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Ⅰ 震災予防計画 
 

第１章 震災対策基本方針 

 

 阪神・淡路大震災では、大都市直下型の大地震として未曾有の被害をもたらした。従来、

地域防災計画ではこれほどの大地震を想定しておらず、事前に十分な対策が講じられていな

かったために、被害の拡大をくい止めることができなかった面がある。 

 そのため、この教訓を今後の防災対策を活かすために、教訓・課題を整理するとともに、

これを踏まえて、今後の対策を進めていく上での基本方針を定める。 

 

第１節 阪神・淡路大震災の教訓・課題等 

 

  第１ 都市の防災構造化 

      阪神・淡路大震災では、住宅構造の耐震力が問題となり、また、延焼火災の多く

が老朽木造家屋密集地域、住工混在地域で発生したことから、住環境整備上の問題、

さらに避難空間の不足、道路交通上の問題等、災害に対する都市の防災構造上の問

題が指摘された。 

      このため、都市基盤整備に合わせ、災害に強い都市構造の構築が求められる。 

 

  第２ 初動体制の整備 

       阪神・淡路大震災では、勤務時間外に発生し、職員やその家族の被災、公共交通

機関の途絶、電話等の通信網の不通という悪条件が重なり、職員が参集できなかっ

たため、初期段階における災害応急対策要員が不足した。 

      このため、災害が勤務時間外に発生するという前提で、災害対策本部等の設置基準

や職員の参集基準の明確化、災害対策本部の設置以前における緊急的な初動体制に

ついて明確にし、短時間のうちに必要な本部要員を確保し、応急対策を実施する体

制を確立する必要がある。 

       また、災害時に機能する実践的な班体制及び応急対策活動が十分に計画されてい

なかった。 

        このため、明確な業務分担により、迅速かつ的確な応急対策を実施できる組織体

制づくりが必要である。 

 

  第３ 初期情報の収集伝達 

       阪神・淡路大震災では、情報収集の要員不足と通信機能がマヒしたことと併せて、 

本来必要な初期情報が明確でなかったため、災害応急対策に必要な情報収集を十分 

に行えなかった。また、市民等から様々な大量の情報が災害対策本部に殺到し、本

来の防災業務に支障をきたした。さらに、防災関係機関はもとより、本部内や避難

所等との間もスムーズな情報伝達が行えなかった。 

      このため、市民からの問い合わせ等の一般情報と、防災関係機関からの被害情報
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や応急対策関連情報等を区別した体制づくりが必要であるとともに、通信機能が途

絶した中で、被害情報や被災市民の救出救助等のニーズを迅速・的確に把握し、市

民や防災関係機関に情報を伝達できる情報収集伝達体制の確立を図る必要がある。 

 

  第４ 広域的な相互応援による応急対策 

       阪神・淡路大震災の応急対策では、全国の自治体等からの応援部隊が活躍した。 

しかし、初期段階では、情報の不足等により応援部隊の効率的な運用ができなか 

ったなどの問題点があった。 

        このため、初動期における連絡調整のあり方や、情報の収集方法、応援要請及び

受理の手続き、応援部隊の活動拠点としてのオープンスペース利用の調整が必要で

ある。 

 

  第５ 消火及び救助・救護活動 

       阪神・淡路大震災では、火災が同時多発し、消火用水が不足した。また、道路被

害や障害物の発生、交通渋滞により緊急車両の通行に障害が発生し、消火活動が阻

害されたために、延焼火災が拡大した。 

        このため、河川の水、個人所有の井戸、学校のプールの利用、耐震性防火水槽の

設置、防災用井戸の設置等、消防水利の確保を図るとともに、同時多発火災が消防

力を上回った場合の広域応援要請、緊急車両の通行確保等、総合的な消防体制の整

備を図る必要がある。 

        また、地域住民の協力や消防、警察、自衛隊等により、倒壊家屋等に閉じこめら

れた人々の救出が行われたが、適切な救出用資機材が尐なく、効率的に行えなかっ

た。 

        このため、市内建設事業者等の重機、救助資機材の調達、自主防災組織等の地域

住民の協力を得ながら救助する体制づくりが必要である。 

 

