部
地域経
営局長
総務部
人財政
策局長
総務部
税務局
長
都市整
備部副
部長

・その他渉外財政に関すること

総務部
人事課、職員健
康支援課、文書
課、学事課、税
務課、個人県民
税対策課、管財
課、統計課、総
務事務センタ
ー、行政監察
幹、情報システ
ム戦略課、営繕
課（県営住宅建
築担当は除
く）、設備課
（県営住宅設備
担当は除く）
県民安全部
県民広聴課、広
報課、共助社会
づくり課、人権
推進課、文化振
興課、国際課、
青少年課、スポ
ーツ振興課、オ
リンピック・パ
ラリンピック課
、男女共同参画
課、消費生活課
、防犯・交通安
全課

総務部長

・職員の健康等に関すること
・税の徴収猶予・減免措置に関するこ
と
・私立学校の災害対策に関すること
・庁舎の維持管理に関すること
・県有施設の応急復旧に関すること

県民生活
部長

県民生
活部副
部長
県民生
活部県
民共生
局長
県民生
活部ス
ポーツ
局長

・安否情報の収集、提供に関すること
・災害情報相談センターの設置運営に
関すること
・生活関連物資等の価格の安定措置に
関すること
・ボランティアの総合調整に関するこ
と

農林対策部

農林部長

農林部

・農地、林地、農林水産業用施設等の
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行政改
革・ICT
局長
企画財
政部
地域経
営局長

・その他渉外財政に関すること

総務部
人事課、職員健
康支援課、文書
課、学事課、税
務課、個人県民
税対策課、管財
課、統計課、総
務事務センタ
ー、行政監察
幹、情報システ
ム課、営繕課
（県営住宅建築
担当は除く）、
設備課（県営住
宅設備担当は除
く）

総務部長

総務部
人財政
策局長
総務部
税務局
長
都市整
備部副
部長

・職員の健康等に関すること
・税の徴収猶予・減免措置に関するこ
と
・私立学校の災害対策に関すること
・庁舎の維持管理に関すること
・県有施設の応急復旧に関すること

県民安全部
広聴広報課、共
助社会づくり課
、人権推進課、
文化振興課、国
際課、青少年課
、スポーツ振興
課、オリンピッ
ク・パラリンピ
ック課、男女共
同参画課、消費
生活課、防犯・
交通安全課

県民生活
部長

県民生
活部副
部長
県民生
活部ス
ポーツ
局長

・安否情報の収集、提供に関すること
・災害情報相談センターの設置運営に
関すること
・生活関連物資等の価格の安定措置に
関すること
・ボランティアの総合調整に関するこ
と

農林対策部

農林部長

農林部

・農地、林地、農林水産業用施設等の

農業政策課、農
業ビジネス支援
課、農産物安全
課、畜産安全課
、農業支援課、
生産振興課、森
づくり課、農村
整備課
給水部
企業局総務課、
企業局財務課、
地域整備課、水
道企画課、水道
管理課、工事検
査員、生活衛生
課（保健医療部
水道担当）
産業対策部
産業労働政策課
、商業・サービ
ス産業支援課、
産業支援課、先
端産業課、企業
立地課、次世代
産業幹、金融課
、観光課、雇用
労働課、人材活
躍支援課、多様
な働き方推進課
、産業人材育成
課
環境対策部
環境政策課、温
暖化対策課、エ
ネルギー環境課
、大気環境課、
水環境課、産業
廃棄物指導課、
資源循環推進課
、みどり自然課

副部長

災害対策に関すること
・被災農林水産業者の支援に関するこ
と
・物流オペレーションの支援（主に食
料の要請受付、調達、配分）に関する
こと

企業局長

管理部
長
水道部
長

・飲料水の確保、供給に関すること

産業労働
部長

産業労
働部副
部長
産業労
働部雇
用労働
局長

・被災中小企業及び被災勤労者の融資
に関すること
・災害離職者の早期再就職の促進に関
すること
・物流オペレーションの支援（主に生
活必需品の要請受付、調達、配分）に
関すること

環境部長

環境部
副部長
環境部
環境未
来局長

・災害等による廃棄物の処理に関する
こと
・水質汚濁対策に関すること
・その他環境保全対策に関すること
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農業政策課、農
業ビジネス支援
課、農産物安全
課、畜産安全課
、農業支援課、
生産振興課、森
づくり課、農村
整備課、秩父農
林振興センター
給水部
企業局総務課、
企業局財務課、
地域整備課、水
道企画課、水道
管理課、工事検
査員、生活衛生
課（保健医療部
水道担当）
産業対策部
産業労働政策課
、商業・サービ
ス産業支援課、
産業支援課、先
端産業課、企業
立地課、次世代
産業幹、金融課
、観光課、雇用
労働課、シニア
活躍推進課、ウ
ーマノミクス課
、産業人材育成
課
環境対策部
環境政策課、温
暖化対策課、エ
ネルギー環境課
、大気環境課、
水環境課、産業
廃棄物指導課、
資源循環推進課
、みどり自然課

副部長

災害対策に関すること
・被災農林水産業者の支援に関するこ
と
・物流オペレーションの支援（主に食
料の要請受付、調達、配分）に関する
こと

企業局長

管理部
長
水道部
長

・飲料水の確保、供給に関すること

産業労働
部長

産業労
働部副
部長
産業労
働部雇
用労働
局長

・被災中小企業及び被災勤労者の融資
に関すること
・災害離職者の早期再就職の促進に関
すること
・物流オペレーションの支援（主に生
活必需品の要請受付、調達、配分）に
関すること

環境部長

環境部
副部長
環境部
環境未
来局長

・災害等による廃棄物の処理に関する
こと
・水質汚濁対策に関すること
・その他環境保全対策に関すること

救援福祉部
福祉政策課、社
会福祉課、高齢
介護課、障害者
福祉推進課、障
害者支援課、福
祉監査課、少子
政策課、こども
安全課

福祉部長

医療救急部
保健医療政策
課、感染症対策
課、国保医療
課、医療整備
課、医療人材
課、健康長寿
課、疾病対策
課、生活衛生
課、食品安全
課、薬務課

保健医療
部長

応急復旧部
県土整備政策
課、建設管理
課、用地課、道
路政策課、道路
街路課、道路環
境課、河川砂防
課、河川環境
課、収用委員会
事務局

県土整備
部長

福祉部
副部長
福祉部
地域包
括ケア
局長
福祉部
少子化
対策局
長
保健医
療部副
部長
保健医
療部食
品安全
局長

県土整
備部副
部長

・災害ボランティアに関すること
・災害時等の要配慮者対策に関するこ
と
・各種福祉施設の応急対策に関するこ
と
・社会福祉協議会との連絡調整に関す
ること
・各部局が開設する避難所の運営の支
援に関すること
・その他救援に関すること
・医療・助産に関すること
・保健医療調整本部の設置に関するこ
と
・医療救護班の編成、派遣に関するこ
と
・医薬品等の確保、供給に関すること
・防疫・保健衛生に関すること
・埋・火葬の調整に関すること
・飲料水、食料の衛生管理に関するこ
と
・動物愛護、猛獣対策に関すること
・（地独）埼玉県立病院機構、日本赤
十字社、県医師会、県看護協会との連
絡調整に関すること
・救助実施市との災害救助資源（医
療、助産及び埋葬）の配分及び供給に
関すること
・その他医療に関すること
・道路、橋梁等の応急対策に関するこ
と
・緊急輸送道路等の啓開に関すること
・河川の応急対策に関すること
・水防活動に関すること
・土砂災害防止に関すること
・ダム及び砂防施設等の応急対策に関
すること
緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE)の派
遣要請に関すること
・直轄管理施設との情報共有に関する
こと
・公共土木施設の災害復旧に関するこ
と
・その他応急復旧に関すること
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救援福祉部
福祉政策課、社
会福祉課、高齢
介護課、障害者
福祉推進課、障
害者支援課、福
祉監査課、少子
政策課、こども
安全課

福祉部長

医療救急部
保健医療政策
課、国保医療
課、医療整備
課、健康長寿
課、疾病対策
課、生活衛生
課、食品安全
課、薬務課、感
染症対策課、病
院局経営管理課

保健医療
部長

応急復旧部
県土整備政策
課、建設管理
課、用地課、道
路政策課、道路
街路課、道路環
境課、河川砂防
課、水辺再生
課、収用委員会
事務局

県土整備
部長

福祉部
副部長
福祉部
地域包
括ケア
局長
福祉部
少子化
対策局
長
保健医
療部副
部長
病院局
長
保健医
療部食
品安全
局長

県土整
備部副
部長

・災害ボランティアに関すること
・災害時等の要配慮者対策に関するこ
と
・各種福祉施設の応急対策に関するこ
と
・社会福祉協議会との連絡調整に関す
ること
・各部局が開設する避難所の運営の支
援に関すること
・その他救援に関すること
・医療・助産に関すること
・保健医療調整本部の設置に関するこ
と
・医療救護班の編成、派遣に関するこ
と
・医薬品等の確保、供給に関すること
・防疫・保健衛生に関すること
・埋・火葬の調整に関すること
・飲料水、食料の衛生管理に関するこ
と
・動物愛護、猛獣対策に関すること
・日本赤十字社、県医師会、県看護協
会との連絡調整に関すること
・県立病院における医療に関すること
・救助実施市との災害救助資源（医
療、助産及び埋葬）の配分及び供給に
関すること
・その他医療に関すること
・道路、橋梁等の応急対策に関するこ
と
・緊急輸送道路等の啓開に関すること
・河川の応急対策に関すること
・水防活動に関すること
・土砂災害防止に関すること
・ダム及び砂防施設等の応急対策に関
すること
緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE)の派
遣要請に関すること
・直轄管理施設との情報共有に関する
こと
・公共土木施設の災害復旧に関するこ
と
・その他応急復旧に関すること

住宅対策部
都市整備政策
課、都市計画
課、市街地整備
課、田園都市づ
くり課、公園ス
タジアム課、建
築安全課、住宅
課、営繕課（県
営住宅建築担当
に限る）、設備
課（県営住宅設
備担当に限る）

都市整備
部長

都市整
備部副部
長

下水道対策部
下水道局下水道
管理課、下水道
事業課
輸送部
出納総務課、会
計管理課、入札
課、入札審査
課、交通政策課

下水道局
長

下水道
管理課長

会計管理
者

契約局
長

文教部
教育局総務課、
教育政策課、教
育局財務課、教
職員課、福利
課、県立学校人
事課、高校教育
指導課、魅力あ
る高校づくり
課、ＩＣＴ教育
推進課、生徒指
導課、保健体育
課、特別支援教
育課、小中学校
人事課、義務教

副教育長

教育局
教育総
務部長
教育局
県立学
校部長
教育局
市町村
支援部
長

・応急住宅の供給に関すること
・被災建築物応急危険度判定に関する
こと
・被災住宅における応急修理及び障害
物除去支援に関すること
・公園の利用に関すること
・区画整理事業の応急対策に関するこ
と
・密集市街地の改善及び拡大の防止に
関すること
・被災宅地危険度判定に関すること
・市街地復興に関すること
・救助実施市との災害救助資源（主に
応急仮設住宅の供与、住宅の応急修理
及び障害物の除去）の配分及び供給に
関すること
・その他住宅対策に関すること
・下水道施設の応急対策に関すること

・避難住民の輸送に関すること
・輸送事業者との連絡調整に関するこ
と
・輸送手段、燃料に関すること
・交通情報に関すること
・物流オペレーションの支援（主に救
援物資の輸送）に関すること
・児童、生徒の安全の確保並びに保健
衛生に関すること
・応急教育の実施に関すること
・学用品の確保、調達に関すること
・授業料の減免措置に関すること
・文化財の保護に関すること
・県立学校施設の応急復旧に関するこ
と
・その他教育に関すること
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住宅対策部
都市整備政策
課、都市計画
課、市街地整備
課、田園都市づ
くり課、公園ス
タジアム課、建
築安全課、住宅
課、営繕課（県
営住宅建築担当
に限る）、設備
課（県営住宅設
備担当に限る）

都市整備
部長

都市整
備部副部
長

下水道対策部
下水道局下水道
管理課、下水道
事業課
輸送部
出納総務課、会
計管理課、入札
課、入札審査
課、交通政策課

下水道局
長

下水道
管理課長

会計管理
者

契約局
長

文教部
教育局総務課、
教育政策課、教
育局財務課、教
職員課、福利
課、県立学校人
事課、高校教育
指導課、魅力あ
る高校づくり
課、生徒指導
課、保健体育
課、特別支援教
育課、小中学校
人事課、義務教
育指導課、教職

副教育長

教育局
教育総
務部長
教育局
県立学
校部長
教育局
市町村
支援部
長

・応急住宅の供給に関すること
・被災建築物応急危険度判定に関する
こと
・被災住宅における応急修理及び障害
物除去支援に関すること
・公園の利用に関すること
・区画整理事業の応急対策に関するこ
と
・密集市街地の改善及び拡大の防止に
関すること
・被災宅地危険度判定に関すること
・市街地復興に関すること
・救助実施市との災害救助資源（主に
応急仮設住宅の供与、住宅の応急修理
及び障害物の除去）の配分及び供給に
関すること
・その他住宅対策に関すること
・下水道施設の応急対策に関すること

・避難住民の輸送に関すること
・輸送事業者との連絡調整に関するこ
と
・輸送手段、燃料に関すること
・交通情報に関すること
・物流オペレーションの支援（主に救
援物資の輸送）に関すること
・児童、生徒の安全の確保並びに保健
衛生に関すること
・応急教育の実施に関すること
・学用品の確保、調達に関すること
・授業料の減免措置に関すること
・文化財の保護に関すること
・県立学校施設の応急復旧に関するこ
と
・その他教育に関すること

育指導課、教職
員採用課、生涯
学習推進課、文
化資源課、人権
教育課
議会部
議会事務局秘書
課、議会事務局
総務課、議事
課、政策調査
課、図書室
応援部
人事委員会事務
局、監査事務
局、労働委員会
事務局
警察本部
警察本部各所属

議会事務
局長

議会事
務局副
事務局
長

・議会に関すること

人事委員
会事務局
長

・物流オペレーションの支援（主に義
援物資の対応）に関すること
・他の部の応援に関すること

警察本部
長

監査事
務局長
労働委
員会事
務局長
警備部
長

関係各部
局長

関係各
部

・国及び県外自治体等からの応援の受
入れに関すること
・災害時応援協定締結事業者への支援
要請等に関すること（所管する協定に
限る）

・災害警備活動に関すること

員採用課、生涯
学習推進課、文
化資源課、人権
教育課
議会部
議会事務局秘書
課、議会事務局
総務課、議事
課、政策調査
課、図書室
応援部
人事委員会事務
局、監査事務
局、労働委員会
事務局
警察本部
警察本部各所属
各部共通

各部共通
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議会事務
局長

議会事
務局副
事務局
長

・議会に関すること

人事委員
会事務局
長

・物流オペレーションの支援（主に義
援物資の対応）に関すること
・他の部の応援に関すること

警察本部
長

監査事
務局長
労働委
員会事
務局長
警備部
長

関係各部
局長

関係各
部

・国及び県外自治体等からの応援の受
入れに関すること
・災害時応援協定締結事業者への支援
要請等に関すること（所管する協定に
限る）

・災害警備活動に関すること

第３ 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関等の役割

第３ 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関等の役割

（略）
１

28

（略）

指定地方行政機関
名 称

１
内

容

指定地方行政機関
名 称

内

容

（略）

（略）

（略）

（略）

関東総合通信局

１ 非常通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営に
関すること
２ 災害時テレコム支援チーム（MIC－TEAM）による災害対
応支援
３ 災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車等の
貸出しに関すること
４～５ 略
（略）

関東総合通信局

１ 非常無線通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運
営に関すること
２ 災害時テレコム支援チーム（MIC－TEAM）の派遣に関す
ること
３ 災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車の貸
出しに関すること
４～５ 略
（略）

（略）

34 第２節 防災体制
第１ 県の体制
１ 県災害対策本部の機構及び組織
（１）県災害対策本部の機構

（略）

第２節 防災体制
第１ 県の体制
１ 県災害対策本部の機構及び組織
（１）県災害対策本部の機構
本部員
部（１８）
公営企業管理者、下水道事業管理者、
教育長、副教育長、警察本部長、
各部長、会計管理者、企業局長
下水道局長、知事室長、議会事務局長、
人事委員会事務局長、
労働委員会事務局長、監査事務局長

本部長
知事

副本部長
副知事
危機管理防災部長

本部員
部（１８）
公営企業管理者、病院事業管理者、
下水道事業管理者、教育長、
教育局教育総務部長、警察本部長、
各部長、会計管理者、企業局長
下水道局長、知事室長、議会事務局長、
人事委員会事務局長、
労働委員会事務局長、監査事務局長
本部長

現地災害対策本部

副本部長
副知事
危機管理防災部長

支部（１０）

第２節 現況と実施計画
第２ 実施計画
２ 県、市町村及び防災関係機関が実施する訓練

現地災害対策本部
支部（１０）

第２節 現況と実施計画
第２ 実施計画
２ 県、市町村及び防災関係機関が実施する訓練
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43

エ 応急復旧訓練
県は、県土整備部震災対策活動指針に基づき、道路等の被災状況の情報収集、指揮命令、
応急復旧のための訓練を、警察、市町村、消防、協定締結団体等の関係機関と連携して実施
する。

エ 応急復旧訓練
県は、県土整備部震災活動指針に基づき、道路等の被災状況の情報収集、指揮命令、応急
復旧のための訓練を、警察、市町村、消防、協定締結団体等の関係機関と連携して実施す
る。

44

カ 避難訓練
災対法第４７条に定める災害予防責任者及び消防法第８条の規定に基づく防火管理者等が
実施する。
市町村は、避難指示等を円滑に行うため、警察、消防及びその他の団体の参加を得て、年
１回以上実施する。

カ 避難訓練
災対法第４７条に定める災害予防責任者及び消防法第８条の規定に基づく防火管理者等が
実施する。
市町村は、避難勧告や立ち退きの指示等を円滑に行うため、警察、消防及びその他の団体
の参加を得て、年１回以上実施する。

【訓練の種類】
・市町村が実施するもの
災害時における避難指示等の円滑、迅速確実を期するため、関係機関、居住者、滞
在者等の協力を得て実施する。
（略）

【訓練の種類】
・市町村が実施するもの
災害時における避難の勧告及び立退き等の円滑、迅速確実を期するため、関係機
関、居住者、滞在者等の協力を得て実施する。
（略）
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埼玉県地域防災計画

新旧対照表

【第２編 震災対策編】
頁

修

正

案

現

第２章 施策ごとの具体的計画
第１ 自助、共助による防災力の向上

行

第２章 施策ごとの具体的計画
第１ 自助、共助による防災力の向上

15 ＜予防・事前対策＞
１ 自助、共助による県民の防災力の向上（普及啓発・防災教育）
２ 自主防災組織の育成強化
３ 民間防火組織の育成強化
４ 消防団の活動体制の充実
５ 事業所等における防災組織等の整備
６ ボランティア等の活動支援体制の整備
７ 地区防災計画の策定
８ 適切な避難行動に関する普及啓発

＜予防・事前対策＞
１ 自助、共助による県民の防災力の向上（普及啓発・防災教育）
２ 自主防災組織の育成強化
３ 民間防火組織の育成強化
４ 消防団の活動体制の充実
５ 事業所等における防災組織等の整備
６ ボランティア等の活動支援体制の整備
７ 地区防災計画の策定

16 １ 自助、共助による県民の防災力の向上（普及啓発・防災教育）
（３）具体的な取組内容

１ 自助、共助による県民の防災力の向上（普及啓発・防災教育）
（３）具体的な取組内容

17

ア 災害に関する各種資料の収集・提供
【県（危機管理防災部）、市町村】
県及び市町村は、過去に起こった大災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくた
め、大災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアーカイブとして広く収集・整
理し、適切に保存するとともに、広く一般の人々が閲覧できるよう公開に努める。また、国
土地理院と連携して、自然災害伝承碑（災害に関する石碑やモニュメント等）の持つ意味を
正しく後世に伝えていくよう努める。
また、地域における災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、災害伝承の取組を
支援する。
【資料編Ⅱ-2-1-1】自然災害伝承碑一覧

ア

イ 県民向けの普及・啓発

イ

【県（県民生活部、危機管理防災部）、市町村】

○ 地震情報等の普及・啓発
熊谷地方気象台は、地震や気象災害に関する情報を住民が容易に理解できるよう、都道府
県や市町村、その他防災関係機関と連携し、地震情報（震度、震源、マグニチュード、余震
の状況等）、南海トラフ地震に関連する情報、東海地震に関連する情報、気象災害等の解説
に努める。

災害に関する各種資料の収集・提供
【県（危機管理防災部）、市町村】
県及び市町村は、過去に起こった大災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくた
め、大災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアーカイブとして広く収集・整
理し、適切に保存するとともに、広く一般の人々が閲覧できるよう公開に努める。また、災
害に関する石碑やモニュメント等の持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努める。
また、地域における災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、災害伝承の取組を
支援する。

県民向けの普及・啓発

【県（県民生活部、危機管理防災部）、市町村】

○ 地震情報等の普及・啓発
熊谷地方気象台は、地震や気象災害に関する情報を住民が容易に理解できるよう、都道府
県や市町村、その他防災関係機関と連携し、地震情報（震度、震源、マグニチュード、余震
の状況等）、南海トラフ地震に関連する情報、東海地震に関する情報、気象災害等の解説に
努める。
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ウ 自助の強化

【県（危機管理防災部）、市町村、県民】

ウ

○

実践的な訓練の導入
県及び市町村は、県民を対象とする訓練に災害図上訓練（ＤＩＧ（※１））や避難所開
設・運営訓練（ＨＵＧ（※２））を取り入れ、住民参加型で地域に即した実践的な訓練の
実施・普及に努める。
また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対
応に備え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施するものとする。

（３）具体的な取組内容
ア 災害ボランティアの支援及び活動環境の整備
【県（県民生活部、福祉部、危機管理防災部）、市町村】

【県（危機管理防災部）、市町村、県民】

○

実践的な訓練の導入
県及び市町村は、県民を対象とする訓練に災害図上訓練（ＤＩＧ（※１））や避難所開
設・運営訓練（ＨＵＧ（※２））を取り入れ、住民参加型で地域に即した実践的な訓練の
実施・普及に努める。

※１ ＤＩＧ（Disaster Imagination Game）
大きな地図を参加者で囲み、災害をイメージして自宅近くの危険物や障害物を把握
し、具体的な避難路や要配慮者の避難などを確認する実践的な訓練。
※２ ＨＵＧ（Hinanzyo Unei Game）
避難所の開設・運営責任者となったことを想定し、避難所で起きる様々な事態への
対応を短時間で決定することを学ぶ訓練。

６ ボランティア等の活動支援体制の整備
27 （２）役割
機関名等
役
割
県（県民生活部、
・災害ボランティアの支援及び活動環境の整備
福祉部、危機管理
・ボランティア関係機関等との情報共有
防災部）、市町村
県（危機管理防災
・「埼玉県地域防災サポート企業・事業所登録制度」の運
部）
用
県（県土整備部）
・彩の国砂防ボランティア協会による砂防ボランティア活
動の支援
県（都市整備部）
・ボランティアの被災建築物応急危険度判定士及び被災宅
地危険度判定士の養成及び登録
県（保健医療部）
・災害時動物救護活動ボランティアによる被災動物の適正
な飼養管理の支援

自助の強化

※１ ＤＩＧ（Disaster Imagination Game）
大きな地図を参加者で囲み、災害をイメージして自宅近くの危険物や障害物を把握
し、具体的な避難路や要配慮者の避難などを確認する実践的な訓練。
※２ ＨＵＧ（Hinanzyo Unei Game）
避難所の開設・運営責任者となったことを想定し、避難所で起きる様々な事態への
対応を短時間で決定することを学ぶ訓練。

６ ボランティア等の活動支援体制の整備
（２）役割
機関名等
役
割
県（県民生活部、
・災害ボランティア活動の環境整備
福祉部、危機管理
・ボランティア関係機関等との情報共有
防災部）
県（危機管理防災
・「埼玉県地域防災サポート企業・事業所登録制度」の運
部）
用
県（県土整備部）
・彩の国砂防ボランティア協会による砂防ボランティア活
動の支援
県（都市整備部）
・ボランティアの被災建築物応急危険度判定士及び被災宅
地危険度判定士の養成及び登録
県（保健医療部）
・災害時動物救護活動ボランティアによる被災動物の適正
な飼養管理の支援
市町村
・災害ボランティア活動の環境整備

（３）具体的な取組内容
ア 災害ボランティア活動の環境整備
【県（県民生活部、福祉部、危機管理防災部）】
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県及び市町村はＮＰＯやボランティア団体の支援に取り組むとともに、彩の国会議、社
会福祉協議会等関係機関の協力による迅速かつ効果的な災害応急活動を行うことができる
体制を整備する。
また、災害時に、県及び市町村は、彩の国会議、社会福祉協議会等関係機関と連携し、
ボランティアを円滑に受け入れるための体制構築に努める。

県及び市町村は彩の国会議、社会福祉協議会等関係機関の協力による迅速かつ効果的な
災害応急活動を行うことができる体制を整備する。
また、災害時に、県及び市町村は、彩の国会議、社会福祉協議会等関係機関と連携し、
ボランティアを円滑に受け入れるための体制構築に努める。

イ ボランティア関係機関等との情報共有
【県（県民生活部、福祉部、危機管理防災部）、市町村】
県及び市町村は、ボランティアの自主性を尊重しつつ、ボランティア関係機関等と連携
し、日頃からボランティア情報の共有化を促進する。

イ ボランティア関係機関等との情報共有
【県（県民生活部、福祉部、危機管理防災部）】
県及び市町村は、ボランティアの自主性を尊重しつつ、ボランティア関係機関等と連携
し、日頃からボランティア情報の共有化を促進する。

８ 適切な避難行動に関する普及啓発

（新設）

（１）取組方針
避難行動の妨げとなる正常性バイアス（自分が経験したことのない危険や脅威を過小評価
する傾向）等を理解し、適切な避難を行うための普及啓発を行う。
（２）役割
機関名等
県（危機管理防
災部）、市町村
県民
（３）具体的な取組内容
ア 県民向けの普及啓発

役
割
・正常性バイアス等に関する普及啓発
・正常性バイアス等の正しい理解と適切な避難行動の実施

【県（危機管理防災部）、市町村】

県民が避難行動への負担感、過去の被災経験等を基準にした災害に対する危険性の認識、
正常性バイアス等を克服し、避難行動を取るべきタイミングを逸することなく適切な行動が
とれるよう、県及び市町村は正常性バイアス等の知識を教える防災教育や避難訓練の実施
等、普及啓発に努めるものとする。

＜応急対策＞
４ ボランティアとの連携
（３）具体的な取組内容
32

＜応急対策＞
４ ボランティアとの連携
（３）具体的な取組内容

イ 彩の国会議やＮＰＯなどの団体のボランティアの調整 【県（県民安全部）】
彩の国会議やＮＰＯなどの団体からのボランティア活動の申入れについて、県災害ボラ
ンティア支援センターと連絡調整を行うとともに、必要とされる情報を「ＮＰＯ情報ステ
ーション」等にて提供する。

イ 彩の国会議やＮＰＯなどの団体のボランティアの調整 【県（県民安全部）】
彩の国会議やＮＰＯなどの団体からのボランティア活動の申入れについて、県災害ボラ
ンティア支援センター内に窓口を設置するとともに、必要とされる情報を「ＮＰＯ情報ス
テーション」等にて提供する。
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33 第２

災害に強いまちづくりの推進

第２

災害に強いまちづくりの推進

現 況

現

況

○

防火・準防火地域の指定状況 （令和３年４月１日現在）
防火地域８１５．３ha、準防火地域 ９，４５５．６ha

○

防火・準防火地域の指定状況 （令和３年１月末現在）
防火地域８１５．３ha、準防火地域 ９，４０６．２ha

○

被災宅地危険度判定士登録者数

○

被災宅地危険度判定士登録者数

２，２８２人（令和３年４月１日現在）

第２章 施策ごとの具体的計画
第２ 災害に強いまちづくりの推進

２，４２２人（令和３年１月末現在）

第２章 施策ごとの具体的計画
第２ 災害に強いまちづくりの推進

34 ＜予防・事前対策＞
１ 防災都市づくり
２ 耐震化と安全対策の推進
３ 空き家対策
４ 不燃化等の促進
５ オープンスペース等の確保
６ 地盤災害の予防
７ 宅地等の安全対策
８ 土砂災害の予防
９ 河川・ダム等の予防対策
１０ 地震火災等の予防
１１ 被災建築物応急危険度判定体制等の整備
１２ 孤立化地域対策

＜予防・事前対策＞
１ 防災都市づくり
２ 耐震化と安全対策の推進
３ 不燃化等の促進
４ オープンスペース等の確保
５ 地盤災害の予防
６ 宅地等の安全対策
７ 土砂災害の予防
８ 河川・ダム等の予防対策
９ 地震火災等の予防
１０ 被災建築物応急危険度判定体制等の整備
１１ 孤立化地域対策

37 ２ 耐震化と安全対策の推進

２ 耐震化と安全対策の推進

（２）役割
機関名等
県（危機管理防
災部、都市整備
部、県土整備部
、関係部局）、
市町村

（２）役割
役
割
・耐震改修促進計画の策定
・耐震診断及び耐震改修の促進
・高層建築物の防災対策の推進
・窓ガラス等の落下・脱落防止対策の推進
・ブロック塀倒壊防止対策の推進
・自動販売機転倒防止対策の推進
・エレベーターにおける閉じ込め防止対策の推進

機関名等
県（危機管理防
災部、都市整備
部、県土整備部
、関係部局）、
市町村
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役
割
・耐震改修促進計画の策定
・耐震診断及び耐震改修の促進
・高層建築物の防災対策の推進
・窓ガラス等の落下・脱落防止対策の推進
・空き家の実態把握
・ブロック塀倒壊防止対策の推進
・自動販売機転倒防止対策の推進

防災関係機関

・建築物の耐震診断及び耐震改修の実施
防災関係機関

38

（３）具体的な取組内容
イ 一般建築物等
【県（都市整備部、危機管理防災部）、市町村】

・エレベーターにおける閉じ込め防止対策の推進
・建築物の耐震診断及び耐震改修の実施

（３）具体的な取組内容
イ 一般建築物等
【県（都市整備部、危機管理防災部）、市町村】

（削除）

○ 空き家等の実態把握
市町村は、空き家等の実態把握に努め、地震によって倒壊するおそれがあると認められる
ときは、必要に応じ県と連携し、所有者又は管理者に対して指導、助言又は勧告を行う措置
を検討する。

40 ３ 空き家対策

（新設）

（１）取組方針
市町村は、平常時より、災害による被害が予想される空き家等の状況を確認し、所有者等
に対し必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。
（２）役割
機関名等
県（都市整備部）
市町村

役
割
・空き家対策に関する市町村の支援等
・空き家の実態把握及び措置

（３）具体的な取組内容
ア

空き家の実態把握及び措置

【県（都市整備部）、市町村】

市町村は、空き家等の実態把握に努め、地震によって倒壊するおそれがあると認められる
ときは、必要に応じ県と連携し、所有者又は管理者に対して指導、助言又は勧告を行う措置
を検討する。

41 ４ 不燃化等の促進

３ 不燃化等の促進

（略）

（略）
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41 ５ オープンスペース等の確保
５ オープンスペース等の確保
（３）具体的な取組内容
（３）具体的な取組内容
ア 公園の整備
【県（都市整備部）、市町村】
ア 公園の整備
【県（都市整備部）、市町村】
県及び市町村は、震災時における県民の生命、財産を守るため、広域避難地、一時避難
県及び市町村は、震災時における県民の生命、財産を守るため、広域避難地、一時避難
地等となる防災公園や、地域の中核的な災害対応の機能を有する防災活動拠点、県内外の
地等となる防災公園や、地域の中核的な災害対応の機能を有する防災活動拠点、県内外の
自治体や警察、消防、自衛隊等応援部隊が活動、物資の集積・中継を行う広域防災拠点と
自治体や警察、消防、自衛隊等応援部隊が活動、物資の集積・中継を行う広域防災拠点と
なる都市公園について、耐震性貯水槽、防災井戸、夜間照明、放送施設、非常電源施設等
なる都市公園について、耐震性貯水槽や夜間照明、放送施設、非常電源施設等の災害応急
の災害応急対策に必要な施設の整備を推進する。
対策に必要な施設の整備を推進する。

41

イ 緑地・農地の保全
【県（環境部、農林部）、市町村】
都市内の緑地及び市街化区域内農地（生産緑地）は、火災の延焼防止に大きな効果があ
り、また井戸等の農業用施設には重要な役割が期待されるため、県及び市町村は緑地等の
保全を推進する。
また、自然環境の機能を活用すること等により地域のレジリエンスを高める「Ｅｃｏ－
ＤＲＲ（生態系を活用した防災・減災）」及び「グリーンインフラ」の取組の推進など、
総合的な防災・減災対策を講じる。

42 ６ 地盤災害の予防

イ 緑地・農地の保全
【県（環境部、農林部）、市町村】
都市内の緑地及び市街化区域内農地（生産緑地）は、火災の延焼防止に大きな効果があ
り、また井戸等の農業用施設には重要な役割が期待されるため、県及び市町村は緑地等の
保全を推進する。

５ 地盤災害の予防

（略）

（略）

43 ７ 宅地等の安全対策
（１）取組方針
県及び市町村は、造成地に発生する災害の防止対策を講じる。

６ 宅地等の安全対策
（１）取組方針
急傾斜地崩壊危険箇所について区域指定による規制等を行うとともに、造成地に発生す
る災害の防止対策を講じる。

44 ８ 土砂災害の予防
（２）役割
機関名等
県（県土整備部、農林
部）、関東地方整備局、
関東農政局

７ 土砂災害の予防
（２）役割
機関名等
県（県土整備部、農林
部）、関東地方整備局、
関東農政局

役
割
・土砂災害警戒区域の防災対策の推進
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役
割
・土石流危険渓流内の防災対策を推進
・急傾斜地崩壊危険箇所の防災対策の推進
・地すべり危険箇所の防災対策の推進

45 ９ 河川・ダム等の予防対策
（３）具体的な取組内容
46

イ ダム、ため池

８ 河川・ダム等の予防対策
（３）具体的な取組内容

【県（県土整備部、農林部、企業局）、市町村】

実施機関
県（県土整備
部、農林部、
企業局）、市
町村

イ ダム、ため池

震災予防対策

実施機関
県（県土整備
部、農林部、
企業局）、市
町村

１ ダム
（略）
２ ため池
比企郡、入間郡及び児玉郡を中心に 468 箇所のため池があ
り、これらの多くは築年代が古く老朽化が進んでいる。この
うち 244 箇所は決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等
が存在し、人的被害を与えるおそれのある防災重点農業用た
め池となっている。
このため、現況調査に基づいて改修の必要性及び緊急性に
ついて判断するとともに、ため池の管理主体に対して安全管
理の指導を行う。 特に老朽化の著しいもの及び調査の結果、
構造に問題のある防災重点農業用ため池については、各施設
の緊急度を判定し、速やかに施設の補強、改善を行うととも
に適切な維持管理を行うよう市町村や土地改良区等の管理主
体を指導する。
また、県及び市町村は、防災重点農業用ため池のハザードマ
ップの作成配布等を計画的に推進し、地域の安全性の確保を
図る。
【資料編Ⅱ-2-2-21】防災重点農業用ため池一覧

46 １０ 地震火災等の予防
ア 地震に伴う住宅からの出火防止

【県（県土整備部、農林部、企業局）、市町村】
震災予防対策

１ ダム
（略）
２ ため池
比企郡、入間郡及び児玉郡を中心に 469 箇所のため池があ
り、これらの多くは築年代が古く老朽化が進んでいる。この
うち 244 箇所は決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等
が存在し、人的被害を与えるおそれのある防災重点ため池と
なっている。
このため、現況調査に基づいて改修の必要性及び緊急性に
ついて判断するとともに、ため池の管理主体に対して安全管
理の指導を行う。 特に老朽化の著しいもの及び調査の結果、
構造に問題のある防災重点ため池については、各施設の緊急
度を判定し、速やかに施設の補強、改善を行うとともに適切
な維持管理を行うよう市町村や土地改良区等の管理主体を指
導する。
また、県及び市町村は、防災重点ため池のハザードマップの
作成配布等を計画的に推進し、地域の安全性の確保を図る。
【資料編Ⅱ-2-2-21】防災重点ため池一覧

９ 地震火災等の予防
【県（危機管理防災部）、市町村、各消防本部】

（ア） 一般火気器具（ガスコンロ、灯油ストーブ等）からの出火防止

【県（危機管理防災部）、市町村、各消防本部】

（ア） 一般火気器具（ガスコンロ、灯油ストーブ等）からの出火防止

○ 電熱器具、電気機器、屋内外配線を出火原因とする火災を防止するため、過熱防止機構等
の一層の普及を図るとともに、感震ブレーカーの設置や、地震後はブレーカーを落としてか
ら避難することなどの普及啓発を図る。

48 １１ 被災建築物応急危険度判定体制等の整備

ア 地震に伴う住宅からの出火防止

○ 電熱器具、電気機器、屋内外配線を出火原因とする火災を防止するため、過熱防止機構等
の一層の普及を図るとともに、地震後は、ブレーカーを落としてから避難するなどの普及啓
発を図る。

１０ 被災建築物応急危険度判定体制等の整備

（略）

（略）
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49 １２ 孤立化地域対策

１１ 孤立化地域対策

（略）

59 第３

（略）

交通ネットワーク・ライフライン等の確保

第３

現 況
○ 道路施設の現況
実施機関

現 況
○ 道路施設の現況
県内管理道路延長

東日本高速道路
（株）
首都高速道路
（株）
国土交通省関東地
方整備局
県県土整備部
県農林部
市町村
計

60 ○

交通ネットワーク・ライフライン等の確保

214.3km

29.1km
296.1km
2,774.8km
374.1km
43,777.2km
47,465.6km

（令和２年４月現在）
道 路 施 設 等
関越自動車道、東北自動車道、東京
外環自動車道、常磐自動車道、圏央
道
高速５号池袋線、高速６号三郷線、高
速川口線、高速埼玉大宮線、高速埼玉
新都心線

実施機関

県内管理道路延長

東日本高速道路
（株）
首都高速道路
（株）
国土交通省関東地
方整備局

一般国道（国管理）：５路線
一般国道（県管理）：
９路線
主要地方道
： ８９路線
一般県道
：２３４路線
森林管理道

県県土整備部
県農林部
市町村
計

214.3km

29.1km
296.1km
2,779.3km
373.8km
43,722.8km
47,415.4km

（平成３１年４月現在）
道 路 施 設 等
関越自動車道、東北自動車道、東京
外環自動車道、常磐自動車道、圏央
道
高速５号池袋線、高速６号三郷線、高
速川口線、高速埼玉大宮線、高速埼玉
新都心線
一般国道（国管理）：５路線
一般国道（国管理）：
９路線
主要地方道
： ８９路線
一般県道
：２３４路線
森林管理道

上水道施設の状況
○ 上水道施設の状況
県で管理する上水施設は浄水場５か所（大久保浄水場・庄和浄水場・行田浄水場・新三郷
県で管理する上水施設は浄水場５か所（大久保浄水場・庄和浄水場・行田浄水場・新三郷
浄水場・吉見浄水場）、中継ポンプ所５か所（上赤坂中継ポンプ所・笹久保中継ポンプ
浄水場・吉見浄水場）、中継ポンプ所５か所（上赤坂中継ポンプ所・笹久保中継ポンプ
所・高坂中継ポンプ所・江南中継ポンプ所・高倉中継ポンプ所）、送水管の延長は 777km
所・高坂中継ポンプ所・江南中継ポンプ所・高倉中継ポンプ所）、送水管の延長は 779km
である。
である。

＜予防・事前対策＞
１ 交通関連施設の安全確保
64 （３）具体的な取組内容

＜予防・事前対策＞
１ 交通関連施設の安全確保
（３）具体的な取組内容
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エ

交通関連施設の震災予防対策

実施機関

【鉄道事業者】

エ

震災予防対策

交通関連施設の震災予防対策

実施機関

東日本旅客鉄道 （略）
（株）高崎支
社・八王子支社・
大宮支社

震災予防対策

東日本旅客鉄道 （略）
（株）高崎支
社・八王子支社・
大宮支社

秩父鉄道（株）

（略）

秩父鉄道（株）

（略）

西武鉄道（株）

１

駅施設
① ２年に 1 回の定期検査により駅施設の点検を実施する。
② 建物の位置及び構造については、建築基準法その他関係法
令に基づき、耐震性の安全を確保する。
③ 旧耐震基準建物については、関東運輸局通達による補強対
象駅以外の建物についても、順次耐震診断を行い必要に応じ
て耐震補強を実施していく。
２ その他の構造物
構造物については、定期検査により健全度を調査し、必要に
応じ補強を行い機能の強化を図る。

西武鉄道（株）

１

東武鉄道（株）

（略）

東武鉄道（株）

（略）

埼玉新都市交通
（株）

（略）

埼玉新都市交通
（株）

（略）

埼玉高速鉄道
(株)

（略）

65 ２ 緊急輸送道路の指定・復旧体制の整備
（２）役割
機関名等
役
割
県（県土整備部、
・緊急輸送道路の指定
都市整備部、下水
・道路網の整備
道局）、市町村、
・緊急輸送道路上の橋梁の耐震化
関東地方整備局、
・緊急輸送道路沿線地域の不燃化、緊急輸送道路閉塞建築

【鉄道事業者】

埼玉高速鉄道
(株)