  第６ 医療・助産 

       阪神・淡路大震災では、初期段階において、医療機関の建物、施設の被害を受け

たが、地元医師会や日赤救護班、全国の大学病院、ボランティアの医師等による医

療チームが災害現場、応急救護所、避難所等で広範な救急医療活動を展開した。 

しかし、初期段階においては、災害現場における負傷者判別（トリアージ）に組

織的に対応できなかったり、道路の被害や渋滞によって、重傷者の搬送に支障をき

たすという事態が生じた。 

また、避難所生活の長期化に伴う、精神的ケアの対応、病院が被災することによ

る入院患者への対応や負傷者の受入体制にも問題があった。 

        このため、災害現場における対応、臨時の応急救護所や避難所における対応、後

 方基幹病院における対応、さらに被災地外の医療機関との連携と段階的な医療体制

 を確立するとともに、病院施設の耐震化、医薬品、医療器具等の備蓄、調達体制の

 確立が必要である。 
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  第７ 緊急輸送のための交通の確保 

       阪神・淡路大震災では、幹線道路の被害による不通に対して代替緊急道路の確保 

ができなかったのみならず、緊急の物資輸送や重傷者の搬送基地としてのヘリポー

トの確保が不十分であった。 

       このため、幹線道路（緊急輸送路）が被害を受けた場合の代替路線や交通規制の

あり方、ヘリポートの整備及びヘリコプターの応援要請等の緊急輸送対策が必要で

ある。 

 

  第８ 避難誘導及び避難場所の確保 

       阪神・淡路大震災では、事前に計画していた避難所の収容能力を大きく上回る避

難者が発生し、市役所等の公共施設、公園、寺社の境内等に避難者が殺到し、混乱

した。その後、避難所の管理運営の問題、避難所生活の長期化に関する問題が発生

することとなった。また、小規模な公園や小学校への避難者が火に追われて再避難

するという事態も発生しており、強風下での避難を想定すると、最初に市民が集合

する場所への避難情報提供の重要性が再認識された。 

        このため、効果的な避難誘導体制の確立、災害発生後の避難者の時系列的な行動

を予測した段階的な避難システム、避難所の確保及び管理運営の方法等の仕組みづ

くりが必要である。 

 

  第９ 緊急物資及び水の確保 

       阪神・淡路大震災では、初期段階において大量の被災者に対して十分な物資の供

給ができなかった。これは、根本的に備蓄量が不足したこと、物資の調達に当たっ

ての輸送の困難性、物資の集積・仕分け・搬出等に効率的な対応ができなかったこ

とが原因である。 

       このため、救援物資や支援物資の輸送、緊急物資の調達等については、災害後の

輸送計画に依存する面が大きいため、陸と空の輸送計画と連携した計画を策定する

必要がある。また、市域全体の緊急物資の需要、供給を把握するとともに、的確に

配送するためのシステムを検討する必要がある。 

       水道施設については、耐震化対策が実施されていなかったため、多くの地区で断

水した。また、発災後２日間程度は、被災地全体が深刻な水不足に陥った。 

     このため、水道施設の耐震化と、給水資材、給水要員の確保等の円滑な応急給水体

制を確立する必要がある。 

 

  第10 災害時要援護者対策 

        阪神・淡路大震災では、高齢者、身体障がい者等の災害時要援護者が避難を迅速

に行えず、また、避難所生活においても、食事やトイレ、介助者の配置、生活物資

の供給等多くの面で支障が出た。 

       このため、障がい者、高齢者、乳幼児に配慮した避難所のあり方の検討が必要で

ある。 
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      また、地域の中で、災害時要援護者を支援する仕組みづくりが必要である。 

 

  第11 自主防災組織の育成と活動の促進 

       阪神・淡路大震災では、救出救助や初期消火活動は、消防、自衛隊、警察の到着

を待っていたのでは遅く、いかに地域住民の協力と連携により対応できるかが、効

果的な救出、救助や消火の決め手となった。 

       このような地域の自主防災活動を促進し、地域防災力の向上を図るため、自主防

災組織の結成および育成・強化を積極的に展開する。 

    

  第12 ボランティアの受け入れと支援 

       阪神・淡路大震災では、延べ１２０万人という多数のボランティアが活躍したが、

これらのボランティアに対し、必要な情報の提供や活動場所等の情報提供を十分に

行えなかった。 

      このため、災害時におけるボランティアの受入体制と平常時からのネットワーク 

づくりなど支援方策の確立が必要である。 

 