駅舎、事業所
① 年 1 回の定期検査により点検を実施する。
② 建物の位置及び構造については、建築基準法その他関係法
令に基づき、耐震性の安全を確保する。
③ 旧耐震基準建物については、関東運輸局通達による補強対
象駅以外の建物についても、順次耐震診断を行い必要に応じ
て耐震補強を実施していく。
２ その他の構造物
構造物については、定期検査により健全度を調査し、必要に
応じ補強を行い機能の強化を図る。

（略）

２ 緊急輸送道路の指定・復旧体制の整備
（２）役割
機関名等
役
割
県（県土整備部、
・緊急輸送道路の指定
都市整備部、下水
・道路網の整備
道局）、市町村、
・緊急輸送道路上の橋梁の耐震化
関東地方整備局、
・緊急輸送道路沿線地域の不燃化、緊急輸送道路閉塞建築
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東日本高速道路
(株)､首都高速道路
（株）
関東地方整備局

物の耐震化
・緊急輸送道路にある下水道の管渠とマンホールの耐震化
・応急復旧資機材の整備
・緊急河川敷道路の整備

東日本高速道路
(株)､首都高速道路
（株）
関東地方整備局

物の耐震化
・緊急輸送道路にある下水道のマンホールの耐震化
・応急復旧資機材の整備
・緊急河川敷道路の整備

県（警察本部）

・交通規制実施の際の車両の運転者の義務等の周知

県（警察本部）

・交通規制実施の際の車両の運転者の義務等の周知

（３）具体的な取組内容
ア 緊急輸送道路の指定
65

（３）具体的な取組内容
【県（県土整備部）、市町村】

ア

県による指定
県は、次の基準に従って緊急輸送道路を指定し、緊急輸送ネットワークを整備する。

【県（県土整備部）、市町村】

○

○

県による指定
県は、次の基準に従って緊急輸送道路を指定し、緊急輸送ネットワークを整備する。

・高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線的な道路
・上記の道路と次に掲げる施設を連結し、又は施設間を相互に連絡する道路

・高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線的な道路
・上記の道路と次に掲げる施設を連結し、又は施設間を相互に連絡する道路

・県本庁舎
・県地域機関庁舎
・市町村庁舎
・防災基地
・県営公園
・防災拠点校
・災害拠点病院
・着岸施設（河川）
・コンテナ取扱駅 等

・県本庁舎
・県地域機関庁舎
・市町村庁舎
・防災活動拠点（防災基地、県営公園、防災拠点校、災害拠点病院等）
・着岸施設（河川）

３ ライフラインの確保
（３）具体的な取組内容
69

緊急輸送道路の指定

イ ガス施設の震災予防対策

３ ライフラインの確保
（３）具体的な取組内容
【県（危機管理防災部）、市町村】

（ア）県
施設名

イ

ガス施設の震災予防対策

【県（危機管理防災部）、市町村】

（ア）県
震

災

対

策

施設名
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震

災

対

策

高圧ガス （略）
施設

（略）

高圧ガス （略）
施設

一般消費 長期計画
液化石油ガス販売事業者に対して、以下のとおり指導す
施設
る。
（ＬＰガ
① 特定供給設備は「高圧ガス設備等の耐震性能を定める
ス）
告示」に適合すること。
② 地震による二次災害を防止するため一般消費者が地震
時にとるべき緊急措置等を年１回以上周知すること。
③ 洪水浸水想定区域図で１ｍ以上の浸水が想定される地
域においては一般消費者が使用する液化石油ガス充て
ん容器が流出しないよう必要な措置を講ずること。
現

況

（略）

一般消費 長期計画
地震による二次災害を防止するため、販売事業者に対し
施設
ては、一般消費者が地震時にとるべき緊急措置等を年１回
（ＬＰガ
以上周知することを徹底させ、一般消費者に対しては、地
ス）
震が起きたときの速やかな対応についての啓発を行う。
現

震災等対策として次のとおり指導している。
充てん容器は、堅固で水平な基礎の上に設置し、転倒
防止用チェーンで固定するなど、震災時に転倒しないよ
うにしておくこと。
② ガス配管には、全配管のガスが即時に停止できる元バ
ルブを操作しやすい位置に取り付けること。
③ ガス配管は、地盤の若干の移動及び家屋の振動に耐え
られるよう固定するとともに、可とう性を持たせること
。
④ ゴムホースの接続部は、ホースバンドによる固定等離
脱防止・ガス漏れ防止の措置を講ずること。
⑤ 洪水浸水想定区域図で１ｍ以上の浸水が想定される地
域においては充てん容器の大きさに応じて１本又は２本
のベルト又は鉄鎖によりゆるみなく取り付けること。も
しくは充てん容器を容器収納庫に保管すること。

況

一般消費者における震災対策として次のとおり指導し
ている。
① ガスボンベ容器は、堅固で水平な基礎の上に設置し、
転倒防止用チェーンで固定するなど、震災時に転倒しな
いようにしておくこと。
② ガス配管には、全配管のガスが即時に停止できる元バ
ルブを操作しやすい位置に取り付けること。
③ ガス配管は、地盤の若干の移動及び家屋の振動に耐え
られるよう固定するとともに、可とう性を持たせるこ
と。
④ ゴムホースの接続部は、ホースバンドによる固定等離
脱防止・ガス漏れ防止の措置を講ずること。

短期計画

ＬＰガス一般消費者等については、震度５弱以上の地震
を検知すると自動的にガスを遮断する、感震機能のついた
Ｓ型保安ガスメーターなど地震対策用の安全器具の普及を
促進する。

①

短期計画

（イ）都市ガス事業者
（略）

液化石油ガス販売事業者に対して、以下のとおり指導す
る。
① 特定供給設備が「高圧ガス設備等の耐震性能を定める
告示」に適合すること
② 震度５弱以上の地震を検知すると自動的にガスを遮断
する、感震機能のついたＳ型保安ガスメーターなど地震
対策用の安全器具の普及を促進すること。
③ 洪水浸水想定区域図で１ｍ以上の浸水が想定される地
域においては充てん容器の大きさに応じて１本又は２本
のベルト又は鉄鎖によりゆるみなく取り付けること。も
しくは充てん容器を容器収納庫に保管すること。
（イ）東京ガス（株）等ガス事業者
（略）
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72

ウ 上水道施設の震災予防対策
【県（企業局）、市町村】
（ア）県
施設名
震
災
対
策
取導浄水施設 ① 取導浄水施設は、「水道施設の技術的基準を定める省令
（浄水場）
」に基づき、耐震化対策を行う。
② 停電時でも受水団体が必要とする水量を送水するため、
浄水場等の非常用自家発電設備を設置している。
③ 塩素ガス施設は、高圧ガス保安法及び県の指導基準によ
る設備基準に準拠して設計強度を保持し、かつ感震器によ
る緊急しゃ断弁、塩素ガス漏洩検知機、中和装置及び防液
堤等が装備されており、塩素ガス漏洩による二次災害を防
止している。
④ 復旧工事に必要な応急復旧資機材を、浄水場で備蓄して
いる。
送水施設
① 送水管路は、離脱防止機能を備えた耐震継手管を採用す
（送水管路）
ることにより、耐震化を図る。
② 震災時における応急給水等に対応するため、浄水場や中
継ポンプ所に送水調整池を拡張整備するとともに、既存施
設の耐震化を図る。
③ 応急給水のための給水栓（給水車用、住民等用）を浄水
場、中継ポンプ所に整備している。また、応急給水装置を
備蓄している。
④ 復旧工事に必要な応急復旧資機材を、浄水場で備蓄して
いる。
⑤ 送水管の空気弁に設置可能な応急給水装置を整備してい
る。

ウ 上水道施設の震災予防対策
【県（企業局）、市町村】
（ア）県
施設名
震
災
対
策
取導浄水施設 ① 取導浄水施設は、「水道施設の技術的基準を定める省令
（浄水場）
」に基づき、耐震化対策を行う。
② 停電時でも受水団体が必要とする水量を送水するため、
浄水場等の非常用自家発電設備を拡充する。
③ 塩素ガス施設は、高圧ガス保安法及び県の指導基準によ
る設備基準に準拠して設計強度を保持し、かつ感震器によ
る緊急しゃ断弁、塩素ガス漏洩知機、中和装置及び防液堤
等が装備されており、塩素ガス漏洩による二次災害を防止
している。
④ 復旧工事に必要な応急復旧資機材を、浄水場で備蓄して
いる。
送水施設
① 送水管路は、離脱防止機能を備えた耐震継手管を採用す
（送水管路）
ることにより、耐震化を図る。
② 震災時における応急給水等に対応するため、浄水場や中
継ポンプ所に送水調整池を拡張整備するとともに、既存施
設の耐震化を図る。
③ 応急給水のための給水栓（給水車用、住民等用）を浄水
場、中継ポンプ所に整備している、また、応急給水装置を
備蓄している
④ 復旧工事に必要な応急復旧資機材を、浄水場で備蓄して
いる。
⑤ 送水管の空気弁に設置可能な応急給水装置を整備してい
る。
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オ 下水道施設の震災予防対策
【県（下水道局、都市整備部）、市町村】
実施部局
震
災
対
策
県（下水道局 ① 中継ポンプ場及び終末処理場に電力の供給停止を想定し
、都市整備部
、自家発電装置を備えるものとする。
）及び市町村 ② 中継ポンプ場及び終末処理場の機能確保のため、再生水
製造装置などを設置し、ポンプ稼動などに必要な水の確保
に努める。
③ 処理場、ポンプ場の建設に当たっては、液状化対策を含

オ
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下水道施設の震災予防対策
【県（下水道局、都市整備部）、市町村】
実施部局
震
災
対
策
県（下水道局 ① 中継ポンプ場及び終末処理場に電力の供給停止を想定し
、都市整備部
、自家発電装置を備えるものとする。
）及び市町村 ② 中継ポンプ場及び終末処理場の機能確保のため、再生水
製造装置などを設置し、ポンプ稼動などに必要な水の確保
に努める。ポンプ稼動などに必要な水の確保については、
浄水製造装置、貯水槽等各処理施設の施設計画に含め備え

め耐震構造として地震災害に備えるものとする。
④ 管路計画にあたっては、ループ化や複数系統化などのバ
ックアップ手段を考慮するものとする。
⑤ 下水道施設を防災施設として活用する場合を考慮し、マ
ンホールトイレシステムの整備、消防用水として再生水利
用について検討を行う。
⑥ 緊急点検、応急復旧等の作業、資機材について、あらか
じめ県・市町村間の支援体制の組織等に関する基本ルール
を定めておく。
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カ 通信設備の震災予防対策

【東日本電信電話、（株）ＮＴＴドコモ埼玉支店】

カ

通信設備の震災予防対策

【東日本電信電話、（株）ＮＴＴドコモ埼玉支店】

（イ）事業計画

（イ）事業計画

○ 171(災害用伝言ダイヤル)・web171（災害用伝言板）（※１）、災害用伝言板（※２）の
ＰＲに努める。
※１ 東日本電信電話（株）提供
※２ 携帯電話事業者提供

○ 171(災害用伝言ダイヤル)・災害用伝言板・災害用音声お届けサービス及び web171（災
害用伝言版）のＰＲに努める。

＜応急対策＞
２ 交通規制
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るものとする。
③ 処理場、ポンプ場の建設に当たっては、液状化対策を含
め耐震構造として地震災害に備えるものとする。
④ 管路計画にあたっては、ループ化や複数系統化などのバ
ックアップ手段を考慮するものとする。
⑤ 下水道施設を防災施設として活用する場合を考慮し、マ
ンホールトイレシステムの整備、消防用水として再生水利
用について検討を行う。
⑥ 緊急点検、応急復旧等の作業、資機材について、あらか
じめ県・市町村間の支援体制の組織等に関する基本ルール
を定めておく。

（３）具体的な取組内容
ア 緊急通行車両等の通行を確保するための交通規制

＜応急対策＞
２ 交通規制
（３）具体的な取組内容
ア 緊急通行車両等の通行を確保するための交通規制

【警察本部】

【警察本部】

○ 埼玉県公安委員会は、埼玉県又は埼玉県に近接する都道府県の地域に係る災害が発生し
た場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があ
ると認めるときは、災対法第 76 条の規定に基づき、区域又は道路の区間を指定して、緊
急通行車両等以外の車両の通行を禁止又は制限し、緊急交通路を確保する。

○ 県公安委員会は、埼玉県又は埼玉県に近接する都道府県の地域に係る災害が発生した場
合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があると
認めるときは、災害対策基本法 76 条の規定に基づき、区域又は道路の区間を指定して、
緊急通行車両等以外の車両の通行を禁止又は制限し、緊急交通路を確保する。

○ 埼玉県公安委員会は、緊急通行車両等以外の車両の通行を禁止し、又は制限しようとす
る場合は、災対法施行令第 32 条により禁止又は制限の対象、区域等及び期間（期間を定
めないときは禁止又は制限の始期）を記載した標示を当該区間の前面及び区間内の必要な
地点に設置して行う。

○ 県公安委員会は、緊急通行車両等以外の車両の通行を禁止し、又は制限しようとする場
合は、災害対策基本法施行令第 32 条により禁止又は制限の対象、区域等及び期間（期間
を定めないときは禁止又は制限の始期）を記載した標示を当該区間の前面及び区間内の必
要な地点に設置して行う。

【資料編Ⅱ-2-3-5】緊急通行車両等以外の車両通行止標示

【資料編Ⅱ-2-3-5】緊急通行車両等以外の車両通行止標示

○ 埼玉県公安委員会は、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し又は制限しようとすると

○ 県公安委員会は、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し又は制限しようとするとき
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きは、あらかじめ当該道路の管理者に対し、禁止又は制限の対象区間、期間（期間を定め
ないときは禁止又は制限の始期）及び理由を通知するものとする。また、緊急通行車両以
外の車両の通行を禁止又は制限したときは、関係都県の公安委員会に対しても禁止又は制
限の対象、区域等及び期間及び理由を通知するものとする。なお、道路管理者及び関係都
県への通知の方法は原則として電話によるものとする。
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は、あらかじめ当該道路の管理者に対し、禁止又は制限の対象区間、期間（期間を定めな
いときは禁止又は制限の始期）及び理由を通知するものとする。また、緊急通行車両以外
の車両の通行を禁止又は制限したときは、関係都県の公安委員会に対しても禁止又は制限
の対象、区域等及び期間及び理由を通知するものとする。なお、道路管理者及び関係都県
への通知の方法は原則として電話によるものとする。

○ 通行禁止区域等において、緊急通行車両の通行の妨害となる車両等に対しては、警察官
等は災対法第 76 条の 3 に基づき、必要な措置をとることを命令し、又は自らその措置を
とるものとする。

○ 通行禁止区域等において、緊急通行車両の通行の妨害となる車両等に対しては、警察官
等は災害対策基本法第 76 条の 3 に基づき、必要な措置をとることを命令し、又は自らそ
の措置をとるものとする。

○ 埼玉県公安委員会は、当該禁止又は制限の対象、区域等及び期間（期間を定めないとき
は禁止又は制限の始期）を県の広報に登載するとともに、報道機関に発表するほか立看板
等により一般に周知させるよう努めるものとする。

○ 埼玉県公安委員会は、当該禁止又は制限の対象、区域等及び期間（期間を定めないとき
は禁止又は制限の始期）を県の広報に登載するとともに、報道機関に発表するほか立看板
等により一般に周知させるよう努めるものとする。

○ 埼玉県公安委員会は、緊急通行車両以外の車両の通行禁止等を行うため必要があるとき
は、道路管理者に対し、緊急通行車両の通行を確保するための区間の指定、放置車両や立
ち往生車両等の移動等について要請するものとする。

○ 埼玉県公安委員会は、緊急通行車両以外の車両の通行禁止等を行うため必要があるとき
は、道路管理者に対し、緊急通行車両の通行を確保するための区間の指定、放置車両や立
ち往生車両等の移動等について要請するものとする。

イ 大地震発生時の交通規制

イ

（ア）第１次交通規制（高速道路交通警察隊長（以下「高速隊長」という。）及び警察署長
の命により行う交通規制）
緊急交通路を確保し、大地震発生と同時に災害応急対策を的確かつ円滑に実施するため、
次により交通規制等の措置及び緊急通行車両の確認事務を実施する。

（ア）第１次交通規制（高速道路交通警察隊長（以下「高速隊長」という。）及び警察署長
の命により行う交通規制）
緊急交通路を確保し、大地震発生と同時に災害応急対策を的確かつ円滑に実施するため、
次により交通規制等の措置及び緊急通行車両の確認事務を実施する。

【資料編Ⅱ-2-3-6】緊急通行車両等の確認事務処理要領

【資料編Ⅱ-2-3-6】緊急通行車両等の確認事務処理要領

大地震発生時の交通規制の内容

○ 緊急交通路の確保
○ 第１次緊急交通路の確保
・高速隊長は、次に掲げる高速自動車国道及び自動車専用道路のうち被災状況により必要の
・高速隊長は、次に掲げる高速自動車国道及び自動車専用道路を第１次の緊急交通路として
ある路線を緊急交通路として確保する。
確保する。
・常磐自動車道
・東北自動車道
・関越自動車道
・東京外環自動車道
・首都圏中央連絡自動車道
・首都高速池袋線
・首都高速川口線
・首都高速三郷線
・首都高速埼玉大宮線
・首都高速埼玉新都心線

・常磐自動車道
・東北自動車道
・関越自動車道
・東京外環自動車道
・首都圏中央連絡道
・首都高速池袋線
・首都高速川口線
・首都高速三郷線
・首都高速埼玉大宮線
・首都高速埼玉新都心線
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・次に掲げる一般道路の区間を管轄する警察署長は、当該区間のうち被災状況により必要の
ある区間を緊急交通路として確保する。

・次に掲げる一般道路の区間を管轄する警察署長は、当該区間を第１次の緊急交通路として
確保する。

・国道４号都県境谷塚陸橋から下間久里陸橋までの間
・国道４号バイパス下間久里陸橋から茨城県境までの間
・国道１７号都県境戸田橋から箕田交差点までの間
・国道１７号熊谷バイパス箕田交差点から代交差点までの間
・国道１７号深谷バイパス代交差点から四拾坂下交差点までの間
・国道１７号四拾坂下交差点から群馬県境までの間
・国道１７号新大宮バイパス都県境笹目橋から吉野町インターまでの間
・国道１７号上尾道路宮前インターから桶川北本インターまでの間
・国道２５４号都県境新東埼橋から志賀交差点までの間
・国道２５４号小川バイパス志賀交差点から金勝山交差点までの間
・国道２５４号金勝山交差点から群馬県境までの間
・国道１２２号都県境新荒川大橋から加倉北交差点までの間
・国道１２２号蓮田岩槻バイパス加倉北交差点から閏戸交差点までの間
・国道１２２号閏戸交差点から群馬県境までの間

・国道４号線都県境谷塚陸橋から下間久里陸橋までの間
・国道４号バイパス下間久里陸橋から茨城県境までの間
・国道１７号線都県境戸田橋から箕田交差点までの間
・国道１７号熊谷バイパス箕田交差点から代交差点までの間
・国道１７号深谷バイパス代交差点から四拾坂下交差点までの間
・国道１７号線四拾坂下交差点から群馬県境までの間
・国道２５４号線都県境新東埼橋から志賀交差点までの間
・国道２５４号小川バイパス志賀交差点から金勝山交差点までの間
・国道２５４号線金勝山交差点から群馬県境までの間

○ 路線規制及び地域規制
警察署長は、管轄区域内の道路状況等により交通規制が必要と認めた場合は、管轄区域内
において、道路と区間を指定（以下「路線規制」という。）又は地域の範囲を指定（以下
「地域規制」という。）して交通規制を実施する。
83 （イ）第２次交通規制（警察本部長の命による交通規制）
警察本部長は、第１次交通規制実施後、災害の規模及び被害の状況に応じ、新たに交通規
制の実施又は既に実施している交通規制の拡大、縮小、解除等の変更が必要と認めたとき
は、次により第２次交通規制を実施する。
○ 路線規制及び地域規制の実施
被災状況等から新たに必要となった交通規制及び警察本部長において必要と認めた交通規
制について、路線規制又は地域規制を実施する。
83

○ 緊急交通路の確保
第１次交通規制で確保した緊急交通路以外の路線において、災害応急対策上、更に緊急交
通路を確保する必要が認められたときは、必要な路線の交通規制を実施する。

○ 路線規制及び地域規制
警察署長は、管轄区域内の道路状況等により交通規制が必要と認めた場合は、管轄区域内
において、道路と区間を指定（以下「路線規制」という。）又は地域の範囲を指定（以下
「地域規制」という。）して交通規制を実施する。
（イ）第２次交通規制（警察本部長の命による交通規制）
警察本部長は、第１次交通規制実施後、災害の規模及び被害の状況に応じて新たに交通規
制又は既に実施中の交通規制の拡大、縮小、解除等の変更が必要と認めたときは、次により
第２次交通規制を実施する。
○ 路線規制及び地域規制の実施
被災状況等から新たに必要となった交通規制並びに警察本部長において必要と認めた交通
規制について、路線規制又は地域規制を実施する。
○ 第２次緊急交通路の確保
第１次交通規制で確保した第１次緊急交通路のほか、更に災害応急対策上緊急交通路を確
保する必要が認められるときは、次に掲げる道路を第２次緊急交通路として指定する。

【第２次緊急交通路の指定路線】
・国道１２２号線都県境新荒川大橋から加倉北交差点までの間
・国道１２２号バイパス加倉北交差点から閏戸交差点までの間
・国道１２２号線閏戸交差点から群馬県境までの間
・国道１７号線新大宮バイパス都県境笹目橋から宮前インターまでの間
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・指定路線以外の道路の指定
被災状況及び災害応急対策上の必要から、緊急交通路以外の道路を緊急交通路として指定
するときは、県地域防災計画に定める緊急輸送道路の中から指定する。

（ウ）都県境規制
県内及び隣接都県の被災状況等に対応した交通対策を実施するため、県境直近の交差点に
おいて、県内又は隣接都県への流出入規制を実施する。

（ウ）都県境規制
緊急交通路を確保するとともに、県内及び都内の被災状況等に応じた交通管理を実施する
ため、次に掲げる交差点において、都内の交通規制を勘案し、県内又は都内への流出入規制
を実施する。
【第１次交通規制実施時】
・国道４号線谷塚仲町交差点
・国道１７号線川岸１丁目交差点
・国道２５４号線和光陸橋下交差点
第２次交通規制実施時においては、前記のほか次に掲げる交差点においても流出入規制を
実施する。
【第２次交通規制実施時】
・国道１２２号線本町ロータリー交差点
・国道１７号線新大宮バイパス早瀬交差点

（エ）交通検問所の設置及び緊急通行車両の確認事務
緊急通行車両の確認事務は、各警察署及び次に掲げる高速道路料金所等のうち被災状況等
を勘案して交通検問所を設置して実施する。

（エ）緊急通行車両等の確認及び交通検問所の設置
緊急通行車両等の確認並びに確認証明書及び確認標章の交付については、各警察署におい
て実施するほか、次に掲げる料金所等に交通検問所を設置して実施する。
【資料編Ⅱ-2-3-6】緊急通行車両等の確認事務処理要領

【資料編Ⅱ-2-3-6】緊急通行車両等の確認事務処理要領
○ 第１次交通規制実施時の交通検問所
【高速道路等】

【高速道路等】

・関越自動車道 所沢料金所、花園料金所
・東北自動車道 浦和本線料金所、岩槻料金所、加須料金所
・東京外環自動車道 美女木ジャンクション
・首都圏中央連絡自動車道 桶川加納料金所
【一般道路】

・常磐自動車道三郷料金所
・東北自動車道浦和料金所

【一般道路】

・国道４号谷塚仲町交差点
・国道１７号川岸一丁目交差点
・国道２５４号和光陸橋交差点

・国道４号線谷塚仲町交差点及び庄和インター
・国道１７号線川岸１丁目交差点及び吉野町インター
・国道２５４号線和光陸橋下交差点及び新宿北交差点
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○ 第２次交通規制実施時の交通検問所
第２次交通規制実施においては、前記１のほか、次に掲げる交差点においても緊急通行車
両等の確認等を行う。
・国道１２２号線本町ロータリー交差点及び加倉南交差点
・国道１７号線新大宮バイパス早瀬交差点及び三橋５丁目交差点

84

○ その他の道路の交通検問所
緊急交通路指定予定路線以外の路線を緊急交通路として指定する場合は、警察本部長の指
示により交通検問所を設置する。

○ その他の道路の交通検問所
その他の道路を緊急交通路として指定する場合の交通検問所は、警察本部長が指定する。

84

エ 埼玉県想定地震発生時の交通対策

エ

埼玉県想定地震が発生した場合の交通対策は、「イ 大地震発生時の交通規制」に準じる
ほか想定される地震ごとに路線等を指定して実施する。

直下型地震（被害地域が局地的な地震）が発生した場合の交通規制は、「イ 大地震発生
時の交通規制の内容」に準じるほか次により実施する。

（削除）

○ 第１次交通規制
第１次緊急交通路を確保するため、高速隊長は次に掲げるインターチェンジ及び首都高速
道路の本線出口において、下り線を通行する緊急通行車両等以外の通行車両を本線から一般
道路へ誘導排除する交通規制を実施する。また、警察署長にあっては、緊急通行車両等以外
の車両を緊急交通路から交差する道路へ誘導排除するための車両通行禁止の措置を実施す
る。

直下型地震に対応する交通規制

・関越自動車道所沢インター
・首都圏中央連絡自動車道入間インター
・首都高速道路三郷線八潮南出口
・首都高速道路川口線新郷出口
・首都高速道路池袋線戸田南出口
○ 第２次交通規制
高速隊長及び警察署長は、「イ（イ）第２次交通規制」により、警察本部長の命により第
２次緊急交通路その他緊急交通路として指定された道路確保のための交通規制を実施する。
○ 都県境規制
「イ（ウ）都県境規制」により実施するほか、警察本部長が必要に応じてその都度指定す
る実施場所により交通規制を実施する。
○ 交通検問所の設置
交通検問所は、「イ（エ）緊急通行車両等の確認及び交通検問所の設置」に掲げる高速道
路等料金所及び交差点のほか、次の地点に設置する。
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・第１次交通規制実施時
・国道４号バイパス菱沼交差点
・国道１７号線若泉２丁目交差点、国道１７号バイパス上之南交差点
・国道２５４号線吉田林交差点、国道２５４号バイパス上唐子北交差点
・第２次交通規制実施時
・国道１２２号線昭和橋交差点
○ その他の交通対策
警察本部長は、被災状況、災害応急対策状況及び交通規制状況に応じ、高速隊長及び警察
署長に対し、次の措置を講じさせるとともに、必要により関係都県警察に対しても、交通量
削減のため、協力を要請する。
・高速隊長
高速道路等の出口から被災地方面へ向かう交通量削減措置
・警察署長
管轄区域内の主要幹線道路（一般国道、主要地方道、県道等）において、被災地方面へ向
かう交通量削減措置

84

オ 被災地内の交通規制

【警察本部、道路管理者】

オ

（略）
85

○

88

イ ガス施設応急対策

被災地内の交通規制

【警察本部、道路管理者】

（略）

警察官が行う交通規制
・道路交通法第６条第２項及び第３項に基づく交通規制

○

警察官が行う交通規制
・道路交通法第６条第２項同条第３項に基づく交通規制

【県（統括部）、ガス事業者】

イ

（略）
89

（イ）都市ガス事業者

91

オ 電気通信設備の災害対策

ガス施設応急対策

【県（統括部）、ガス事業者】

（略）
（イ）東京ガス（株）等ガス事業者

【東日本電信電話（株）埼玉事業部】

オ

電気通信設備の災害対策

【東日本電信電話（株）埼玉事業部】

○

応急措置
電気通信設備に災害が発生した場合は、次の各号の応急措置を講ずる。

○

・重要回線の確保
行政や災害救助活動等を担当する機関の通信を確保するため、応急回線の作成、網措置

・重要回線の確保
行政や災害救助活動等を担当する機関の通信を確保するため、応急回線の作成、網措置

応急措置
電気通信設備に災害が発生した場合は、次の各号の応急措置を講ずる。
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等そ通確保の措置を講ずる。

等そ通確保の措置を講ずる。

（削除）

・特設公衆電話の設置
災害救助法が適用された場合等には、避難場所等に罹災者が利用する特設公衆電話の設
置に努める。

・通信の利用制限
通信のそ通が著しく困難となり、重要通信を確保する必要がある時は、利用制限等の措
置を行う。

・通信の利用制限
通信のそ通が著しく困難となり、重要通信を確保する必要がある時は、利用制限等の措
置を行う。

・災害用伝言ダイヤル等の提供
地震等の災害発生により著しく通信のふくそうが発生した場合には、安否等の情報を円
滑に伝達できる災害用伝言ダイヤル等を速やかに提供する。

92 ５

発災時のエネルギー供給機能の確保

・災害用伝言ダイヤル等の提供
地震等の災害発生により著しく通信のふくそうが発生した場合には、安否等の情報を円
滑に伝達できる災害用伝言ダイヤル等を速やかに提供する。

５

発災時のエネルギー供給機能の確保

（略）
（２）役割分担
機関名等
県（統括部）
石油連盟、石油業
協同組合
（一社）埼玉県Ｌ
Ｐガス協会
都市ガス事業者

（略）

役
割
・防災活動拠点等へのエネルギー供給継続のための調整の実施
・災害応急対策上重要な拠点への石油類の供給
・災害応急対策上重要な拠点へのＬＰガスの供給の確保
・社会的重要度の高い施設への優先的な供給の確保

＜復旧対策＞
１ ライフライン施設の早期復旧
（３）具体的な取組内容
94

イ

ガス施設復旧対策

（２）役割分担
機関名等
県（統括部）
石油連盟、石油業
協同組合
（一社）埼玉県Ｌ
Ｐガス協会
東京ガス(株)、ガ
ス供給事業者

役
割
・防災活動拠点等へのエネルギー供給継続のための調整の実施
・災害応急対策上重要な拠点への石油類の供給
・災害応急対策上重要な拠点へのＬＰガスの供給の確保
・社会的重要度の高い施設への優先的な供給の確保

＜復旧対策＞
１ ライフライン施設の早期復旧
（３）具体的な取組内容

【都市ガス事業者】

イ

（略）

ガス施設復旧対策

【東京ガス(株)等ガス事業者】

（略）

○ 復旧活動資機材の確保
・調達
予備品・貯蔵品等の復旧用資機材の在庫量を確認し、調達を必要とする資機材は、次の
ような方法により速やかに確保する。

○ 復旧活動資機材の確保
・調達
各班長・各支部長は、予備品・貯蔵品等の復旧用資機材の在庫量を確認し、調達を必要
とする資機材は、次のような方法により速やかに確保する。
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96

オ 電気通信設備の災害対策

【東日本電信電話(株)埼玉事業部】

オ

（略）

【東日本電信電話(株)埼玉事業部】

（略）

〇

通信のふくそう対策
通信回線の被災等により、通信がふくそうする場合は、対地別の規制及び災害用伝言ダ
イヤル（171）や災害用伝言板（web171）の開設の措置を講ずる。
（略）

97 第４ 応急対応力の強化
現 況
○関係機関との連携強化と人材育成
県は、発生が想定される危機や災害ごとに対処すべき事項や役割分担を定めた具体的な
シナリオを作成し、図上訓練を繰り返すことで、関係機関同士の強固な連結の推進や人材
育成を行い、県全体の危機・災害対応力の強化を図っている。

〇

通信のふくそう対策
通信回線の被災等により、通信がふくそうする場合は、臨時通信回線設定の考慮及び対
地別の規制等の措置を講ずる。
（略）

（新設）

・シナリオの作成
県は、発生が想定される危機や災害について、訓練テーマ及び検討の論点を絞り込み、
対処すべき事項や役割分担を定めた具体的なシナリオを作成する。
・訓練の実施
県は、作成したシナリオを基に、関係機関等と図上訓練を実施する。
・訓練結果の取りまとめ
県は、訓練の実施後、訓練結果の取りまとめを行い、対処すべき事項や役割分担を定め
たシナリオの整理・修正を行う。
【シナリオ①】風水害時の大規模断水への対応
○ 概要
台風を含む数日間の大雨で河川の堤防が決壊し、大規模な断水が発生したこ
とを想定。各機関における給水需要や給水能力を把握し、応急給水の実施など
の応急対策を設定。
○ 関係機関及び役割
機関名
県（統括部、給水
部、医療救急部）
市町村
自衛隊

電気通信設備の災害対策

主な役割
・住民への広報、応急給水、備蓄飲料水の提供、
給水施設の対応、復旧、病院への応急給水
・住民への広報、応急給水、給水車の派遣調整
・応急給水
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98

【シナリオ②】風水害時の浸水害への対応
○ 概要
台風を含む数日間の大雨で河川の堤防が決壊し、大規模な浸水が発生したこ
とを想定。各機関における避難所の開設、避難情報の発令、福祉施設等入所者
の移送や救出、救助などの応急対策を設定。
○ 関係機関及び役割
機関名
県（統括部、応急
復旧部、給水部、
救援福祉部）
国
市町村
消防
警察
自衛隊
電力事業者
福祉施設

主な役割
・救出・救助、道路啓開・通行止、河川水位の確
認、応急給水、福祉施設等入所者の移送
・気象情報の提供、河川の情報提供、復旧
・避難所の開設、避難情報の発令、道路啓開・通
行止、応急給水
・救出・救助、福祉施設等入所者の移送
・救出・救助、福祉施設等入所者の移送
・救出・救助、福祉施設等入所者の移送、応急給
水
・電力の供給
・福祉施設間の入所者の事前移動、福祉施設等入
所者の移送

【資料編Ⅱ-2-4- 】関係機関との連携強化と人材育成に係る図上訓練一覧
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○

県の防災活動拠点
県は、防災基地の整備をはじめ、災害時には災害対応の機能を有する主要な施設を防災
活動拠点として位置づけ、整備している。

【県の防災活動拠点の概要】
防災活動
拠点

○

県の防災活動拠点
県は、防災基地の整備をはじめ、災害時には災害対応の機能を有する主要な施設を防災
活動拠点として位置づけ、整備している。

【県の防災活動拠点の概要】

救援物資
備蓄機能

集配機能

活動要員
集結機能

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

県営公園

○
生活用
水等

○

○
避難場
所、避難
所※

○

被災者等
避難機能

訓練研修
機能
（略）

○

備

考

（略）

開設２２公園

防災活動
拠点

救援物資
備蓄機能

集配機能

活動要員
集結機能

被災者等
避難機能

訓練研修
機能

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

県営公園

○
生活用
水等

○

○
避難場
所、避難
所※

○
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○

備

考

（略）

開設２１公園

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

※ 防災活動拠点の避難場所、避難所等としての指定及び運営は市町村が行う。
※ 生活用水等・・・生活用水（トイレ洗浄、清掃、状況により、風呂・シャワー、洗濯
水。）、防火・消火用水、散水用水

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

※ 防災活動拠点の避難場所、避難所等としての指定及び運営は市町村が行う。
※ 生活用水等・・・生活用水（トイレ洗浄、清掃、状況により、風呂・シャワー、洗濯
水。）、防火・消火用水、散水用水
（略）

・県営公園
２２の県営公園に次の施設を必要に応じて整備している。
臨時ヘリポート
夜間照明装置
非常電源
放送施設
耐震性貯水槽
井戸
災害用トイレ
かまどベンチ

・県営公園
２２の県営公園に次の施設を必要に応じて整備している。（一部整備予定）
臨時ヘリポート
夜間照明装置
非常電源
放送施設
耐震性貯水槽
井戸
災害用トイレ
かまどベンチ

（略）

（略）

・舟運輸送拠点
芝川マリーナ
大場川マリーナ
緊急用船着場（川口、朝霞、あきがせ、戸田、三郷）

・舟運輸送拠点
川口防災船着場
芝川マリーナ
大場川マリーナ
緊急用船着場（秋ヶ瀬、戸田、三郷）

（略）

（略）

100

（略）

101 ○

常備消防の状況
令和３年４月１日現在、２７消防本部（１３市１町１３組合）がある。

○

常備消防の状況
令和２年４月１日現在、２７消防本部（１３市１町１３組合）がある。

＜予防・事前対策＞
＜予防・事前対策＞
102 １ 応急活動体制の整備
１ 応急活動体制の整備
（３）具体的な取組内容
（３）具体的な取組内容
103
ウ 電源、非常用通信手段等の確保
ウ 電源、非常用通信手段等の確保
【県（危機管理防災部、関係部局）、市町村、防災関係機関】
【県（危機管理防災部、関係部局）、市町村、防災関係機関】
県は、県庁舎を始めとする主な防災拠点において、ライフラインの長期途絶や石油系燃料
の補給が不可能な事態に備え、商用電源以外の電源確保や非常用発電設備の燃料の多重化を
進め、十分な期間（最低３日間）の発電が可能となるよう体制を整備する。併せて、再生可
能エネルギーや蓄電池、電気自動車（ＥＶ）、コージェネレーションシステム等の導入によ
り、災害に強く環境負荷の小さい自立・分散型のエネルギー供給体制の構築に努める。ま
た，物資の供給が相当困難な場合を想定した食料，飲料水，燃料等の適切な備蓄・調達・輸
送体制の整備や通信途絶時に備えた衛星通信等の非常用通信手段の確保を図るものとする。
（市町村や災害拠点病院等の災害応急対策に係る機関も同様の取組を行うものとする。）
併せて、大規模停電発生時に電源車の配備等、関係省庁、電気事業者等から円滑な支援を
受けられるよう、あらかじめ病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命にか関わる重要
施設及び災害応急対策に係る機関が保有する施設の非常用電源の設置状況、最大燃料備蓄

県は、県庁舎を始めとする主な防災拠点において、ライフラインの長期途絶や石油系燃料
の補給が不可能な事態に備え、商用電源以外の電源確保や非常用発電設備の燃料の多重化を
進め、十分な期間（最低３日間）の発電が可能となるよう体制を整備する。併せて、再生可
能エネルギーや蓄電池等の導入により、災害に強く環境負荷の小さい自立・分散型のエネル
ギー供給体制の構築に努める。また，物資の供給が相当困難な場合を想定した食料，飲料
水，燃料等の適切な備蓄・調達・輸送体制の整備や通信途絶時に備えた衛星通信等の非常用
通信手段の確保を図るものとする。（市町村や災害拠点病院等の災害応急対策に係る機関も
同様の取組を行うものとする。）
併せて、大規模停電発生時に電源車の配備等、関係省庁、電気事業者等から円滑な支援を
受けられるよう、あらかじめ病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命にか関わる重要
施設及び災害応急対策に係る機関が保有する施設の非常用電源の設置状況、最大燃料備蓄
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量、燃料確保先、給油口規格等を収集・整理し、リスト化を行うよう努める。

105 ４ 消防力の充実強化
（２）役割
機関名等
県（危機管理防
災部、県土整備
部、施設管理者
）、市町村
消防機関
県（危機管理防
災部）、市町村

役

量、燃料確保先、給油口規格等を収集・整理し、リスト化を行うよう努める。

４ 消防力の充実強化
（２）役割
機関名等
県（危機管理防
災部、県土整備
部、施設管理者
）、市町村
消防機関

割

・消防水利等の整備

・装備・資機材の充実強化
・消化体制の整備
・消防の広域化等の推進

県（危機管理防
災部）、市町村

割

・装備・資機材の充実強化
・消化体制の整備
・消防の広域化の推進

（３）具体的な取組内容

（３）具体的な取組内容
ウ 消防の広域化等の推進
【県（危機管理防災部）、市町村】
県及び市町村は、埼玉県消防広域化推進計画に基づき、自主的な市町村の消防の広域化
等に向けた取組を推進するとともに、広域化等実施後の消防の円滑な運営の確保を図るも
のとする。

６ 相互応援の体制整備等
（３）具体的な取組内容
108

役
・消防水利等の整備

ウ

消防の広域化の推進
【県（危機管理防災部）、市町村】
県及び市町村は、埼玉県消防広域化推進計画に基づき、自主的な市町村の消防の広域化
に向けた取組を推進するとともに、広域化後の消防の円滑な運営の確保を図るものとす
る。

６ 相互応援の体制整備等
（３）具体的な取組内容

ウ 応援受入体制の整備
【県（関係部局）、市町村】
県及び市町村は、大規模災害発生時等に国や地方自治体など外部からの応援を迅速かつ
円滑に受け入れられるよう、あらかじめ受入体制を整備する。

ウ

【想定される応援（例示）】
・自治体間相互応援協定に基づく人的・物的応援
・国によるプッシュ型の物的支援
・緊急消防援助隊、警察災害派遣隊、自衛隊の災害派遣部隊、海上保安庁の航
空機等による応援
・総務省「応急対策職員派遣制度」による応援
・その他国が関与して全国的行われる人的応援…国土交通省の緊急災害対策派
遣隊（TEC-FORCE）、総務省の災害時テレコム支援チーム（MIC-TEAM）、災害
派遣医療チーム（DMAT）、保健師等支援チーム、災害派遣精神医療チーム
（DPAT）、災害派遣福祉チーム（DWAT）、災害時健康危機管理支援チーム
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応援受入体制の整備
【県（関係部局）、市町村】
県及び市町村は、大規模災害発生時等に国や地方自治体など外部からの応援を迅速かつ
円滑に受け入れられるよう、あらかじめ受入体制を整備する。
【想定される応援（例示）】
・自治体間相互応援協定に基づく人的・物的応援
・国によるプッシュ型の物的支援
・緊急消防援助隊、警察災害派遣隊、自衛隊の災害派遣部隊、海上保安庁の航
空機等による応援
・総務省「応急対策職員派遣制度」による応援
・その他国が関与して全国的行われる人的応援…国土交通省の緊急災害対策派
遣隊（TEC-FORCE）、総務省の災害時テレコム支援チーム（MIC-TEAM）、災害
派遣医療チーム（DMAT）、保健師等支援チーム、災害派遣精神医療チーム
（DPAT）、災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）、被災建築物応急危険度

（DHEAT）、警察庁の災害対応指揮支援チーム（D-SUT）、災害時情報集約支援
チーム（ISUT）、被災建築物応急危険度判定、下水道、水道、廃棄物処理 等
・防災関係機関等による応援…日本赤十字社による救護班、県医師会・県看護
協会等による救護班 等
・公共的団体による応援
・ボランティア
109

○

県、市町村が行う対策
・県は、外部からの応援を迅速かつ円滑に応援を受け入れる体制を確保するため、「埼玉
県広域受援計画」を策定している。市町村も広域受援計画の策定に努めるものとする。
・応援職員等を迅速・的確に受け入れて情報共有や各種調整等を行うための受援体制の整
備に努めるものとする。特に、庁内全体及び各業務担当部署における受援担当者の選定
や応援職員等の執務スペースの確保を行うものとする。
・新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、応援職員の派遣に当たっては、派
遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底するものとする。また、会議室のレイアウトの
工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペースの適切な空間の確保に配慮す
る。
・消防、警察等の応援部隊が被災地で活動するための活動拠点や応援物資の受入拠点を定
めるともに、拠点の運営体制を整備する。
・防災関係機関への応援・協力要請等の手続が円滑に行えるよう、あらかじめ要請手続、
要請内容、経費負担等に関する協定の締結又は事前協議を行い、その内容をマニュアル
化して職員への周知徹底を図るとともに、平常時から訓練及び情報交換等を実施する。
・情報伝達ルートの多重化及び情報交換のための収集・連絡体制の明確化に努める。

【資料編Ⅱ-2-4-15】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書
【資料編Ⅱ-2-4-16】災害時における県民生活の安定を図るための基本協定書
【資料編Ⅱ-2-4-17】日本赤十字社埼玉県支部との委託契約書
【資料編Ⅱ-2-4-18】緊急消防援助隊に係る埼玉県受援計画

○

県、市町村が行う対策
・県は、外部からの応援を迅速かつ円滑に応援を受け入れる体制を確保するため、「埼玉
県広域受援計画」を策定している。市町村も広域受援計画の策定に努めるものとする。
・応援職員等を迅速・的確に受け入れて情報共有や各種調整等を行うための受援体制の整
備に努めるものとする。特に、庁内全体及び各業務担当部署における受援担当者の選定
や応援職員等の執務スペースの確保を行うものとする。

・消防、警察等の応援部隊が被災地で活動するための活動拠点や応援物資の受入拠点を定
めるともに、拠点の運営体制を整備する。
・防災関係機関への応援・協力要請等の手続が円滑に行えるよう、あらかじめ要請手続、
要請内容、経費負担等に関する協定の締結又は事前協議を行い、その内容をマニュアル
化して職員への周知徹底を図るとともに、平常時から訓練及び情報交換等を実施する。
・情報伝達ルートの多重化及び情報交換のための収集・連絡体制の明確化に努める。
【資料編Ⅱ-2-4-15】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書
【資料編Ⅱ-2-4-16】災害時における県民生活の安定を図るための基本協定書
【資料編Ⅱ-2-4-17】日本赤十字社埼玉県支部との委託契約書
【資料編Ⅱ-2-4-18】緊急消防援助隊に係る埼玉県受援計画

＜応急対策＞
２ 応急対策活動体制の施行
（３）具体的な取組内容
111

判定、下水道、水道、廃棄物処置 等
・防災関係機関等におる応援…日本赤十字社による救護班、県医師会・県看護
協会等による救護班 等
・公共的団体による応援
・ボランティア

＜応急対策＞
２ 応急対策活動体制の施行
（３）具体的な取組内容

ア 県災害対策本部の設置
【県（統括部）】
県は、大規模な災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に、災害対策本部
を設置し、災害応急活動体制を施行する。 県災害対策本部の設置基準は、「第１章 総
則 第２章 防災体制 第２節 防災体制 第１ 県の体制」を参照。 県災害対策本部
は、災害の拡大するおそれが解消し、かつ、災害応急対策がおおむね完了したときに閉鎖
する。

ア
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県災害対策本部の設置
【県（統括部）】
県は、大規模な災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に、災害対策本部
を設置し、災害応急活動体制を施行する。 県災害対策本部の設置基準は、「第１章 総
則 第２節 防災体制」を参照。 県災害対策本部は、災害の拡大するおそれが解消し、
かつ、災害応急対策がおおむね完了したときに閉鎖する。

６ 消防活動
（３）具体的な取組内容
119

ア 消防活動

６ 消防活動
（３）具体的な取組内容

【消防機関】

機関名等

120

127 ８

役

割

消防活動

【消防機関】

機関名等

役

割

消防本部
防災航空センター

（略）
（略）

消防本部
防災航空センター

（略）
（略）

消防団

①～③ （略）
④ 避難誘導
避難指示がなされた場合は、これを住民に伝達すると
ともに、関係機関と連絡をとりながら住民を安全に避難
させる。
⑤、⑥（略）

消防団

①～③ （略）
④ 避難誘導
避難の指示・勧告がなされた場合は、これを住民に伝
達するとともに、関係機関と連絡をとりながら住民を安
全に避難させる。
⑤、⑥（略）

イ 応援要請
○

ア

【県（統括部）、市町村、消防機関】

応援要請

○

応援要請の手続等
消防相互応援
被災市町村長は、自地域の消防力で十分な活動が困難である
協定による応
場合には、あらかじめ結んだ消防相互応援協定に基づき他の消
援要請
防機関に応援を要請する。
知事による応
被害状況の把握の結果、埼玉県内に被害が発生しており被災
援出動の指示
地域のみでは十分な対応ができないと判断されるとき、知事
等
は、県内の市町村長又は消防長に対して応援出動の指示を行う
ことができる。
被災市町村長は、自地域の消防力で十分な活動が困難である
場合には、知事に対して応援要請を求めることができる。
緊急かつ広域
知事は、被害状況を速やかに把握し、県内の消防力をもって
的な応援要請
しても対応が不可能と認めた時は、消防組織法第 44 条、緊急消
防援助隊運用要綱及び「埼玉県緊急消防援助隊受援計画」に基
づき緊急消防援助隊を要請するものとする。

応援要請の手続等
消防相互応援
被災市町村長は、自地域の消防力で十分な活動が困難である
協定による応
場合には、あらかじめ結んだ消防相互応援協定に基づき他の消
援要請
防機関に応援を要請する。
知事による応
被害状況の把握の結果、埼玉県内に被害が発生しており被災
援出動の指示
地域のみでは十分な対応ができないと判断されるとき、知事
等
は、県内の市町村長又は消防長に対して応援出動の指示を行う
ことができる。
緊急かつ広域
知事は、被害状況を速やかに把握し、県内の消防力をもって
的な応援要請
しても対応が不可能と認めた時は、消防組織法第 44 条、緊急消
防援助隊運用要綱及び「埼玉県緊急消防援助隊受援計画」に基
づき緊急消防援助隊を要請するものとする。

イ

応援要請

（３）具体的な取組内容
ア 県の応援要請等
【県（統括部）】
○ 自衛隊に対する災害派遣要請
「７ 自衛隊災害派遣－（３）具体的な取組内容－イ

８

災害派遣の要請

【県（統括部）、市町村、消防機関】

応援要請

（３）具体的な取組内容
ア 県の応援要請等
【県（統括部）】
○ 自衛隊に対する災害派遣要請
」による。
「６ 自衛隊災害派遣－（３）具体的な取組内容－イ
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災害派遣の要請

」による。

129

イ 市町村の応援要請等
○

131

○

イ

県及び指定地方行政機関等への応援要請
市町村は、県又は指定地方行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関に応援又は
応援のあっせんを求める場合は、県統括部に、次表に掲げる事項を明記した文書をも
って要請するものとする。
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ものとする。
要請の内容
（略）
自衛隊災害派
遣要請の要求
（略）

130

【県（統括部）、市町村】

事

項

（略）
「７ 自衛隊災害派遣参照」
（略）

○

備考
（略）
自衛隊法第 83
条
（略）

市町村の応援要請等

県及び指定地方行政機関等への応援要請
市町村は、県又は指定地方行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関に応援又は
応援のあっせんを求める場合は、県統括部に、次表に掲げる事項を明記した文書をも
って要請するものとする。
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ものとする。
要請の内容
（略）
自衛隊災害派
遣要請の要求
（略）

埼玉県・市町村人的相互応援制度に基づく応援要請
市町村が単独では災害対応業務を十分に実施できない場合、県に対し、県職員及び県
内市町村職員による「彩の国災害派遣チーム」の派遣を要請することができる。
派遣要請を受けた県は、県災害対策本部各部、支部及び市町村から応援職員を派遣す
る。

ウ 応急対策職員派遣制度に基づく応援職員の派遣要請
【県（統括部）、市町村】
県は、県内自治体の相互応援だけでは、被災市町村において完結して災害対応業務を実
施することが困難であると判断した場合、総務省の「応急対策職員派遣制度」に基づき、
県外自治体による応援職員の派遣を要請する。
同制度は、総務省が創設した全国一元的な応援職員派遣の仕組みであり、以下の２つの
目的により応援職員の短期派遣を行うものである。
①避難所の運営、罹災証明書の交付等の災害対応業務の支援
＜内容＞
・ 被災市区町村ごとに都道府県又は指定都市を原則として１対１で割り当てる「対口支援
（カウンターパート）方式」により災害対応業務の支援を行う。なお、都道府県にあって
は区域内の市区町村と一体で被災市区町村を支援する。
・ 被災都道府県内の地方公共団体だけでは災害対応業務に対応できない場合、「第１段階
支援」として、被災地域ブロック管内の都道府県（管内の市町村を含む。）又は指定都市

○

ウ

【県（統括部）、市町村】

事

項

（略）
「６ 自衛隊災害派遣参照」
（略）

備考
（略）
自衛隊法第 83
条
（略）

埼玉県・市町村人的相互応援制度に基づく応援要請
市町村が単独では災害対応業務を十分に実施できない場合、県に対し、県職員及び県
内市町村職員による「彩の国災害派遣チーム」の派遣を要請することができる。
１次要請（県支部内支援） 想定：局地災害
被災市町村からの要請に基づき、被災市町村を所管する県災害対策本部支部（県
受援支部）は県地域機関と管内市町村の職員を被災市町村に派遣する。
２次要請（全県支援） 想定：広域災害
１次要請だけでは対応できない場合は、県災害対策本部各部及び県受援支部以外
の県災害対策本部支部（県応援支部）から応援職員を派遣する。

応急対策職員派遣制度に基づく応援職員の派遣要請
【県（統括部）、市町村】
県は、県内自治体の相互応援だけでは、被災市町村において完結して災害対応業務を実
施することが困難であると判断した場合、総務省の「応急対策職員派遣制度」に基づき、
県外自治体による応援職員の派遣を要請する。
同システムは、総務省が創設した全国一元的な応援職員派遣の仕組みであり、以下の２
つの目的により応援職員の短期派遣を行うものである。
①避難所の運営、罹災証明書の交付等の災害対応業務の支援
＜内容＞
・ 被災市区町村ごとに都道府県又は指定都市を原則として１対１で割り当てる「対口支援
（カウンターパート）方式」により災害対応業務の支援を行う。なお、都道府県にあって
は区域内の市区町村と一体で被災市区町村を支援する。
・ 被災都道府県内の地方公共団体だけでは災害対応業務に対応できない場合、「第１段階
支援」として、被災地域ブロック管内の都道府県（管内の市町村を含む。）又は指定都市
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が被災市区町村の対口支援団体となり応援職員を派遣する。第１段階支援だけでは対応が
困難な場合は、「第２段階支援」として、全国の地方公共団体による応援職員の派遣が行
われる。
・ 応援対象の業務は、埼玉県・市町村人的相互応援制度と同様、避難所の運営や罹災証明
書の交付、物資拠点の運営等の災害対応業務であり、国等が関与して全国的に行われる仕
組みのある業務は含まれない。
＜第１段階支援の要請方法＞
・ 県は、関東ブロック幹事都県を通じて関東ブロック内の地方公共団体に対し、被災市町
村への応援職員の派遣を要請する。
＜第２段階支援の要請方法＞
・ 第１段階支援における対口支援団体が県内被災市町村と協議の上、県に第２段階支援の
必要性を連絡する。県は、県内被災市町村だけでは、災害対応業務を実施することが判断
した場合は、総務省が設置した応援職員確保調整本部に第２段階支援の必要性を連絡す
る。
②被災市区町村が行う災害マネジメントの支援
＜内容＞
・ 総務省に登録された災害マネジメント総括支援員等による総括支援チームを被災市区町
村に派遣し、首長への助言や幹部職員との調整等を行う。
＜要請方法＞
・ 被災市町村は、自ら行う災害マネジメントについて支援が必要な場合には、対口支援団
体の決定前においては県を通じて応援職員確保調整本部に、対口支援団体の決定後におい
ては対口支援団体に対し総括支援チームの派遣を要請する。

が被災市区町村の対口支援団体となり応援職員を派遣する。第１段階支援だけでは対応が
困難な場合は、「第２段階支援」として、全国の地方公共団体による応援職員の派遣が行
われる。
・ 応援対象の業務は、埼玉県・市町村人的相互応援制度と同様、避難所の運営や罹災証明
書の交付、物資拠点の運営等の災害対応業務であり、国等が関与して全国的に行われる仕
組のある業務は含まれない。
＜第１段階支援の要請方法＞
・ 県は、関東ブロック幹事都県を通じて関東ブロック内の地方公共団体に対し、被災市町
村への応援職員の派遣を要請する。
＜第２段階支援の要請方法＞
・ 第１段階支援における対口支援団体が県内被災市町村と協議の上、県に第２段階支援の
必要性を連絡する。県は、県内被災市町村だけでは、災害対応業務を実施することが判断
した場合は、総務省が設置した被災市区町村応援職員確保調整本部に第２段階支援の必要
性を連絡する。
②被災市区町村が行う災害マネジメントの支援
＜内容＞
・ 総務省に登録された災害マネジメント総括支援員等による総括支援チームを被災市区町
村に派遣し、首長への助言や幹部職員との調整等を行う。
＜要請方法＞
・ 被災市町村は、自ら行う災害マネジメントについて支援が必要な場合には、対口支援団
体の決定前においては県を通じて被災市区町村応援職員確保調整本部に、対口支援団体の
決定後においては対口支援団体に対し総括支援チームの派遣を要請する。

137 第５ 情報の収集・分析・加工・共有・伝達体制の整備
第５ 情報収集・伝達体制の整備
基本方針
基本方針
県、市町村及び防災関係機関が迅速かつ的確に災害対応を行うため、災害情報を迅速か
県、市町村及び防災関係機関が迅速かつ的確に防災対策を実施するためには、これらの
つ的確に収集・分析・加工・共有・伝達する体制の整備を図る必要がある。
災害情報を迅速かつ的確に収集・伝達・処理するソフト、ハード両面の仕組みづくりが必
このため、県、市町村及び防災関係機関は、最近の情報通信技術の進展等の成果及び過
要である。
去の災害の教訓等を踏まえ、各種情報システム及び情報通信設備をはじめとした情報収
県、市町村及び防災関係機関は、最近の情報通信技術の進展等の成果及び過去の災害の
集・伝達体制を整備する。
教訓等を踏まえ、各種情報システム及び情報通信施設をはじめとした情報収集・伝達体制
また、災害指揮情報のデジタル化を推進し、災害時に効果を上げる総合的な災害オペレ
を整備する。
ーション支援システムを構築する。
また、災害指揮情報のＩＴ化を推進し、災害時に効果を上げる総合的な災害オペレーシ
さらに、県は、埼玉県デジタルトランスフォーメーション推進計画を踏まえ、デジタル
ョン支援システムを構築する。
技術を災害対応に活用する。
なお、防災行政無線については、新地上系防災行政無線施設が稼働する令和３年４月時
点の状態をもって計画を策定する。
【資料編Ⅱ-2-5- 】埼玉県デジタルトランスフォーメーション推進計画（防災ビジョ
ン）

137 現 況
○ 各種情報システムの整備状況

現 況
○ 各種情報システムの整備状況
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・県は、広域的な被害状況等を把握するため、次のシステムを整備・導入している。

県は、広域的な被害状況等を把握するため、次のシステムを整備・導入している。

・埼玉県災害オペレーション支援システム
・震度情報ネットワークシステム
・防災行政無線システム（地上系、衛星系）
・防災ヘリコプター及び県警ヘリコプターからの映像電送システム
・県土整備部川の防災情報システム
・全国瞬時警報システム（J-ALERT）
・緊急情報ネットワークシステム（Em-Net）
・気象庁や国土交通省等の各種災害通報システム
・基盤的防災情報流通ネットワーク（SIP4D）（構築中）

・埼玉県災害オペレーション支援システム
・震度情報ネットワークシステム
・防災行政無線システム（地上系、衛星系）
・防災ヘリコプター及び県警ヘリコプターからの映像電送システム
・県土整備部川の防災情報システム
・全国瞬時警報システム（J-ALERT）
・緊急情報ネットワークシステム（Em-Net）
・気象庁や国土交通省等の各種災害通報システム
市町村は、当該地域や施設に関する被害状況等を把握するため、次のような情報収集体
制を整備している。

・市町村は、当該地域や施設に関する被害状況等を把握するため、次のような情報収集体制
を整備している。

・屋上テレビカメラによる状況把握システム
・自主防災組織及び自衛消防隊等からの通報システム
・既存の災害情報システム（市町村テレメータシステム等）とのオンラインリンク
システム
・市町村防災行政無線システム

・屋上テレビカメラによる状況把握システム
・自主防災組織及び自衛消防隊等からの通報システム
・既存の災害情報システム（市町村テレメータシステム等）とのオンラインリンク
システム
・市町村防災行政無線システム

○ 県の情報通信設備
○ 県の情報通信設備
・防災行政無線
・防災行政無線
＜地上系＞
＜地上系＞
地上系防災行政無線は 246 箇所（令和 3 年 4 月 1 日現在）に整備している。 統制局を
地上系防災行政無線は 246 箇所（令和 3 年 4 月 1 日現在）に整備している。 統制局を
県庁に置き、無線局を支部局及び県土整備事務所ほか２８箇所に、有線端末局を無線局以
県庁に置き、無線局を支部局及び県土整備事務所ほか２８箇所に、有線端末局を無線局以
外の箇所に設置している。
外の箇所に設置している。
無線局については、中継局を除き広域イーサ網に接続して二重化している。
無線局については、中継局を除き広域イーサ網に接続して二重化している。
有線端末局は、主要な県地域機関、市町村、消防本部、主要な防災関係機関に設置し、
有線端末局は、主要な県地域機関、市町村、消防本部、主要な防災関係機関に設置し、
広域イーサ網に接続している。
広域イーサ網に接続している。
その他に全県移動局 264 局を保有している。
その他に全県移動局 363 局を保有している。

138 ○ 市町村同報系防災行政無線
市町村の同報系防災行政無線設備は、58 市町村(令和３年３月３１日現在)で設置され
ている。

○ 市町村同報系防災行政無線
市町村の同報系防災行政無線設備は、60 市町村(平成 31 年１月１日現在)で設置されて
いる。

139 ＜予防・事前対策＞
１ 情報の収集・分析・加工・共有・伝達体制の整備

＜予防・事前対策＞
１ 情報収集・伝達体制の整備
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１ 情報の収集・分析・加工・共有・伝達体制の整備
１ 情報収集・伝達体制の整備
（１）取組方針
（１）取組方針
県、市町村及び防災関係機関は、最近の情報通信技術の進展等の成果及び過去の震災
県、市町村及び防災関係機関は、最近の情報通信技術の進展等の成果及び過去の震災
時の教訓等を踏まえ、情報の収集・分析・加工・共有・伝達体制の整備を推進する。
時の教訓等を踏まえ、情報収集・伝達体制の整備を推進する。
（２）役割
機関名等
県（危機管理防
災部）

県（各部局）
市町村

防災関係機関

熊谷地方気象
台、日本放送協
会（ＮＨＫ）
協定締結団体等

（２）役割
機関名等
県（各部局）

役
割
・情報の収集・分析・加工・共有・伝達体制の整備
・県防災行政無線の強化
・震度情報ネットワークの整備
・情報通信設備の安全対策の推進
・災害情報のための電話の指定
・情報の収集・共有・伝達体制の整備

県（危機管理防
災部）

・情報の収集・分析・加工・共有・伝達体制の整備
・防災行政無線（同報系）の整備
・情報通信設備の安全対策の推進
・災害情報のための電話の指定
・情報の収集・分析・加工・共有・伝達体制の整備
・情報通信設備の安全対策の推進
・災害情報のための電話の指定
・緊急地震速報の発表等

市町村

防災関係機関

・情報の分析・加工体制の整備
熊谷地方気象
台、日本放送協
会（ＮＨＫ）

139 （３）具体的な取組内容
ア 情報収集体制の整備
（略）
140

役
割
・災害情報収集体制の整備
・情報伝達体制の整備
・情報通信設備の安全対策の推進
・県防災行政無線の機能強化
・震度情報ネットワークの整備
・情報処理分析体制の整備
・災害情報のための電話の指定
・情報収集体制の整備
・情報伝達体制の整備
・防災行政無線（同報系）の整備
・情報処理分析体制の整備
・情報通信設備の安全対策の推進
・災害情報のための電話の指定
・情報収集体制の整備
・情報伝達体制の整備
・情報処理分析体制の整備
・情報通信設備の安全対策の推進
・災害情報のための電話の指定
・緊急地震速報の発表等

（３）具体的な取組内容
【県（危機管理防災部、各部局）、市町村、防災関係機関】

イ 情報の分析・加工体制の整備
【県（危機管理防災部）、市町村、防災関係機関、協定締結団体等】
○ 災害情報データベースの整備
県、市町村及び防災関係機関は、日頃から災害に関する情報を収集蓄積するとともに災
害時に活用できるよう災害情報のデータベース化を図る。
災害情報のデータベースには、地形、地質、災害履歴、建築物、道路、鉄道、ライフラ

ア 情報収集体制の整備
（略）
（新設）
（移設）
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【県（各部局）、市町村、防災関係機関】

イン、避難所、防災施設等のデータを整備する。
県は、防災映像情報のデータベースとして、防災映像情報システム内に設けられたＮＶ
Ｒ（ネットワークビデオレコーダ）等を活用する。

141

○ 災害情報シミュレーションシステムの整備
県、市町村及び防災関係機関は、上記のデータベースを活用した被害の想定、延焼、避
難、救助救急、復旧に関するシミュレーションシステムを整備する。

（移設）

○ 人材の育成
県、市町村は、収集した情報を的確に分析整理するため、人材の育成を図るとともに、
必要に応じ、専門家を活用できるよう努める。

（移設）

○

情報の分析・加工体制の整備
県は、協定締結団体等と連携し、災害時に県や市町村、防災関係機関等が収集した情報
から、人命救助やライフラインの復旧対応等に必要な情報を抽出し、災害対応が必要とな
る地点を分析し、地図情報等に加工を行う体制を構築する。

（新設）

ウ 情報共有・伝達体制の整備

イ

【県（各部局）、市町村、防災関係機関】

情報伝達体制の整備

【県（各部局）、市町村、防災関係機関】

県は、災害や被害の情報等について、県や市町村、防災関係機関等で共有するための各
種情報システム及び情報通信設備等の整備に努める。また、県民に対し、迅速かつ的確に
情報提供できるシステムを整備する。
（略）

県は、市町村及び防災関係機関に対し、広域的な被害状況等の情報を迅速に収集すると
ともに、災害や被害の情報を地理空間情報も含めて分かりやすく可視化し、共有できるシ
ステムを整備する。また、県民に対し、迅速かつ的確に情報提供できるシステムを整備す
る。
（略）
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エ 防災行政無線等の整備
（略）

ウ 防災行政無線等の整備
（略）

142

オ 震度情報ネットワークの整備
（略）

142

カ 緊急地震速報の発表等
（略）

【県（危機管理防災部）、市町村、防災関係機関】

【県（危機管理防災部）】

【熊谷地方気象台、日本放送協会（ＮＨＫ）】

エ 震度情報ネットワークの整備
（略）

オ 防災行政無線等の整備
（略）
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【県（危機管理防災部）、市町村、防災関係機関】

【県（危機管理防災部）】

【熊谷地方気象台、日本放送協会（ＮＨＫ）】

142

（削除）

カ

（移設）

○ 災害情報データベースの整備
県、市町村及び防災関係機関は、日頃から災害に関する情報を収集蓄積するとともに災
害時に活用できるよう災害情報のデータベース化を図る。
災害情報のデータベースには、地形、地質、災害履歴、建築物、道路、鉄道、ライフラ
イン、避難所、防災施設等のデータを整備する。
県は、防災映像情報のデータベースとして、防災映像情報システム内に設けられたＮＶ
Ｒ（ネットワークビデオレコーダ）等を活用する。

（移設）

○ 災害情報シミュレーションシステムの整備
県、市町村及び防災関係機関は、上記のデータベースを活用した被害の想定、延焼、避
難、救助救急、復旧に関するシミュレーションシステムを整備する。

（移設）

○ 人材の育成
県、市町村は、収集した情報を的確に分析整理するため、人材の育成を図るとともに、
必要に応じ、専門家の意見を活用できるよう努める。

144 ＜応急対策＞
１ 災害情報の収集・分析・加工・共有・伝達
２ 広聴広報活動

役
割
・災害情報の収集・分析・加工・共有・伝達の実施
・被害情報等の収集・共有・伝達の実施
・正確な情報に基づく適切な災害応急対策の実施

【県（危機管理防災部）、市町村、防災関係機関】

＜応急対策＞
１ 災害情報の収集・伝達
２ 広聴広報活動

１ 災害情報の収集・分析・加工・共有・伝達
（１）取組方針
県、市町村及び防災関係機関は、応急対策を適切に実施するため、相互に密接な連携を
図りながら、迅速かつ的確な災害情報の収集・分析・加工・共有・伝達を行う。
（２）役割
機関名等
県（統括部）
県（各部）、市
町村、防災関係
機関
協定締結団体等

情報処理分析体制の整備

１ 災害情報の収集・伝達
（１）取組方針
県、市町村及び防災関係機関は、応急対策を適切に実施するため、相互に密接な連携を
図りながら、迅速かつ的確な災害情報の収集・伝達を行う。
（２）役割
機関名等
県（各部）、市
町村、防災関係
機関

・災害情報の分析・加工の実施
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役
割
・被害情報等の収集・伝達の実施
・正確な情報に基づく適切な災害応急対策の実施

144 （３）具体的な取組内容
ア 情報収集・共有・伝達体制
（略）

【県（各部）、市町村、各消防本部、防災関係機関】

146

イ 被害情報等の収集・共有・伝達系統
（略）
147 （イ）優先電話等の通信連絡が可能な場合

【県（各部）、市町村、防災関係機関】

（公共土木施設被害）
関東地方整備局

イ 被害情報等の収集伝達系統
【県（各部）、市町村、防災関係機関】
（略）
（イ）優先電話等の通信連絡が可能な場合

（３）国直轄道路、橋りょう被害
（４）国直轄河川、砂防被害

（略）

荒川上流河川事務所 等

荒川上流河川事務所

大宮国道事務所 等

大宮国道事務所

ウ 災害情報の収集・分析・加工・共有・伝達

ウ

（ア）市町村
（略）

149

【県（各部）、市町村、各消防本部、防災関係機関】

（公共土木施設被害）

（３）国直轄道路、橋りょう被害
（４）国直轄河川、砂防被害

148

（３）具体的な取組内容
ア 情報収集・伝達体制
（略）

関東地方整備局

（略）

災害情報の収集・伝達

（ア）市町村
（略）

○ 情報の収集
（略）

○ 情報の収集
（略）

○ 情報の共有・伝達
（略）

○ 情報の報告
（略）

（イ）警察本部
（略）

（イ）警察本部
（略）

（ウ）指定地方行政機関等
（略）

（ウ）指定地方行政機関等
（略）

（エ）県
県は、県内に災害が発生したときは、市町村及び関係機関と緊密に連絡して被害状況を
取りまとめる。
○ 情報の収集

（エ）県
県は、県内に災害が発生したときは、市町村及び関係機関と緊密に連絡して被害状況を
取りまとめる。
○ 情報の収集
（略）

第２編－32

151

（略）
・ヘリコプター等による被害状況の把握
県防災ヘリコプターにより、上空からの被害状況の把握を行う。上空で撮影した映像
をヘリコプターテレビ映像電送システム及びヘリサットシステムにより県庁に送信し、
応急対策活動に活用する。また、必要に応じ、無人航空機を活用し情報収集を行うもの
とする。

・ヘリコプター等による被害状況の把握
県防災航空センターのヘリコプターにより、上空からの被害状況の把握を行う。上空
で撮影した映像をヘリコプターテレビ映像電送システム及びヘリサットシステムにより
県庁に送信し、応急対策活動に活用する。また、必要に応じ、無人航空機を活用し情報
収集を行うものとする。
（略）

（略）
（新設）
152

○ 情報の分析・加工
県は、協定締結団体等と連携し、県や市町村、防災関係機関等が収集した情報から、人命
救助やライフラインの復旧対応等に必要な情報を抽出し、災害対応が必要となる地点を分析
し、地図情報等に加工を行う。
加工した情報については、各種情報システム及び情報通信設備等により関係機関で共有
し、迅速な災害対応に活用する。
○ 情報の共有・伝達
（略）

152

エ 死者、行方不明者の数について
（略）

153

オ 孤立集落に関する状況把握
（略）

154

155

○ 死者、行方不明者の数について
（略）
（オ）孤立集落に関する状況把握
（略）

カ 災害通信計画
（略）
（ウ）非常通信の利用

エ 災害通信計画
（略）
（ウ）非常通信の利用

（略）
○ 非常通信に関する照会先
関東総合通信局無線通信部陸上第二課
電 話 03-6238-1776（直通）
ＦＡＸ 03-6238-1769

（略）
○ 非常通信に関する照会先
関東総合通信局無線通信部陸上第二課
電 話 03-6238-1771（直通）
ＦＡＸ 03-6238-1769

２ 広聴広報活動
（３）具体的な取組内容
156

○ 情報の報告及び通報
（略）

２ 広聴広報活動
（３）具体的な取組内容

イ 住民への広報
【県（統括部）、市町村、防災関係機関】
県、市町村の主な広報活動、広報内容は以下のとおりである。広報の際には、要配慮

イ
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住民への広報
【県（統括部）、市町村、防災関係機関】
県、市町村の主な広報活動、広報内容は以下のとおりである。広報の際には、要配慮

者、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在を把握で
きる広域避難者、在日外国人、訪日外国人に配慮して行うものとする。
被災者のおかれている生活環境、居住環境等が多様であることに鑑み、情報を提供する
際に活用する媒体に配慮するものとする。特に、停電や通信障害発生時は情報を得る手段
が限られていることから、被災者生活支援に関する情報についてはチラシの張り出し、配
布等の紙媒体や広報車でも情報提供を行うなど、適切に情報提供がなされるものとする。
広報内容については、その文案、優先順位をあらかじめ定めておく。
広報活動の実施
県（統括
部）
市町村

防災関係機
関

157

者、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在を把握で
きる広域避難者、在日外国人、訪日外国人に配慮して行うものとする。
被災者のおかれている生活環境、居住環境等が多様であることに鑑み、情報を提供する
際に活用する媒体に配慮するものとする。特に、停電や通信障害発生時は情報を得る手段
が限られていることから、被災者生活支援に関する情報についてはチラシの張り出し、配
布等の紙媒体や広報車でも情報提供を行うなど、適切に情報提供がなされるものとする。
広報内容については、その文案、優先順位をあらかじめ定めておく。

広報内容

広報活動の実施

（略）

（略）

市町村は、保有する以下の媒
体を活用して広報を実施する。
被害状況により必要と認められ
る場合は、県に対し広報の協力
を要請する。なお、報道機関へ
の広報の要請は原則として県が
行うものとするが、コミュニテ
ィ FM やローカル CATV、エリア
メール等様々な情報提供手段を
検討する。
① 防災行政無線
② 広報車
③ ハンドマイク
④ インターネット（ホームペ
ージ、登録制メール、ＳＮＳ
等）

① 地域の被害状況に関する情報
② 当該市町村における避難に関
する情報
・避難指示等に関すること
・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
・臨時災害相談所の開設に関
すること等

県（統括
部）
市町村

防災関係機
関

（略）

ウ 報道機関への発表
【県（各部）、防災関係機関】
県は、被害状況、ライフラインの復旧情報など、被災者等に有用な情報を迅速かつ的確
に伝えるため、報道機関に必要な情報を発表する。

ウ
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広報内容

（略）

（略）

市町村は、保有する以下の媒
体を活用して広報を実施する。
被害状況により必要と認められ
る場合は、県に対し広報の協力
を要請する。なお、報道機関へ
の広報の要請は原則として県が
行うものとするが、コミュニテ
ィ FM やローカル CATV、エリア
メール等様々な情報提供手段を
検討する。
① 防災行政無線
② 広報車
③ ハンドマイク
④ インターネット（ホームペ
ージ、登録制メール、ＳＮＳ
等）

① 地域の被害状況に関する情報
② 当該市町村における避難に関
する情報
・避難の勧告に関すること
・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
・臨時災害相談所の開設に関
すること等

（略）

報道機関への発表
【県（各部）、防災関係機関】
県は、被害状況、ライフラインの復旧情報など、被災者等に有用な情報を迅速かつ的確
に伝えるため、報道機関に必要な情報を発表する。

158

（イ）発表の対象となる報道機関
① 朝日新聞さいたま総支局
③ 埼玉新聞社
⑤ 東京新聞さいたま支局
⑦ 日本経済新聞社さいたま支局
⑨ 毎日新聞社さいたま支局
⑪ 時事通信社さいたま支局

② 共同通信社さいたま支局
④ 産經新聞社さいたま総局
⑥ 日刊工業新聞社さいたま総局
⑧ ＮＨＫさいたま放送局
⑩ 読売新聞東京本社さいたま支局
⑫ フジテレビジョン報道局さいた
ま支局
⑬ 日本テレビ放送網報道局さいた ⑭ ＴＢＳテレビ報道局さいたま支
ま支局
局
⑮ テレビ埼玉
⑯ テレビ朝日報道局さいたま支局
⑰ エフエムナックファイブ
⑱ 埼玉ケーブルテレビ連盟
※ 必要があると認めるときは、上記以外の報道機関に対しても発表する。

（イ）発表の対象となる報道機関
① 朝日新聞さいたま総支局
③ 埼玉新聞社
⑤ 東京新聞さいたま支局
⑦ 日本経済新聞社さいたま支局
⑨ 毎日新聞社さいたま支局
⑪ 時事通信社さいたま支局

② 共同通信社さいたま支局
④ 産經新聞社さいたま総局
⑥ 日刊工業新聞社さいたま総局
⑧ ＮＨＫさいたま放送局
⑩ 読売新聞東京本社さいたま支局
⑫ フジテレビジョン報道局さいた
ま支局
⑭ ＴＢＳテレビ報道局さいたま支
局
⑯ テレビ朝日報道局さいたま支局
⑱ エフエムナックファイブ

⑬ 日本テレビ放送網報道局さいた
ま支局
⑮ テレビ埼玉
⑰ 日本工業新聞社関東総局
⑲ 埼玉ケーブルテレビ連盟
※ 必要があると認めるときは、上記以外の報道機関に対しても発表する。
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161 第６ 医療救護等対策
現 況
○

第６ 医療救護等対策
現 況

災害時の医療活動の実施主体と役割

○
保健医療活動チームの活動調整

自衛隊
衛生部隊
指示

派遣要請

指示

医療救急部
長兼保健医
療調整本部
長

災害時の医療活動の実施主体と役割

保健所長

派遣要請

本

連絡調整

県医師会
県歯科医師会
県看護協会
県薬剤師会

市町村

郡市医師会

救護所の開設
救護班の編成
・派遣
派遣

指示 郡市歯科医師会
災害支援ナース登
録施設
県地域薬剤師会

保健医療活動チームの活動調整

自衛隊
衛生部隊
指示

派遣要請

救護班の
派遣

指示

医療救急部
長兼保健医
療調整本部
長

出動要請

本

部

保健所長

連絡調整

県医師会
県歯科医師会
県看護協会
県薬剤師会

指示

救護所の開設
救護班の編成
・出動
派遣

市町村

郡市医師会
郡市歯科医師会
看護協会支部
薬剤師会支部

救護班の
派遣

部

長

派遣要請

ＤＭＡＴ県
調整本部

(独)国立病院機構
(地独)埼玉県立病院
機構

救護班の派遣

長

ＤＭＡＴ県
調整本部

埼玉ＤＭＡＴの派遣

災害拠点病院
連携
災害時連携病院

埼玉地域ＤＭＡＴの派遣
指示

県ＤＰＡＴ
調整本部
派遣要請
助言
災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等

精神医療ｾﾝﾀｰ
協定締結精神科
医療機関

日赤本社

連
絡
調
整

県ＤＰＡＴ
調整本部
出動要請

ＤＰＡＴの派遣

災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等

救護班の
派遣

(独)国立病院機構

救護班の派遣
ＤＭＡＴの派遣

災害拠点病院
精神医療ｾﾝﾀｰ
協定締結精神科
医療機関

ＤＰＡＴの派遣

救護班の
派遣

日赤埼玉県支部
派遣依頼

助言

日赤埼玉県支部
派遣依頼

出動要請

日赤本社

派遣依頼
近隣日赤

派遣依頼
病院事業
管理者

近隣日赤
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指示

県立病院

救護班の派遣

161 ○ 日本赤十字社との委託契約
○ 日本赤十字社との委託契約
県は日赤埼玉県支部との間で、災害救助法の規定による救助又はその応援の実施に関する
県は日赤埼玉県支部との間で、災害救助法の規定による救助又はその応援の実施に関する
事項の委託に関する契約を結んでいる。
事項の委託に関する契約を結んでいる。
委託事務の種類は避難所の設置、医療、助産、死体の処理である。
委託事務の種類は医療、助産、死体の処理である。

162 ○ 救急医療機関の指定
令和 3 年 4 月現在、県内には救急病院が 178、救急診療所が 14 の合計 192 機関が救急医
療機関として指定されている。
○ 災害拠点病院
災害拠点
病院区分
基幹災害拠点
病院

地域災害拠点
病院

病

院

名

所

在

地

川口市立医療センター

川口市西新井宿180

埼玉医科大学総合医療センター
さいたま赤十字病院
自治医科大学附属さいたま医療
センター
北里大学メディカルセンター
（社福）恩賜財団済生会支部
埼玉県済生会栗橋病院
深谷赤十字病院

川越市鴨田1981
さいたま市中央区新都心1-5

獨協医科大学埼玉医療センター
さいたま市立病院
防衛医科大学校病院
（社福）恩賜財団済生会支部
埼玉県済生会川口総合病院
埼玉医科大学国際医療センター
社会医療法人壮幸会行田総合病
院
社会医療法人社団埼玉巨樹の会
新久喜総合病院
（独法）国立病院機構埼玉病院
草加市立病院
埼玉医科大学病院
社会医療法人さいたま市民医療
センター
医療法人社団愛友会上尾中央総
合病院
医療法人徳洲会羽生総合病院

○ 救急医療機関の指定
令和 3 年 1 月現在、県内には救急病院が 178、救急診療所が 14 の合計 192 機関が救急医
療機関として指定されている。
○ 災害拠点病院
災害拠点
病院区分
基幹災害拠点
病院

地域災害拠点
病院

さいたま市大宮区天沼町1-847
北本市荒井6-100
久喜市小右衛門714-6
深谷市上柴町西5-8-1
越谷市南越谷2-1-50
さいたま市緑区三室2460
所沢市並木3-2

病

院

名

日高市山根1397-1
行田市持田376
久喜市上早見418-1
和光市諏訪2-1
草加市草加2-21-1
入間郡毛呂山町毛呂本郷38
さいたま市西区島根299-1
上尾市柏座1-10-10
羽生市下岩瀬 446
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在

地

川口市立医療センター

川口市西新井宿180

さいたま赤十字病院
埼玉医科大学総合医療センター
自治医科大学附属さいたま医療
センター
北里大学メディカルセンター
（社福）恩賜財団済生会支部
埼玉県済生会栗橋病院
深谷赤十字病院

さいたま市中央区新都心1-5
川越市鴨田1981

獨協医科大学埼玉医療センター
さいたま市立病院
防衛医科大学校病院
（社福）恩賜財団済生会支部
埼玉県済生会川口総合病院
埼玉医科大学国際医療センター
社会医療法人壮幸会行田総合病
院
医療法人社団埼玉巨樹の会
新久喜総合病院
（独法）国立病院機構埼玉病院
草加市立病院
埼玉医科大学病院
社会医療法人さいたま市民医療
センター
医療法人社団愛友会上尾中央総
合病院
埼玉医療生活協同組合羽生総合

川口市西川口5-11-5

所

さいたま市大宮区天沼町1-847
北本市荒井6-100
久喜市小右衛門714-6
深谷市上柴町西5-8-1
越谷市南越谷2-1-50
さいたま市緑区三室2460
所沢市並木3-2
川口市西川口5-11-5
日高市山根1397-1
行田市持田376
久喜市上早見418-1
和光市諏訪2-1
草加市草加2-21-1
入間郡毛呂山町毛呂本郷38
さいたま市西区島根299-1
上尾市柏座1-10-10
羽生市下岩瀬 446