  第13 災害に強いライフラインの整備 

       阪神・淡路大震災では、電気、電話、ガス、水道等のライフラインの被害は、約

１３０万世帯に影響を及ぼし、市民生活や産業活動に大きな障害となった。 

      このため、災害に強いライフラインシステムの構築や発災後の早期復旧のための体

制づくりが必要である。 

 

  第14 市民への情報提供 

       阪神・淡路大震災では、災害情報や応急対策、応急復旧等の情報を市民に直接伝 

達する手段として、マスコミを通じた広報や総合的な広報紙の配布が効果的であっ

たと言われている。しかし、震災直後は、被災地内外を問わず、災害対策本部や消

防本部など、災害対策の中枢部分へ情報を求める市民からの問い合わせが殺到した。 

      このため、マスメディアによる広範な広報手段の確保、災害時の行政内部の業務

分担を明確にすることにより、事前に市民からの問い合わせ先を広報紙等により周

知徹底するなど、平常時からの対策をとる必要がある。 
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第２節 計画の基本方針 

 

  第１ 基本的視点 

       この計画は、阪神・淡路大震災の課題等を踏まえ、基本的に次のような視点に立

って策定する。 

 

 

 

 

１ 災害の発生を未然に防止し、被害をいかに最小限に押さえるか。 

２ 発生した災害にいかに迅速かつ的確に対応し、災害の拡大を防止するか。 

３ 都市活動をいかに早期に再開させ、市民生活の安定を図るか。 

 

 

 

 

 

  第２ 基本方針 

       上記視点に立って策定するこの計画は、国の法令等や防災基本計画及び県地域防

災計画を踏まえるとともに、本市の実情に即した計画とし、統一的かつ実効ある推

進を期するため、以下のとおり基本方針を設定する。 

 

 
    市民の誰もが、安心して暮らせる災害に強い街づくりの推進 

 

 

 

    １ 防災基盤の強化 

      被災しても被害を最小限に抑えられるよう、都市の防災空間、防災拠点等の整備、

     建築物等の耐震性の確保、災害に強い交通、ライフライン施設の整備を推進するな 

        ど都市の防災基盤の充実、強化を図る。 

    ２ 防災体制の充実 

      災害による被害を最小限に抑えるため、行政や防災関係機関の危機管理体制等初

動体制をはじめとする応急対策について、現実の災害に対応できる実践的かつ弾力

的な体制の整備・充実を図る。 

    ３ 応急対策の充実・強化 

      想定でき得る範囲での「最大の被害事象」、「最悪の条件」を前提とした情報の

収集・伝達、ボランティア支援、避難対策、医療、備蓄、緊急輸送、災害時要援護

者対策など応急対策の充実を図るとともに、応急対策が長期化した場合の住民ニー

ズの変化や高齢者、障がい者、外国人等の災害時要援護者に対する対応策の充実を

図る。 

    ４ 広域防災体制の確立 

      大規模災害に対しては、市単独では対応に限界があるため、近隣市町及び同時被

災の確率が尐ない遠隔地との広域的な相互応援協定をすすめる。 

      この場合、応援活動拠点の確保など応援活動が円滑にできるよう環境整備を図る

ものとする。 

    ５ 市民参加による防災体制の確立 

     本市における行政区、自治会、町内会、婦人会、老人クラブ等の各種団体を中心

とした活発なコミュニティ活動を活かして、「自らの生命、自らのまちは自ら守る」
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という防災の原点にたった街づくりを進めるため、市民一人ひとりの防災意識の高

揚を図るとともに、行政、関係機関及び市民等が一体となった防災体制の確立を図

る。 

 

  第３ 計画の効果的推進を図るための留意事項 

       次の事項に留意して計画の効果的な推進を図る。 

    １ 「都市防災化」の観点からの事業推進 

      行政の各部門において関係機関と連携、協力し、平常時から都市基盤整備に関す

る事業等の一層の推進を図るとともに、これら事業等に関しては、その本来の事業

目的に加えて、常に「都市防災化」の観点からの事業推進に努めるものとする。 

    ２ 震災対策の計画的、継続的実施 

      震災対策は、その範囲も広範にわたり、万全な体制を整えるには一定の時間と財

源が必要となり、現実には短期間での整備は難しい側面があるが、本計画を効果的

に推進するために、行政の各部門においては、可能なものから随時実行することを

基本としながら、個々施策の実効性や優先度等をよく見極めるとともに、効率性の

観点から総合計画や他の関連事業との調整等を行い、計画的かつ継続的な実施に努

めるものとする。 

    ３ 行政と市民等との連携、協力体制の維持、向上 

      大規模な地震災害に対しては、行政能力に一定の限界が生ずる場合があり、特に、

     発災直後における初期消火や救助活動をはじめ長期的な応急対策については、行政

         だけではその対応が不可能と考えられることから、有事の際に本計画を有効に機能

         させるため、行政の各部門においては、平常時から防災訓練や情報交換等を通じ、

         市民や関係団体等との連携強化や協力体制の維持に努めるものとする。 

      また、災害発生時等非常時においても、平常時と可能な限り同等のレベルで業務

を継続できるよう行政の各担当セクションごとの「業務継続計画のマニュアル策

定」に務めるものとする。 

    ４ 各事業所における防災力の向上 

      各事業所は、その社会的責任を果たすため、自らの組織力を活用し、次のような 

対策を取るよう努める。 

       (1) 社屋内外の安全化、事業所防災計画や災害時対応マニュアル等の整備 

       (2) 防災資機材や水、食料等の非常用品の備蓄、従業員や顧客の安全確保対策、 

          安否確認体制の整備 

       (3) 重要業務継続のための事業継続計画（ＢＣＰ）の策定 

       (4) 組織力を活用した地域活動への参加、自主防災組織との協力、帰宅困難者

対策の確立など、地域社会の安全性の向上 

      (5) 商工会など横断的組織を通じた災害時の地域貢献の促進 

    ５ 防災意識の高揚と実効ある訓練の継続 

      災害に対する「備え」は、なによりも防災関係機関をはじめ市民一人ひとりの日 

常の心構えの維持、継続が重要であり、行政の各部門においては、日頃から職員や
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自主防災組織の実効ある訓練を継続的に実施するとともに、これと併せて、一般市

民に対してもあらゆる機会や手段を通じて、「自らの生命、自らのまちは自ら守る」

という防災の原点を周知徹底し、その防災意識の高揚に努めるものとする。 

    ６ 災害時の行動マニュアルの整備と習熟 

      本計画が有効に機能するためには、防災に携わる職員が組織の一員として平素よ

りこの計画を熟知していることはもとより、いざというときに職員がどこで何をす

るのかの行動規範等が具体的に決められている必要があることから、本計画を補完

し、また、災害対策をより実効あるものとするため、災害対策本部の各班において

は、組織としての具体的な行動と職員一人ひとりに関する行動のマニュアルを策定

し、適宜必要な修正を加えるとともに、常に職員に対して習熟の徹底を図るものと

する。 
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第２章 安全で安心できる防災基盤の整備 
 

第１節 災害に強い街づくりの推進（建設部・環境経済部） 

   本市は、首都圏内に位置するため農地の宅地化が進み、一部で過密な市街地や家並み 
が形成されている。 

   これは、地震に対するもろさを内包しており、街並み自体がさまざまな危険性を持っ

ていることになる。 

   市民が安心して暮らせる街づくりを進めるためには、脆弱な都市構造の改造をして防 

災環境の整備を行い、災害要因の解消を図るとともに、そこに生活する地域住民が災害 

の危険性を認識し、地域コミュニティを育む中で防災への備えを自発的に行うものとす 

る。 

 

  第１ 安全・快適な都市空間の形成 

      阪神・淡路大震災では、公園・緑地や街路樹等の市街地内の緑が火災の延焼防 

止に効果を発揮したり、災害時の消火、生活用水として河川水が利用されたこと 

から、公園・緑地の整備、残存緑地の保全、河川空間の整備等により、市街地内 

において緑の創出・保全とオープンスペースの確保を進め、自然と共生し、水と 

緑に包まれた安全で快適な都市空間の形成を図る。 

 

  第２ 安全・安心な生活空間の形成 

       阪神・淡路大震災では、日常生活を営む中で形成されたコミュニティが、救援、 

防災活動に有効に機能したことから、地域住民の自発的な連携意識に支えられた 

コミュニティ活動の醸成を図ることにより、子供から高齢者まで、市民の誰もが、 

思いやりとふれあいの中で、共に助け合い、支え合う、心豊かな地域社会の形成 

を図る。 

      このため、住民の身近な活動拠点となる集会施設等の整備を進めるなどコミュ 

ニティを育む日常的な交流空間の整備・充実を進めるとともに、建築物の耐震・ 

不燃化と宅地内緑化を誘導し、コミュニティの防災安全性の向上と合わせ、住宅 

密集市街地の解消や狭隘道路の改善促進等によって、安全・安心な生活空間の形 

成を図る。 
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第２節 防災空間の整備・拡充（市民税務部・建設部） 