（地独）埼玉県立病院機構埼玉
県立小児医療センター
医療法人社団東光会戸田中央総
合病院

病院
埼玉県立小児医療センター
医療法人社団東光会戸田中央総
合病院

さいたま市中央区新都心 1-2
戸田市本町 1-19-3

163 ○ 災害時連携病院

さいたま市中央区新都心 1-2
戸田市本町 1-19-3

（新設）
病

院

名

所

在

地

社会医療法人熊谷総合病院

熊谷市中西四丁目5番1号

独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院

所沢市若狭2丁目1671番地

医療法人埼玉成恵会病院

東松山市石橋1721

社会医療法人入間川病院

狭山市祇園17-2

社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院

狭山市入間川2丁目37番20号

越谷市立病院

越谷市東越谷十丁目32番地

社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス

幸手市吉野517-5

東埼玉総合病院
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医療法人社団哺育会白岡中央総合病院

白岡市小久喜938-12

医療法人社団晃悠会ふじみの救急病院

入間郡三芳町北永井997-5

日本赤十字社小川赤十字病院

比企郡小川町小川1525

○ 埼玉県特別機動援助隊（埼玉ＳＭＡＲＴ）
埼玉県特別機動援助隊（埼玉ＳＭＡＲＴ）は、災害時に救助・救急活動等を行う消防機
関、２４時間運航体制をとる県防災航空隊、災害派遣医療の専門スタッフによる埼玉ＤＭ
ＡＴの３機関で編成され、県内における地震による建物倒壊や列車脱線事故などの災害現
場に、知事の指示又は要請に基づき、迅速に出動し、効果的な救助・医療活動を行う。

164 ＜予防・事前対策＞
１ 医療救護体制の整備
（２）役割
機関名等
役
割
県（保健医療
・初期医療体制の整備
部）
・慢性疾患への対応マニュアルの整備
・災害拠点病院の指定
・災害時連携病院の指定
・医薬品等の供給体制の整備（「第１０
策」を参照）

物資供給・輸送対

○ 埼玉県特別機動援助隊（埼玉ＳＭＡＲＴ）
埼玉県特別機動援助隊（埼玉ＳＭＡＲＴ）は、特別の訓練や教育を受けた機動救助隊、
２４時間運航体制をとる県防災航空隊、災害派遣医療の専門スタッフによる埼玉ＤＭＡＴ
の３機関で編成され、県内における地震による建物倒壊や列車脱線事故などの災害現場
に、知事の指示又は要請に基づき、迅速に出動し、効果的な救助・医療活動を行う。

＜予防・事前対策＞
１ 医療救護体制の整備
（２）役割
機関名等
役
割
県（保健医療
・初期医療体制の整備
部、病院局）
・慢性疾患への対応マニュアルの整備
・災害拠点病院の指定
・医薬品等の供給体制の整備（「第１０ 物資供給・輸送対
策」を参照）
・相互応援協定による広域医療協力体制の確立
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県（危機管理防
災部）
市町村

医師会、歯科医
師会、薬剤師
会、看護協会
救急医療機関
自主防災組織等
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・相互応援協定による広域医療協力体制の確立
・ヘリコプター搬送計画の立案
・災害時広域医療搬送体制の策定
・ヘリコプター搬送計画の立案（防災ヘリコプターの調整）

・ヘリコプター搬送計画の立案
・災害時広域医療搬送体制の策定
県（危機管理防
災部）
市町村

・初期医療体制の整備
・自主防災組織等による救護班支援計画の策定
・自主防災組織等の応急救護力の強化
・医療活動実施体制の整備（救護班編成等）

医師会、歯科医
師会、薬剤師
会、看護協会
救急医療機関

・災害時の対応力の強化（ライフライン途絶状況下での医療
活動を想定した対応計画の策定）
・自主救護活動の実施

自主防災組織等

・ヘリコプター搬送計画の立案（防災ヘリコプターの調整）
・初期医療体制の整備
・自主防災組織等による救護班支援計画の策定
・自主防災組織等の応急救護力の強化
・医療活動実施体制の整備（救護班編成等）

・災害時の対応力の強化（ライフライン途絶状況下での医療
活動を想定した対応計画の策定）
・自主救護活動の実施

（３）具体的な取組内容
（３）具体的な取組内容
ア 初期医療体制の整備．
ア 初期医療体制の整備．
○ 初期医療体制の整備
○ 初期医療体制の整備
県及び市町村は、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、各地域の公的医療機関等及
県及び市町村は、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、各地域の公的医療機関等及
び地域の自主防災組織と協議し、事前に以下の項目について計画を定めることとする。
び地域の自主防災組織と協議し、事前に以下の項目について計画を定めることとする。
【初期医療体制に係る計画の内容】
【初期医療体制に係る計画の内容】
・救護所の設置
・救護所の設置
・救護班の編成
・救護班の編成
・救護班の出動
・救護班の出動
・自主防災組織等による自主救護体制の整備
・自主防災組織等による自主救護体制の整備
・医薬品等の備蓄
・医薬品等の備蓄
・県医師会
埼玉県医師会医療救護活動マニュアルに基づき、県医師会にあっては県医師会災害対策本
部を、郡市医師会にあっては郡市医師会災害対策本部を設置することとしている。

・県医師会
埼玉県医師会医療救護活動マニュアルに基づき、県医師会にあっては県医師会災害対策本
部を、郡市医師会にあっては郡市医師会災害対策本部を設置することとしている。

・県歯科医師会
埼玉県歯科医師会防災対策委員会規程に基づき、県歯科医師会にあっては災害対策本部
を、郡市歯科医師会にあっては郡市災害対策支部を設置し、県民の救護と歯科治療に当たる
こととしている。
また、身元不明者の確認業務に警察協力医を中心に会員を派遣することとしている。

・県歯科医師会
埼玉県歯科医師会防災対策委員会規程に基づき、県歯科医師会にあっては災害対策本部
を、郡市歯科医師会にあっては郡市災害対策支部を設置し、県民の救護と歯科治療に当たる
こととしている。
また、身元不明者の確認業務に警察協力医を中心に会員を派遣することとしている。

・県薬剤師会
埼玉県薬剤師会策定「災害支援薬剤師のための手引き」に基づき、県薬剤師会にあっては
災害医療支援本部を設置することとしている。

・県薬剤師会
埼玉県薬剤師会策定「災害支援薬剤師のための手引き」に基づき、県薬剤師会にあっては
災害医療支援本部を設置することとしている。
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・県看護協会
埼玉県看護協会策定「災害対策マニュアル」に基づき、県看護協会にあっては災害対策本
部を設置し、災害支援ナース登録施設に対して、災害支援ナースの派遣を要請することとし
ている。
（略）
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ウ 後方医療機関等

（新設）

（略）

【県（保健医療部）、医師会、医療機関】

ウ

後方医療機関の確保
救護所や救急医療機関等で対応できない重症者等を受け入れ、治療及び入院等の救護を
行う医療機関を後方医療機関と位置付ける。なお、後方医療機関は、災害拠点病院を中核
とし、（地独）埼玉県立病院機構の病院、（独）国立病院機構の病院、公立病院等の地域
の中心的な病院とする。

後方医療機関等

【県（保健医療部、病院局）、医師会、医療機関】

○

○

後方医療機関の確保
救護所や救急医療機関等で対応できない重症者等を受け入れ、治療及び入院等の救護を
行う医療機関を後方医療機関と位置付ける。なお、後方医療機関は、災害拠点病院を中核
とし、県立病院、（独）国立病院機構の病院、公立病院等の地域の中心的な病院とする。

【後方医療機関の主な機能】

【後方医療機関の主な機能】

・既存入院患者などの治療の継続
・災害による傷病者の受入れ
・救護班の派遣

・既存入院患者などの治療の継続
・災害による傷病者の受入れ
・救護班の派遣

後方医療機関となるべき医療機関は、災害時に医療機能を確保するため、主に以下の措
置をとる。

後方医療機関となるべき医療機関は、災害時に医療機能を確保するため、主に以下の措
置をとる。

・医療施設等の耐震化及び不燃化
・医薬品等の備蓄及び配備
・水、食糧の備蓄及び整備
・自家発電装置等の備蓄及び配備
・医療要員の非常参集体制の整備
・救護班の編成
・傷病者の円滑な受入体制の整備

・医療施設等の耐震化及び不燃化
・医薬品等の備蓄及び配備
・水、食糧の備蓄及び整備
・自家発電装置等の備蓄及び配備
・医療要員の非常参集体制の整備
・救護班の編成
・傷病者の円滑な受入体制の整備

○

災害拠点病院の指定
県は、災害時の医療を確保するため、次の医療機能を有し、２４時間対応可能な救急体
制を確保する災害拠点病院を必要に応じ指定する。

【災害拠点病院の医療機能】

○

災害拠点病院の指定
県は、災害時の医療を確保するため、次の医療機能を有し、２４時間対応可能な救急体
制を確保する災害拠点病院を必要に応じ指定する。

【災害拠点病院の医療機能】

・多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の救命医
療を行うための高度の診療機能
・患者等の受入れ及び搬出を行う広域搬送への対応機能
・自己完結型の災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣機能
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・多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の救命医
療を行うための高度の診療機能
・患者等の受入れ及び搬出を行う広域搬送への対応機能
・自己完結型の災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣機能

・地域の医療機関への応急用資機材の貸出し機能

・地域の医療機関への応急用資機材の貸出し機能

災害時連携病院の指定
県は、災害拠点病院と連携して災害時に中等症患者や容態が安定した重症患者の受入れ
ができる災害時連携病院を指定する。
併せて、災害時連携病院に所属し県内で活動する埼玉地域ＤＭＡＴを養成・整備する。
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○

（新設）

○ 情報連絡体制
・現場救護所と後方医療機関、搬送車両と後方医療機関及び後方医療機関と市町村消防機関
等間における十分な情報連絡機能を確保するべく災害時医療情報連絡体制の整備を推進す
る。
・情報連絡体制の整備の一環として、（地独）埼玉県立病院機構の病院に県防災行政無線の
端末局を設置する。

○ 情報連絡体制及び搬送体制
・現場救護所と後方医療機関、搬送車両と後方医療機関及び後方医療機関と市町村消防機関
等間における十分な情報連絡機能を確保するべく災害時医療情報連絡体制の整備を推進す
る。
・情報連絡体制の整備の一環として、県立病院に県防災行政無線の端末局を設置する。
・交通途絶状況下での搬送のため、県立病院に臨時ヘリポートを設置する。

○ 医薬品等の備蓄
・市町村は、地震被害想定結果に基づく人的被害の量を目安とし、災害時の医療救護活動の
ための医薬品等を備蓄する。
・県は、市町村備蓄を補完するために必要な量を備蓄する。

○ 医薬品等の備蓄
・市町村は、地震被害想定結果に基づく人的被害の量を目安とし、災害時の医療救護活動の
ための医薬品等を備蓄する。
・県は、市町村備蓄を補完するために必要な量を備蓄する。

エ 医療保健応援体制の整備
【県（危機管理防災部、保健医療部）、医師会、医療機関】
（略）

エ

＜応急対策＞
１ 初動医療体制
（３）具体的な取組内容
ア 医療救護体制
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医療保健応援体制の整備
【県（危機管理防災部、保健医療部、病院局）、医師会、医療機関】
（略）

＜応急対策＞
１ 初動医療体制
（３）具体的な取組内容
【県（統括部）、消防機関】

ア

（ウ）応援要請
次の事項は、「第４ 応急対応力の強化－＜応急対策＞－６ 消防活動－（３）－ア 消
防活動」を準用する。

医療救護体制

【県（統括部）、消防機関】

（ウ）応援要請
次の事項は、「第４ 応急対応力の強化－＜応急対策＞－５ 消防活動－（３）－ア 消
防活動」を準用する。

・消防相互応援協定による応援要請
・知事による応援出動の指示
・緊急かつ広域的な応援要請

・消防相互応援協定による応援要請
・知事による応援出動の指示
・緊急かつ広域的な応援要請

イ 傷病者搬送
【県（統括部、医療救急部）、市町村、医師会、日赤埼玉県支部、医療機関】
○ 傷病者搬送の要請
・医療救護班又は傷病者を最初に受け入れた医療機関は、県、市町村及びその他関係機関に

イ

傷病者搬送
【県（統括部、医療救急部）、市町村、医師会、日赤埼玉県支部、医療機関】
○ 傷病者搬送の要請
・医療救護班又は傷病者を最初に受け入れた医療機関は、県、市町村及びその他関係機関に
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搬送用車両の手配・配車を要請する。
・県は、重症者などの場合は必要に応じて、県防災ヘリコプターやドクターヘリを手配す
る。また、自衛隊に対しても、ヘリコプター等の搬送手段の手配の要請を行う。
・災害対策本部設置後におけるドクターヘリの出動指示は、災害対策本部において行う。
・ヘリポートから病院までの搬送経路の道路が通行不能となった場合は、関係者と調整の
上、速やかに代替の場外離着陸場等を確保する。
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ウ 医療救護
（ア）初期医療体制 【県（医療救急部）、市町村、医師会、看護協会、医療機関】

ウ 医療救護
（ア）初期医療体制 【県（医療救急部）、市町村、医師会、看護協会、医療機関】

○

救護班の編成
（地独）埼玉県立病院機構、（独）国立病院機構、日赤埼玉県支部、医師会は医療救護
班を編成し、派遣する。

（イ）救護活動
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搬送用車両の手配・配車を要請する。
・県は、重症者などの場合は必要に応じて、県防災ヘリやドクターヘリを手配する。また、
自衛隊に対しても、ヘリコプター等の搬送手段の手配の要請を行う。
・災害対策本部設置後におけるドクターヘリの出動指示は、災害対策本部において行う。
・ヘリポートから病院までの搬送経路の道路が通行不能となった場合は、関係者と調整の
上、速やかに代替の場外離着陸場等を確保する。

○

救護班の編成
県立病院、（独）国立病院機構、日赤埼玉県支部、医師会は医療救護班を編成し、派遣
する。

（イ）救護活動

・県医師会・地区医師会
災害が発生し、市町村長又は知事からの協力要請があった場合、又は災害状況に応じ
て必要がある場合は、被災地の地区医師会の指令で出動し、救護活動を実施する。急を
要する場合は、所属会員の判断で救護活動を実施する。
また、医師会が派遣する医療救護班の現場における救護活動については、原則として
被災地の地区医師会長が指揮する。
ＪＭＡＴ：Japan Medical Association Team
災害発生時、被災地の都道府県医師会の要請に基づく日本医師会からの依頼に
より、全国の都道府県医師会が、郡市区医師会や医療機関などを単位として編成
する。
活動内容は、主に災害急性期以降における避難所・救護所等での医療や健康管
理、被災地の病院・診療所への支援（災害前からの医療の継続）である。さら
に、医療の提供という直接的な活動にとどまらず、避難所の公衆衛生、被災者の
栄養状態や派遣先地域の医療ニーズの把握と対処から、被災地の医療機関への円
滑な引き継ぎまで、多様かつ広範囲に及ぶ。
被災地では、都道府県医師会や郡市区医師会が医療関係者の代表として各保健
医療調整本部等に参画し、被災地のコーディネート機能の中心となる。ＪＭＡＴ
は、そのコーディネート機能の下で活動することを原則とする。
・被災地ＪＭＡＴ…被災地内の医師会による組織的な活動として、災害時に備えた
計画に則り医療救護活動に従事するＪＭＡＴ
・支援ＪＭＡＴ…被災地外の医師会による組織活動として、被災地に派遣するＪＭ
ＡＴ
・チーム構成例：医師 1 名、看護職員 2 名、事務職員（ロジスティックス担当者）
1 名（事務職員の主な業務内容：運転、医療事務、活動の記録、情報収集、関係
者との 連絡調整、派遣元医師会等への報告等）

・県医師会・地区医師会
災害が発生し、市町村長又は知事からの協力要請があった場合、又は災害状況に応じ
て必要がある場合は、被災地の地区医師会の指令で出動し、救護活動を実施する。急を
要する場合は、所属会員の判断で救護活動を実施する。
また、医師会が派遣する医療救護班の現場における救護活動については、原則として
被災地の地区医師会長が指揮する。
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・県薬剤師会・地域薬剤師会
災害が発生し、市町村長又は知事からの協力要請があったとき、又は災害状況に応じて
必要がある場合は、県薬剤師会の指令で救護活動に参画する。 また、市町村長又は知事
の要請により薬剤師会が派遣する薬剤師の現場における医療救護活動については、原則と
して被災地の地区医師会長が指揮する。

・県薬剤師会・地区薬剤師会
災害が発生し、市町村長又は知事からの協力要請があったとき、又は災害状況に応じて
必要がある場合は、県薬剤師会の指令で救護活動に参画する。 また、市町村長又は知事
の要請により薬剤師会が派遣する薬剤師の現場における医療救護活動については、原則と
して被災地の地区医師会長が指揮する。

（略）
（略）
176 （オ）医薬品等の調達、供給
【県（医療救急部）、薬剤師会】
県は市町村や医療機関等からの要請に基づき、各種備蓄場所又はランニング備蓄委託先、
厚生労働省、近隣都県、関係団体及び関係業者から医薬品等を調達し、供給する。
（オ）医薬品等の調達、供給
医薬品等の集積場所や医療救護所等には「薬剤師災害リーダー」を配置し、医薬品等の仕
県は市町村や医療機関等からの要請に基づき、各種備蓄場所又はランニング備蓄委託先、
分け・保守管理を行うほか、医薬品等のニーズを把握し、保健医療調整本部に供給要請等を
厚生労働省、近隣都県、関係団体及び関係業者から医薬品等を調達し、供給する。
行う。
なお、供給に当たっては、統括部（物流オペレーションチーム）と連携して行う。
また、保健医療調整本部には「埼玉県薬剤師災害リーダー」を配置し、医薬品等の供給要
請に基づいた優先順位の決定、数量の調整、代替薬の提案等を行う。
なお、供給に当たっては、統括部（物流オペレーションチーム）と連携して行う。

185 第７ 帰宅困難者対策
＜予防・事前対策＞
１ 帰宅困難者支援体制の整備
（３）具体的な取組内容
ウ 一時滞在施設の確保．
【県（危機管理防災部、物流オペレーションチーム）、市町村、施設管理者、鉄道事業者】
県、市町村、鉄道事業者は、地震の発生により、鉄道等が運行停止し、駅周辺に滞留
者が発生した場合を想定し、駅周辺の混乱を防止し、帰宅が可能となるまで待機場所が
ない者を一時的に滞在させるための施設（一時滞在施設）を確保する。
一時滞在施設は、公共施設や民間施設を問わず、幅広く安全な施設を確保する。
一時滞在施設には、飲料水、食料、幟旗、看板等の必要な物資を備蓄する。また、公
衆無線ＬＡＮなど通信環境の整備に努めるものとする。
なお、一時滞在施設に備蓄を確保できない場合には、防災基地等からの備蓄物資の提
供方法をあらかじめ決めておく。

第７

帰宅困難者対策

187 ＜応急対策＞
１ 帰宅困難者への情報提供
（３）具体的な取組内容

第７ 帰宅困難者対策
＜予防・事前対策＞
１ 帰宅困難者支援体制の整備
（３）具体的な取組内容
ウ 一時滞在施設の確保．
【県（危機管理防災部、物流オペレーションチーム）、市町村、施設管理者、鉄道事業者】
県、市町村、鉄道事業者は、地震の発生により、鉄道等が運行停止し、駅周辺に滞留
者が発生した場合を想定し、駅周辺の混乱を防止し、帰宅が可能となるまで待機場所が
ない者を一時的に滞在させるための施設（一時滞在施設）を確保する。
一時滞在施設は、公共施設や民間施設を問わず、幅広く安全な施設を確保する。
一時滞在施設には、飲料水、食料、幟旗、看板等の必要な物資を備蓄する。なお、一
時滞在施設に備蓄を確保できない場合には、防災基地等からの備蓄物資の提供方法をあ
らかじめ決めておく。

第７

帰宅困難者対策

＜応急対策＞
１ 帰宅困難者への情報提供
（３）具体的な取組内容
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ア 帰宅困難者への情報提供
【県（統括部、県民安全部）、市町村、鉄道事業者、NTT 東日本、携帯電話事業者、
報道機関】

第８

ア

帰宅困難者への情報提供
【県（統括部、県民安全部）、市町村、鉄道事業者、NTT 東日本、携帯電話事業者、
報道機関】

実施期間
（略）
東日本電信
電話（株）

項 目
（略）
安否確認手段の提供

対策内容
（略）
・災害用伝言ダイヤル（１７１）及び
災害用伝言版（web１７１）のサー
ビス提供

実施期間
（略）
東日本電信
電話（株）

項 目
（略）
安否確認手段の提供

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

避難対策

第８

＜予防・事前対策＞
避難体制の整備

１

（２）役割

県（施設管理
者）
施設管理者、公
立学校管理者

避難対策

＜予防・事前対策＞
避難体制の整備

194 １

機関名等
市町村

対策内容
（略）
・災害用伝言ダイヤル（１７１）及び
災害用伝言版（web１７１）のサー
ビス提供
・特設公衆電話の設置等
（略）

（２）役割
役
割
・避難計画の策定（避難指示等発令基準の整備）
・指定緊急避難場所（広域避難場所を含む）の選定、確保
・指定避難所の選定、確保
・避難路の選定、確保
・指定避難所における生活環境の確保
・指定緊急避難場所（広域避難場所を含む）、指定避難所、
避難路及び避難にあたっての留意事項等の住民への周知
・市町村の避難計画策定への協力

機関名等
市町村

・避難計画の策定
・県有施設（県立学校等）の避難拠点としての整備の推進

施設管理者、公
立学校管理者

（３）具体的な取組内容

県（施設管理
者）

役
割
・避難計画の策定（避難勧告等発令基準の整備）
・指定緊急避難場所（広域避難場所を含む）の選定、確保
・指定避難所の選定、確保
・避難路の選定、確保
・指定避難所における生活環境の確保
・指定緊急避難場所（広域避難場所を含む）、指定避難所、
避難路及び避難にあたっての留意事項等の住民への周知
・市町村の避難計画策定への協力
・避難計画の策定
・県有施設（県立学校等）の避難拠点としての整備の推進

（３）具体的な取組内容

ア 避難計画の策定

ア

（ア）避難計画等の策定 【市町村】
市町村は、避難計画を作成するとともに、自治会等を通じて、避難組織の確立に努め
る。 避難行動要支援者の避難支援について、避難行動要支援者名簿や個別避難計画の作

（ア）避難計画等の策定 【市町村】
市町村は、避難計画を作成するとともに、自治会等を通じて、避難組織の確立に努め
る。 避難行動要支援者の避難支援について、避難行動要支援者名簿や個別計画の作成、
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避難計画の策定

成、福祉避難所の指定等を推進する。（避難行動要支援者を含む要配慮者対策については
「第９ 災害時の要配慮者対策（第２編－２１３ページ）」を準用する。）
【避難計画で定める主な内容】
○ 高齢者等避難、避難指示の判断基準及び伝達方法
○ 指定避難所・指定避難場所の名称、所在地、対象地区及び対象人口
○ 指定避難所・指定避難場所への経路及び誘導方法
○ 避難所開設に伴う被災者救援措置に関する事項
○ 避難所の管理・運営に関する事項

198

【避難計画で定める主な内容】
○ 避難準備情報、避難勧告、避難指示の判断基準及び伝達方法
○ 指定避難所・指定避難場所の名称、所在地、対象地区及び対象人口
○ 指定避難所・指定避難場所への経路及び誘導方法
○ 避難所開設に伴う被災者救援措置に関する事項
○ 避難所の管理・運営に関する事項

イ 指定緊急避難場所・避難路・指定避難所の選定と確保

イ

（オ）指定避難所における生活環境の確保

（オ）指定避難所における生活環境の確保

○

199

福祉避難所の指定等を推進する。（避難行動要支援者を含む要配慮者対策については「第
９ 災害時の要配慮者対策（第２編－２１１～２２６ページ）」を準用する。）

【市町村】

指定避難所には、食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、常備薬、マスク、消毒
液、段ボールベッド、パーティション、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資
や新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要な物資等の備蓄に努める。ま
た、備蓄品の調達に当たっては、要配慮者、女性、子供にも配慮する。

指定緊急避難場所・避難路・指定避難所の選定と確保

○

【市町村】

指定避難所には、食料、飲料水、常備薬、マスク、消毒液、炊き出し用具、毛布等避
難生活に必要な物資等の備蓄に努める。

（キ）住民への周知
【市町村】
市町村は、指定緊急避難場所、指定避難所、避難経路等について、避難誘導標識等を
整備し、外来者等地理不案内な者に対しても場所がわかるよう配慮するとともに、あ
らかじめ、次のことについて住民に周知を図っておくものとする。

（キ）住民への周知
【市町村】
市町村は、指定緊急避難場所、指定避難所、避難経路等について、避難誘導標識等を
整備し、外来者等地理不案内な者に対しても場所がわかるよう配慮するとともに、あ
らかじめ、次のことについて住民に周知を図っておくものとする。

・指定緊急避難場所や指定避難所の場所、避難経路、災害危険箇所等（浸水想定区
域、土砂災害警戒区域等、雪崩危険箇所等）の所在
・命に危険が迫る緊急避難の場合は、携帯品を、貴重品、若干の食料、最低限の身
の回り品等、避難に支障を来たさない最小限度のものにすること。
・夜間又は停電時の避難に備え、日頃から懐中電灯、非常灯などを準備すること。
なお、指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等への避難を基本とす
るものの、ハザードマップ等を踏まえ、自宅等で身の安全を確保することができる場合
は、住民自らの判断で「屋内安全確保」を行うことや、避難時の周囲の状況等により、
指定緊急避難場所等への避難がかえって危険を伴う場合は、「緊急安全確保」を行うべ
きことについて、住民等への周知徹底に努める。

・指定緊急避難場所や指定避難所の場所、避難経路、災害危険箇所等（浸水想定区
域、土砂災害警戒区域等、雪崩危険箇所等）の所在
・命に危険が迫る緊急避難の場合は、携帯品を、貴重品、若干の食料、最低限の身
の回り品等、避難に支障を来たさない最小限度のものにすること。
・夜間又は停電時の避難に備え、日頃から懐中電灯、非常灯などを準備すること。
なお、指定緊急避難場所への移動を原則とするものの、指定緊急避難場所への移動を
行うことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないと住民等自身が判断する場合は、
「近隣の安全な場所」への移動又は「屋内安全確保」を行うべきことについて、住民等
への周知徹底に努める。

200 ＜応急対策＞
１ 避難の実施
２ 避難所の開設・運営
３ 広域避難
４ 広域一時滞在

＜応急対策＞
１ 避難の実施
２ 避難所の開設・運営
３ 広域一時滞在
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１ 避難の実施
（２）役割
機関名等
市町村長

知事、指定行政
機関、指定地方
行政機関
消防職員
水防管理者、警
察官、自衛官、
知事（又はその
命を受けた職員
）

１ 避難の実施
（２）役割
機関名等
市町村長

役
割
・避難指示の実施
・警戒区域の設定
・避難誘導の実施
・警戒区域の設定に係る市町村長への助言

知事、指定行政
機関、指定地方
行政機関
消防職員
水防管理者、警
察官、自衛官、
知事（又はその
命を受けた職員
）

・（市町村長の委任を受け）立ち退きの指示
・避難指示の実施

（３）具体的な取組内容
ア 避難指示の実施
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役
割
・避難の勧告又は指示の実施
・警戒区域の設定
・避難誘導の実施
・警戒区域の設定に係る市町村長への助言

・（市町村長の委任を受け）立ち退きの勧告及び指示
・避難の勧告又は指示の実施

（３）具体的な取組内容
ア 避難の勧告又は指示の実施

（ア）市町村長及び水防管理者
市町村長及び水防管理者は、火災、崖崩れ、洪水等の事態が発生し、又は発生するおそ
れがあり、住民の生命、身体に危険を及ぼすと認めるときは、危険地域の住民に対し、速
やかに立退きの指示を行うものとする。（災対法第６０条、水防法第２９条）
この場合、市町村長は知事に必要な事項を伝達するものとする。 また、水防管理者が
指示をする場合は、当該区域を管轄する警察署長に通知するものとする。

（ア）市町村長及び水防管理者
市町村長及び水防管理者は、火災、崖崩れ、洪水等の事態が発生し、又は発生するおそ
れがあり、住民の生命、身体に危険を及ぼすと認めるときは、危険地域の住民に対し、速
やかに立退きの勧告又は指示を行うものとする。（災対法第６０条、水防法第２９条）
この場合、市町村長は知事に必要な事項を伝達するものとする。 また、水防管理者が
指示をする場合は、当該区域を管轄する警察署長に通知するものとする。

（エ）知事又はその命を受けた職員
○ 知事は、災害の発生により市町村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、危険地域の住民に対して速やかに立退きの指示を行うものとする。
（災対法第６０条第１項）

（エ）知事又はその命を受けた職員
○ 知事は、災害の発生により市町村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、危険地域の住民に対して速やかに立退きの勧告又は指示を行うものと
する。（災対法第６０条第１項）

イ 避難指示の周知
避難指示を行った者は、速やかにその内容を市町村防災行政無線、広報車、エリアメー
ル等のあらゆる広報手段を通じて住民等に周知するものとする。その際、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が行われるように留意する。
避難の必要がなくなった場合も同様とする。

イ

【避難指示の内容】

避難の勧告又は指示の周知
避難の勧告又は指示を行った者は、速やかにその内容を市町村防災行政無線、広報車、
エリアメール等のあらゆる広報手段を通じて住民等に周知するものとする。その際、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が行われるように留意す
る。
避難の必要がなくなった場合も同様とする。
【避難の勧告又は指示の内容】
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・要避難対象地域
・避難先及び避難経路
・避難理由
・避難時の留意事項
例）電気、ガス、水道による二次災害防止に関すること

・要避難対象地域
・避難先及び避難経路
・避難理由
・避難時の留意事項
例）電気、ガス、水道による二次災害防止に関すること

なお、指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等への避難を基本とする
ものの、ハザードマップ等を踏まえ、自宅等で身の安全を確保することができる場合
は、住民自らの判断で「屋内安全確保」を行うことや、避難時の周囲の状況等により、
指定緊急避難場所等への避難がかえって危険を伴う場合は、「緊急安全確保」を行うべ
きことについて、市町村は住民等への周知徹底に努める。
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ウ 警戒区域の設定
【市町村】
市町村長は、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。
警戒区域の設定を行った場合は、避難指示と同様に、関係機関及び住民に、その内容を周
知するものとする。

２
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なお、指定緊急避難場所への移動を原則とするものの、避難時の周囲の状況等により、
指定緊急避難場所への移動を行うことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないと住民
等自身が判断する場合は、「近隣の安全な場所」への移動又は「屋内安全確保」を行う
べきことについて、市町村は住民等への周知徹底に努める。

避難所の開設・運営

（３）具体的な取組内容
ア 避難所の開設

ウ

警戒区域の設定
【市町村】
市町村長は、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。
警戒区域の設定を行った場合は、避難の勧告又は指示と同様に、関係機関及び住民に、そ
の内容を周知するものとする。

２

避難所の開設・運営

（３）具体的な取組内容
ア 避難所の開設

【市町村】

○

開設の方法
・市町村は、あらかじめ策定したマニュアルに基づき、指定避難所を開設する。
・指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、国や独立行政法人等が所有する
研修施設、ホテル・旅館等の活用も含め、可能な限り多くの避難所を開設し、ホーム
ページやアプリケーション等の多様な手段を活用して避難所の混雑状況を周知する。
・開設に当たっては、安全点検を速やかに実施し、危険箇所がある場合は避難者を近づ
けないよう縄張り等を行う。倒壊等のおそれがある場合は、避難所としての使用を中
止する。
・避難所を開設したときは、市町村はその旨を公示し、避難所に収容すべき者を誘導し
保護しなければならない。
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イ 避難所の管理運営

【県（統括部、施設管理者）、市町村】

○

イ

【市町村】

開設の方法
・市町村は、あらかじめ策定したマニュアルに基づき、指定避難所を開設する。
・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
学校、公会堂、公民館、ホテル、旅館、飲食店、神社、仏閣等の施設についても、管
理者の同意を得て避難所として開設する。
・開設に当たっては、安全点検を速やかに実施し、危険箇所がある場合は避難者を近づ
けないよう縄張り等を行う。倒壊等のおそれがある場合は、避難所としての使用を中
止する。
・避難所を開設したときは、市町村はその旨を公示し、避難所に収容すべき者を誘導し
保護しなければならない。

避難所の管理運営

【県（統括部、施設管理者）、市町村】

（ア）市町村
（ア）市町村
市町村は、避難所開設に伴い、職員を各避難所に派遣し、あらかじめ策定したマニュア
市町村は、避難所開設に伴い、職員を各避難所に派遣し、あらかじめ策定したマニュア
ルに基づいて避難所の運営を行う。運営にあたっては、以下の点に留意して適切な管理を
ルに基づいて避難所の運営を行う。運営にあたっては、以下の点に留意して適切な管理を
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行う。

行う。

○

通信手段の確保
避難所の開設や運営状況などを把握するため通信連絡手段の確保に努める。また、災害
救助法が適用された場合等には、避難者が利用する特設公衆電話の設置に努める。

○

○

○

○

○

○ 避難所における新型コロナウイルス感染症対策

○ 避難所における新型コロナウイルス感染症対策

（自宅療養者の対応）
・保健所は、自宅療養者の被災に備えて、平常時から防災担当部局と連携して取り組む
・自宅療養者には、災害時に避難が必要な場合は保健所に連絡するよう事前に管轄の保健所
から周知する
・避難が必要な場合は保健所の指示によりホテル等の宿泊療養施設に避難する

（自宅療養者の対応）
・自宅療養者には、災害時に避難が必要な場合は保健所に連絡するよう事前に管轄の保健所
から周知する
・避難が必要な場合は保健所の指示によりホテル等の宿泊療養施設に避難する

要配慮者や女性、性的少数者への配慮
高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者（自閉症等）、難病患者、
乳幼児、妊産婦等の災害時要援護者や女性に配慮し、男女別更衣室、男女別トイレ、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出来る空間）等を
開設当初から設置できるように努める。
また、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮するものとする。特に女性専用の
物干し場所、更衣室、トイレ、入浴施設、授乳室等の設置場所の選定や生理用品・女性用
下着の女性による配布、男女ペアによる巡回警備や防犯ブザーの配布等による安全性の確
保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮する。
さらに、女性の相談員、福祉相談員を配置若しくは巡回させ、女性や要配慮者のニーズ
の変化に対応できるように配慮する。
なお、女性に対する相談員の配置や相談窓口の開設・運営等に当たっては男女共同参画
センターや民間団体を積極的に活用する。
また、ＬＧＢＴＱなど性的少数者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。
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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。そのため、トイレの設置状況、段ボールベッド、パーティション等の活
用状況、入浴施設の設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、
食料の確保、配食等の状況、し尿及びごみの処理状況、プライバシーの確保状況など、避
難所における生活環境の把握に努め、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
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、旅館やホテル等へ
の移動を避難者に促すものとする。

通信手段の確保
避難所の開設や運営状況などを把握するため通信連絡手段の確保に努める。

要配慮者や女性、性的少数者への配慮
高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者（自閉症等）、難病患者、
乳幼児、妊産婦等の災害時要援護者や女性に配慮し、男女別更衣室、男女別トイレ、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出来る空間）等を
開設当初から設置できるように努める。
また、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮するものとする。特に更衣室やト
イレ、入浴施設、女性専用の物干し場所等の設置場所の選定や生理用品・女性用下着の女
性による配布、注意喚起や巡回警備の実施による安心・安全の確保など、女性や子育て家
庭のニーズに配慮する。
さらに、女性の相談員、福祉相談員を配置若しくは巡回させ、女性や要配慮者のニーズ
の変化に対応できるように配慮する。
なお、女性に対する相談員の配置や相談窓口の開設・運営等に当たっては男女共同参画
センターや民間団体を積極的に活用する。
また、ＬＧＢＴＱなど性的少数者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。
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。そのため、トイレの設置状況、段ボールベッド等の活用状況、入浴施設
の設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、配食
等の状況、し尿及びごみの処理状況、プライバシーの確保状況など、避難所における生活
環境の把握に努め、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
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、旅館やホテル等へ
の移動を避難者に促すものとする。
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209 ３

広域避難

（新設）

（１）取組方針
市町村は、災害の予測規模、避難者数等にかんがみ、当該市町村の区域外への広域的な
避難、指定避難所及び指定緊急避難場所の提供が必要であると判断した場合、県内の他の
市町村への受入れについては当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市町村への受入れ
については県に対し当該他の都道府県との協議を求める。
協力を求められた市町村は、広域避難のための避難所を提供するものとし、県は、広域
避難のための避難所を提供する市町村を支援する。
また、県は、市町村から協議要求があった場合、他の都道府県と協議を行う。
なお、市町村は、大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、他の地方公共
団体との応援協定の締結や、広域避難における居住者等の運送が円滑に実施されるよう運
送事業者等との協定の締結など、災害時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定め
るよう努める。
避難所の運営に当たっては、「２ 避難所の開設・運営－イ 避難所の管理運営（第２
編－２０４ ページ）」に準じる。
（２）役割
機関名等
県（統括部、関
係部局）

被災していない
市町村

役
割
・他の市町村への広域避難に係る市町村間調整
・都道府県外広域避難に関する他都道府県との協議
・市町村からの要請に基づく職員の派遣
・市町村への職員派遣指示
・広域避難のための避難所の提供

（３）具体的な取組内容
「２ 避難所の開設・運営」による。

209 ４

広域一時滞在

３

広域一時滞在

（１）取組方針
（１）取組方針
被災市町村は、災害の規模、被災者の避難状況、避難の長期化等にかんがみ、被災市町
市町村は、災害から被災住民を避難させることが当該市町村内では困難と判断した場
村の区域外への広域的な避難及び指定避難所、応急仮設住宅等の提供が必要であると判断
合、他の市町村の協力を得て、被災住民を避難させる。
した場合、県内の他の市町村への受入れについては当該市町村に直接協議し、他の都道府
協力を求められた市町村は、広域一時滞在のための避難所を提供するものとし、県は、
県の市町村への受入れについては県に対し当該他の都道府県との協議を求める。
広域一時滞在のための避難所を提供する市町村を支援する。
協力を求められた市町村は、広域一時滞在のための避難所を提供するものとし、県は、
また、県は、都道府県外広域一時滞在（他都道府県への避難）が必要な場合、市町村か
広域一時滞在のための避難所を提供する市町村を支援する。
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。
また、県は、市町村から協議要求があった場合、他の都道府県と協議を行う。
避難所の運営に当たっては、「２ 避難所の開設・運営－イ 避難所の管理運営（第２編
なお、市町村は、大規模広域災害時に円滑な広域一時滞在が可能となるよう、他の地方
－２０４ ページ）」に準じる。
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公共団体との応援協定の締結や、広域一時滞在における被災住民の運送が円滑に実施され
るよう運送事業者等との協定の締結など、災害時の具体的な避難・受入方法を含めた手順
等を定めるよう努める。
避難所の運営に当たっては、「２ 避難所の開設・運営－イ 避難所の管理運営（第２編
－２０４ ページ）」に準じる。
自治会等は、長期の避難生活を余儀なくされた広域一時滞在者を、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。
（２）役割
機関名等
県（統括部、関
係部局）

被災していない
市町村
自治会等

（２）役割
役
割
・他の市町村への広域一時滞在に係る市町村間調整
・都道府県外広域滞在に関する他都道府県との協議
・市町村からの要請に基づく職員の派遣
・市町村への職員派遣指示
・広域一時滞在のための避難所の提供

機関名等
県（統括部、関
係部局）

被災していない
市町村
自治会等

・広域一時滞在者向け生活支援の実施

（３）具体的な取組内容
「２ 避難所の開設・運営」による。
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自治会等は、長期の避難生活を余儀なくされた広域一時滞在者を、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。

役
割
・他の市町村への広域一時滞在に係る市町村間調整
・都道府県外広域滞在に関する他都道府県との協議
・市町村からの要請に基づく職員の派遣
・市町村への職員派遣指示
・広域一時滞在のための避難所の提供
・広域一時滞在者向け生活支援の実施

（３）具体的な取組内容
「２ 避難所の開設・運営」による。

災害時の要配慮者対策

第９

災害時の要配慮者対策

現 況
現 況
○ 災害時の要配慮者に係る定義
○ 災害時の要配慮者に係る定義
・要配慮者
・要配慮者
高齢者、障害者、難病患者、妊産婦、乳幼児、傷病者、日本語が不自由な外国人といっ
高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、傷病者、日本語が不自由な外国人といった災害時に
た災害時に自力で避難することが困難な者。また、災害時の避難所生活等に当たり、大き
自力で避難することが困難な者。また、災害時の避難所生活等に当たり、大きな支障があ
な支障があり、特段の手助けが必要な者。
り、特段の手助けが必要な者。

＜予防・事前対策＞
215 １ 避難行動要支援者の安全対策
（２）役割
機関名等
市町村

＜予防・事前対策＞
１ 避難行動要支援者の安全対策

役
・全体計画の策定

割

（２）役割
機関名等
市町村
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役
・全体計画の策定

割

県（保健医療
部、福祉部）
県（危機管理防
災部、福祉部）

・要配慮者の把握
・避難行動要支援者の範囲の設定
・避難行動要支援者名簿の作成
・避難行動要支援者名簿の更新
・避難支援等関係者への事前の名簿情報の提供
・個別避難計画の作成
・市町村長からの要請に基づく、避難行動要支援者名簿の作
成に必要な情報の提供
・市町村による全体計画の策定支援
・市町村による避難行動要支援者名簿の作成支援
・市町村による個別避難計画の作成支援

（３）具体的な取組内容
216

ウ 避難行動要支援者の範囲の設定

県（保健医療
部、福祉部）
県（危機管理防
災部、福祉部）

・要配慮者の把握
・避難行動要支援者の範囲の設定
・避難行動要支援者名簿の作成
・避難行動要支援者名簿の更新
・避難支援等関係者への事前の名簿情報の提供
・個別計画の作成
・市町村長からの要請に基づく、避難行動要支援者名簿の作
成に必要な情報の提供
・市町村による全体計画の策定支援
・市町村による避難行動要支援者名簿の作成支援
・市町村による個別計画の作成支援

（３）具体的な取組内容
【市町村】

ウ

避難行動要支援者の範囲の設定

【市町村】

市町村は、要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生する恐れがある場合に自ら
避難することが困難であり、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要す
る者の範囲について、要件を設定する。