   震災時において、避難者の安全確保と火災の延焼防止のため、市街地の中に公園・地、 

道路等のオープンスペースを確保することは、災害に強い街づくりの基本的課題である。 

また、これらのオープンスペースは、延焼遮断帯として機能するほかに、災害時の援 

活動や緊急物資の集積等の拠点、応急仮設住宅の建設用地としても利用でき、重要かつ

多様な役割を有している。 

 

  第１ 公園・緑地の整備 

        公園・緑地は、都市のオープンスペースとして、また、市民生活に安らぎを与

える憩いの場、子供の遊び場を提供するという日常的な機能に加えて、災害時に

は避難場所、救援活動拠点等の防災活動拠点として重要な役割を果たすことがで

きる。 

        したがって、これらのニーズに対応し、今後さらに増大するニーズに応えるた

め、公園・緑地等の一層の整備を進めるとともに、各種の防災機能の充実を図る。 

 

  第２ 道路・橋梁の整備 

        道路・橋梁は、震災時の避難、救援・救護、消防活動等の重要な役割を果たし、

また、火災の延焼を防止するオープンスペースとなるなど、多様な機能を有す 

る。このため、多元多重の交通ルートの確保を考慮の上、災害に強い道路施設の整 

備等を進める。 また、災害復旧に当たっては、防災活動や救援活動に支障の無い 

ように、あらかじめ復旧優先道路を指定しておくほか、交通規制用資材や応急復 

旧資材などの備蓄に努める。 

    １ 幹線道路の整備 

      幹線道路は、災害時の延焼遮断帯となるとともに、避難、緊急物資等の輸送道 

路となるなど、災害時には重要な役割を有している。このため、都市計画道路等 

の市内主要幹線の整備を進めるとともに、緑化、植栽を推進していく。 

     ２ 生活道路の整備 

      生活道路は、平常時には市民に最も身近な道路であり、災害時には避難、救援 

物資等のための道路、延焼遮断帯としての役割を果たす。このため、できるだけ 

格子状の道路網を形成するよう整備を図り、安全でゆとりある空間づくりを進め 

ていく。 

     ３ コミュニティ道路等の整備 

       コミュニティ道路や歩道等は、平常時には歩行者が安全で快適に通行できる道 

路であり、災害時には、地域住民が安全に避難するために必要なものである。こ 

のため、コミュニティ道路や歩道の整備に努めるとともに、景観や緑化に配慮し、 

ゆとりと潤いのある空間の確保を図る。 

     ４ 消防活動困難区域の解消に資する道路整備 

       火災が発生した場合に、消防活動が支障なく行えるように整備に努める。 
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    ５ 橋梁の整備・点検 

       避難、救援救護活動、復旧活動等に支障のないよう橋梁の整備・点検等を計画 

的に行うとともに、既設橋梁の耐震性向上のため、調査や補強を行う。 

 

  第３ 都市基盤の整備 

       市街地再開発事業、区画整理事業、街路整備事業を推進し、災害に対して強い 

街づくりを目指す。 

 

  第４ 農用地の保全 

      農用地は、良好な環境はもとより、防災上も、遊水機能の確保、火災の延焼防 

止、発災時の被災者への食料供給等の重要な役割を担っている。 

      このため、これら生産機能や防災機能の優れた農用地の計画的な保全を図る。 
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第３節 建築物等の耐震不燃化の確保（各部） 