市町村は、要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生する恐れがある場合に自ら
避難することが困難であり、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要す
る者の範囲について、要件を設定する。

【高齢者や障害者等の避難能力の判断に係る着目点】
① 警戒や避難指示等の災害関係情報の取得能力
② 避難そのものの必要性や避難方法等についての判断能力
③ 避難行動を取る上で必要な身体能力

【高齢者や障害者等の避難能力の判断に係る着目点】
① 警戒や避難勧告・指示等の災害関係情報の取得能力
② 避難そのものの必要性や避難方法等についての判断能力
③ 避難行動を取る上で必要な身体能力

【自ら避難することが困難な者についての例】
生活の基盤が自宅にある者のうち、以下の要件に該当する者
① 要介護認定３～５を受けている者
② 身体障害者手帳１・２級（総合等級）の第１種を所持する身体障害者（心
臓、じん臓機能障害のみで該当するものは除く）
③ 重度以上と判定された知的障害者
④ 精神障害者保健福祉手帳１・２級を所持する者で単身世帯の者
⑤ 市の生活支援を受けている難病患者
⑥ 上記以外で自治会が支援の必要を認めた者
※上記の例に加え、医療機器の装着等により避難させることが難しい児童がい
る家庭等を追加することも考えられる。
なお、障害の程度等の要件に加え、地域において真に重点的・優先的支援が必要と認め
る者が支援対象から漏れないよう、きめ細かく要件を設ける。 また、同居家族の有無な
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なお、要介護状態区分や障害支援区分等の要件に加え、地域において真に重点的・優先
的支援が必要と認める者が支援対象から漏れないよう、きめ細かく要件を設ける。 ま

ども要件の一つになり得るが、同居家族がいることのみをもって機械的に避難行動要支援
者から除外することは適切でないため、実情にあう形で支援対象が絞れるよう、把握に努
める。
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エ 避難行動要支援者名簿の作成
【県（危機管理防災部、保健医療部、福祉部）、市町村】

た、同居家族の有無なども要件の一つになり得るが、同居家族がいることのみをもって機
械的に避難行動要支援者から除外することは適切でないため、実情にあう形で支援対象が
絞れるよう、把握に努める。

エ

市町村は、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者に係る避難の支援、
安否の確認、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置を実
施するための基礎とする名簿（「避難行動要支援者名簿」）を作成する。
【避難行動要支援者名簿の記載事項】
① 氏名
② 生年月日
③ 性別
④ 住所又は居所
⑤ 電話番号その他の連絡先
⑥ 避難支援等を必要とする事由
⑦ 前各項目に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認
める事項

避難行動要支援者名簿の作成
【県（危機管理防災部、保健医療部、福祉部）、市町村】

市町村は、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者に係る避難の支援、
安否の確認、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置を実
施するための基礎とする名簿（「避難行動要支援者名簿」）を作成する。
【避難行動要支援者名簿の記載事項】
① 氏名
② 生年月日
③ 性別
④ 住所又は居所
⑤ 電話番号その他の連絡先
⑥ 避難支援等を必要とする事由
⑦ 前各項目に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認
める事項
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【留意事項】
○ 避難行動要支援者名簿に掲載すべき者が掲載されないことを防ぐため、福
祉専門職やかかりつけ医などの医療職のほか、潜在化・孤立化している者を
発見・把握し得る、町内会や自治体等の地縁組織、地区社協、民生委員や児
童委員など、地域の鍵となる人や団体との連携に努めること。

県は、市町村の名簿の作成状況を把握し、必要に応じて助言を行う。

○

避難行動要支援者名簿について、要件だけでは支援を必要とする者を正確
に把握できない場合もあるため、随時、または定期的に精査することが重要
である。

○

個別避難計画作成の訪問調査において、避難能力があるなど避難行動要支
援者名簿の掲載対象でないことが明らかになった者については、避難行動要
支援者名簿から外すなど、計画作成の過程で避難行動要支援者名簿について
精査することも適当である。

県は、市町村の名簿の作成状況を把握し、必要に応じて助言を行う。
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ケ 個別避難計画の作成
【県（福祉部）、市町村】
市町村は、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、地域の特性や実情を
踏まえつつ、名簿情報に基づき、避難行動要支援者と具体的な打合せを行いながら、個
別避難計画を作成する。
個別避難計画は、名簿情報に加え、発災時に避難支援を行う者、避難支援を行うに当
たっての留意点、避難支援の方法や避難場所、避難経路、本人不在で連絡が取れない時
の対応などを、地域の実情に応じて記載するものとする。
なお、地区防災計画が定められている地区において、個別避難計画を作成する場合
は、地区防災計画との整合が図られるよう努めるものとする。また、訓練等により、両
計画の一体的な運用が図られるよう努めるものとする。
県は、市町村の個別避難計画等の作成状況を把握し、必要に応じて助言を行う。

３ 社会福祉施設入所者等の安全対策
（３）具体的な取組内容

ア

（ア）施設管理者 【社会福祉施設】

社会福祉施設入所者等の安全確保

（ア）施設管理者 【社会福祉施設】

○ 施設間の相互支援システムの確立
県及び市町村は、県内の施設を地域ごとにブロック化して、災害時に施設の建物が崩
壊、浸水その他の理由により使用できない場合は、入所者を他の施設に一時的に避難させ
たり、職員が応援するなど地域内の施設が相互に支援できるシステムを確立する。
施設等管理者は、これに伴い他施設からの避難者の受入体制の整備を行う。
また、県は、施設管理者に対し、県内又は近隣都県における同種の施設やホテル・旅館
等の民間施設等と施設利用者の受入れに関する災害協定を締結するよう指導に努めるもの
とする。

224 ＜応急対策＞
１ 避難行動要支援者等の避難支援
（３）具体的な取組内容
ア 避難のための情報伝達

個別計画の作成
【県（福祉部）、市町村】
市町村は、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、地域の特性や実情を
踏まえつつ、名簿情報に基づき、避難行動要支援者と具体的な打合せを行いながら、個
別計画を作成する。
個別計画は、名簿情報に加え、発災時に避難支援を行う者、避難支援を行うに当たっ
ての留意点、避難支援の方法や避難場所、避難経路、本人不在で連絡が取れない時の対
応などを、地域の実情に応じて記載するものとする。
県は、市町村の個別計画等の作成状況を把握し、必要に応じて助言を行う。

３ 社会福祉施設入所者等の安全対策
（３）具体的な取組内容

ア 社会福祉施設入所者等の安全確保
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ケ

○ 施設間の相互支援システムの確立
県及び市町村は、県内の施設を地域ごとにブロック化して、災害時に施設の建物が崩
壊、浸水その他の理由により使用できない場合は、入所者を他の施設に一時的に避難させ
たり、職員が応援するなど地域内の施設が相互に支援できるシステムを確立する。 施設
等管理者は、これに伴い他施設からの避難者の受入体制の整備を行う。 また、県は、施
設管理者に対し、県内又は近隣都県における同種の施設やホテル等の民間施設等と施設利
用者の受入れに関する災害協定を締結するよう指導に努めるものとする。

＜応急対策＞
１ 避難行動要支援者等の避難支援
（３）具体的な取組内容

【市町村】

ア

市町村は、避難行動要支援者が円滑かつ安全に避難を行うことができるよう「避難情報
の判断・伝達マニュアル」を参考に、避難指示等の発令等の判断基準を定めた上で、災害
時において適時適切に発令する。 （「第８ 避難対策－＜予防・事前対策＞－１ 避難体
制の整備（第２編－１９４ページ）」及び「第８ 避難対策－＜応急対策＞－１ 避難の実
施（第２編－２００ページ）」を参照。） また、避難支援等関係者が避難行動要支援者
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避難のための情報伝達

【市町村】

市町村は、避難行動要支援者が円滑かつ安全に避難を行うことができるよう「避難勧告
等の判断・伝達マニュアル」を参考に、避難準備情報、避難勧告、避難指示の発令等の判
断基準を定めた上で、災害時において適時適切に発令する。 （「第８ 避難対策－＜予
防・事前対策＞－１ 避難体制の整備（第２編－１９４ページ）」及び「第８ 避難対策－
＜応急対策＞－１ 避難の実施（第２編－２００ページ）」を参照。） また、避難支援等

名簿を活用して着実な情報伝達及び早い段階での避難行動を促進できるよう、その発令及
び伝達に当たっては、特に配慮する。
イ 避難行動要支援者の避難支援

【市町村】

関係者が避難行動要支援者名簿を活用して着実な情報伝達及び早い段階での避難行動を促
進できるよう、その発令及び伝達に当たっては、特に配慮する。
イ

市町村は、避難行動要支援者名簿や個別避難計画を活用し、避難行動要支援者が地域の
支援者等によって安全に避難できるよう措置する。
225

ウ 避難行動要支援者等の安否確認及び救助活動
【県（統括部、救援福祉部、医療救急部）、市町村】
○ 安否確認及び救助活動

【市町村】

市町村は、避難行動要支援者名簿や個別計画を活用し、避難行動要支援者が地域の支援
者等によって安全に避難できるよう措置する。
ウ
○

市町村は、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を活用し、避難行動要支援者等の安
否確認及び救助活動を実施する。職員による調査班のほか、避難支援等関係者等の協力を
得て、各居宅に取り残された避難行動要支援者等の安否確認を実施する。
県は、市町村が行った安否確認の結果を十分把握しておくものとする。
県及び市町村は、救助活動の実施及び受入先への移送について、次のとおり対応する。
・住民の協力を得ながら避難行動要支援者等の救助を行う。
・避難行動要支援者等を福祉避難所、医療施設、社会福祉施設等に収容する。

第１０ 物資供給・輸送対策
＜予防・事前対策＞

避難行動要支援者の避難支援

避難行動要支援者等の安否確認及び救助活動
【県（統括部、救援福祉部、医療救急部）、市町村】
安否確認及び救助活動

市町村は、避難行動要支援者名簿及び個別計画を活用し、避難行動要支援者等の安否確
認及び救助活動を実施する。職員による調査班のほか、避難支援等関係者等の協力を得
て、各居宅に取り残された避難行動要支援者等の安否確認を実施する。
県は、市町村が行った安否確認の結果を十分把握しておくものとする。
県及び市町村は、救助活動の実施及び受入先への移送について、次のとおり対応する。
・住民の協力を得ながら避難行動要支援者等の救助を行う。
・避難行動要支援者等を福祉避難所、医療施設、社会福祉施設等に収容する。

第１０ 物資供給・輸送対策
＜予防・事前対策＞

１ 飲料水・食料・生活必需品・防災用資機材・医薬品・石油類燃料の供給体制の整備
233 （２）役割
機関名等
役
割
県（危機管理防
・県が行う各種物資の供給体制の整備に関する総合調整
災部）
・食料、生活必需品及び防災用資機材等の供給体制の整備に関す
る備蓄計画及び災害時の調達計画の策定
・備蓄計画に基づく防災用資機材の購入、更新、処分
・調達計画に基づく防災用資機材の調達企業、団体との契約や協
定の締結、連携促進
・自主防災組織への防災用資機材整備費助成
県（農林部）
・備蓄計画に基づく食料の購入、更新、処分
・調達計画に基づく食料の調達企業、団体との契約や協定の締
結、連携促進
県（産業労働
・備蓄計画に基づく生活必需品の購入、更新、処分
部）
・調達計画に基づく生活必需品の調達企業、団体との契約や協定
の締結、連携促進
県（保健医療部)
・医薬品等の供給体制の整備（備蓄、調達）

１ 飲料水・食料・生活必需品・防災用資機材・医薬品・石油類燃料の供給体制の整備
（２）役割
機関名等
役
割
県（危機管理防
・県が行う各種物資の供給体制の整備に関する総合調整
災部）
・食料、生活必需品及び防災用資機材等の供給体制の整備に関す
る備蓄計画及び災害時の調達計画の策定
・備蓄計画に基づく防災用資機材の購入、更新、処分
・調達計画に基づく防災用資機材の調達企業、団体との契約や協
定の締結、連携促進
・自主防災組織への防災用資機材整備費助成
県（農林部）
・備蓄計画に基づく食料の購入、更新、処分
・調達計画に基づく食料の調達企業、団体との契約や協定の締
結、連携促進
県（産業労働
・備蓄計画に基づく生活必需品の購入、更新、処分
部）
・調達計画に基づく生活必需品の調達企業、団体との契約や協定
の締結、連携促進
県（保健医療
・医薬品等の供給体制の整備（備蓄、調達）
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県（企業局）
県（教育局）
市町村

水道企業団

233

234

（３）具体的な取組内容
ア 飲料水の供給体制の整備
【県（企業局、教育局、保健医療部）、市町村、水道企業団】
（ア）応急給水の実施

部、病院局)
県（企業局）
県（教育局）
市町村

水道企業団

目標水量

災害発生から
3日

3L/人・日

災害発生から
10 日

20L/人・日

災害発生から
21 日
災害発生から
28 日

（削除）

100L/人・日
250L/人・日

・水道水の緊急応援に関し、市町村の連絡調整
・検水体制の整備
・応急給水資機材の備蓄並びに調達計画の策定
・緊急備蓄用としての送水調整池等の整備計画の策定
・防災拠点校の防災設備の整備
・応急給水資機材の備蓄並びに調達計画の策定
・検水体制の整備
・食料の供給体制の整備（備蓄、調達、給与）
・生活必需品の供給体制の整備（備蓄、調達、給与）
・防災用資機材の供給体制の整備（備蓄、調達）
・医療救護資機材、医薬品の供給体制の整備（備蓄、調達、給
与）
・応急給水資機材の備蓄並びに調達計画の策定
・検水体制の整備

（３）具体的な取組内容
ア 飲料水の供給体制の整備
【県（企業局、教育局）、市町村、水道企業団】
（ア）応急給水の実施

○ 目標水量
地震被害想定調査で想定した「東京湾北部地震」による最大断水人口を約５５万人分と
想定し、１日１人当たりの目標水量を以下のとおりとする。
災害発生から
の期間
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・水道水の緊急応援に関し、市町村の連絡調整
・検水体制の整備
・応急給水資機材の備蓄並びに調達計画の策定
・緊急備蓄用としての送水調整池等の整備計画の策定
・防災拠点校の防災設備の整備
・応急給水資機材の備蓄並びに調達計画の策定
・検水体制の整備
・食料の供給体制の整備（備蓄、調達、給与）
・生活必需品の供給体制の整備（備蓄、調達、給与）
・防災用資機材の供給体制の整備（備蓄、調達）
・医療救護資機材、医薬品の供給体制の整備（備蓄、調達、給
与）
・応急給水資機材の備蓄並びに調達計画の策定
・検水体制の整備

○ 目標水量
地震被害想定調査で想定した「東京湾北部地震」による最大断水人口を約５５万人分と
想定し、１日１人当たりの目標水量を以下のとおりとする。

水量の根拠

主な給水方法

災害発生から
の期間

生命維持に最小必要な水量

タンク車、 県送水
管路付近の応急給水
栓

災害発生から
3日

3L/人・日

配水幹線付近の仮設
給水栓

災害発生から
10 日

20L/人・日

配水支線上の仮設給
水栓
仮配管からの各戸給
水、供用栓

災害発生から
21 日
災害発生から
28 日

炊事、洗面、トイレなど最
低生活水準を維持するため
に必要な水量
通常の生活で不便である
が、生活可能な必要水量
ほぼ通常の生活に必要な水
量

目標水量

100L/人・日
250L/人・日

水量の根拠

主な給水方法

生命維持に最小必要な水量

耐震貯水槽、タンク
車、 県送水管路付
近の応急給水栓

炊事、洗面、トイレなど最
低生活水準を維持するため
に必要な水量
通常の生活で不便である
が、生活可能な必要水量
ほぼ通常の生活に必要な水
量

配水幹線付近の仮設
給水栓
配水支線上の仮設給
水栓
仮配管からの各戸給
水、供用栓

（エ）耐震性貯水槽の整備
県は、県立高校等において、生活用水、防火用水等に使用する耐震性貯水槽の整備を行
う。また、市町村への助言及び指導を通じ、市町村が行う耐震性貯水槽の整備を促進して
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いく。 市町村及び水道企業団は、近くに浄水場や給水所等がない地域において、耐震性
貯水槽や井戸の整備を行う。
（エ）検水体制の整備
県は、市町村が行う検水体制の整備について助言及び指導を行う。
市町村及び水道企業団は、井戸、プール、防火水槽、ため池、沈殿池、河川など比較的
汚染の少ない水源について、飲用の適否を調べるため、事前及び災害時に水質検査が行え
る検水体制を整備しておく。

（オ）検水体制の整備
県は、市町村が行う検水体制の整備について助言及び指導を行う。
市町村及び水道企業団は、耐震性貯水槽、井戸、プール、防火水槽、ため池、沈殿池、
河川など比較的汚染の少ない水源について、飲用の適否を調べるため、事前及び災害時に
水質検査が行える検水体制を整備しておく。

【資料編Ⅱ-2-10-2】給水車等保有状況
【資料編Ⅱ-2-10-3】県（企業局）の備蓄水量
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オ 医薬品等の供給体制の整備

【資料編Ⅱ-2-10-2】給水車等保有状況
【資料編Ⅱ-2-10-3】県（企業局）の備蓄水量

【県（保健医療部）、市町村】

オ

医薬品等の供給体制の整備

【県（保健医療部、病院局）、市町村】

（ア）備蓄の実施
（ア）備蓄の実施
○ 備蓄目標及び品目
○ 備蓄目標及び品目
市町村は、地震被害想定結果に基づく人的被害の量を目安とし、災害時の医療救護活動
市町村は、地震被害想定結果に基づく人的被害の量を目安とし、災害時の医療救護活動
のための医薬品等を備蓄する。
のための医薬品等を備蓄する。
県は、市町村備蓄を補完するために必要な量を備蓄する。
県は、市町村備蓄を補完するために必要な量を備蓄する。
○

備蓄の実施
県は、緊急医薬品等医療セットと軽治療用医薬品を次の場所に備蓄する。

○

・防災基地
・県保健所
・その他県有施設
・（地独）埼玉県立病院機構の病院

・防災基地
・県保健所
・県立病院
・その他県有施設

＜応急対策＞
１ 飲料水・食料・生活必需品・防災用資機材・医薬品・石油類燃料の供給体制の整備
（３）具体的な取組内容
246

備蓄の実施
県は、緊急医薬品等医療セットと軽治療用医薬品を次の場所に備蓄する。

エ 物資（食料、生活必需品及び防災用資機材等）の調達、供給
【県（物流オペレーションチーム）、住宅対策部、文教部、支部、市町村、関東農政局】
（ア）物資の調達、供給
市町村は、備蓄物資又は他市町村、民間事業者（団体）等との災害時応援協定等に基
づく調達物資を被災者へ供給する。それでも物資が不足する場合は、県に物資の供給
を要請することができる。
県は、市町村から物資の供給要請を受けた場合又は市町村の被災状況等から判断して
必要と認めた場合は、備蓄物資又は国、知事会、他都道府県、民間事業者（団体）等
との応援協定等に基づく調達物資を被災市町村へ供給する。この他、企業等から提供

＜応急対策＞
１ 飲料水・食料・生活必需品・防災用資機材・医薬品・石油類燃料の供給体制の整備
（３）具体的な取組内容
エ 物資（食料、生活必需品及び防災用資機材等）の調達、供給
【県（物流オペレーションチーム）、住宅対策部、文教部、支部、市町村、関東農政局】
（ア）物資の調達、供給
市町村は、備蓄物資又は他市町村、民間事業者（団体）等との災害時応援協定等に基
づく調達物資を被災者へ供給する。それでも物資が不足する場合は、県に物資の供給
を要請することができる。
県は、市町村から物資の供給要請を受けた場合又は市町村の被災状況等から判断して
必要と認めた場合は、備蓄物資又は国、知事会、他都道府県、民間事業者（団体）等
との応援協定等に基づく調達物資を被災市町村へ供給する。この他、企業等から提供
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された大口の義援物資も活用し、市町村の要請に対応するものとする。
関係機関は、物資・資機材の供給や物資の調達・輸送に関し、物資調達・輸送調整
等支援システムを活用し情報共有を図り、相互に協力するよう努める。
なお、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。また、避難所における感染症拡大防止に
必要な物資をはじめ、夏季には冷房器具、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被
災地の実情を考慮するとともに、要配慮者等のニーズや，男女のニーズの違いに配慮
するものとする。

第１１ 県民生活の早期再建
＜予防・事前対策＞
252 １ 罹災証明書の発行体制の整備

された大口の義援物資も活用し、市町村の要請に対応するものとする。
関係機関は、物資・資機材の供給や物資の調達・輸送に関し、物資調達・輸送調整
等支援システムを活用し情報共有を図り、相互に協力するよう努める。
なお、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。また、夏季には扇風機等、冬季には暖房
器具、燃料等も含めるなど被災地の実情を考慮するとともに、要配慮者等のニーズ
や，男女のニーズの違いに配慮するものとする。

第１１ 県民生活の早期再建
＜予防・事前対策＞
１ 罹災証明書の発行体制の整備

（３）具体的な取組内容
（３）具体的な取組内容
○ 市町村は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害の調査や罹災
○ 市町村は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害の調査や罹災
証明書の交付の担当部局を定め、住家被害の調査の担当者の育成、他の地方公共団体や民間
証明書の交付の担当部局を定め、住家被害の調査の担当者の育成、他の地方公共団体や民間
団体との応援協定の締結、応援の受入れ体制の構築等を計画的に進めるなど、罹災証明書の
団体との応援協定の締結、応援の受入れ体制の構築等を計画的に進めるなど、罹災証明書の
交付に必要な業務の実施体制の整備に努めるものとする。
交付に必要な業務の実施体制の整備に努めるものとする。
○ 市町村は、効率的な罹災証明書の交付のため、当該業務を支援するシステムの活用につ
いて検討するものとする。

○ 市町村は、効率的な罹災証明書の交付のため、当該業務を支援するシステムの活用につ
いて検討するものとする。

○ 市町村は住民に対し、家屋が被災した際には、片付けや修理の前に、家屋の内外の写真
を撮影することについて普及啓発を図るものとする。
○ 県は、市町村に対し、住家被害の調査の担当者のための研修機会の拡充等により、災害
時の住家被害の調査の迅速化を図るものとする。

252 ２

応急住宅対策

（２）役割
機関名等
県（都市整備
部）

○ 県は、市町村に対し、住家被害の調査の担当者のための研修機会の拡充等により、災害
時の住家被害の調査の迅速化を図るものとする。

２

役
割
・被災建築物応急危険度判定、被災宅地危険度判定に関し市
町村が行う指導・相談の支援体制の整備
・被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定を行う
者の育成等実施体制の整備
・被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定の普及
啓発
・建設型応急住宅の適地調査要領の作成
・建設型応急住宅の適地調査の取りまとめ

応急住宅対策

（２）役割
機関名等
県（都市整備
部）
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役
割
・被災建築物応急危険度判定、被災宅地危険度判定に関し市
町村が行う指導・相談の支援体制の整備
・被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定を行う
者の育成等実施体制の整備
・被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定の普及
啓発
・応急仮設住宅の適地調査要領の作成
・応急仮設住宅の適地調査の取りまとめ

県（危機管理防
災部）
市町村

・応急仮設住宅の供給体制の整備
・建設型応急住宅の適地調査の取りまとめ
・被災建築物応急危険度判定、被災宅地危険度判定及び被災
度区分判定の実施体制整備
・余震等により倒壊のおそれのある建築物等による事故防止
のための広報活動の実施
・被災建築物の応急措置及び応急復旧に関する技術的な指
導・相談等の運用体制の確立
・建設型応急住宅用地の選定、確保
・建設型応急住宅の適地調査の実施
・応急仮設住宅の入居・管理体制の整備

258 ＜応急対策＞
１ 災害救助法の適用
（３）具体的な取組内容
イ 災害救助法の適用

県（危機管理防
災部）
市町村

・応急仮設住宅の供給体制の整備
・応急仮設住宅の適地調査の取りまとめ
・被災建築物応急危険度判定、被災宅地危険度判定及び被災
度区分判定の実施体制整備
・余震等により倒壊のおそれのある建築物等による事故防止
のための広報活動の実施
・被災建築物の応急措置及び応急復旧に関する技術的な指
導・相談等の運用体制の確立
・応急仮設住宅用地の選定、確保
・応急仮設住宅の適地調査の実施
・応急仮設住宅の入居・管理体制の整備

＜応急対策＞
１ 災害救助法の適用
（３）具体的な取組内容
イ 災害救助法の適用

【県（統括部）、市町村】

【県（統括部）、市町村】

（ア）災害救助法の適用基準
（ア）災害救助法の適用基準
○ 市町村の区域内（政令市については、市又は区の区域内）の人口に応じ、下表に定める
○ 市町村の区域内（政令市については、市又は区の区域内）の人口に応じ、下表に定める
数以上の世帯の住家が滅失したとき （基準１号）
数以上の世帯の住家が滅失したとき （基準１号）
（略）
（略）
○

被害が相当広範な地域にわたり、県内の区域内の住家のうち滅失した世帯の数が 2,500
世帯以上であって、市町村の住家のうち滅失した世帯の数が基準１号の１／２に達したと
き（基準２号）

○

○

○

○

○

○

○

被害が広域な地域にわたり、県内の区域内の住家のうち滅失した世帯の数が 12,000 世
帯以上であって、当該市町村の区域内の被害世帯数が多数であるとき（基準３号）
被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護を著しく困難と
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３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あって、内閣
府令で定める基準に該当するとき（基準４号）

259

被害が相当広範な地域にわたり、県内の区域内の住家のうち滅失した世帯の数が 2,500
世帯以上であって、市町村の住家のうち滅失した世帯の数が基準１号の１／２に達したと
き（基準２号）
被害が広域な地域にわたり、県内の区域内の住家のうち滅失した世帯の数が 12,000 世
帯以上であって、当該市町村の区域内の被害世帯数が多数であるとき（基準３号）
被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護を著しく困難と
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３号）

○

災害が発生するおそれがある場合において、災害対策基本法に規定する「特定災害対策
本部」、「非常災害対策本部」、又は「緊急災害対策本部」が設置され、当該本部の所管
区域が告示されたときは、知事は、当該所管区域内の市町村の区域内において当該災害に
より被害を受けるおそれがあり、現に救助を必要とする者に対しても、救助を行うことが
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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あって、内閣
府令で定める基準に該当するとき（基準４号）

できる。（救助法第２条第２項）
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ウ 応急救助の実施方法
【応急救助の種類と実施者】
救助の種類
避難所の設置
炊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
需品の給与又は貸与
医療及び助産

【県（各部）、市町村】

実施期間

市 町 村

７日以内

市 町 村

炊出し及び食品の給与

７日以内

市 町 村

７日以内

市 町 村

７日以内

市 町 村

１０日以内

市 町 村

飲料水の供給
被服・寝具及び生活必需
品の給与又は貸与

１０日以内に完了

市 町 村

１４日(ただし､助産分娩
した日から７日間) 以内

医療班派遣＝県及び日赤
埼玉県支部
(ただし､委任した時は市
町村)

１４日(ただし､助産分娩
した日から７日間) 以内

医療班派遣＝県及び日赤
埼玉県支部
(ただし､委任した時は市
町村)

市 町 村
市 町 村

死体の捜索
死体の処理

１０日以内

市 町 村

障害物の除去

１０日以内

市 町 村

医療及び助産

災害にかかった者の救出

教科書１ヶ月以内に完了
文房具１５日以内に完了
３日以内

埋

１０日以内に完了

学用品の給与

市 町 村

現在運用されていない
（建設型応急住宅）２０
日以内に着工
（賃貸型応急住宅）速や
かに借上げ、提供
※供与期間はいずれも２
年以内
３ヶ月以内（災対法に基
づく国の災害対策本部が
設置された場合は６ヶ月
以内）に完了
１０日以内

被災した住宅の応急修理

実施者区分

７日以内

１０日以内

応急仮設住宅の供与

実施期間

避難所の設置及び収容

埋

生業資金の貸与

【応急救助の種類と実施者】
救助の種類

実施者区分

【県（各部）、市町村】

市 町 村

被災者の救出
葬

応急救助の実施方法

７日以内

教科書１ヶ月以内
文房具１５日以内
３日以内

学用品の給与

ウ

葬

生業資金の貸与

対象者､設置箇所の選定
= 市町村
設置 = 県 (ただし､委任
したときは市町村)

市 町 村
市 町 村
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市 町 村
市 町 村
市 町 村

現在運用されていない

応急仮設住宅の供与

２０日以内に着工

住宅応急修理

１ヶ月以内に完了

対象者､設置箇所の選定
= 市町村
設置 = 県 (ただし､委任
したときは市町村)
市 町 村

死体の捜索

１０日以内に完了

市 町 村

死体の処理

１０日以内に完了

市 町 村

障害物の除去

１０日以内に完了

市 町 村

266 ６

応急住宅対策

（２）役割
機関名等
県（住宅対策
部）

市町村

関東森林管理局

６

役
割
・市町村による応急危険度判定及び被災宅地危険度判定への
支援及び実施
・県営住宅等の空家の提供
・応急仮設住宅の供給
・市町村が行う住宅関係障害物除去への支援
・被災住宅の応急修理における資材調達への協力
・応急危険度判定及び被災宅地危険度判定の実施
・被災住宅の応急修理の実施
・応急仮設住宅の入居選定・維持管理
・住宅関連障害物除去の実施
・県、市町村からの要請に基づく国有林材の供給

（３）具体的な取組内容
267

イ 被災住宅の応急修理

応急住宅対策

（２）役割
機関名等
県（住宅対策
部）

市町村

関東森林管理局
（３）具体的な取組内容

【県（住宅対策部）、市町村】

イ

市町村は、災害により住宅が半壊、半焼、若しくは準半壊の被害を受け、自らの資力で
は応急修理ができない者又は大規模半壊の被害を受けた者を対象とし、日常生活に不可欠
の部分について必要最低限の修理を行う。
ウ 応急住宅の供給

役
割
・市町村による応急危険度判定及び被災宅地危険度判定への
支援及び実施
・県営住宅等の空家の提供
・応急仮設住宅の供給
・市町村が行う住宅関係障害物の除去への支援
・被災住宅の応急修理における資材調達への協力
・応急危険度判定及び被災宅地危険度判定の実施
・被災住宅の応急修理の実施
・応急仮設住宅の入居選定・維持管理
・市町村が行う住宅関係障害物の除去
・県、市町村からの要請に基づく国有林材の供給

【県（住宅対策部）、市町村】

被災住宅の応急修理

【県（住宅対策部）、市町村】

市町村は、災害により住宅が半壊、半焼、若しくは準半壊の被害を受け、自らの資力で
は応急修理ができない者又は、大規模半壊の被害を受けた者を対象とし、日常生活に不可
欠の部分について必要最低限の修理を行う。
ウ

県は、公的住宅等の空室及び応急仮設住宅を「応急住宅」として供給する。

応急住宅の供給

【県（住宅対策部）、市町村】

県は、公的住宅等の空室及び応急仮設住宅を「応急住宅」として供給する。

（イ）応急仮設住宅
（イ）応急仮設住宅
応急仮設住宅は、災害発生後に緊急に建設して供与する「建設型応急住宅」及び民間の
応急仮設住宅は、災害発生後に緊急に建設して供与する「建設仮設住宅」及び民間の賃
賃貸住宅等を借り上げて供与する「賃貸型応急住宅」があり、公的住宅等で不足した場合
貸住宅等を借り上げて供与する「みなし仮設住宅」があり、公的住宅等で不足した場合に
に提供する。県は、市町村からの要請に基づき、設置戸数を決定する。
提供する。県は、市町村からの要請に基づき、設置戸数を決定する。
○ 建設型応急住宅
県は、できるだけ早期に建設型応急住宅を設置する。住宅の提供に必要な資機材の調達
等が適正かつ円滑に行われるよう、救助実施市及び関係業界団体等との連絡調整を行う。
応急仮設住宅の設置場所、入居者の選定、維持管理等については市町村に委任し、公営
住宅に準じて維持管理する。

○ 建設仮設住宅
県は、できるだけ早期に建設仮設住宅を設置する。住宅の提供に必要な資機材の調達等
が適正かつ円滑に行われるよう、救助実施市及び関係業界団体等との連絡調整を行う。
応急仮設住宅の設置場所、入居者の選定、維持管理等については市町村に委任し、公営
住宅に準じて維持管理する。

○ 賃貸型応急住宅
県は、関係団体等に協力を要請し、民間賃貸住宅を借り上げて賃貸型応急住宅として提
供する。

○ 民間賃貸住宅の利用（みなし仮設住宅）
県は、関係団体等に協力を要請し、民間賃貸住宅を借り上げて応急仮設住宅（みなし仮
設住宅）として提供する。
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【資料編Ⅱ-2-11-6】災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定

【資料編Ⅱ-2-11-6】災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定

○ 応急仮設住宅の入居者選定
市町村は被災者の状況を調査の上、次のすべてに該当する者から入居者を選定する。
・住居が全壊又は流出した者
・居住する住宅がない者
・自らの資力では住宅を確保することができない者
※ 選定に当たっては、福祉業務担当者、民生委員・児童委員等による選考委員会を設置
して選定するものとする。
※ 応急修理期間中に応急仮設住宅を使用することが可能である。

○ 応急仮設住宅の入居者選定
市町村は被災者の状況を調査の上、次のすべてに該当する者から入居者を選定する。
・住居が全壊又は流出した者
・居住する住宅がない者
・自らの資力では住宅を確保することができない者
※ 選定に当たっては、福祉業務担当者、民生委員・児童委員等による選考委員会を設置
して選定するものとする。

なお、入居に際しては、それまでの地域的な結びつきや近隣の状況や、要配慮者及びペ
ットの飼養状況に対する配慮を行い、コミュニティの形成にも考慮する。
また、市町村は入居者の住宅の使用状況等について把握に努める。

なお、入居に際しては、それまでの地域的な結びつきや近隣の状況や、要配慮者及びペ
ットの飼養状況に対する配慮を行い、コミュニティの形成にも考慮する。

○ 入居期間
入居期間は原則として２年以内とする。ただし、応急修理と併給する者は、災害発生の
日から原則として６か月（応急修理が完了した場合は速やかに退去）とする。

○ 入居期間
入居期間は竣工の日から原則として２年以内とする。

○ 要配慮者への配慮
県は、応急仮設住宅を建設する際、建物の構造及び仕様について高齢者や障害者等の要
配慮者に配慮するよう努める。また、市町村は、入居に際して要配慮者を優先的に入居さ
せるなどの配慮に努める。
【資料編Ⅱ-2-11-7】応急仮設住宅設置要領
【資料編Ⅱ-2-11-8】応急仮設住宅設計図（標準設計）

○ 要配慮者への配慮
県は、応急仮設住宅を建設する際、建物の構造及び仕様について高齢者や障害者等の要
配慮者に配慮するよう努める。また、市町村は、入居に際して要配慮者を優先的に入居さ
せるなどの配慮に努める。
【資料編Ⅱ-2-11-7】応急仮設住宅設置要領
【資料編Ⅱ-2-11-8】応急仮設住宅設計図（標準設計）
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エ 住宅関係障害物除去

【県（住宅対策部）、市町村】

エ

住宅関係障害物除去

【県（住宅対策部）、市町村】

（ア）除去作業の実施
（ア）除去作業の方針と内容
被災住宅の障害物の除去は、居室、台所、玄関、便所等のように日常生活に欠くことが
被災住宅の障害物の除去は、居室、台所、玄関、便所等のように日常生活に欠くことが
できない部分等に運び込まれた土石、竹木等の除去を行うものとする。
できない部分等に運び込まれた土石、竹木等の除去を行うものとする。
○

対象者
対象者は、半壊又は床上浸水した住家であって、住居の一部又は全部に障害物が運び込
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とする。

○

活動方針

除去の期間
除去の期間は、原則災害発生の日から 10 日以内とする。

対象
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① 障害物の除去は、市町村長が行うものとする。
② 一次的には市町村保有の器具及び機械を使用して実施す
る。
③ 労力又は機械力が不足する場合は県（住宅対策部）に要
請し、隣接市町村からの派遣を求めるものとする。
④ 労力又は機械力が相当不足する場合は、建設業界からの
資機材、労力等の提供を求める。
⑤ 効果的に除去作業を進めるために、建設業界との事前の
協定締結等により、協力体制を整備しておく。
住家に運び込まれた土石、竹木等の障害物の除去は、以下

対象者の選定基
準
期間

（イ）除去作業の支援
（イ）除去作業の支援
県は、市町村から要請があったときは、隣接市町村からの派遣を依頼する。また、建設
業界等との連絡調整を行い応援体制の確保に努める。
県（住宅対策
部）

＜復旧対策＞
１ 生活再建等の支援
（３）具体的な取組内容

の条件に該当する住家を早急に調査の上実施する。
① 障害物のため、当面の日常生活が営み得ない状態にある
もの。
② 障害物が日常生活に欠くことのできない場所に運びこま
れたもの。
③ 自らの資力をもってしては、障害物の除去ができないも
の。
④ 住家が半壊又は床上浸水したものであること。
⑤ 原則として、当該災害により直接被害を受けたもの。
障害物除去対象者の選定は市町村で行う。また、障害物除
去戸数は半壊、床上浸水家屋の数量を把握した上で算定す
る。
災害発生の日からできるだけ早い時期に完了するものと
し、市町村長は、その結果を県へ報告する。

災害救助法を適用した場合、市町村が実施する住宅関係障
害物除去作業において、労力又は機械力が不足した場合は、
市町村の要請に基づき、隣接市町村からの派遣を依頼する。
また、建設業界等との連絡調整を行い、応援体制の確保に努
める。
また、建設業界との事前の協力体制の整備を行い、地震発
生後、迅速な対応ができる環境を整えておく。

＜復旧対策＞
１ 生活再建等の支援
（３）具体的な取組内容

イ 被災者への融資等

イ

被災者への融資等

（ウ）被災農林漁業関係者への融資
（ウ）被災農林漁業関係者への融資
県は、被災した農林漁業者又は団体の復旧を促進し、農林漁業の生産力の維持増進と経
県は、被災した農林漁業者又は団体の復旧を促進し、農林漁業の生産力の維持増進と経
営の安定を図るため、資金対策として一般金融機関及び政府系金融施設の復旧に必要な資
営の安定を図るため、資金対策として一般金融機関及び政府系金融施設の復旧に必要な資
金並びに事業費の融資が迅速かつ円滑に行われるよう次の措置を実施する。
金並びに事業費の融資が迅速かつ円滑に行われるよう次の措置を実施する。
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○

農業災害の補償等
農業保険法(昭和 22 年法律第 185 号)に基づく農業共済団体と連携し、農業保険業務の
迅速、適正化を図る。
支払の相手
当該共済加入の被災農家
農業共済
農作物（水稲、陸稲、麦）、果樹（ぶどう、なし）、園芸施

○
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農業災害の補償等
農業保険法(昭和 22 年法律第 185 号)に基づく農業共済団体と連携し、農業保険業務の
迅速、適正化を図る。
支払の相手
当該共済加入の被災農家
農業共済
農作物（水稲、陸稲、麦）、果樹（ぶどう、なし）、蚕繭（

事業対象物

支払機関

設（施設園芸用施設、附帯施設、施設内農作物）、畑作物（ス
イートコーン、大豆、茶、蚕繭）、家畜（乳用牛、肉用牛、馬
、種豚、肉豚）、任意（建物、農機具、保管中農作物）
農業共済組合

エ 埼玉県・市町村被災者安心支援制度
285

○

事業対象物

支払機関

【県（統括部、支部）、市町村】

エ

埼玉県・市町村生活再建支援金の概要
被災者生活再建支援法が適用とならなかった地域において、
目的
埼玉県・市町村生活再建支援金を支給し、被災世帯の生活再建を
支援する。
対象災害
自然災害（暴風、豪雨、豪雪、高潮、洪水、地震、津波、噴

○

埼玉県・市町村被災者安心支援制度

支援対象世帯

支援金の額

【県（統括部、支部）、市町村】

埼玉県・市町村生活再建支援金の概要
被災者生活再建支援法が適用とならなかった地域において、
目的
埼玉県・市町村生活再建支援金を支給し、被災世帯の生活再建を
支援する。
対象災害
自然災害（暴風、豪雨、豪雪、高潮、洪水、地震、津波、噴

火、その他の異常な自然現象より生ずる災害）
※ 被災者生活再建支援法の規定と同様の内容
対象災害の規模

春蚕繭、初秋蚕繭、晩秋蚕繭）、園芸施設（施設園芸用施設、
附帯施設、施設内農作物）、畑作物（スイートコーン、大豆、
茶）、家畜（乳用牛、肉用牛、馬、種豚、肉豚）、任意（建物
、農機具）
農業共済組合

火、その他の異常な自然現象より生ずる災害）
※ 被災者生活再建支援法の規定と同様の内容

自然災害の規模は問わない。ただし、対象は被災者生活再建支
援法が適用とならなかった地域に限る。
住宅が全壊（全焼・全流失等）した世帯その他これに準ずる
程度の被害を受けたと認められる世帯として、埼玉県・市町村
生活再建支援金及び埼玉県・市町村半壊特別給付金に関する要
綱第２条第１項(2)ア～エで定めるもの
① 住宅が全壊した世帯
② 住宅が半壊し、又は敷地に被害が生じ、倒壊防止等やむ
を得ない事由により住宅を解体した世帯
③ 災害が継続し、長期にわたり居住不能な状態が継続する
ことが見込まれる世帯
④ 大規模半壊の被害を受けたと認められる世帯
⑤ 中規模半壊の被害を受けたと認められる世帯
※ 被災者生活再建支援法の規定と同様の内容
支給額は、以下の２つの支援金の合計額となる。
（※世帯人数が１人の場合は、各該当欄の金額の３／４の額）
① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金）
住宅の被害程度
支給額
全壊、解体、長期避難
100万円
大規模半壊
50万円
② 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金）
住宅の
建設・購入 補修
賃借
被害程度
（公営住宅以外）
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対象災害の規模

支援対象世帯

支援金の額

自然災害の規模は問わない。ただし、対象は被災者生活再建支
援法が適用とならなかった地域に限る。
住宅が全壊（全焼・全流失等）した世帯その他これに準ずる
程度の被害を受けたと認められる世帯として、埼玉県・市町村
生活再建支援金及び埼玉県・市町村半壊特別給付金に関する要
綱第２条第１項(2)ア～エで定めるもの
① 住宅が全壊した世帯
② 住宅が半壊し、又は敷地に被害が生じ、倒壊防止等やむ
を得ない事由により住宅を解体した世帯
③ 災害が継続し、長期にわたり居住不能な状態が継続する
ことが見込まれる世帯
④ 大規模半壊の被害を受けたと認められる世帯
※ 被災者生活再建支援法の規定と同様の内容
支給額は、以下の２つの支援金の合計額となる。
（※世帯人数が１人の場合は、各該当欄の金額の３／４の額）
① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金）
住宅の
全壊
解体
長期避難
大規模半壊
被害程度
支給額
100万円 100万円
100万円
50万円
② 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金）
住宅の
建設・購入 補修
賃借
再建方法
（公営住宅以外）

市町村

県

286

○

全壊、解体、
200万円
100万円
50万円
長期避難、大
規模半壊
中規模半壊
100万円
50万円
25万円
※ 一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入
（又は補修）する場合は、合計２００（又は１００）万円
※ 被災者生活再建支援法の規定と同様の内容
① 住宅の被害認定
② 罹災証明書等必要書類の発行
③ 被災世帯の支給申請等にかかる窓口業務
④ 支給申請書等の必要書類のとりまとめ、第１次審査及び
県への書類送付
① 被害状況のとりまとめ
② 支給申請書等の受領、審査（第２次）、支給の可否の決定
③ 被災世帯主へ支給可否の決定通知、申請受理市町村へ決定
通知の写し送付
④ 被災世帯主へ支援金の支給
⑤ 各市町村へ本支援制度に係る負担金の請求
⑥ 申請期間の延長決定

埼玉県・市町村半壊特別給付金の概要
災害救助法が適用とならなかった地域の半壊世帯に対し、埼
目的
玉県・市町村半壊特別給付金を支給し、被災世帯の生活再建を支
援する。
自然災害（暴風、豪雨、豪雪、高潮、洪水、地震、津波、噴
対象災害
火、その他の異常な自然現象より生ずる災害）
自然災害の規模は問わない。ただし、対象は災害救助法が適用
対象災害の規模
とならなかった地域に限る。
埼玉県・市町村生活再建支援金及び埼玉県・市町村半壊特別
支給対象世帯
給付金に関する要綱第２条第１項(2)オで定める住家が半壊し
た世帯
補修５０万円、賃借（公営住宅以外）２５万円
給付金の額
（※世帯人数が１人の場合は、補修３７万５千円、賃借１８万７
千５百円）
① 住宅の被害認定
② 罹災証明書等必要書類の発行
市町村
③ 被災世帯の支給申請等にかかる窓口業務
④ 支給申請書等の必要書類のとりまとめ、第１次審査及び
県への書類送付
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支給額
200万円
100万円
50万円
※ 一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入
（又は補修）する場合は、合計２００（又は１００）万円
※ 被災者生活再建支援法の規定と同様の内容

市町村

県

○

① 住宅の被害認定
② 罹災証明書等必要書類の発行
③ 被災世帯の支給申請等にかかる窓口業務
④ 支給申請書等の必要書類のとりまとめ、第１次審査及び
県への書類送付
① 被害状況のとりまとめ
② 支給申請書等の受領、審査（第２次）、支給の可否の決定
③ 被災世帯主へ支給可否の決定通知、申請受理市町村へ決定
通知の写し送付
④ 被災世帯主へ支援金の支給
⑤ 各市町村へ本支援制度に係る負担金の請求
⑥ 申請期間の延長決定

埼玉県・市町村半壊特別給付金の概要
災害救助法が適用とならなかった地域の半壊世帯に対し、埼
目的
玉県・市町村半壊特別給付金を支給し、被災世帯の生活再建を支
援する。
自然災害（暴風、豪雨、豪雪、高潮、洪水、地震、津波、噴
対象災害
火、その他の異常な自然現象より生ずる災害）
自然災害の規模は問わない。ただし、対象は災害救助法が適用
対象災害の規模
とならなかった地域に限る。
埼玉県・市町村生活再建支援金及び埼玉県・市町村半壊特別
支給対象世帯
給付金に関する要綱第２条第１項(2)オで定める住家が半壊し
た世帯
５０万円
給付金の額
（※世帯人数が１人の場合は、３７万５千円）

市町村

① 住宅の被害認定
② 罹災証明書等必要書類の発行
③ 被災世帯の支給申請等にかかる窓口業務
④ 支給申請書等の必要書類のとりまとめ、第１次審査及び
県への書類送付

県

① 被害状況のとりまとめ
② 支給申請書等の受領、審査（第２次）、支給の可否の決定
③ 被災世帯主へ支給可否の決定通知、申請受理市町村へ決定
通知の写し送付
④ 被災世帯主へ支援金の支給
⑤ 各市町村へ本支援制度に係る負担金の請求
⑥ 申請期間の延長決定

第５章 火山噴火降灰対策
第２ 実施計画
＜応急対策＞
２ 情報の収集・伝達
（３）具体的な取組内容
307

イ 降灰に関する被害情報の伝達

県

① 被害状況のとりまとめ
② 支給申請書等の受領、審査（第２次）、支給の可否の決定
③ 被災世帯主へ支給可否の決定通知、申請受理市町村へ決定
通知の写し送付
④ 被災世帯主へ支援金の支給
⑤ 各市町村へ本支援制度に係る負担金の請求
⑥ 申請期間の延長決定

第５章 火山噴火降灰対策
第２ 実施計画
＜応急対策＞
２ 情報の収集・伝達
（３）具体的な取組内容
【県、市町村】

イ

市町村は、降灰に関する情報（降灰及び被害の状況）を調査し、災害オペレーション支
援システム等により県に伝達する。
県は、気象庁地震火山部火山監視課火山監視・情報センターに降灰の情報を伝達する。
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降灰に関する被害情報の伝達

【県、市町村】

市町村は、降灰に関する情報（降灰及び被害の状況）を調査し、災害オペレーション支
援システム等により県に伝達する。
県は、気象庁地震火山部火山監視・情報センターに降灰の情報を伝達する。

埼玉県地域防災計画

新旧対照表

【第３編 風水害対策編】
頁
1

修
第１章
第１節

総則
本県における風水害の概況

正

案

現
第１章
第１節

行

総則
本県における風水害の概況

３ 気象災害
３ 気象災害
本県に大きな被害をもたらした気象災害には、大雨、雷、雹（ひょう）による災害が多く、
本県に大きな被害をもたらした気象災害には、大雨、雷、雹（ひょう）による災害が多く、
全体の約６割となっている。なお、雷、雹（ひょう）は災害としての規模は比較的小さい。
全体の約６割となっている。なお、雷、雹（ひょう）は災害としての規模は比較的小さい。
また、台風や豪雨による災害の甚大化や熱中症患者の増加など、地球温暖化の影響がすで
に顕在化しており、今後さらに深刻化するおそれがある。

1

４

雨と災害
４ 雨と災害
水害は、台風による大雨で起こることはもちろんであるが、これに前線性の雨が加わって
水害は、台風による大雨で起こることはもちろんであるが、これに前線性の雨が加わって
水害をより大きくしている。
水害をより大きくしている。
本県における県内平均雨量と浸水戸数との関係をみると、250 ㎜では１万戸に達していな
本県における県内平均雨量と浸水戸数との関係をみると、250 ㎜では１万戸に達していな
いが、300 ㎜で４万戸、350 ㎜で８万戸と、雨量が 300 ㎜くらいから浸水が急激に増えてくる
いが、300 ㎜で４万戸、350 ㎜で８万戸と、雨量が 300 ㎜くらいから浸水が急激に増えてくる
ので注意しなければならない。ただし、これは県内の平均的な雨量の場合であり、実際の場
ので注意しなければならない。ただし、これは県内の平均的な雨量の場合であり、実際の場
合には雨量の多いところと少ないところがある。一般には、平均年総降水量の 20 分の１の雨
合には雨量の多いところと少ないところがある。一般には、平均年総降水量の 20 分の１の雨
量があると水害の危険性が高まるといわれている。
量があると水害の危険性が高まるといわれている。
河川の増水に関しては、例えば荒川の熊谷の水位に対しては三峰山、治水橋に対しては秩
例えば同じ 200 ㎜の雨でも、これが平地に降れば相当の被害が出るが、山岳方面に降った
父市、入間川の菅間に対しては東秩父村の雨量が最も密接な関係をもつが、一方各流域に対
場合には被害が小さい。普通は、大雨のときの雨量は、平地では山岳部の半分くらいであり、
して雨量の代表地点を既設の観測所から求めると、全県に対しては熊谷の雨量が代表性が一
平地の方が多くなる特殊な分布は 10％以下と考えてよい。
番よく、また、小山川→本庄、中川→杉戸、荒川上流→三峰、荒川中流→熊谷、荒川下流→さ
また、雨の降り方は、本県では台風の場合には、雨量は大体４時間ごとに強くなる傾向が
いたま、入間川→小川、新河岸川→入間川（狭山市）となる。
あり、最も強くなるとそれから数時間で止む。降雨開始から終了までは約１日半である。降
大雨の被害は、山地の方から山崩れなどで始まり、しだいに平野に及んでくる。河川でい
雨の最盛期の１時間雨量は、総雨量の 10％くらいであり、20％を超えることはごくまれであ
えば、上流地帯から始まって次第に下流に拡がり、浸水や橋の流出などから人的被害に及ぶ。 る。
河川の増水に関しては、例えば荒川の熊谷の水位に対しては三峰山、治水橋に対しては秩
父市、入間川の菅間に対しては東秩父村の雨量が最も密接な関係をもつが、一方各流域に対
して雨量の代表地点を既設の観測所から求めると、全県に対しては熊谷の雨量が代表性が一
番よく、また、小山川→本庄、中川→杉戸、荒川上流→三峰、荒川中流→熊谷、荒川下流→さ
いたま、入間川→小川、新河岸川→入間川（狭山市）となる。
大雨の被害は、山地の方から山崩れなどで始まり、しだいに平野に及んでくる。河川でい
えば、上流地帯から始まって次第に下流に拡がり、浸水や橋の流出などから人的被害に及ぶ。

第３編－1
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５ 災害の危険性
（１）水害の危険性
（略）

５ 災害の危険性
（１）水害の危険性
（略）

【県内に甚大な被害をもたらした台風】
昭和 33 年台風第 22 号（狩野川台風）
（新河岸川、中川・綾瀬川流域）
昭和 41 年台風第 4 号（新河岸川、中川・綾瀬川流域）
昭和 57 年台風第 10 号（荒川上流・右岸流域、中川・綾瀬川流域）
昭和 57 年台風第 18 号（新河岸川、荒川左岸流域）
平成 27 年 9 月関東・東北豪雨（中川・綾瀬川流域）
平成 28 年台風第 9 号（新河岸川流域）
平成 29 年台風第 21 号（新河岸川流域）
令和元年台風第 19 号（令和元年東日本台風）
（荒川中流右岸流域）
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【県内に甚大な被害をもたらした台風】
昭和 33 年 9 月狩野川台風（新河岸川、中川・綾瀬川流域）
昭和 41 年 6 月台風 4 号（新河岸川、中川・綾瀬川流域）
昭和 57 年 8 月台風 10 号（荒川上流・右岸流域、中川・綾瀬川流域）
昭和 57 年 9 月台風 18 号（新河岸川、荒川左岸流域）
平成 27 年 9 月関東東北豪雨（中川・綾瀬川流域）
平成 28 年 8 月台風 9 号（新河岸川流域）
平成 29 年 10 月台風 21 号（新河岸川流域）
令和元年 10 月東日本台風（荒川中流右岸流域）

第２章 施策ごとの具体的計画
第１ 自助、共助による防災力の向上

第２章 施策ごとの具体的計画
第１ 自助、共助による防災力の向上

＜予防・事前対策＞
１ 自助、共助による県民の防止力向上（普及啓発・防災教育）
２ 自主防災組織の育成強化
３ 民間防火組織の育成強化
４ 消防団の活動体制の充実
５ 事業所等における防災組織等の整備
６ ボランティア等の活動支援体制の整備
７ 地区防災計画の策定
８ 適切な避難行動に関する普及啓発

＜予防・事前対策＞
１ 自助、共助による県民の防止力向上（普及啓発・防災教育）
２ 自主防災組織の育成強化
３ 民間防火組織の育成強化
４ 消防団の活動体制の充実
５ 事業所等における防災組織等の整備
６ ボランティア等の活動支援体制の整備
７ 地区防災計画の策定
８ 適切な避難行動に関する普及啓発

８

１～７については、
「第２編 震災対策編－第２章－第１（第２編－１５ページ）
」を準用す
るほか、以下のとおり対応する。

１～７については、
「第２編 震災対策編－第２章－第１（第２編－１５ページ）
」を準用す
るほか、以下のとおり対応する。

適切な避難行動に関する普及啓発
８
「第２編 震災対策編－第２章－第１－＜予防・事前対策＞－８ 適切な避難行動に関する
普及啓発（第２編－２９ページ）
」を準用するほか、次のとおりとする。

適切な避難行動に関する普及啓発

（１）～（２）

略

（１）～（２）

（３）具体的な取組内容
8

略

（３）具体的な取組内容
ｓ
ア 県民向けの普及啓発
【県（危機管理防災部）
、市町村】
ア 県民向けの普及啓発
【県（危機管理防災部）
、市町村】
県及び市町村は、マイ・タイムライン作成に関するパンフレットを作成、配布するなど、
県及び市町村は、マイ・タイムライン作成に関するパンフレットを作成、配布するなど、
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適切な避難行動に関する普及啓発に努めるものとする。
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第２

適切な避難行動に関する普及啓発に努めるものとする。

【マイ・タイムライン作成のポイント】
～県作成「防災マニュアルブック（風水害・土砂災害編）
」より

【マイ・タイムライン作成のポイント】
～県作成「防災マニュアルブック（風水害・土砂災害編）
」より

１．事前の確認
①住んでいる場所の特徴
住んでいる場所が浸水想定区域や土砂災害警戒区域等に入っているか市町村
が作成するハザードマップで確認
②避難先の想定
住んでいる場所と状況で避難行動は変わってくる。状況に応じて避難できる
よう複数の避難場所を想定しておく。
・原則…指定緊急避難場所への「立退き避難」
・浸水が始まって移動が危険なとき…近隣の安全な場所への「立退き避難」
・夜間の豪雨時など外へ出る方がかえって危険なとき…家の中の安全な場所で
「屋内安全確保」

１．事前の確認
①住んでいる場所の特徴
住んでいる場所が浸水エリアや土砂災害区域等に入っているか市町村が作成
するハザードマップで確認
②避難先の想定
住んでいる場所と状況で避難行動は変わってくる。状況に応じて避難できる
よう複数の避難場所を想定しておく。
・原則…指定緊急避難場所への「立退き避難」
・浸水が始まって移動が危険なとき…近隣の安全な場所への「立退き避難」
・夜間の豪雨時など外へ出る方がかえって危険なとき…家の中の安全な場所で
「屋内安全確保」

２．情報の入手
気象情報や避難情報が避難の準備や避難開始のタイミングを決める目安とな
る。複数の情報入手手段を持つようにしておく。

２．情報の入手
気象情報や避難情報が避難の準備や避難開始のタイミングを決める目安とな
る。複数の情報入手手段を持つようにしておく。

３．早めの避難

３．早めの避難

災害に強いまちづくりの推進

第２

災害に強いまちづくりの推進

現 況
現 況
<治山>
<治山>
○ 効果的に治山事業を展開するため、山地災害危険地区の調査を実施し、山地災害の発生
○ 効果的に治山事業を展開するため、山地災害危険地区の調査を実施し、山地災害の発生
する危険度が高い地区の把握に努めている。令和 2 年度末現在の民有林の危険地は、山腹
する危険度が高い地区の把握に努めている。令和 3 年 1 月末現在の民有林の危険地は、山
崩壊危険地 913 か所、崩壊土砂流出危険地区 807 か所、地すべり危険箇所 150 か所、計
腹崩壊危険地 911 か所、崩壊土砂流出危険地区 805 か所、地すべり危険箇所 150 か所、計
1,870 か所となっている。
1,866 か所となっている。
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<砂防>
○ 土砂災害警戒区域
土砂災害の恐れがある５，２２５箇所を土砂災害警戒区域として指定しており、これら
の区域のうち指定避難所や要配慮者利用施設等が立地している箇所や人家の多い箇所など
を優先し、砂防関係施設の整備を行っている。

<砂防>
○ 土砂災害の恐れがある５，２２５箇所を土砂災害警戒区域として指定しており、これらの
区域のうち指定避難所や要配慮者利用施設等が立地している箇所や人家の多い箇所などを
優先し、土砂災害防止施設の整備を行っている。
また、土砂災害警戒区域を対象とした土砂災害ハザードマップ等による危険な場所の事
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また、土砂災害警戒区域を対象とした土砂災害ハザードマップ等による危険な場所の事
前周知を図るとともに、大雨時には土砂災害警戒区域のある市町村等を対象に土砂災害警
戒情報を発表するなどの警戒避難体制を整備している。
なお、土砂災害警戒区域は、従来の土砂災害危険箇所（土石流危険渓流、地すべり危険
箇所、急傾斜地崩壊危険箇所）を中心とした再調査結果を踏まえ、土砂災害防止法に基づ
き告示した区域である。
(令和 3 年 1 月時点)
地すべり
土石流
急傾斜地
計
土砂災害警戒区域の区域数

108

1,479

3,620

土砂災害警戒区域の区域数

108

1,479

3,620

5,225

5,225
【資料編Ⅱ-2-18】土砂災害警戒区域
【資料編Ⅲ-2-7】土石流危険渓流箇所一覧
【資料編Ⅱ-2-14】地すべり危険箇所一覧（国土交通省所管）
【資料編Ⅱ-2-12】急傾斜地崩壊危険箇所一覧

【資料編Ⅱ-2-18】土砂災害警戒区域
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前周知を図るとともに、大雨時には土砂災害警戒区域のある市町村を対象に土砂災害警戒
情報を発表するなどの警戒避難体制を整備している。
なお、土砂災害警戒区域は、従来の土砂災害危険箇所（土石流危険渓流、地すべり危険
箇所、急傾斜地崩壊危険箇所）を中心とした再調査結果を踏まえ、土砂災害防止法に基づ
き告示した区域である。
(令和 3 年 1 月時点)
地すべり
土石流
急傾斜地
計

○

土砂災害危険箇所
土砂災害のおそれがある箇所について、土砂災害危険箇所調査要領（
「土石流危険渓流お
よび土石流危険区域調査要領（案）
」平成 11 年 4 月建設省河川局砂防部砂防課、
「急傾斜地
崩壊危険箇所点検要領」平成 11 年 11 月建設省河川局砂防部傾斜地保全課、
「地すべり危険
箇所調査要領」平成 8 年 10 月建設省河川局砂防部傾斜地保全課）に基づき調査を行い、平
成 15 年 3 月に土石流・急傾斜地の崩壊・地すべりが発生する危険のある箇所として合計で
4,219 箇所を公表している。

・

土石流危険渓流
土石流危険渓流とは、谷地形をなし、渓床勾配３°以上で土石流の発生の危険性があり、
人家に被害の及ぼすおそれのある渓流及び人家は無いものの、今後新規の住宅立地等が見
込まれる渓流をいい、県内山間部に広く分布している。 県内の土石流危険渓流は１，２０
２渓流ある。

○

土石流危険渓流
土石流危険渓流とは、谷地形をなし、渓床勾配３°以上で土石流の発生の危険性があり、
人家に被害の及ぼすおそれのある渓流及び人家は無いものの、今後新規の住宅立地等が見
込まれる渓流をいい、県内山間部に広く分布している。 県内の土石流危険渓流は１，２０
２渓流ある。

土石流危険渓流Ⅰ
土石流危険渓流Ⅱ

（削除）

土石流危険渓流Ⅲ

人家が５戸以上等(５戸未満であっても官公
署、学校、病院、社会福祉施設等のある場合を
含む)ある場合の当該区域に流入する渓流
人家が１～４戸ある場合の当該区域に流入す
る渓流
人家が０戸だが、都市計画区域内であること
等、一定の要件を満たし、住宅等が新規に立地
する可能性があると考えられる場合の当該区
域に流入する渓流

合 計
【資料編Ⅲ-2-2-7】土石流危険渓流箇所表

【資料編Ⅲ-2-2-7】土石流危険渓流箇所表
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５８５渓流
５９９渓流

１８渓流
１,２０２渓流
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・

地すべり危険箇所
本県における地すべり危険箇所は、１１０箇所あり、これらの箇所は、現在活動中のもの、
過去に活動のあったもの、又は、活動が予測される区域である。

○

【資料編Ⅱ-2-2-14】地すべり危険箇所一覧（国土交通省所管）

【資料編Ⅱ-2-2-14】地すべり危険箇所一覧（国土交通省所管）

・

○

急傾斜地崩壊危険箇所
急傾斜地崩壊危険箇所とは、地表面が水平面に対して３０°以上の角度をなし、その高さ
が５ｍ以上の急傾斜で、人家に被害の及ぼすおそれのあるもの、及び人家は無いものの、今
後新規の住宅立地等が見込まれる箇所をいう。

地すべり危険箇所
本県における地すべり危険箇所は、１１０箇所あり、これらの箇所は、現在活動中のもの、
過去に活動のあったもの、又は、活動が予測される区域である。

急傾斜地崩壊危険箇所
急傾斜地崩壊危険箇所とは、地表面が水平面に対して３０°以上の角度をなし、その高さ
が５ｍ以上の急傾斜で、人家に被害の及ぼすおそれのあるもの、及び人家は無いものの、今
後新規の住宅立地等が見込まれる箇所をいう。

（削除）

急傾斜地崩壊
危険箇所Ⅰ

人家が５戸以上等(５戸未満であっても
官公署、学校、病院、社会福祉施設等の
ある場合を含む)ある箇所

急傾斜地崩壊
危険箇所Ⅱ

人家が１～４戸ある箇所

急傾斜地崩壊
危険箇所Ⅲ

人家が０戸だが、都市計画区域内である
こと等、一定の要件を満たし、住宅等が
新規に立地する可能性がある箇所

合 計
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自然斜面

745 箇所

人工斜面

80 箇所

自然斜面

1,151 箇所

人工斜面

23 箇所

自然斜面

888 箇所

人工斜面

20 箇所

2,907 箇所

【資料編Ⅱ-2-2-12】急傾斜地崩壊危険箇所

【資料編Ⅱ-2-2-12】急傾斜地崩壊危険箇所

<ため池>

<ため池>

比企郡、入間郡及び児玉郡を中心に 468 箇所のため池があり、これらの多くは築年代が古
く老朽化が進んでいる。このうち 244 箇所は決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が
存在し、人的被害を与えるおそれのある防災重点農業用ため池となっている。

比企郡、入間郡及び児玉郡を中心に 469 箇所のため池があり、これらの多くは築年代が古
く老朽化が進んでいる。このうち 244 箇所は決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が
存在し、人的被害を与えるおそれのある防災重点ため池となっている。

14 ＜予防・事前対策＞

＜予防・事前対策＞

１ 水害予防－治山
（３）具体的な取組内容
ウ 山地災害危険地区における住民の安全確保

１ 水害予防－治山
（３）具体的な取組内容
【県（農林部）
】

ウ

山地災害危険地区を有する市町村は、これら地区を市町村地域防災計画に明記するとと
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山地災害危険地区における住民の安全確保

【県（農林部）
】

山地災害危険地区を有する市町村は、これら地区を市町村地域防災計画に明記するとと

もに、予報・警報・避難指示等を迅速かつ的確に地域住民に伝達できる体制を確立する。

14 ２ 水害予防－治水
（２）役割
機関名等
県（県土整備部）

市町村

もに、予報・警報・避難命令等を迅速かつ的確に地域住民に伝達できる体制を確立する。

２ 水害予防－治水
（２）役割
機関名等
県（県土整備部）

役
割
・治水施設の整備
・総合治水対策の推進
・水防法に基づく洪水浸水想定区域の指定等
・下水道の整備
・水害ハザードマップの作成

市町村

14 （３）具体的な取組内容
ア 改修計画

（３）具体的な取組内容
ア 改修計画

河川整備計画に基づき、洪水による災害発生の防止又は軽減を図るため、当面の県の改
修目標である時間雨量５０㎜程度の降雨により発生する洪水を安全に流下させることがで
きる治水施設の整備を行う。また、気候変動の影響による豪雨の激甚化・頻発化を踏まえ、
人命・財産への被害を防止・最小化するため、あらゆる関係者が協働で治水対策に取り組
む「流域治水」を推進し、県土全体の強靭化を図っていく。

４

水害予防－地盤沈下

（３）具体的な取組内容
ウ 地盤沈下監視調査
21

河川整備計画に基づき、洪水による災害発生の防止又は軽減を図るため、当面の県の改
修目標である時間雨量５０㎜程度の降雨により発生する洪水を安全に流下させることがで
きる治水施設の整備を行う。

４

水害予防－地盤沈下

（３）具体的な取組内容
ウ 地盤沈下監視調査

【県（環境部）
】

（イ）地盤沈下・地下水位観測所による常時観測
県内３５箇所の観測所に６２本の井戸を設置し、地下水位と地盤変動量の常時観測を実
施している。

21 ４

水害予防－ため池

役
割
・治水施設の整備
・総合治水対策の推進
・水防法に基づく洪水浸水想定区域の指定等
・下水道の整備
・内水ハザードマップの作成

【県（環境部）
】

（イ）地盤沈下・地下水位観測所による常時観測
県内３６箇所の観測所に６３本の井戸を設置し、地下水位と地盤変動量の常時観測を実
施している。

４

水害予防－ため池

（１）取組方針
（１）取組方針
ため池は農業用水の水源である一方で、豪雨などによりため池が決壊した場合、大きな被
ため池は農業用水の水源である一方で、豪雨などによりため池が決壊した場合、大きな被
害が発生することから、県民の生命・財産を守るため、ため池の防災対策が急務となってい
害が発生することから、県民の生命・財産を守るため、ため池の防災対策が急務となってい
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る。
このため、防災重点農業用ため池のうち、対策が必要なため池については改修等を行うハ
ード対策とハザードマップ作成配布等を行うソフト対策を効果的に組み合わせた防災対策を
推進していく。

５ 土砂災害予防
（３）具体的な取組内容
ア 土砂災害警戒区域等の指定

る。
このため、防災重点ため池のうち、対策が必要なため池については改修等を行うハード対
策とハザードマップ作成配布等を行うソフト対策を効果的に組み合わせた防災対策を推進し
ていく。

５ 土砂災害予防
（３）具体的な取組内容
【県（県土整備部）
、市町村】

ア

土砂災害警戒区域等の指定

【県（県土整備部）
、市町村】

24

【土砂災害の警戒避難体制に関して、ハザードマップに記載すべき事項】
① 土砂災害警戒区域並びにこれらの区域における土砂災害の発生原因となる自然
現象の種類
・土砂災害警戒区域等：土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
・自然現象の種類：急傾斜地の崩壊、土石流、地すべり
② 土砂災害に関する情報の伝達方法
・避難場所
③ その他警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項（必要に応
じて）
・雨量情報
・土砂災害警戒情報、警戒避難基準雨量（降雨指標値）
・避難情報（高齢者等避難、避難指示等）
・土砂災害の特徴・前兆現象
・避難時の心得・携行物
・主要な避難路
・その他

【土砂災害の警戒避難体制に関して、ハザードマップに記載すべき事項】
① 土砂災害警戒区域並びにこれらの区域における土砂災害の発生原因となる自然
現象の種類
・土砂災害警戒区域等：土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
・自然現象の種類：急傾斜地の崩壊、土石流、地すべり
② 土砂災害に関する情報の伝達方法
・避難場所
③ その他警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項（必要に応
じて）
・雨量情報
・土砂災害警戒情報、警戒避難基準雨量（降雨指標値）
・避難準備情報、避難勧告情報、避難指示情報
・土砂災害の特徴・前兆現象
・避難時の心得・携行物
・主要な避難路
・その他

24

イ 土石流の予防対策
【県（県土整備部）
】
（イ）砂防指定地内の行為の制限
砂防指定地内においては、埼玉県砂防指定地管理条例第３条に基づき、土石流発生の要因
となる行為を規制する。

イ 土石流の予防対策
【県（県土整備部）
】
（イ）砂防指定地内の行為の制限
砂防指定地内においては、埼玉県砂防指定地管理条例第３に基づき、土石流発生の要因と
なる行為を規制する。

【行為制限】
１ のり切り、切土、掘削、盛土等による土地の形状の変更
２ 土石の類の採取又は鉱物の採掘
３ 工作物の新築、改築、増築、移転又は除却
４ 立木竹の伐採又は樹根の採掘
５ 木竹の滑下又は地引による搬出

【行為制限】
１ のり切り、切土、掘削、盛土等による土地の形状の変更
２ 土石の類の採取又は鉱物の採掘
３ 工作物の新築、改築、増築、移転又は除却
４ 立木竹の伐採又は樹根の採掘
５ 木竹の滑下又は地引による搬出

（ウ）土石流対策工事

○

25
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土石流対策

土砂災害警戒区域ごとに優先度を定め、優先度評価の高い区域から、砂防堰堤や渓流保
全工を整備し土石流を防止する。

山腹崩壊を既に起こし、不安定な土砂が多量に堆積するなど、土石流の発生するおそれ
が高い渓流や、保育所、高齢者福祉施設などの要配慮者関連施設や集落の避難所がある渓
流に対し、砂防堰堤や渓流保全工を整備し、土石流を防止する。特に、土砂・流木による被
害の危険性が高い中小河川において、土砂・流木捕捉効果の高い透過型砂防堰堤等の整備
を実施する。

ウ 地すべりの予防対策
【県（農林部、県土整備部）
】
（ウ）地すべり防止工事
巡視や観測により、地すべりによる滑動が疑われた場合に地すべり防止工事に着手する。
また、すでに地すべりが発生している区域や、地すべりするおそれのきわめて大きな区域
である「地すべり防止区域」については、観測や対策工事を実施する。

ウ 地すべりの予防対策
【県（農林部、県土整備部）
】
（ウ）地すべり防止工事
地すべりの前兆現象がある箇所について、地盤伸縮計やパイプ歪計などによる観測体制
を整え、集水井工などで地下水を排除するほか、杭打工、アンカー工等を整備し、地すべ
りを防止する。

26

エ がけ崩れの予防対策
【県（県土整備部）
】
（ウ）急傾斜地崩壊防止工事
土砂災害警戒区域ごとに優先度を定め、優先順位の高い箇所から急傾斜地崩壊防止工事
を実施する。ただし、急傾斜地は、原則として土地の所有者等に土地を適正管理する責任
があるため、土地所有者等による対策が困難・不適当な場合に限り、県で対策工事を実施
する。

エ がけ崩れの予防対策
【県（県土整備部）
】
（ウ）急傾斜地崩壊防止工事
急傾斜地崩壊防止工事については、斜面に亀裂が入るなどの崩壊の前兆現象がある箇所
や、保育所、高齢者福祉施設などの要配慮者利用施設や集落の避難所がある箇所に対し、
法枠工や擁壁工などを整備し、急傾斜地の崩壊を防止する。

27

オ 山地災害危険地区の予防対策

オ

26

【県（農林部）
】

○ 保安林の指定等
県土の保全上特に必要な森林を保安林に指定し、適正に維持管理を行う。令和２年度末現
在、山地災害から県民の生活を守るため、公益上特に必要な森林を保安林に指定し、将来に
わたり適正に維持管理を行う保安林面積は、48,038ha である。

山地災害危険地区の予防対策

【県（農林部）
】

○ 保安林の指定等
県土の保全上特に必要な森林を保安林に指定し、適正に維持管理を行う。平成２５年度末
現在、山地災害から県民の生活を守るため、公益上特に必要な森林を保安林に指定し、将来
にわたり適正に維持管理を行う保安林面積は、47,932ha である。
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30 第４

応急対応力の強化

第４

＜予防・事前対策＞
１ 水防

応急対応力の強化

＜予防・事前対策＞
１ 水防

（１）取組方針
（１）取組方針
水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は水門の操作、水防のための水防
水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は水門の操作、水防のための水防
団及び消防機関の活動、水防管理団体と他の水防管理団体との間における協力及び応援並び
団及び消防機関の活動、水防管理団体と他の水防管理団体との間における協力及び応援並び
に水防団に必要な器具、資材及び設備の整備及び運用について計画するものであり、水防法
に水防団に必要な器具、資材及び設備の整備及び運用について計画するものであり、水防法
第７条の規定に基づく埼玉県水防計画による。
（昭和 24 年法律第 193 号）第７条の規定に基づく埼玉県水防計画による。
ただし、災対法に基づく埼玉県災害対策本部が設置されたときは、本計画により同本部と
ただし、災害対策基本法に基づく埼玉県災害対策本部が設置されたときは、本計画により
密接に連絡するものとする。
同本部と密接に連絡するものとする。
（３）具体的な取組内容
ア 水防体制の確立

（３）具体的な取組内容
ア 水防体制の確立

【県（県土整備部）
】

32 【第３配備体制における組織】

【第３配備体制における組織】

（県土整備部長）（県土整備副部長）（河川砂防課長）
水防本部長
副本部長
水防長
副水防長
道路環境課長
河川環境課長
各県土整備事務所長
総合治水事務所長

32 ２ 風防
（３）具体的な取組内容
ア 風防体制の確立

【県（県土整備部）
】

【県（県土整備部）
】

総

務

係

庶務班

総

務

係

庶務班

企

画

係

指令班
情報収集班 （県土整備部長）（県土整備副部長）（河川砂防課長）
情報伝達班
水防本部長
副本部長
水防長
副水防長
水 防 班
荒川中流域対策班
道路環境課長
新河岸川流域対策班
水辺再生課長
中川流域対策班
各県土整備事務所長
ダ ム 班
総合治水事務所長
砂 防 班
交 通 班

企

画

係

指令班
情報収集班
情報伝達班
水 防 班
荒川中流域対策班
新河岸川流域対策班
中川流域対策班
ダ ム 班
砂 防 班
交 通 班

情報連絡係
対

策

係

交

通

係

２ 風防
（３）具体的な取組内容
ア 風防体制の確立

情報連絡係
対

策

係

交

通

係

【県（県土整備部）
】

県は、暴風警報、暴風雪警報が発表された場合で、同時に大雨洪水注意報、警報などが発表
知事は、県は、暴風警報、暴風雪警報が発表された場合で、同時に大雨洪水注意報、警報な
されていない場合の体制として、風防体制を配備する。
どが発表されていない場合の体制として、風防体制を配備する。
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＜応急対策＞
37 ３ 土砂災害防止
（２）役割
機関名等
熊谷地方気象
台、県（応急復旧
部）
関東地方整備
局、県（応急復旧
部）
県（応急復旧部、統
括部）
市町村

役
・土砂災害警戒情報の発表

＜応急対策＞
３ 土砂災害防止
（２）役割
機関名等
熊谷地方気象
台、県（応急復旧
部）
関東地方整備
局、県（応急復旧
部）
県（応急復旧部、統
括部）
市町村

割

・土砂災害緊急情報の提供

・情報の収集・伝達
・二次災害の防止
・情報の収集・伝達
・避難指示等の発令
・避難誘導の実施
・二次災害の防止

役
・土砂災害警戒情報の発表

割

・土砂災害緊急情報の提供

・情報の収集・伝達
・二次災害の防止
・情報の収集・伝達
・避難勧告等の発令
・避難誘導の実施
・二次災害の防止

（３）具体的な取組内容
（３）具体的な取組内容
ア 土砂災害警戒情報・土砂災害緊急情報
ア 土砂災害警戒情報・土砂災害緊急情報
（ア）土砂災害警戒情報の発表
（ア）土砂災害警戒情報の発表
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
土砂災害警戒情報は、大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がい
つ発生してもおかしくない状況となったときに、市町村長の避難指示の発令や住民の自主
つ発生してもおかしくない状況となったときに、市町村長の避難勧告の発令判断や住民の
避難の判断を支援するため、対象となる市町村を特定して警戒を呼び掛ける情報で、埼玉
自主避難の判断を支援するため、対象となる市町村を特定して警戒を呼び掛ける情報で、
県と熊谷地方気象台から共同で発表される。市町村内で危険度が高まっている詳細な領域
埼玉県と熊谷地方気象台から共同で発表される。市町村内で危険度が高まっている詳細な
は土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）で確認することができる。危険な場
領域は大雨警報（土砂災害）の危険度分布（土砂災害警戒判定メッシュ情報）で確認する
所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。
ことができる。避難が必要とされる警戒レベル４に相当。
土砂災害警戒情報に関する業務については、
「埼玉県と気象庁が共同して行う土砂災害警
土砂災害警戒情報に関する業務については、
「埼玉県と気象庁が共同して行う土砂災害警
戒情報に関する協定」により措置する。
戒情報に関する協定」により措置する。
38

（イ）土砂災害緊急情報の提供
国は、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、また、県は、地すべりについて重大な土砂災害の急迫した危険が認められる場合、
土砂災害の想定区域及び時期について緊急調査を行い、市町村が適切に住民の避難指示等の
判断を行えるよう、調査結果を提供する。

（イ）土砂災害緊急情報の提供
国は、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、また、県は、地すべりについて重大な土砂災害の急迫した危険が認められる場合、
土砂災害の想定区域及び時期について緊急調査を行い、市町村が適切に住民の避難勧告等の
判断を行えるよう、調査結果を提供する。

（エ）避難指示等の発令
土砂災害警戒情報・土砂災害緊急情報の対象となった市町村の長は、周辺の渓流・斜面の
状況や気象状況等も合わせて総合的に判断し、避難指示等を発令する。
土砂災害警戒情報について、土砂災害警戒情報の目的、発表基準、伝達体制などを市町村
地域防災計画に明記するとともに、
「土砂災害警戒情報の発表された場合」を避難指示等の発
令基準に位置付ける。
また、土砂災害緊急情報についても同様に地域防災計画に明記する。

（エ）避難勧告等の発令
土砂災害警戒情報・土砂災害緊急情報の対象となった市町村の長は、周辺の渓流・斜面の
状況や気象状況等も合わせて総合的に判断し、避難勧告等を発令する。
土砂災害警戒情報について、土砂災害警戒情報の目的、発表基準、伝達体制などを市町村
地域防災計画に明記するとともに、
「土砂災害警戒情報の発表された場合」を避難勧告等の発
令基準に位置付ける。
また、土砂災害緊急情報についても同様に地域防災計画に明記する。
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40 第５

情報の収集・分析・加工・共有・伝達体制の整備

第５

情報収集・伝達体制の整備

＜予防・事前対策＞
１ 情報の収集・分析・加工・共有・伝達体制の整備
２ 気象情報や避難情報の活用の周知

＜予防・事前対策＞
１ 情報収集・伝達体制の整備
２ 気象情報や避難情報の活用の周知

１

１

情報の収集・分析・加工・共有・伝達体制の整備

41 ＜応急対策＞
１ 特別警報・警報・注意報等の伝達
２ 県、警察本部及び市町村等における措置
３ 災害情報の収集・分析・加工・共有・伝達
４ 異常な現象発見時の通報
５ 広聴広報活動

＜応急対策＞
１ 特別警報・警報・注意報等の伝達
２ 県、警察本部及び市町村等における措置
３ 災害情報の収集・伝達
４ 異常な現象発見時の通報
５ 広聴広報活動

１ 特別警報・警報・注意報等の伝達
（３）具体的取組

１ 特別警報・警報・注意報等の伝達
（３）具体的取組

ア 気象業務法に基づく気象特別警報・警報・注意報等
○

情報収集・伝達体制の整備

ア

特別警報・警報・注意報
○
大雨や強風などの気象現象によって、災害が起こるおそれのあるときには「注意報」が、
重大な災害が起こるおそれのあるときには「警報」が、重大な災害が起こるおそれが著し
く大きい場合には「特別警報」が、現象の危険度と雨量、風速、潮位等の予想値を時間帯
ごとに明示して、県内の市町村ごとに発表される。また、土砂災害や低地の浸水、中小河
川の増水･氾濫、竜巻等による激しい突風、落雷等については、実際に危険度が高まってい
る場所が「キキクル（危険度分布）
」等で発表される。なお、大雨や洪水等の警報等が発表
された場合のテレビやラジオによる放送等では、重要な内容を簡潔かつ効果的に伝えられ
るよう、これまでどおり市町村をまとめた地域の名称を用いる場合がある。

42 【特別警報・警報・注意報の種類の概要】
特別警報・警報・注意報
概要
の種類
特 別 大雨特別警報
大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそ
警報
れが著しく大きいときに発表される。大雨特別警報に
は、大雨特別警報（土砂災害）
、大雨特別警報（浸水害）、
大雨特別警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警
戒すべき事項が明記される。災害が発生又は切迫して

気象業務法に基づく気象特別警報・警報・注意報等

特別警報・警報・注意報
大雨や強風などの気象現象によって、災害が起こるおそれのあるときには「注意報」が、
重大な災害が起こるおそれのあるときには「警報」が、重大な災害が起こるおそれが著し
く大きい場合には「特別警報」が、現象の危険度と雨量、風速、潮位等の予想値を時間帯
ごとに明示して、県内の市町村ごとに発表される。また、土砂災害や低地の浸水、中小河
川の増水･氾濫、竜巻等による激しい突風、落雷等については、実際に危険度が高まってい
る場所が「危険度分布」等で発表される。なお、大雨や洪水等の警報等が発表された場合
のテレビやラジオによる放送等では、重要な内容を簡潔かつ効果的に伝えられるよう、こ
れまでどおり市町村をまとめた地域の名称を用いる場合がある。