   第１ 公共建築物等の耐震不燃化 
         庁舎、消防施設等の災害時の防災拠点となる施設や、市民が集まる施設につい

て、地震による建築物の倒壊等の被害を未然に防止し、人命や財産を保護するた

め、既存建築物等の耐震性向上策として、昭和５６年以前に建築された建物を優

先し、耐震診断・改修等を総合的かつ計画的に推進するため、平成２７年度を最

終目標年度とする「久喜市建築物耐震改修促進計画」を新市久喜市の誕生にあわ

せ、平成 ２２年３月に改定した。この計画では、以下の建築物について、その

建物の重要度に応じた耐震化を図るとともに、建築物の窓ガラス、外壁等の落下

による被害を防止するため、網入りガラス、飛散防止フィルム等の使用により、

窓ガラス飛散防止策を実施する。 

          ① 市の災害応急対策の推進に不可欠な施設（本庁舎） 

          ② 地震発生時に避難所となる公共施設（小・中学校体育館、公民館等） 

        ③ 不特定多数の者が利用する公共施設等（文化会館、総合体育館、図書館、集

会施設等） 

        ④ 園児、児童、生徒、高齢者・障がい者などの災害時要援護者の支援のため 

不可欠な施設（幼稚園、小・中学校、社会福祉施設等） 

  第２ 一般建築物の耐震不燃化 

       駅周辺の商業地域等、あるいは密集市街地については、防火地域等の指定や民

間既存建築物の耐震診断等により、建築物の耐震不燃化を促進し、延焼や倒壊等

による被害の拡大を防止するなど災害に強いまちづくりを行う。また、震災時に

おける建築物の安全性を確保するため、特定建築物、大規模建築物等に対する耐

震改修に係る規定に基づく規制の順守の指導と防火地域等の指定を検討する。 

    １ 防火地域等の指定 

      火災等による建造物の災害を予防し、被害を最小限にするための耐火性能を持 

つ建造物の建築促進を図るため、用途地域及び過去の災害事情等を考慮し、防火、 

準防火地域の指定の拡大を図るとともに、建築基準法や消防法による防火上、あ 

るいは構造上の審査及び適切な指導を行うものとする。 

    ２ 民間既存建築物の耐震診断 

     「建築物の耐震改修の促進に関する法律」では、国土交通大臣の定める「建築物 

の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」に基づき、都道府県

及び市町村において耐震改修促進計画を定めることとなっている。 

      久喜市においては、「久喜市建築物耐震改修促進計画」に基づき、耐震診断、

耐震改修を促進し、もって地震に強いまちづくりを推進する。 

    ３ ブロック塀等の倒壊防止対策の推進 

      過去の地震災害でブロック塀の倒壊による被災者が発生している。このため、

今後ブロック塀を設置している住民に対し、十分な安全対策を講じるよう意識の

啓発を図っていく。 
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第４節 緊急輸送体制の整備（市民税務部・建設部） 

  災害発生後、救助、救急、医療、消火活動を迅速に行うため、また、被災者に緊急物

資を供給するため、あらかじめ緊急輸送路を定めるとともに、輸送拠点の整備を図る。 

 

  第１ 緊急輸送路ネットワーク 

       道路状況や輸送拠点等の面から災害時の緊急輸送路を検討し、県の緊急輸送路ネ

ットワークから円滑な緊急物資等の輸送が図れるように、緊急時における輸送活動

に適した円滑で効率的な道路ネットワークの形成を図る。 

    １ 緊急輸送指定路線の指定及び整備 

       県は、県外からの物資流入地点と県内の広域輸送拠点を結ぶ幹線道路を緊急輸

送道路ネットワークとして指定している。 

       本市域では、国道４号、国道１２２号、国道１２５号、東北自動車道、主要地

方道さいたま栗橋線が第一次特定緊急輸送道路に、主要地方道川越栗橋線が第一

次緊急輸送道路に、主要地方道春日部久喜線並びに同さいたま菖蒲線、一般県道

幸手久喜線、同下早見菖蒲線が第二次緊急輸送道路に指定されている。 

       このため、市では、県の指定路線から円滑な緊急物資等の輸送が図れるように、 

次のとおり、緊急輸送路線の指定及び整備を図る。 

           (1) 市では、災害対策の拠点となる市役所、空輸基地となる総合運動公園及び

指定避難所等の防災拠点を結ぶ幹線道路を緊急輸送指定路線として定める

とともに、迂回路の設定をする。 

           (2) 市民に災害時の車両使用の自粛、緊急輸送路指定路線等に関する情報提供

を行う。 

           (3) 緊急輸送路は、災害時における災害応急活動に必要な物資、資材、要員及

び市外からの緊急物資の受入れ、被災者への緊急物資の輸送のために非常に

重要な役割を有しているため、これらの整備を促進する。 

          【関連資料】 

            資料編  震－Ⅰ－２－４「埼玉県緊急輸送道路網図」 

    ２ 予防対策 

          災害時における道路について特に留意しなければならない点は次のとおりある。 

           (1) 避難及び救助作業のために関係者が安全に通行し、また十分に活動できる

こと。 

         (2) 救助車両が支障なく安全に通行できること。 

         (3) 浸水や溢水の場合、路面の流水を早急に排水できること。 

           これらの要求を満たすために、道路舗装の普及、側溝の整備並びに下水道

事業の推進を図っていく。 

 