【特別警報・警報・注意報の種類の概要】
特別警報・警報・注意報
概要
の種類
特 別 大雨特別警報
大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそ
警報
れが著しく大きいときに発表される。大雨特別警報に
は、大雨特別警報（土砂災害）
、大雨特別警報（浸水害）、
大雨特別警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警
戒すべき事項が明記される。災害がすでに発生してい
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大雪特別警報
暴風特別警報
暴風雪特別警報

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。
（略）
（略）
（略）

大雪特別警報
暴風特別警報
暴風雪特別警報

（略）

44 【特別警報・警報・注意報発表基準（熊谷地方気象台）
】

特
別
警
報

警
報

注
意
報

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。
（略）
（略）
（略）

（略）

【特別警報・警報・注意報発表基準（熊谷地方気象台）
】

種 類
大雨

発表基準
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
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
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想される場合
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
大雨
区域内の市町村で別表１（資料編 Ⅲ-2-2-9 参照）の基
準に到達することが予想される場合
洪水
区域内の市町村で別表２（資料編 Ⅲ-2-2-9 参照）の基
準に到達することが予想される場合
暴風（平均風速） 20m/s（秩父地方は 15m/s）
暴風雪（平均風速） 20m/s 雪を伴う（秩父地方は 15m/s 雪を伴う）
大雪
12 時間降雪の深さ 10cm（秩父地方は 30cm）
大雨
区域内の市町村で別表３（資料編 Ⅲ-2-2-9 参照）の基
準に到達することが予想される場合
洪水
区域内の市町村で別表４（資料編 Ⅲ-2-2-9 参照）の基
準に到達することが予想される場合
強風（平均風速） 11m/s（秩父地方は 10m/s）
風雪（平均風速） 11m/s 雪を伴う（秩父地方は 10m/s 雪を伴う）
大雪
12 時間降雪の深さ 5cm（秩父地方は 10cm）
雷
落雷等で被害が予想される場合
濃霧（視程）
100m
乾燥
最小湿度 25% 実効湿度 55%
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※１
秩父地方は
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

特
別
警
報

警
報

注
意
報
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種 類
大雨

発表基準
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
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
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想される場合
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
大雨
区域内の市町村で別表１（資料編 Ⅲ-2-5-9 参照）の基
準に到達することが予想される場合
洪水
区域内の市町村で別表２（資料編 Ⅲ-2-5-9 参照）の基
準に到達することが予想される場合
暴風（平均風速） 20m/s（秩父地方は 15m/s）
暴風雪（平均風速） 20m/s 雪を伴う（秩父地方は 15m/s 雪を伴う）
大雪
12 時間降雪の深さ 10cm（秩父地方は 30cm）
大雨
区域内の市町村で別表３（資料編 Ⅲ-2-5-9 参照）の基
準に到達することが予想される場合
洪水
区域内の市町村で別表４（資料編 Ⅲ-2-5-9 参照）の基
準に到達することが予想される場合
強風（平均風速） 11m/s（秩父地方は 10m/s）
風雪（平均風速） 11m/s 雪を伴う（秩父地方は 10m/s 雪を伴う）
大雪
12 時間降雪の深さ 5cm（秩父地方は 10cm）
雷
落雷等で被害が予想される場合
濃霧（視程）
100m
乾燥
最小湿度 25% 実効湿度 55%
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※１
秩父地方は
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
着氷・着雪
記録的短時間大雨
情報
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早霜・晩霜期に最低気温 4℃以下
著しい着氷（雪）で被害が予想される場合
1 時間雨量 100mm、かつ、大雨警報発表中に、キキクル
（危険度分布）の「非常に危険」
（うす紫）が出現してい
る場合

霜
着氷・着雪
記録的短時間大雨
情報
（１時間雨量）

早霜・晩霜期に最低気温 4℃以下
著しい着氷（雪）で被害が予想される場合
100mm

○各種気象情報

○各種気象情報

・キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等
種 類
概 要
土砂キキクル（大雨警報 大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地
（土砂災害）の危険度分 図上で１km 四方の領域ごとに５段階に色分けして示す
布）※
情報。２時間先までの雨量分布及び土壌雨量指数の予測
を用いて常時 10 分ごとに更新しており、大雨警報（土
砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表されたときに、危
険度が高まっている場所を面的に確認することができ
る。
・
「非常に危険」
（うす紫）
：危険な場所からの避難が必要
とされる警戒レベル４に相当。
・
「警戒」
（赤）
：高齢者等は危険な場所からの避難が必要
とされる警戒レベル３に相当。
・
「注意」
（黄）
：ハザードマップによる災害リスクの再確
認等、避難に備え自らの避難行動の確認が必要とされる
警戒レベル２に相当。
浸水キキクル（大雨警報 短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測
（浸水害）の危険度分 を、地図上で１km 四方の領域ごとに５段階に色分けして
布）
示す情報。
１時間先までの表面雨量指数の予測を用いて常時 10 分
ごとに更新しており、大雨警報（浸水害）等が発表され
たときに、危険度が高まっている場所を面的に確認する
ことができる。
洪水キキクル（洪水警報 指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周
の危険度分布）
知河川及びその他河川）の洪水害発生の危険度の高まり
の予測を、地図上で河川流路を概ね１km ごとに５段階に
色分けして示す情報。３時間先までの流域雨量指数の予
測を用いて常時 10 分ごとに更新しており、洪水警報等
が発表されたときに、危険度が高まっている場所を面的
に確認することができる。
・
「非常に危険」
（うす紫）
：危険な場所からの避難が必要

・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 大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地
危険度分布（土砂災害警 図上で１km 四方の領域ごとに５段階に色分けして示す
戒判定メッシュ情報）
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 短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測
険度分布
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
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）
：重大な洪水災害がすでに発生
しているおそれが高い極めて危険な状況。
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とされる警戒レベル４に相当。
・
「警戒」
（赤）
：高齢者等は危険な場所からの避難が必要
とされる警戒レベル３に相当。
・
「注意」
（黄）
：ハザードマップによる災害リスクの再確
認等、避難に備え自らの避難行動の確認が必要とされる
警戒レベル２に相当。
流域雨量指数の予測値
指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周
知河川及びその他河川）の、上流域での降雨による、下
流の対象地点の洪水危険度の高まりの予測を、洪水警報
等の基準への到達状況に応じて危険度を色分けした時
系列で示す情報。6 時間先までの雨量分布の予測（降水
短時間予報等）を用いて常時 10 分ごとに更新している。
※「極めて危険」
（濃い紫）
：警戒レベル５緊急安全確保の発令対象区域の絞り込みに活用
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流域雨量指数の予測値

・
「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。
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。

・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（埼
玉県など）で発表される。大雨に関して、[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。

・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（埼
玉県など）で発表される。大雨に関して、明日までの期間に[高]又は[中]が予想されてい
る場合は、災害への心構えを高める必要があることを示す警戒レベル１である。

・記録的短時間大雨情報
県内で大雨警報発表中の二次細分区域において、キキクルの「非常に危険」
（うす紫）が
出現し、かつ数年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨（１時間雨量）が観測(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)されたと
きに、気象庁から発表される。この情報が発表されたときは、土砂災害及び、低地の浸水
や中小河川の増水・氾濫による災害発生につながるような猛烈な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をキキクルで確認する必要がある。

・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、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、天気予報
の対象地域と同じ発表単位（埼玉県南部など）で気象庁から発表される。なお、実際に危
険度が高まっている場所は竜巻発生確度ナウキャストで確認することができる。
また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺で
更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を付加した情報が天
気予報の対象地域と同じ発表単位で発表される。
この情報の有効期間は、発表から概ね１時間である。

・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。

その他の気象情報としては、台風に関する情報、大雨に関する情報、低気圧に関する情
報、早期天候情報、少雨に関する情報、高温に関する情報、熱中症警戒アラートなどがあ

その他の気象情報としては、台風に関する情報、大雨に関する情報、低気圧に関する情
報、早期天候情報、少雨に関する情報、高温に関する情報などがある。
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イ 水防法及び気象業務法に基づく洪水予報、水防警報、水位周知
（ア）水防法及び気象業務法に基づく洪水予報
河川の増水や氾濫等に対する水防活動の判断や住民の避難行動の参考となるように、あ
らかじめ指定した河川について、区間を決めて水位又は流量を示して発表される警報及び
注意報である。警戒レベル２～５に相当する。
【指定河川洪水予報】
種

類

標

【指定河川洪水予報】
題

氾濫発生情報

洪 水 警
報

イ 水防法及び気象業務法に基づく洪水予報、水防警報、水位周知
（ア）水防法及び気象業務法に基づく洪水予報
河川の増水や氾濫等に対する水防活動の判断や住民の避難行動の参考となるように、あ
らかじめ指定した河川について、区間を決めて水位又は流量を示して発表される警報及び
注意報である。警戒レベル２～５に相当する。

氾濫危険情報

氾濫警戒情報

概 要
氾濫が発生したとき、氾濫が継続しているときに発表さ
れる。
新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や救援活動等
が必要となる。災害がすでに発生している状況であり、
命を守るための最善の行動をとる必要があることを示
す警戒レベル５に相当。

種

氾濫危険水位に到達したとき、氾濫危険水位以上の状態
が継続しているときに発表される。
いつ氾濫が発生してもおかしくない状況、避難等の氾濫
発生に対する対応を求める段階であり、避難指示の発令
の判断の参考とする。

洪 水 警
報

氾濫危険水位に達すると見込まれるとき、避難判断水位
に達し更に水位の上昇が見込まれるときに発表される。
高齢者等避難の発令の判断の参考とする。高齢者等の避
難が必要とされる警戒レベル３に相当。

ウ 気象業務法、災害対策基本法に基づく土砂災害警戒情報
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

標

題

氾濫発生情報

氾濫注意水位に到達し更に水位の上昇が見込まれると
き、氾濫注意水位以上でかつ避難判断水位未満の状態が
継続しているとき、避難判断水位に達したが水位の上昇
洪 水 注
氾濫注意情報
が見込まれないときに発表される。
意報
ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備
え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２
に相当。
※個別河川に係る洪水予報の基準水位は水防計画による。

49

類

概 要
氾濫が発生したとき、氾濫が継続しているときに発表さ
れる。
新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や救援活動等
が必要となる。災害がすでに発生している状況であり、
命を守るための最善の行動をとる必要があることを示
す警戒レベル５に相当。

氾濫危険情報

氾濫危険水位に到達したとき、氾濫危険水位以上の状態
が継続しているときに発表される。
いつ氾濫が発生してもおかしくない状況、避難等の氾濫
発生に対する対応を求める段階であり、避難勧告等の発
令の判断の参考とする。

氾濫警戒情報

氾濫危険水位に達すると見込まれるとき、避難判断水位
に達し更に水位の上昇が見込まれるときに発表される。
避難準備・高齢者等避難開始の発令の判断の参考とす
る。高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相
当。

氾濫注意水位に到達し更に水位の上昇が見込まれると
き、氾濫注意水位以上でかつ避難判断水位未満の状態が
継続しているとき、避難判断水位に達したが水位の上昇
洪 水 注
氾濫注意情報
が見込まれないときに発表される。
意報
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。
※個別河川に係る洪水予報の基準水位は水防計画による。

ウ
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気象業務法、災害対策基本法に基づく土砂災害警戒情報
大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしく

ない状況となったときに、市町村長の避難指示の発令や住民の自主避難の判断を支援する
ため、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける情報で、埼玉県と熊谷地方気象台から
共同で発表される。市町村内で危険度が高まっている詳細な領域は土砂キキクル（大雨警報
（土砂災害）の危険度分布）で確認することができる。危険な場所からの避難が必要とされ
る警戒レベル４に相当。
【発表対象地域（４３市町村）
】
土砂災害の危険の認められない市町を除く、以下の４３市町村を対象とする。

ない状況となったときに、市町村長の避難勧告の発令判断や住民の自主避難の判断を支援
するため、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける情報で、埼玉県と熊谷地方気象台
から共同で発表される。市町村内で危険度が高まっている詳細な領域は大雨警報（土砂災
害）の危険度分布（土砂災害警戒判定メッシュ情報）で確認することができる。避難が必要
とされる警戒レベル４に相当。
【発表対象地域（４３市町村）
】
土砂災害の危険の認められない市町を除く、以下の４３市町村を対象とする。

さいたま市、川口市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、鴻巣市、上尾市、北本市、
桶川市、川越市、所沢市、狭山市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、飯能市、
入間市、坂戸市、日高市、毛呂山町、越生町、東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、
ときがわ町、吉見町、鳩山町、東秩父村、秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、
本庄市、美里町、神川町、熊谷市、深谷市、寄居町、春日部市、松伏町
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さいたま市、川口市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、鴻巣市、上尾市、北本市、
桶川市、川越市、所沢市、狭山市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、飯能市、
入間市、坂戸市、日高市、毛呂山町、越生町、東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、
ときがわ町、吉見町、鳩山町、東秩父村、秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、
本庄市、美里町、神川町、熊谷市、深谷市、寄居町、春日部市、松伏町

エ 土砂災害防止法に基づく土砂災害緊急情報
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。

エ

○

○

伝達系統
伝達系統は、以下のとおりとする。
＜県が緊急調査を行う場合＞
・地すべり

市
県

町
村

避
難
指
示

土砂災害防止法に基づく土砂災害緊急情報
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。

住

民

＜国が緊急調査を行う場合＞
・火山噴火に起因する土石流など、高度な専門知識及び技術を要する自然現象
・河道閉塞による湛水
・河道閉塞による湛水を原因とする土石流
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伝達系統
伝達系統は、以下のとおりとする。
＜県が緊急調査を行う場合＞
・土石流
・地すべり
・河道閉塞による湛水
・河道閉塞による湛水を原因とする土砂災害
避
難
指
市
示
・
県
町
勧
告
村

住

民

＜国が緊急調査を行う場合＞
・火山噴火に起因する土石流など、高度な専門知識及び技術を要する自然現象

関
東
地
方
整
備
局
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県

住

市
町
村

関
東
地
方
整
備
局

避
難
指
示

民

キ 熊谷地方気象台と埼玉県・市町村とのホットラインの運用

キ

県

市
町
村

避
難
指
示
・
勧
告

住

民

熊谷地方気象台と埼玉県・市町村とのホットラインの運用

熊谷地方気象台は、下記の場合において気象実況及び今後の気象予報を伝えるため、県
防災担当者または市町村防災担当課責任者等へ電話連絡する。

熊谷地方気象台は、下記の場合において気象実況及び今後の気象予報を伝えるため、県
防災担当者または市町村防災担当課責任者等へ電話連絡する。

・ 既に警報等で十分警戒を呼びかけている状況下において、更に災害の危険性が切迫
している場合
・ 特別警報の発表予告・発表・切替・解除をした場合
(1) 台風等の接近に伴う実況や予想により、特別警報の発表が予想され、特別警報発表
の可能性に言及した気象情報を発表した場合
(2) 実況及び予想から大雨、大雪、暴風、暴風雪の特別警報を発表した場合、または、
特別警報の切替をした場合
(3) 特別警報を警報に切り替えた場合
※ただし、予測技術の限界等から早期に警戒を呼びかけることができない場合がある。

・ 既に警報等で十分警戒を呼びかけている状況下において、更に災害の危険性が切迫
している場合
・ 特別警報の発表予告・発表・切替・解除をした場合
(1) 台風等の接近に伴う実況や予想により、特別警報の発表が予想され、特別警報発表
の可能性に言及した気象情報を発表した場合
(2) 実況及び予想から大雨、大雪、暴風、暴風雪の特別警報を発表した場合、または、
特別警報の切替をした場合
(3) 特別警報を警報に切り替えた場合
※ただし、予測技術の限界等から早期に警戒を呼びかけることができない場合がある。

なお、緊急性が高い場合などには、首長または幹部職員に直接連絡を行う。
また、県及び市町村が、避難指示等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。

なお、緊急性が高い場合などには、首長または幹部職員に直接連絡を行う。
また、県及び市町村が、避難勧告や避難指示等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。
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ク 気象警報等の伝達

ク

53 【伝達系統図】

【伝達系統図】

NHK さいたま放送局

熊
谷
地
方
気
象
台
及
び
気
象
庁

気象警報等の伝達

（放 送）

住

民

官公署
ＮＴＴ東日本

消

防

市

庁
警察本部

各警察署

県災害対策本部
又は
県災害対策課

町

交番・駐在所

村
役
場

県災害対策本部

水
防
管
理
団
体

熊
谷
地
方
気
象
台
及
び
気
象
庁

住

民

官公署
ＮＴＴ東日本（又はＮＴＴ西日本）

消

防

市

庁
警察本部

各警察署

県災害対策本部
又は
県災害対策課

町

交番・駐在所

村
役
場

県災害対策本部

各支部

各支部

高崎支社司令室

高崎支社司令室

農業支援課

農林振興センター等

農業支援課

農林振興センター等

河川砂防課

県土整備事務所

河川砂防課

県土整備事務所

第３２普通科連隊

第３２普通科連隊

河川砂防課
指定地方行政機関

河川砂防課
指定地方行政機関

指定地方公共機関

指定地方公共機関

水
防
管
理
団
体

荒川上流河川事務所

荒川上流河川事務所

一般財団法人
気象業務支援センター

（放 送）

NHK さいたま放送局

（放 送）
放送事業者

住

民

第３編－18

一般財団法人
気象業務支援センター

（放 送）
放送事業者

住

民

54 ２ 県、警察本部及び市町村等における措置
（２）役割
機関名等
役
割
県（統括部（災害対 ・気象警報等及び土砂災害警戒情報等の受領
策課）
）
県（各部）
市町村
ＮＴＴ東日本

56

２ 県、警察本部及び市町村等における措置
（２）役割
機関名等
役
割
県（統括部（災害対 ・気象警報等及び土砂災害警戒情報等の受領
策課）
）

・各種措置の実施
・関係機関、住民等への気象警報等の伝達
・気象警報等の市町村への伝達

県（各部）
市町村
ＮＴＴ東日本、Ｎ
ＴＴ西日本

エ ＮＴＴ東日本の措置

エ

ＮＴＴ東日本は、熊谷地方気象台から気象警報等の伝達を受けたときは、直ちに関係市
町村等へ通知する。

57 ３ 災害情報の収集・分析・加工・共有・伝達
（１）風水害時に収集すべき情報
【警戒段階で収集すべき情報の例示】
情報項目
情報の内容
収集時期
（略）
（略）
（略）
（ イ ） 雨 降雨量
随時
量 等 の 気 ・先行雨量
象 情 報 の ・他区域の降雨状
収集
況
・時間雨量の変化

（略）

第７

避難対策

（略）
（略）

（略）
（略）

・各種措置の実施
・関係機関、住民等への気象警報等の伝達
・気象警報等の市町村への伝達

東日本電信電話㈱・西日本電信電話㈱の措置

ＮＴＴ東日本（ＮＴＴ西日本）は、熊谷地方気象台から気象警報等の伝達を受けたとき
は、直ちに関係市町村等へ通知する。

３ 災害情報の収集・伝達
（１）風水害時に収集すべき情報

収集源
（略）
・気象庁アメダ
ス雨量、降水短
時間予報
・県河川砂防課、
県土整備事務所
（県水防情報シ
ステム等）
・各雨量観測実
施機関
・市町村、消防独
自の雨量観測所
（略）
（略）

伝達手段・経路等
（略）
・災害オペレーシ
ョン支援システム
・市町村防災行政
無線移動局
・消防無線
・加入電話
・水防無線

【警戒段階で収集すべき情報の例示】
情報項目
情報の内容
収集時期
（略）
（略）
（略）
（ イ ） 雨 降雨量
随時
量 等 の 気 ・先行雨量
象 情 報 の ・他区域の降雨状
収集
況
・時間雨量の変化

（略）

（略）

第７
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避難対策

（略）
（略）

（略）
（略）

収集源
（略）
・気象庁アメダ
ス雨量、降水短
時間予想図
・県河川砂防課、
県土整備事務所
（県水防情報シ
ステム等）
・各雨量観測実
施機関
・市町村、消防独
自の雨量観測所
（略）
（略）

伝達手段・経路等
（略）
・災害オペレーシ
ョン支援システム
・市町村防災行政
無線移動局
・消防無線
・加入電話
・水防無線

（略）

＜予防・事前対策＞
避難体制の整備

＜予防・事前対策＞
避難体制の整備

63 １

１

「第２編 震災対策編－第２章－第８（第２編－１９４ページ）
」を準用するほか、次のと
おりとする。

「第２編 震災対策編－第２章－第８（第２編－１９４ページ）
」を準用するほか、次のと
おりとする。

ア 避難計画の策定
【市町村】
市町村は、避難指示、高齢者等避難等について、河川管理者及び水防管理者等の協力を
得つつ、洪水、土砂災害等の災害事象の特性、収集できる情報を踏まえ、避難すべき区域
や避難指示等を発令するために必要な判断基準、伝達方法を明確にしたマニュアルを作成
する。また、浸水や土砂災害等のリスクを考慮した上で、避難場所、避難所、避難路をあら
かじめ指定し、日頃から住民への周知徹底に努めるものとするとともに、必要に応じて避
難場所の開錠・開放を自主防災組織で担う等、円滑な避難のため、自主防災組織等の地域
のコミュニティを活かした避難活動を促進する。
避難に当たっては、指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等への避難
を基本とするものの、ハザードマップ等を踏まえ、自宅等で身の安全を確保することがで
きる場合は、住民自らの判断で「屋内安全確保」を行うことや、避難時の周囲の状況等に
より、指定緊急避難場所等への避難がかえって危険を伴う場合は、
「緊急安全確保」を行う
べきことについて、市町村は住民等への周知徹底に努める。

ア

○ 洪水等に対する住民の警戒避難体制
市町村は、洪水予報河川等及び水位周知下水道については、水位情報、堤防等の施設に
係る情報、台風情報、洪水警報等により具体的な避難指示等の発令基準を設定するものと
する。それら以外の河川等についても、氾濫により居住者や地下空間、施設等の利用者に
命の危険を及ぼすと判断したものについては、洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）等
により具体的な避難指示等の発令基準を策定することとする。また、安全な場所にいる人
まで指定緊急避難場所等へ避難した場合、混雑や交通渋滞が発生するおそれ等があること
から、災害リスクのある区域に絞って避難指示等の発令対象区域を設定するとともに、必
要に応じて見直すものとする。国及び県は，市町村に対し、これらの基準及び対象区域の
設定及び見直しについて、必要な助言等を行うものとする。

○ 洪水等に対する住民の警戒避難体制
市町村は、洪水予報河川等及び水位周知下水道については、水位情報、堤防等の施設に
係る情報、台風情報、洪水警報等により具体的な避難勧告等の発令基準を設定するものと
する。それら以外の河川等についても、氾濫により居住者や地下空間、施設等の利用者に
命の危険を及ぼすと判断したものについては、洪水警報の危険度分布等により具体的な避
難勧告等の発令基準を策定することとする。また、避難勧告等の発令対象区域については、
細分化しすぎるとかえって居住者等にとってわかりにくい場合が多いことから、立退き避
難が必要な区域を示して勧告したり、屋内での安全確保措置の区域を示して勧告したりす
るのではなく、命を脅かす洪水等のおそれのある範囲をまとめて発令できるよう、発令範
囲をあらかじめ具体的に設定するとともに、必要に応じて見直すよう努めるものとする。
国及び県は，市町村に対し、これらの基準及び範囲の設定及び見直しについて、必要な助
言等を行うものとする。

○ 土砂災害に対する住民の警戒避難体制
市町村は、土砂災害警戒情報が発表された場合に直ちに避難指示等を発令することを基
本とした具体的な避難指示等の発令基準を設定するものとする。また、面積の広さ，地形，
地域の実情等に応じて市町村をいくつかの地域に分割した上で、土砂キキクル（大雨警報
（土砂災害）の危険度分布）等を用い、危険度の高まっている領域が含まれる地域内の全
ての土砂災害警戒区域等に絞り込んで避難指示等を発令できるよう、発令対象区域をあら
かじめ具体的に設定するとともに、必要に応じて見直すものとする。国及び県は、市町村
に対し、これらの基準及び対象区域の設定及び見直しのほか、警戒避難体制の整備・強化
に必要な助言等を行うものとする。

○ 土砂災害に対する住民の警戒避難体制
市町村は、土砂災害警戒情報が発表された場合に直ちに避難勧告等を発令することを基
本とした具体的な避難勧告等の発令基準を設定するものとする。また、面積の広さ，地形，
地域の実情等に応じて市町村をいくつかの地域に分割した上で、土砂災害に関するメッシ
ュ情報等を用い、危険度の高まっている領域が含まれる地域内の全ての土砂災害警戒区域
等に絞り込んで避難勧告等を発令できるよう、発令範囲をあらかじめ具体的に設定すると
ともに、必要に応じ見直すよう努めるものとする。国及び県は、市町村に対し、これらの
基準及び範囲の設定及び見直しのほか、警戒避難体制の整備・強化に必要な助言等を行う
ものとする。

避難計画の策定
【市町村】
市町村は、避難指示、避難勧告、避難準備情報等について、河川管理者及び水防管理者
等の協力を得つつ、洪水、土砂災害等の災害事象の特性、収集できる情報を踏まえ、避難
すべき区域や避難勧告等を発令するために必要な判断基準、伝達方法を明確にしたマニュ
アルを作成する。また、浸水や土砂災害等のリスクを考慮した上で、避難場所、避難所、避
難路をあらかじめ指定し、日頃から住民への周知徹底に努めるものとするとともに、必要
に応じて避難場所の開錠・開放を自主防災組織で担う等、円滑な避難のため、自主防災組
織等の地域のコミュニティを活かした避難活動を促進する。
避難に当たっては、指定緊急避難所への移動を原則とするものの、指定緊急避難場所へ
の移動を行うことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないと住民等自身が判断する場合
は、
「近隣の安全な場所」への移動又は「屋内安全確保」を行うべきことについて、市町村
は住民等への周知徹底に努める。
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○ 局地的短時間豪雨
市町村は、避難指示の発令の際には、避難場所を開放していることが望ましいが、避難
のためのリードタイムが少ない局地的かつ短時間の豪雨の場合は、躊躇なく避難指示を発
令するものとする。

○ 局地的短時間豪雨
市町村は、避難勧告の発令の際には、避難場所を開放していることが望ましいが、避難
のためのリードタイムが少ない局地的かつ短時間の豪雨の場合は、躊躇なく避難勧告を発
令するものとする。

65 ＜応急対策＞
１ 避難の実施
２ 避難所の開設・運営
３ 広域避難
４ 広域一時滞在

＜応急対策＞
１ 避難の実施
２ 避難所の開設・運営
３ 広域一時滞在

65 １ 避難の実施
（２）役割
機関名等
市町村長

１ 避難の実施
（２）役割
機関名等
市町村長

割

・避難の指示
・警戒区域の設定

知事、その命を受けた職
員（応急復旧部）
県（統括部、応急復旧部）
、
熊谷地方気象台、関東地
方整備局
水防管理者

・避難の指示（洪水及び地すべり）
・警戒区域の設定（市町村が事務を行えなくなったとき）
・避難指示等に関する市町村長への助言

警察官

・避難の指示
・警戒区域の設定（市町村長等が現場にいないとき等）
・避難の指示（その場に警察官がいない場合に限る）
・警戒区域の設定（市町村長等、警察官が現場にいないと
き）

自衛官

65

役

警察官

・避難の指示
・警戒区域の設定（市町村長等が現場にいないとき等）
・避難の指示（その場に警察官がいない場合に限る）
・警戒区域の設定（市町村長等、警察官が現場にいないと
き）

自衛官

（３）具体的な取組内容
ア 避難の勧告および指示

（ア）実施責任者
避難のための立退きの指示、立退き先の指示、及び必要に応じて屋内での待避等の指示
は、次の者が行うものとする。
実施責任者

割

・避難勧告の実施
・避難の指示
・警戒区域の設定
知事、その命を受けた職 ・避難の指示（洪水及び地すべり）
員（応急復旧部）
・警戒区域の設定（市町村が事務を行えなくなったとき）
県（統括部、応急復旧部）
、 ・避難勧告等に関する市町村長への助言
熊谷地方気象台、関東地
方整備局
水防管理者
・避難の指示（洪水）

・避難の指示（洪水）

（３）具体的な取組内容
ア 避難指示

役

根拠法令

（ア）実施責任者
避難のための立退きの勧告、指示、立退き先の指示、及び必要に応じて屋内での待避等
の指示は、次の者が行うものとする。

適用災害

実施責任者
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根拠法令

適用災害

知事、その命を受け
た職員

水防法第 29 条及び地すべり等防止
法第 25 条

洪水及び地
すべり

市町村長

災対法第 60 条

水防管理者
警察官
災害派遣を命ぜられ
た部隊の自衛官
(その場に警察官が
いない場合に限る)

市町村長

災対法第 60 条

災害全般

災害全般

知事、その命を受け
た職員

水防法第 29 条及び地すべり等防止
法第 25 条

洪水及び地
すべり

水防法第 29 条

洪水

市町村長

災対法第 60 条

災害全般

災対法第 61 条及び警察官職務執行
法第４条

災害全般

水防管理者

水防法第 29 条

洪水

警察官

災対法第 61 条及び警察官職務執行
法第４条

災害全般

災害派遣を命ぜられ
た部隊の自衛官
(その場に警察官が
いない場合に限る)

自衛隊法第 94 条

災害全般

自衛隊法第 94 条

勧告

指示
災害全般

ただし、災害の発生により市町村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、都道府県知事が、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
当該市町村長に代わって実施しなければならない。
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ただし、災害の発生により市町村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、都道府県知事が、避難のための立退きの勧告および指示に関する措置の全部
又は一部を当該市町村長に代わって実施しなければならない。

○ 避難指示
・ 市町村長及び水防管理者
市町村長及び水防管理者は、火災、崖崩れ、洪水等の事態が発生し、又は発生するおそ
れがあり、住民の生命、身体に危険を及ぼすと認めるときは、危険地域の住民に対し、速
やかに立ち退きの指示、立退き先の指示、又は屋内での待避等の安全確保措置の指示を行
うものとする。
・ 知事又はその命を受けた職員
知事は、災害の発生により市町村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、危険地域の住民に対し、速やかに立退きの指示を行うものとする。知事又は
その委任を受けた職員は、地すべりにより著しく危険が切迫していると認められるときは、
危険な区域の住民に対して立退きを指示するものとする。
・ 警察官
警察官は、災害の発生により、住民の生命、身体に危険を及ぼすおそれがある場合にお
いて、市町村長もしくはその権限を代行する市町村の吏員が指示できないと認めるとき、
又は市町村長から要求があったとき、もしくは住民の生命、身体に危険が切迫していると
自ら認めるときは、直ちに当該地域住民に対し立ち退きを指示するものとする。
・ 自衛官
災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害により危険な事態が生じた場合で、警察
官がその場にいないときは、危険な場所にいる住民に避難の指示をするものとする。

○ 勧告又は指示
・ 市町村長及び水防管理者
市町村長及び水防管理者は、火災、崖崩れ、洪水等の事態が発生し、又は発生するおそ
れがあり、住民の生命、身体に危険を及ぼすと認めるときは、危険地域の住民に対し、速
やかに立ち退きの勧告、指示、立退き先の指示、又は屋内での待避等の安全確保措置の指
示を行うものとする。
・ 知事又はその命を受けた職員
知事は、災害の発生により市町村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、危険地域の住民に対し、速やかに立退きの勧告又は指示を行うものとする。
知事又はその委任を受けた職員は、地すべりにより著しく危険が切迫していると認められ
るときは、危険な区域の住民に対して立退きを指示するものとする。

（イ）避難指示の内容
【市町村長、水防管理者】
避難の指示は、次の内容を明示して行う。

（イ）避難の勧告又は指示の内容
【市町村長、水防管理者】
避難の勧告又は指示は、次の内容を明示して行う。

○ 指示
・ 警察官
警察官は、災害の発生により、住民の生命、身体に危険を及ぼすおそれがある場合にお
いて、市町村長もしくはその権限を代行する市町村の吏員が指示できないと認めるとき、
又は市町村長から要求があったとき、もしくは住民の生命、身体に危険が切迫していると
自ら認めるときは、直ちに当該地域住民に対し立ち退きを指示するものとする。
・ 自衛官
災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害により危険な事態が生じた場合で、警察
官がその場にいないときは、危険な場所にいる住民に避難の指示をするものとする。
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・要避難対象地域
・立退き先
・避難先及び避難経路
・避難理由
・避難時の留意事項

・要避難対象地域
・立退き先
・避難先及び避難経路
・避難理由
・避難時の留意事項

なお、指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等への避難を基本とする
ものの、ハザードマップ等を踏まえ、自宅等で身の安全を確保することができる場合は、住
民自らの判断で「屋内安全確保」を行うことや、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避
難場所等への避難がかえって危険を伴う場合は、
「緊急安全確保」を行うべきことについて、
市町村は住民等への周知徹底に努める。

なお、指定緊急避難場所への移動を原則とするものの、避難時の周囲の状況等により、
指定緊急避難場所への移動を行うことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないと住民等
自身が判断する場合は、
「近隣の安全な場所」への移動又は「屋内安全確保」を行うべきこ
とについて、市町村は住民等への周知徹底に努める。

（ウ）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を指示したときは、次の要領に従って関係機関に
通知又は連絡するものとする。(注「→」は通知「＝」は相互連絡を示す)

（ウ）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を勧告し若しくは指示をしたときは、次の要領に
従って関係機関に通知又は連絡するものとする。(注「→」は通知「＝」は相互連絡を示す)

・警察官、海上保安官及び自衛官

・警察官、海上保安官及び自衛官
市 町 村 長

知

事

警察本部長
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警

察

官

市 町 村 長

海上保安官
自 衛 官

知

警 察 署 長

警察本部長

（エ）発令基準及び伝達方法
避難指示の発令者は、おおむね次の基準により発令し、伝達するものとし、具体的な発
令基準を定めておくものとする。
種別

発令基準
気象台から豪雨、台風、地震等災害に関
する警報が発され、避難を要すると判断
されるとき。
２ 関係機関から豪雨、台風、地震等災害に
関する通報があり、避難を要すると判断
されるとき。
３ 河川が避難判断水位を突破し、洪水の
おそれがあるとき。
１

避難指示

事

警
自

察
衛

官
官

警 察 署 長

（エ）発令基準及び伝達方法
避難の勧告等の発令者は、おおむね次の基準により発令し、伝達するものとし、具体的
な発令基準を定めておくものとする。

伝達方法
(1) サイレン、警鐘、標識に
よるほか広報車、消防機
関、水防団体による周知
及びラジオ、テレビ等あ
らゆる広報手段を尽く
して迅速な徹底を図る
ものとする。
(2) できるだけ民心を恐怖
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種別

発令基準
気象台から豪雨、台風、地震等災害に関
する警報が発され、避難を要すると判断
されるとき。
２ 関係機関から豪雨、台風、地震等災害に
関する通報があり、避難を要すると判断
されるとき。
３ 河川が避難判断水位を突破し、洪水の
おそれがあるとき。
１

避難勧告
避難指示

伝達方法
(1) サイレン、警鐘、標識に
よるほか広報車、消防機
関、水防団体による周知
及びラジオ、テレビ等あ
らゆる広報手段を尽く
して迅速な徹底を図る
ものとする。
(2) できるだけ民心を恐怖

４

河川の上流の地域が水害を受け、下流
の地域に危険があるとき。
５ 地すべりにより著しい危険が切迫して
いるとき。
６ 土砂災害警戒情報が発表され、避難を
要すると判断されるとき。
７ 火災が拡大するおそれがあるとき。
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状態におちいらせない
ようにするとともに火
災の予防についても警
告するものとする。

イ 市町村長による避難情報の発令
（ア）市町村長による避難情報の発令
市町村長は、あらかじめ定めた避難計画に基づき、次の三類型による避難情報を発令す
る。発令に当たっては、気象情報や河川の水位情報等の把握に努め、立退き避難に必要な時
間や日没時間等を考慮して、空振りを恐れず、適切なタイミングで行うものとする。
種 別
【警戒レ
ベル３】
高齢者等
避難

発令時の状況
・要配慮者等、特に避難行動に
時間を要する者が避難行動を
開始しなければならない段階
であり、災害の発生する可能性
が高まった状況

【警戒レ
ベル４】
避難指示

・通常の避難行動ができる者
が避難行動を開始しなければ
ならない段階であり、災害の発
生する可能性が明らかに高ま
った状況

４

河川の上流の地域が水害を受け、下流
の地域に危険があるとき。
５ 地すべりにより著しい危険が切迫して
いるとき。
６ 土砂災害警戒情報が発表され、避難を
要すると判断されるとき。
７ 火災が拡大するおそれがあるとき。

状態におちいらせない
ようにするとともに火
災の予防についても警
告するものとする。

イ 市町村長による避難情報の発令
（ア）市町村長による避難情報の発令
市町村長は、あらかじめ定めた避難計画に基づき、次の三類型による避難情報を発令す
る。発令に当たっては、気象情報や河川の水位情報等の把握に努め、立退き避難に必要な時
間や日没時間等を考慮して、空振りを恐れず、適切なタイミングで行うものとする。

住民に求める行動
【危険な場所から高齢者等避難】
・避難に時間のかかる要配慮者とその支
援者は危険な場所から避難（立退き避難
又は屋内安全確保）する。
・その他の人は立退き避難の準備を整え
るとともに、以後の防災気象情報、水位
情報等に注意を払い、自発的に避難を開
始することが望ましい。またハザードマ
ップやマイ・タイムライン等により屋内
で身の安全を確保できることを確認で
きた場合は、自らの判断で 屋内安全確
保の準備をする。
・特に、突発性が高く予測が困難な土砂災
害の危険性がある区域や急激な水位上
昇のおそれがある河川沿いでは、準備が
整い次第、当該災害に対応した避難（指
定緊急避難場所へ立退き避難または屋
内安全確保）をすることが強く望まれ
る。
【危険な場所から全員避難】
・指定緊急避難場所等への立退き避難を
基本とする避難行動をとる。
・予想される災害に対応した指定緊急避
難場所へ速やかに立退き避難する。
・指定緊急避難場所への立退き避難はか
えって命に危険を及ぼしかねないと自
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種 別
【警戒レ
ベル３】
避難準備・
高齢者等避
難開始

発令時の状況
・要配慮者等、特に避難行動に
時間を要する者が避難行動を
開始しなければならない段階
であり、災害の発生する可能性
が高まった状況

住民に求める行動
【高齢者等避難】
・避難に時間のかかる要配慮者とその支
援者は立退き避難する。
・その他の人は立退き避難の準備を整え
るとともに、以後の防災気象情報、水位
情報等に注意を払い、自発的に避難を開
始することが望ましい。
・特に、突発性が高く予測が困難な土砂災
害の危険性がある区域や急激な水位上
昇のおそれがある河川沿いでは、避難準
備が整い次第、当該災害に対応した指定
緊急避難場所へ立退き避難することが
強く望まれる。

【警戒レ
ベル４】
避難勧告
避難指示
（緊急）

・通常の避難行動ができる者
が避難行動を開始しなければ
ならない段階であり、災害の発
生する可能性が明らかに高ま
った状況

【全員避難】
○ 指定緊急避難場所等への立退き避難を
基本とする避難行動をとる。
・予想される災害に対応した指定緊急避
難場所へ速やかに立退き避難する。
・指定緊急避難場所への立退き避難はか
えって命に危険を及ぼしかねないと自

ら判断する場合には、近隣の安全な場所
への立退き避難を行う。
・平時からハザードマップやマイ・タイム
ライン等により屋内で身の安全を確保
できることを確認できている場合は、自
らの判断で屋内安全確保を行う。

【警戒レ
ベル５】
緊急安全
確保

・災害発生（※１）又は切迫（※
２）している状況
※１ 災害発生
堤防の決壊により河川の氾濫
発生や集中的な土砂災害の発
生
※２ 災害の切迫
水位の推定値等から河川が氾
濫している可能性があると判
断できる場合や、集中的な土砂
災害が既に発生している可能
性が極めて高い気象状況

・避難指示（緊急）は、事態が
切迫している場合や、大河川
で水位予測に基づき段階的に
発令できる場合などの災害が
発生する可能性が極めて高い
状況

【緊急安全確保】
・災害が発生又は切迫し、命の危険がある
状況となっており、緊急に身の安全を確
保する。
・指定緊急避難場所への立退き避難がか
えって危険となるため「近くの堅固な建
物への退避」や、少しでも命が助かる可
能性の高い避難行動として、「屋内安全
確保」へと行動変容する 。
・災害が発生・切迫している状況を市町村
が確実に把握できるとは限らないので、
必ず発令される情報ではない。したがっ
て、居住者等は平時からハザードマップ
やマイ・タイムライン等を確認し、近隣
の災害リスクと警戒レベル５緊急安全
確保が発令された際に取るべき行動を
検討する。

（用語の説明）
■避難：災害から命を守るための行動
■立退き避難 ：指定緊急避難場所や「近隣の安全な場所」へ移動する避難行動
■近隣の安全な場所：指定緊急避難場所ではないが、親戚・知人宅、ホテルなどの近隣のより
安全な浸水しない場所・建物等
■屋内安全確保：その時点に居る建物内において、より安全な部屋等への移動。自宅などの居
場所や安全を確保できる場所にとどまる「待避」や屋内の２階以上の安全を確保できる高さ
に移動する「垂直避難」を指し、居住者等がハザードマップやマイ・タイムライン等を確認
し、自らの判断でとる行動。以下の条件を満たされている必要がある。