  第２ 輸送拠点の設定 

    １ 緊急輸送拠点 

      市内外からの緊急物資の受入れ及び各地への輸送を円滑に行うため、あらかじ
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め輸送拠点の設定を行う。 

       輸送拠点としては、市役所、久喜総合文化会館、総合運動公園を広域輸送拠点

として、緊急物資の受入れ及び市内各地への輸送拠点と予定する。 

       また、指定避難所でもある市内小学校については、地域輸送拠点として予定す 

る。 

    ２ 航空輸送拠点 

      大規模災害において、空のルートを活用した救援物資供給や被災者の搬送等を 

行うため、ヘリコプター臨時場外離着陸場の候補地を選定する。 

       大規模災害に対応した臨時場外離着陸場を十分確保するため、既存臨時場外離 

着陸場の見直し及び新規臨時場外離着陸場の調査拡充を図る。 
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第５節 上水道施設対策（上下水道部） 

  大地震の発生では、水道管の破損や停電による送水不能のため、広い範囲で断水とな 

り、消火栓が使用できなくなることが予想される。こうした事態では、火災被害を防止

することが困難となるなど市民への影響は極めて大きい。 

    このため、水道施設とシステムの耐震性を向上させるだけでなく、給水資材の備蓄や

予め給水場所を選定し市民に周知し、また、隣接自治体との協力など復旧を短時間で 

迅速かつ円滑に実施できる即応体制を確立する。 

 

  第１ 水道施設の整備 

        地震時における断水地域の縮小、応急復旧の迅速化を図り、被害を最小限抑え

る対策として水道施設の整備を行う。 

     １ 地震災害で特に被害を受けると思われる石綿管等の導配水管については、計画 

的に管路の耐震化を図る。特に口径150mm以上の送配水管については、優先的な改 

良を行う。 

     ２ 地震災害発生時において、ＰＣタンクの水量確保と共に、本管破損による二次 

災害防止のため、ＰＣタンク近傍に緊急遮断弁を設置する。また、給水施設の応 

急復旧を早期に実現するために配水管の要所に流量調節弁等を設置し、配水管網 

のブロック化を促進する。 

     ３ 災害時における応急給水拠点について計画的整備を行う。（ライフスポットと 

して位置づけた避難場所への耐震貯水槽設置等） 

    ４ 緊急時の応急給水のための備品確保及び備品貯蔵庫の整備計画を作成し、計画 

的な備蓄を行う。 

 

 第２ 危機管理体制の確立 

     緊急時における職員の召集と適切な対応を図り、関係部門、他市町等と必要な 

連携を円滑に行い、かつ市民への適切な対応を実施するための方策を整備する。 

     １ 職員行動指針の策定 

        ① 初動体制の確立、緊急操作等の職場のマニュアルの策定、的確な応急対策

のための組織との連絡体制の確立 

        ② 職員の訓練・育成 

     ２ 情報収集・連絡体制の整備 

        ① 配水コントロールの拡充と防災化 

        ② 配管図面等の分散管理、電算機器のバックアップ等によるデータ保存策 

        ③ 市民への情報提供と関係機関との連携 

        ④ 無線電話、非常用電話の増強等緊急連絡方法の整備 

 

   第３ 地盤沈下対策 

       地盤沈下は、広域的な低地化をもたらすため、地震や水害による被害を増大さ 

せる可能性がある。また、地盤沈下により、家屋等の建築物や水路等の構造物の 
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耐震性の劣化が指摘されている。県では、埼玉県生活環境保全条例により地下水

の採取規制を行うとともに、県営水道の供給による河川表流水への水源転換を図

るよう市町村への指導を行うとともに、その影響について地盤沈下・地下水位の

観測調査を行っている。市では水道用水を県営水道のほか地下水を水源としてい

るが、地盤沈下の一因であると考えられている地下水については、水不足による

非常時のための温存として、一定の制限を設け、県営水道に切り替えていくよう

努める。 
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第６節 下水道施設・トイレ対策（環境経済部・上下水道部） 