【警戒レ
ベル５】
災害発生
情報

・災害が実際に発生している
状況

ら判断する場合には、「近隣の安全な場
所」への避難や、少しでも命が助かる可
能性の高い避難行動として、「屋内安全
確保」を行う。
＜避難指示（緊急）が発令された場合＞
○ 災害が発生するおそれが極めて高い状
況等となっており、緊急に避難する。
・指定緊急避難場所への立退き避難に限
らず、
「近隣の安全な場所」への避難や、
少しでも命が助かる可能性の高い避難
行動として、
「屋内安全確保」を行う。
・避難指示（緊急）は、地域の状況に応じ
て、緊急的、又は重ねて避難を促す場合
などに発生するものであり、必ず発令さ
れるものではないことに留意する。
【災害発生】
・命を守るための最善の行動をとる。
・市町村が災害発生を確実に把握できる
ものではないため、災害が発生した場合
に、必ず発令されるものではないことに
留意する。

（用語の説明）
■避難 ：災害から命を守るための行動
■立退き避難 ：指定緊急避難場所や「近隣の安全な場所」へ移動する避難
■近隣の安全な場所：指定緊急避難場所ではないが、近隣のより安全な場所・建物等
■屋内安全確保：その時点に居る建物内において、より安全な部屋等への移動。自宅などの居
場所や安全を確保できる場所に留まる「待避」や屋内の２階以上の安全を確保できる高さに
移動する「垂直避難」を指す。
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・自宅等が家屋倒壊等氾濫想定区域（堤防決壊等により激しい氾濫流や河川浸食が発生する
区域）に存していないこと
・自宅等に浸水しない居室があること
・自宅等が一定期間浸水することに伴う支障（食料等の確保や電気、ガス、トイレ等の使用）
を許容できること
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(イ）市町村長への助言
【県（危機管理防災部、県土整備部）
、熊谷地方気象台、関東地方整備局】
県、熊谷地方気象台及び関東地方整備局は、市町村から求めがあった場合には、避難情報
の対象地域、判断時期等について助言するものとする。また、県は、時期を失することなく
避難情報が発令されるよう、市町村に積極的に助言するものとする。

(イ）市町村長への助言
【県（危機管理防災部、県土整備部）
、熊谷地方気象台、関東地方整備局】
県、熊谷地方気象台及び関東地方整備局は、市町村から求めがあった場合には、避難勧告
等の対象地域、判断時期等について助言するものとする。また、県は、時期を失することな
く避難勧告等が発令されるよう、市町村に積極的に助言するものとする。

70

エ 避難誘導
（ア）市町村の役割
○ 避難指示又は高齢者等避難の伝達
住民に対し、避難指示又は高齢者等避難を伝達する際には、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。特に、台風による大雨発生など事前に予測が可
能な場合においては、大雨発生が予測されてから災害のおそれがなくなるまで、住民
に対して分かりやすく適切に状況を伝達することに努めるものとする。

エ 避難誘導
（ア）市町村の役割
○ 避難の勧告・指示又は避難準備情報の伝達
住民に対し、避難の勧告・指示又は避難準備情報を伝達する際には、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。特に、台風による大雨発生など事前
に予測が可能な場合においては、大雨発生が予測されてから災害のおそれがなくなる
まで、住民に対して分かりやすく適切に状況を伝達することに努めるものとする。

71 ２ 避難所の開設・運営 ～ ４ 広域一時滞在
「第２編 震災対策編－第２章－第８（２０２、２０９ページ）
」を準用する。

２ 避難所の開設・運営 ～ ３ 広域一時滞在
「第２編 震災対策編－第２章－第８（２０２、２０９ページ）
」を準用する。
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第１１

竜巻等突風対策

竜巻・突風等対策

基本方針
基本方針
突発的に発生し、局地的に甚大な被害をもたらす竜巻等突風について、県民への注意喚
突発的に発生し、局地的に甚大な被害をもたらす竜巻や突風等について、県民への注意
起を行うとともに県民生活に与える影響を最小限にするための対策を講じる。
喚起を行うとともに県民生活に与える影響を最小限にするための対策を講じる。
現 況
現 況
○ 竜巻の発生状況
○ 竜巻の発生状況
竜巻は上空の寒気により大気の状態が非常に不安定となり、落雷、突風、降ひょうを伴
竜巻は上空の寒気により大気の状態が非常に不安定となり、落雷、突風、降ひょうを伴
う発達した積乱雲が発生したときに生じることが多い。 日本では、年平均で 23 件（2007
う発達した積乱雲が発生したときに生じることが多い。 日本では、年平均で約 25 個（2007
年～2017 年、海上竜巻を除く）の発生が確認されている。 竜巻の発生数は、台風シーズン
年～2013 年、海上竜巻を除く）の発生が確認されている。 竜巻の発生数は、台風シーズン
の９月がもっとも多いが、季節を問わずどのような地域でも発生する可能性がある。
の９月がもっとも多いが、季節を問わずどのような地域でも発生する可能性がある。
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竜巻注意情報の発表例
埼玉県竜巻注意情報 第１号
令和××年××月××日××時××分

竜巻注意情報の発表例
埼玉県竜巻注意情報 第１号
令和××年××月××日××時××分

気象庁発表

熊谷地方気象台発表

埼玉県南部は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。
空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しが
ある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。

埼玉県南部は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。
空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しが
ある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。

この情報は、××日××時××分まで有効です。

この情報は、××日××時××分まで有効です。

78 ＜予防・事前対策＞
＜予防・事前対策＞
１ 竜巻の発生、対処に関する知識の普及
１ 竜巻の発生、対処に関する知識の普及
（１）取組方針
（１）取組方針
竜巻等突風は局所的・突発的に発生し、その発生を事前に正確に予測することは現状で
竜巻や突風は局所的・突発的に発生し、その発生を事前に正確に予測することは現状で
は困難であるため、人的被害を防ぐためには、各個人が竜巻等に関する正しい知識を持ち、
は困難であるため、人的被害を防ぐためには、各個人が竜巻等に関する正しい知識を持ち、
竜巻等に遭遇した場合の的確な身の守り方を会得しておく必要がある。
竜巻等に遭遇した場合の的確な身の守り方を会得しておく必要がある。
（３）具体的な取組内容
（３）具体的な取組内容
ア 竜巻等突風に関する普及啓発の推進
ア 竜巻等突風に関する普及啓発の推進
【県（危機管理防災部）
、市町村、熊谷地方気象台】
【県（危機管理防災部）
、市町村、熊谷地方気象台】
○ 県及び市町村は、竜巻の発生メカニズムや対処方法について、職員への研修や県民へ
○ 県及び市町村は、竜巻の発生メカニズムや対処方法について、職員への研修や県民へ
の普及啓発を行う。
の普及啓発を行う。
（参考）県民向け普及啓発資料：気象庁作成リーフレット「竜巻から身を守る～竜巻注意情
（参考）県民向け普及啓発資料：気象庁作成リーフレット「竜巻から身を守る！」
、防災啓発
報～」
、防災啓発ビデオ「急な大雨・雷・竜巻から身を守ろう！」等）
ビデオ「急な大雨・雷・竜巻から身を守ろう！」等）
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79 ３

被害予防対策
３ 被害予防対策
（１）取組方針
（１）取組方針
竜巻等突風は発生予測が難しく、かつどこでも発生の可能性があることから、広く県民等
竜巻や突風は発生予測が難しく、かつどこでも発生の可能性があることから、広く県民等
に対して被害の予防対策の普及を図る。
に対して被害の予防対策の普及を図る。
（３）具体的な取組内容
ア 物的被害を軽減させるための方策
【県（危機管理防災部、農林部）
、市町村、重要施設管理者】
○

（３）具体的な取組内容
ア 物的被害を軽減させるための方策
【県（危機管理防災部、農林部）
、市町村、重要施設管理者】

低コスト耐候性ハウス等の導入など、農業被害の軽減を検討する。

○

低コスト耐気候性ハウス等の導入など、農業被害の軽減を検討する。

80 ４ 竜巻等突風対処体制の確立
４ 竜巻等突風対処体制の確立
（１）取組方針
（１）取組方針
竜巻等突風が発生又は発生の可能性が高まった際の対処や連絡体制を整備し、被害の防止
竜巻、突風等が発生又は発生の可能性が高まった際の対処や連絡体制を整備し、被害の防
に役立てる。
止に役立てる。
（略）

（略）

５ 情報収集・伝達体制の整備
５ 情報収集・伝達体制の整備
（１）取組方針
（１）取組方針
竜巻等突風が発生又は発生の可能性が高まった際の伝達体制を整備し、被害の防止に役立
竜巻、突風等が発生又は発生の可能性が高まった際の伝達体制を整備し、被害の防止に役
てる。
立てる。
（２）役割
機関名等
県（危機管理防災
部）
、市町村
県民

役
割
・竜巻等突風が発生又は発生する可能性が高まった際の県民等
への伝達体制の整備
・竜巻等突風の通報制度の検討
・竜巻注意情報取得のための事前準備（防災情報メールの登録
等）

（２）役割
機関名等
県（危機管理防災
部）
、市町村
県民

役
割
・竜巻、突風等が発生又は発生する可能性が高まった際の県民
等への伝達体制の整備
・竜巻等突風の通報制度の検討
・竜巻注意情報取得のための事前準備（防災情報メールの登録
等）

81 ６ 適切な対処法の普及
６ 適切な対処法の普及
（１）取組方針
（１）取組方針
竜巻等突風への具体的な対処法を県民に分かりやすい形で示し、人的被害を最小限に食い止
竜巻・突風等への具体的な対処法を県民に分かりやすい形で示し、人的被害を最小限に食い
めるための啓発を行う。
止めるための啓発を行う。
（２）役割
機関名等

役

割

（２）役割
機関名等
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役

割

県（危機管理防災
部）
、市町村
県民

・竜巻等突風が発生する可能性が高まった際にとるべき行動の
県民等への普及
・竜巻対応マニュアルの作成、関係機関等との共有
・竜巻等突風の情報取得や身を守る方法の習得

県（危機管理防災
部）
、市町村
県民

・竜巻、突風等が発生する可能性が高まった際にとるべき行動
の県民等への普及
・竜巻対応マニュアルの作成、関係機関等との共有
・竜巻や突風等の情報取得や身を守る方法の習得

83 ＜応急対策＞
＜応急対策＞
１ 情報伝達
１ 情報伝達
（１）取組方針
（１）取組方針
竜巻等突風が発生又は発生の可能性が高まった際、県民に対して適切な対処を促すための情
竜巻・突風等が発生又は発生の可能性が高まった際、県民に対して適切な対処を促すための
報を伝達する。
情報を伝達する。
（２）役割
機関名等
県（統括部）
、市町
村

役
割
・防災情報メール等を活用した竜巻等突風の情報の伝達

85 ３ がれき処理
（１）取組方針
竜巻等突風により生じたがれきを迅速に処理し、早期の生活再建につなげる。

（２）役割
機関名等
県（統括部）
、市町
村

３ がれき処理
（１）取組方針
竜巻・突風等により生じたがれきを迅速に処理し、早期の生活再建につなげる。

（略）
４ 避難所の開設・運営
（１）取組方針
竜巻等突風の被災者に対し、避難所を開設し、迅速に収容する。

86 ５ 応急住宅対策
（１）取組方針
竜巻等突風の被災者に対して、被災住宅の応急修理、応急住宅の供給を行う。
（略）

役
割
・防災情報メール等を活用した竜巻・突風等の情報の伝達

（略）
４ 避難所の開設・運営
（１）取組方針
竜巻・突風等の被災者に対し、避難所を開設し、迅速に収容する。

５ 応急住宅対策
（１）取組方針
竜巻・突風等の被災者に対して、被災住宅の応急修理、応急住宅の供給を行う。
（略）

６ 道路の応急復旧
６ 道路の応急復旧
（１）取組方針
（１）取組方針
竜巻等突風により道路上に飛散したがれき等の障害物を、迅速に処理し、交通に支障のない
竜巻・突風等により道路上に飛散したがれき等の障害物を、迅速に処理し、交通に支障のな
状態とする。
い状態とする。
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87 ＜復旧対策＞
１ 被害認定の適切な実施
（１）取組方針
竜巻等突風による被害認定を適切に行い、県民の早期の生活再建に向けた取組を進める。

＜復旧対策＞
１ 被害認定の適切な実施
（１）取組方針
竜巻・突風等による被害認定を適切に行い、県民の早期の生活再建に向けた取組を進める。

第４章 大規模水害対策
第４ 具体的取組
１ 適時・的確な避難の実現
（２）役割
95
機関名等
役
割
県（危機管理防災 ・浸水が想定される地域の脆弱性と避難分析
部、県土整備部）
、 ・大規模水害リスクに関する情報の普及啓発
市町村
・避難に係る情報発信
・広域的な避難指針等の策定
市町村
・避難指示の発令基準の改善
・確実な避難の実施
市町村、消防本部、 ・孤立者の救助体制の整備
警察
県（保健医療部 福 ・入院患者等の広域受入体制の確保
祉部）
、市町村、病
院、介護・福祉施設
等

第４章 大規模水害対策
第４ 具体的取組
１ 適時・適格な避難の実現
（２）役割
機関名等
役
割
県（危機管理防災 ・浸水が想定される地域の脆弱性と避難分析
部、県土整備部）
、 ・大規模水害リスクに関する情報の普及啓発
市町村
・避難に係る情報発信
・広域的な避難指針等の策定
市町村
・避難勧告・指示の発令基準の改善
・確実な避難の実施
市町村、消防本部、 ・孤立者の救助体制の整備
警察
県（保健医療部 福 ・入院患者等の広域受入体制の確保
祉部）
、市町村、病
院、介護・福祉施設
等

96

エ 適時・的確な避難指示の実施
【市町村】
市町村は、各地の浸水までの時間に対して、避難準備時間や移動時間を含めた必要避難
時間を把握し、避難指示の発令基準の改善を図る。 また、雨量、河川水位、気象警報・指
定河川洪水予報の発表状況等を適宜取得し、適切な避難指示等の発令のタイミングや対象
地域等を検討する。

第５章 雪害対策
第３ 実施計画
＜予防・事前対策＞
107 ３ 雪害における応急対応力の強化
（３）具体的な取組内容
ア 大雪対応事前行動計画（埼玉版タイムライン）の作成・共有
【県（危機管理防災部、警察本部）
、市町村、防災関係機関】
○ 大雪災害に対応するため、事前行動計画（埼玉版タイムライン）を作成し、関係機関と

エ

適時・的確な避難勧告・指示の実施
【市町村】
市町村は、各地の浸水までの時間に対して、避難準備時間や移動時間を含めた必要避難
時間を把握し、避難勧告・指示の発令基準の改善を図る。 また、雨量、河川水位、気象警
報・指定河川洪水予報の発表状況等を適宜取得し、適切な避難勧告・指示等の発令のタイ
ミングや対象地域等を検討する。

第５章 雪害対策
第３ 実施計画
＜予防・事前対策＞
３ 雪害における応急対応力の強化
（３）具体的な取組内容
ア 大雪対応事前行動計画（埼玉版タイムライン）の作成・共有
【県（危機管理防災部、警察本部）
、市町村、防災関係機関】
○ 大雪災害に対応するため、事前行動計画（埼玉版タイムライン）を作成し、関係機関と
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共有する。なお、計画は、気象庁が発表する気象特別警報・警報・注意報や予想降雪量などの
情報のほか、積雪深についても考慮したものとする。

共有する。

＜応急対策＞
＜応急対策＞
114 １ 応急活動体制の施行
１ 応急活動体制の施行
（１）取組方針
（１）取組方針
県及び市町村は、積雪による被害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急
県及び市町村は、積雪による被害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急
活動体制を速やかに施行し、他の防災機関と有機的な連携を図りながら、災害応急対策を
活動体制を速やかに施行し、他の防災機関と有機的な連携を図りながら、災害応急対策を
講ずる。
講ずる。
なお、災害応急活動体制の施行に当たっては、気象庁が発表する気象特別警報・警報・
注意報や予想降雪量などの情報のほか、積雪深についても考慮する。

118 ５ 救出・救助及び孤立地区への支援の実施
（２）役割
機関名等
役
割
県（統括部）
・なだれ事故に対する応急対策
・県防災ヘリコプターによる救出・救助
・滞留車両の乗員保護
・孤立地区の応急対策
市町村
・なだれ事故に対する応急対策
・なだれ発生に伴う避難
・滞留車両の乗員保護
・孤立地区の応急対策
県（警察本部）
・ヘリコプター等による救出・救助
県（医療救急部、関係 ・孤立地区の応急対策
部）
道路管理者
・なだれ事故に対する応急対策
・滞留車両の乗員保護
・孤立地区の応急対策
交通事業者
・なだれ事故に対する応急対策
・孤立地区の応急対策

５ 救出・救助及び孤立地区への支援の実施
（２）役割
機関名等
役
割
県（統括部）
・なだれ事故に対する応急対策
・ヘリコプター等による救出・救助
・孤立地区の応急対策
市町村
・なだれ事故に対する応急対策
・なだれ発生に伴う避難
・孤立地区の応急対策
県（警察本部）
・ヘリコプター等による救出・救助
県（医療救急部、関係 ・孤立地区の応急対策
部）
道路管理者、交通事業 ・なだれ事故に対する応急対策
者
・孤立地区の応急対策

（３）具体的な取組内容

（３）具体的な取組内容
119

ウ ヘリコプター等による救出・救助

ウ ヘリコプター等による救出・救助

【県（統括部）
、警察本部】

積雪やなだれによる交通途絶等で立ち往生した自動車や、孤立した地区の県民が、直ちに
救出・救助が必要な状況であり、かつ他の交通手段が確保できないと認めた時は、県防災ヘ
リコプター及び県警ヘリコプター等による救出・救助を実施する。 また、救助の規模が県及
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【県（統括部）
、警察本部】

積雪やなだれによる交通途絶等で立ち往生した自動車や、孤立した地区の県民が、直ちに
救出・救助が必要な状況であり、かつ他の交通手段が確保できないと認めた時は、防災ヘリ
コプター及び県警ヘリコプター等による救出・救助を実施する。 また、救助の規模が県及び

び市町村による対応能力を超え、緊急性、非代替性が認められる場合には、自衛隊法に基づ
き自衛隊に災害派遣を要請する。
119

エ 雪害時の滞留車両の乗員保護

【国、県（統括部）
、市町村、道路管理者】

市町村による対応能力を超え、緊急性、非代替性が認められる場合には、自衛隊法に基づき
自衛隊に災害派遣を要請する。
（新設）

積雪に伴う大規模な立ち往生が発生し、滞留車両の開放に長時間を要すると見込まれる場
合、乗員の生命が脅かされる事態となることから、防災関係機関や道路管理者が連携を図り
ながら、滞留車両の乗員への物資の提供、安全確保等の乗員保護支援を行う。
【資料編〇-〇-〇-〇】埼玉県における雪害時の乗員保護支援計画
オ 孤立地区の応急対策
【県（統括部、医療救急部、関係各部）
、市町村、道路管理者、交通事業者】
（略）

８ ライフラインの確保
（３）具体的な取組内容
121

ア 応急対策の実施

【県（給水部、統括部）
、市町村、ライフライン事業者】

ライフライン事業者、県（給水部）及び市町村は、なだれ、冠雪、着雪、凍結等による設
備の機能停止・故障・損壊等を速やかに把握し、復旧に係る措置を講ずる。

エ 孤立地区の応急対策
【県（統括部、医療救急部、関係各部）
、市町村、道路管理者、交通事業者】
（略）

８ ライフラインの確保
（３）具体的な取組内容

【県（応急復旧部、給水部）
、ライフライン事業者】

ア 応急対策の実施

【県（給水部、統括部）
、市町村、ライフライン事業者】

○

○

○ ライフライン事業者、県（給水部）及び市町村は、応急対策の実施に当たり、災害対応
の円滑化や県民生活の速やかな復旧を目指し、他の機関と連携するものとする。

○ ライフライン事業者は、応急対策の実施に当たり、災害対応の円滑化や県民生活の速や
かな復旧を目指し、他の機関と連携するものとする。

○

○

○ 県（統括部）は、異常な積雪により広範囲に被災した場合には、優先的に復旧すべき地
区を示し、関係機関と調整するものとする。

○ 県は、異常な積雪により広範囲に被災した場合には、優先的に復旧すべき地区を示し、
関係機関と調整するものとする。

県（統括部）は、ライフライン事業者等が応急対策に必要な情報（被災情報、除雪状況、
なだれ等の危険性が高い区域、通行可能な道路等）や活動スペース等について、ライフラ
イン事業者等に提供又は貸し出すことにより、その復旧作業を支援する。

ライフライン事業者は、なだれ、冠雪、着雪、凍結等による設備の機能停止・故障・損壊
等を速やかに把握し、復旧に係る措置を講ずる。

県及び市町村は、ライフライン事業者等が応急対策に必要な情報（被災情報、除雪状況、
なだれ等の危険性が高い区域、通行可能な道路等）や活動スペース等について、ライフラ
イン事業者等に提供又は貸し出すことにより、その復旧作業を支援する。
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埼玉県地域防災計画

新旧対照表

【第５編 広域応援編】
頁

修

正

案

現

広域連携の枠組み

3

4

行

広域連携の枠組み

（５）国等が関与して全国的に行われる応援要員派遣の仕組み
（５）国等が関与して全国的に行われる応援要員派遣の仕組み
ア 応急対策職員派遣制度
ア 応急対策職員派遣制度
○ 大規模災害発生時に、全国の地方公共団体の人的資源を最大限に活用して被災市区町
○ 大規模災害発生時に、全国の地方公共団体の人的資源を最大限に活用して被災市区町
村を支援するための全国一元的な応援職員の短期派遣の仕組み。総務省が応急対策職員
村を支援するための全国一元的な応援職員の短期派遣の仕組み。総務省が応急対策職員
派遣制度に関する要綱を策定し構築した。
派遣制度に関する要綱を策定し構築した。
＜支援業務＞
＜支援業務＞
災害対策本部運営、避難所運営、物資搬出入、住家被害認定、罹災証明書交付等の災
災害対策本部運営、避難所運営、物資搬出入、住家被害認定、罹災証明書交付等の災害
害対応業務（国等が関与して全国的に行われる当制度以外の仕組みによる支援は除く。
）
対応業務（国等が関与して全国的に行われる当システム以外の仕組みによる支援は除
く。
）
イ

その他の仕組み（主なもの）
関係省庁
仕組の名称
文部科学省
被災文教施設
応急危険度判定
厚生労働省
水道
厚生労働省

災害派遣医療チーム
（ＤＭＡＴ）

厚生労働省

保健師等支援チーム

厚生労働省

災害派遣
精神医療チーム
（ＤＰＡＴ）

厚生労働省

災害派遣福祉チーム
（ＤＷＡＴ）

イ
主な支援内容
被災文教施設の応急危
険度判定の実施
応急給水、被災した水道
施設の応急復旧
災害超急性期（発災後概
ね 48 時間以内)に被災
地等で医療支援等を実
施
公衆衛生医師、保健師、
管理栄養士等の巡回に
よる被災者の健康管理
自然災害や集団災害の
発生時における、被災地
域の精神保健医療ニー
ズの把握、他の保健医療
体制との連携、各種関係
機関等とのマネージメ
ント、専門性の高い精神
科医療の提供と精神保
健活動の支援
社会福祉士、介護福祉
士、保育士等による、要
配慮者に対する介護や
相談業務などの福祉的
支援

保健医療部

その他の仕組み（主なもの）
関係省庁
仕組の名称
文部科学省
被災文教施設
応急危険度判定
厚生労働省
水道

保健医療部

厚生労働省

災害派遣医療チーム
（ＤＭＡＴ）

保健医療部

厚生労働省

保健師等支援チーム

保健医療部
福祉部

厚生労働省

災害派遣
精神医療チーム
（ＤＰＡＴ）

福祉部

厚生労働省

災害健康危機管理
支援チーム
（ＤＨＥＡＴ）

県関係部局
教育局
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主な支援内容
被災文教施設の応急危
険度判定の実施
応急給水、被災した水道
施設の応急復旧
災害超急性期（発災後概
ね 48 時間以内)に被災
地等で医療支援等を実
施
公衆衛生医師、保健師、
管理栄養士等の巡回に
よる被災者の健康管理
自然災害や集団災害の
発生時における、被災地
域の精神保健医療ニー
ズの把握、他の保健医療
体制との連携、各種関係
機関等とのマネージメ
ント、専門性の高い精神
科医療の提供と精神保
健活動の支援
被災地方公共団体の保
健医療調整本部及び保
健所が行う保健医療行
政の指揮調整機能等が
円滑に実施されるよう

県関係部局
教育局
保健医療部
保健医療部

保健医療部

保健医療部
福祉部

保健医療部

厚生労働省

農林水産省

国土交通省
国土交通省
国土交通省
環境省

災害健康危機管理
支援チーム
（ＤＨＥＡＴ）

農林水産省・サポー
ト・アドバイスチーム
（MAFF-SAT）
被災建築物
応急危険度判定
被災宅地
危険度判定
下水道
災害廃棄物
処理支援
ネットワーク
（D.Waste―Net)

警察庁

警察庁災害対応
指揮支援チーム
（Ｄ－ＳＵＴ）

内閣府

災害時情報集約支援
チーム
（ＩＳＵＴ）

被災地方公共団体の保
健医療調整本部及び保
健所が行う保健医療行
政の指揮調整機能等が
円滑に実施されるよう
応援
被災した農地・農業用施
設の初期情報収集、緊急
概査、技術支援等
被災した建築物の応急
危険度判定の実施
被災した宅地の危険度
判定の実施
被災した下水道施設の
復旧
＜研究・専門機関（専門
家・技術者を派遣）＞
処理体制の構築、排出・
分別方法の周知、初期推
計量に応じた一次仮置
場の確保・管理運営等に
関する現地支援 等
＜一般廃棄物関係団体
（ごみ収集車等や作業
員を派遣）＞
生活ごみ等の収集・運
搬、処理に関する現地支
援 等
国内において大規模な
災害が発生し、又は発生
するおそれがある場合
に被災地警察に派遣さ
れ、災害警備活動の指揮
に関する助言のほか、警
察庁災害警備本部等と
の連携及び広域緊急援
助隊、広域警察航空隊の
活動強化を支援
ニーズに応じて災害情
報を集約・地図化し、専
用 WEB サイト「ＩＳＵ
Ｔサイト」での掲載や、

保健医療部
農林水産省

国土交通省
農林部

国土交通省
国土交通省

農林水産省・サポー
ト・アドバイスチーム
（MAFF-SAT）
被災建築物
応急危険度判定
被災宅地
危険度判定
下水道

都市整備部
環境省
都市整備部
下水道局
環境部

災害廃棄物
処理支援
ネットワーク
（D.Waste―Net)

応援
被災した農地・農業用施
設の初期情報収集、緊急
概査、技術支援等
被災した建築物の応急
危険度判定の実施
被災した宅地の危険度
判定の実施
被災した下水道施設の
復旧
＜研究・専門機関（専門
家・技術者を派遣）＞
処理体制の構築、排出・
分別方法の周知、初期推
計量に応じた一次仮置
場の確保・管理運営等に
関する現地支援 等
＜一般廃棄物関係団体
（ごみ収集車等や作業
員を派遣）＞
生活ごみ等の収集・運
搬、処理に関する現地支
援 等

警察本部

危機管理防
災部
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農林部

都市整備部
都市整備部
下水道局
環境部

メール等によるＰＤＦ
形式での提供
避難所、医療施設やイン
フラ施設（道路、電気、
水道、通信）等の状況を
重ね合わせた地図を作
成
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埼玉県地域防災計画

新旧対照表

【第６編 事故災害対策編】
頁

修
第１節 火災対策計画
第３ 大規模火災予防

8

案

現

行

第１節 火災対策計画
第３ 大規模火災予防

３ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え
３ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え
(1) 情報の収集・連絡 【危機管理防災部、都市整備部、市町村】
(1) 情報の収集・連絡 【危機管理防災部、都市整備部、市町村】
ア 情報の収集・連絡体制の整備
ア 情報の収集・連絡体制の整備
県及び市町村は、国、関係市町村、関係都県、警察、消防機関等の関係機関との間にお
県及び市町村は、国、関係市町村、関係都県、警察、消防機関等の関係機関との間にお
ける情報の収集・連絡体制を整備するものとする。その際、夜間、休日の場合等において
ける情報の収集・連絡体制を整備するものとする。その際、夜間、休日の場合等において
も対応できる体制とする。 また、機動的な情報収集活動を行うため、ヘリコプターテレビ
も対応できる体制とする。 また、機動的な情報収集活動を行うため、ヘリコプターテレビ
映像伝送システム等の画像による情報通信システムの整備を行い、災害情報の収集・連絡
システム等の画像による情報通信システムの整備を行い、災害情報の収集・連絡体制の一
体制の一層の強化を図るものとする。
層の強化を図るものとする。

第４

13

正

大規模火災対策

第４

大規模火災対策

３ 消火活動 【消防機関】
３ 消火活動 【消防機関】
(2) 県
(2) 県
県は、消防機関の要請に基づき、他の地方公共団体、自衛隊との連携を図りつつ、ヘリ
県は、消防機関の要請に基づき、他の地方公共団体、自衛隊との連携を図りつつ、ヘリ
コプター等を積極的に活用し、大規模火災の偵察及び空中消火の早期実施を行うよう努め
コプターを積極的に活用し、大規模火災の偵察及び空中消火の早期実施を行うよう努める
るものとする。
ものとする。
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第６ 林野火災対策
１ 発災直後の情報の収集・連絡
(1)災害情報の収集・連絡
18

第６ 林野火災対策
１ 発災直後の情報の収集・連絡
(1)災害情報の収集・連絡

イ

林野火災情報等の収集・連絡系統
林野火災情報の収集・連絡系統は以下のとおりとする。
連絡

イ

林野火災情報等の収集・連絡系統
林野火災情報の収集・連絡系統は以下のとおりとする。

関係省庁

連絡

被害情報

被害情報
消

防

庁

県

林
野
火
災
現
場

被害情報

警察署

野

林
野
火
災
現
場

庁

国土交通省

警察
本部

防

衛

省

警

察

庁

市町村
被害情報

ウ

防

庁

林

野

庁

国土交通省

被害情報
警察署

警察
本部

など

18

消
県

林

市町村
消防本部（局）

被害情報

関係省庁

防

衛

省

警

察

庁

など

応急対策活動情報の連絡 【県、市町村、関係機関】

ウ

市町村は、県に、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を連絡し、応援の必要性等
を連絡するものとする。
県は、自ら実施する応急対策の活動状況等を市町村に連絡するとともに、国（消防庁、
林野庁）に、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を随時連絡するものとする。また、
必要に応じて情報連絡員を現地指揮本部等に派遣させ、情報を収集、伝達することとする。
県、市町村及び関係機関は、応急対策活動情報に関し、必要に応じて相互に情報交換を
行うものとする。

３ 消火活動 【県、消防機関】
３
20 (2) 県
(2)
県は、消防機関の要請に基づき、他の地方公共団体、自衛隊との連携を図りつつ、ヘリ
コプター等を積極的に活用し、林野火災の偵察及び空中消火の早期実施を行うよう努める
ものとする。
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応急対策活動情報の連絡 【県、市町村、関係機関】
市町村は、県に、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を連絡し、応援の必要性等
を連絡するものとする。
県は、自ら実施する応急対策の活動状況等を市町村に連絡するとともに、国（消防庁、
林野庁）に、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を随時連絡するものとする。
県、市町村及び関係機関は、応急対策活動情報に関し、必要に応じて相互に情報交換を
行うものとする。

消火活動 【県、消防機関】
県
県は、消防機関の要請に基づき、他の地方公共団体、自衛隊との連携を図りつつ、ヘリ
コプターを積極的に活用し、林野火災の偵察及び空中消火の早期実施を行うよう努めるも
のとする。

20 ５ 避難収容活動 【県、市町村】
５ 避難収容活動 【県、市町村】
発災時における避難誘導については、
「第２編 震災対策編－第２章－第８ 避難対策」に
発災時における避難誘導については、
「第２編 震災対策編－第２章－第８ 避難対策」に
準ずる。山間部に孤立するおそれのある居住者等には、早期の避難を指示する。
準ずる。山間部に孤立するおそれのある居住者等には、早期の避難を勧告・指示する。

第２節 危険物等災害対策計画
第２節 危険物等災害対策計画
第６ サリン等による人身被害対策計画
第６ サリン等による人身被害対策計画
26 ３ 応急措置
３ 応急措置
(2) 情報収集
(2) 情報収集
ア 県
ア 県
県は、県内に人身被害が発生したときは、市町村及び関係機関と緊密に連絡して応急対
県は、県内に人身被害が発生したときは、市町村及び関係機関と緊密に連絡して応急対
策にあたるものとする。緊急時の通信連絡手段は「第２編 震災対策編－第２章－第５ 情
策にあたるものとする。緊急時の通信連絡手段は「第２編 震災対策編－第２章－第５ 情
報収集・伝達体制の整備」に準じ、次の各項によるものとする。
報収集・伝達体制の整備」に準じ、次の各項によるものとする。
(ｱ) 県（危機管理防災部・保健医療部）の対応
(ｱ) 県（危機管理防災部・保健医療部）の対応
人身被害の報告を受けた県は、警察本部、医療機関等とも連絡を密にし、必要な連絡・
人身被害の報告を受けた県は、警察本部、医療機関等とも連絡を密にし、必要な連絡・
調整を行う。
調整を行う。
(ｲ) ヘリコプターによる被害状況の把握
(ｲ) ヘリコプターによる被害状況の把握
災害現場状況を上空より視認できる場合は、県防災ヘリコプターにより被害状況の把握
災害現場状況を上空より視認できる場合は、県防災航空センターのヘリコプターにより
を行う。また、上空で撮影した映像をヘリコプターテレビ映像電送システムにより県庁に
被害状況の把握を行う。また、上空で撮影した映像をヘリコプターテレビ映像電送システ
送り、事故災害応急対策活動に利用する。
ムにより県庁に送り、事故災害応急対策活動に利用する。

27

(4)救出、救助
ウ 緊急消防援助隊
特殊な災害に対処するために、特別の必要があると認められる場合には、消防庁長官の
求め又は指示による緊急消防援助隊の特殊災害中隊（毒劇物等対応小隊）等により対処す
る。

(4)救出、救助
ウ 緊急消防援助隊
特殊な災害に対処するために、特別の必要があると認められる場合には、消防庁長官の
指示による緊急消防援助隊の特殊災害部隊（毒劇物対応隊）により対処する。

第６節 鉄道事故・施設災害対策計画
第６節 鉄道事故・施設災害対策計画
第２ 鉄道事故対策計画
第２ 鉄道事故対策計画
55 ５ 応急措置
５ 応急措置
(1)情報収集
(1)情報収集
ア 県
ア 県
県は、県内に鉄道事故が発生したときは、市町村及び関係機関と緊密に連絡して応急対
県は、県内に鉄道事故が発生したときは、市町村及び関係機関と緊密に連絡して応急対
策にあたるものとする。
策にあたるものとする。
(ｱ) ヘリコプターによる被害状況の把握
(ｱ) ヘリコプターによる被害状況の把握
県防災ヘリコプターにより、上空からの被害状況の把握を行う。また、上空で撮影した
県防災航空センターのヘリコプターにより、上空からの被害状況の把握を行う。また、
映像をヘリコプターテレビ映像電送システムにより県庁に送り、応急対策活動に活用する。
上空で撮影した映像をヘリコプターテレビ映像電送システムにより県庁に送り、応急対策
活動に活用する。
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57 第７節 航空機事故対策計画
第７節 航空機事故対策計画
第３ 応急措置
第３ 応急措置
１ 情報収集
１ 情報収集
(1)県
(1)県
県は、県内に航空機事故が発生したときは、市町村及び関係機関と緊密に連絡して応急
県は、県内に航空機事故が発生したときは、市町村及び関係機関と緊密に連絡して応急
対策にあたるものとする。緊急時の通信連絡手段は「第２編 震災対策編－第２章－第５ 情
対策にあたるものとする。緊急時の通信連絡手段は「第２編 震災対策編－第２章－第５ 情
報収集・伝達体制の整備」に準じ、次の各項によるものとする。
報収集・伝達体制の整備」に準じ、次の各項によるものとする。
58
ア ヘリコプターによる被害状況の把握
ア ヘリコプターによる被害状況の把握
県防災ヘリコプターにより、上空からの被害状況の把握を行う。また、上空で撮影した
県防災航空センターのヘリコプターにより、上空からの被害状況の把握を行う。また、
映像をヘリコプターテレビ映像電送システムにより県庁に送り、応急対策活動に活用する。
上空で撮影した映像をヘリコプターテレビ映像電送システムにより県庁に送り、応急対策
活動に活用する。

60 第８節

電気通信設備災害対策計画

第８節

第４ 社外機関との協調
１ 地方公共団体の災害対策本部との協調
東日本電信電話株式会社埼玉事業部は、災害時にあらかじめ定められた対策要員を派遣
し、次の事項に関し協調をとる。
①災害に関する情報の提供及び収集
②サービス提供状況、及び復旧状況

電気通信設備災害対策計画

（追加）

61 第９節 電力施設応急対策計画
第９節 電力施設応急対策計画
第２ 防災体制
第２ 防災体制
１ 非常態勢の区分
１ 非常態勢の区分
災害が発生するおそれがある場合、または発生した場合（以下「非常災害」という。
）に
災害が発生するおそれがある場合、または発生した場合（以下「非常災害」という。
）に
対処するための非常態勢は次の区分による。
対処するための非常態勢は次の区分による。
情

勢

（略）
・大規模な災害が発生した場合
・大規模な災害の発生が予想される場合
・電気事故ならびにサイバー攻撃による突発的な広範囲停電が
発生した場合
・東海地震注意情報が発せられた場合
・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合

非常態勢の区分
（略）

情

勢

（略）
・大規模な災害が発生した場合
・大規模な災害の発生が予想される場合
・電気事故ならびにサイバー攻撃による突発的な広範囲停電が
発生した場合
・東海地震注意報が発せられた場合
・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合

第２非常態勢
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非常態勢の区分
（略）

第２非常態勢

（略）

77 第 10 節

ガス施設防災業務計画

（略）

（略）

第 10 節

（略）

ガス施設防災業務計画

第２

基本構想
ガス施設の災害および二次災害の発生を防止し、また発生した被害を早期に復旧するた （追加）
め、災害発生原因の除去と防災環境の整備に常に努力を傾注するとともに、次の諸施策を
重点に防災対策の推進を図る。
１．防災体制の確立
２．災害予防対策
３．災害応急対策
４．災害復旧対策

77 第３ 運用
第２ 運用
１ 他の計画等との関連
この計画は、災害対策基本法・大規模地震対策特別措置法・ガス事業法・消防法・石油
この計画は、災害対策基本法・大規模地震対策特別措置法・ガス事業法・消防法・石油
コンビナート等災害防止法等関係法令に基づく諸計画等と調整を図り運用する。
コンビナート等災害防止法等関係法令に基づく諸計画等と調整を図り運用する。
２ 防災業務計画の修正
この計画は、毎年検討を加え、必要があると認めるときはこれを修正する。

77 第４ 防災体制の確立
第３ 防災体制の確立
１ 防災体制
１ 防災体制
（２）災害対策組織及び分担業務
（２）災害対策組織及び分担業務
非常体制に対応する災害対策組織（以下「対策組織」という。
）を定める。またこれらの
非常体制に対応する災害対策組織（以下「対策組織」という。
）を定める。またこれらの
対策組織における分担業務を定める
対策組織における分担業務を定める
大規模地震防災体制（警戒体制）および南海トラフ臨時情報発表時の体制については、
大規模地震防災体制（警戒体制）については、南海トラフ臨時情報発表時の体制を定め
別に定める。
る。
78 ３ 外部関係機関との協調
（１）外部関係防災機関との協調

３ 社外関係機関との協調
（１）地域防災会議等への参加と協力

79 第５

第４

災害予防に関する事項

３

災害予防に関する事項

非常事態対策諸規則類の整備
（追加）
災害時における業務を円滑に推進するため、この計画に基づき諸規則類を作成・整備する。
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４

ガス施設の災害予防措置に関する事項
（略）

３

80 ５

４

６

５

災害対策用資機材等の確保及び整備
（略）
ガス事故の防止
（略）

81 第６

災害応急対策に関する事項

ガス施設の災害予防措置に関する事項
（略）
災害対策用資機材等の確保及び整備
（略）
ガス事故の防止
（略）

第５

災害応急対策に関する事項

82 ４ （２）他会社等との協力
４ （２）他会社等との協力
イ 自社のみでは早期復旧が困難であると考えられる場合には、日本ガス協会の「非常事態
イ 自社のみでは早期復旧が困難であると考えられる場合には、日本ガス協会の「地震・洪
における応援要綱」に基づき他ガス事業者からの応援を要請する。
水等非常事態における救援措置要綱」に基づき他ガス事業者からの応援を要請する。

83 第７ 災害復旧に関する事項
（略）

第６ 災害復旧に関する事項
（略）

85 第１１節 雪害予防計画
第１１節 雪害予防計画
第２ 実施計画
第２ 実施計画
１ 道路交通の確保
１ 道路交通の確保
道路交通を確保するため関係機関は、除雪体制を整備するとともに、降雪による交通規
道路交通を確保するため関係機関は、除雪体制を整備するとともに、降雪による交通規
制の状況の周知を図る。
制の状況の周知を図る。
県及び高速道路事業者は、人命を最優先に幹線道路上で大規模な車両滞留を徹底的に回
県及び高速道路事業者は、道路ネットワーク全体として通行止め時間の最小化を図るこ
避することを基本的な考え方として、車両の滞留が発生する前に関係機関と調整の上、計
とを目的に、車両の滞留が発生する前に関係機関と調整の上、予防的な通行規制を行い、
画的・予防的な通行規制を行い、集中的な除雪作業等に努める。
集中的な除雪作業に努める。
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