   大地震の発生では、下水処理場や管渠の多くが亀裂・破断、また、土砂の流入、マン

ホールの損傷等の被害を受け、水道の復旧後には汚水が道路に噴き出したり、逆流して

トイレから溢れ出るなどの事後災害が起きるおそれがある。 

 

  第１ 下水道施設対策（上下水道部） 

        地震災害の発生に備えて、下水道施設の被害を最小限に抑え、迅速な復旧を可

能にするため、次の対策を講じる。 

     １ 「下水道施設地震対策指針と解説（日本下水道協会）」に準じた適切な工法を 

採用し耐震性の向上に努める。 

     ２ 停電、断水等を考慮して設備の複数化の対策を図る。 

     ３ 既設管等の事前調査などにより、老朽管の取替え、接続部の改良補修及びクラ 

ックを生じた部分の改修を実施し、汚水排除の確保及び雤水氾濫防止に努めると 

ともに、下水道施設の安全化を推進する。 

     ４ 下水道台帳の複数保管、応急復旧機器の確保、資機材の備蓄及び近隣市町との 

協力体制等の確立を図る。 

 

 第２ トイレ対策（環境経済部・上下水道部） 

      トイレについては公衆衛生、生活環境の悪化に大きな影響を及ぼすものであり、

仮設トイレ等の設置や下水マンホール、既存浄化槽の利用等により、迅速に対応

措置できるように資機材の備蓄を図り、避難場所における仮設トイレの設置場所

について事前に選定しておく。 
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第７節 電気供給対策（ 東京電力㈱ ） 

   大地震の発生では、電柱の倒壊、電線の切断等による停電及び通電直後に漏電やショ 

ートによる火災が発生し、倒壊をまぬがれた家屋が焼失する二次災害が予想される。 

   このため、電気供給事業者に供給施設の耐震化及び安全設備の整備を図り、災害発生 

時の漏電など二次災害の発生を防止するよう指導し、情報提供等緊急時の連絡体制を確 

立する。 

 

  第１ 電気施設の現況 

    １ 変電設備 

       過去の地震における設備被害の実態を踏まえ、最近の耐震設計では、地表面加

速度を設計地震力とし、必要に応じ地盤、基礎及び設備の応答特性を考慮してい

る。 

       ２ 送電設備 

       架空送電線は、耐風圧荷重で設計し、地震力に耐えるものとなっている。 

       軟弱地盤や活断層付近に鉄塔を施設する場合は、状況に応じた設計、工法を講

じている。 

       ３ 配電設備 

       配電設備は、電気設備技術基準に基づき施設している。ただし、面的に多数設

置してあり、地盤変形、建物の倒壊、火災、倒木等により影響を受けやすい。 

 

  第２ 電気施設の予防に関する事項   

     １ 電気施設の耐震性の向上 

       地震に対しては、各設備ごとに科学的な解析を行うとともに、平成１９年度に

埼玉県で実施した被害想定調査報告書を参考とし、さらに従来の経験を生かして

万全の予防措置を講ずる。 

      具体的には各設備ごとに以下の耐震設計に基づき実施する。                    

 設  備 構 造 物 耐 震 設 計 基 準  

    

電気技術指針「変電所等における電気設備の耐震 

対策指針」による。 

建築基準法による。 

 

  機 器  

 変 電 設 備   

  建 物  

    

 架空送電設備 鉄 塔 電気設備の技術基準による。  

  油 槽 台   

 地中送電設備 ケーブルヘ 鉄構設計標準による。  

  ッ ド 架 台   

   
地震力よりも氷雪、風圧及び不平均張力による荷 

重の方が大なるため、これにより設計する。 

 

 配 電 設 備 配 電 柱  
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  第３ 災害対策用機器及び資機材等の配備 

     １ 災害対策用資機材の確保 

       災害に備え、平常時から復旧用資材、工具、消耗品等の確保に努める。 

     ２ 災害対策用資機材の輸送 

     災害対策用資機材の輸送計画を樹立しておくとともに、輸送力確保のため、車

両等の確保に努める。 

     ３ 応援協力体制の整備 

      災害時の不足資機材の調達を迅速に行うため、他電力会社等との応援協力体制

を整備する。 

 

  第４ 公衆災害、二次災害の防止 

    １ 電気工作物の巡視、点検、調査等 

       電気工作物を常に法令に定める技術基準に適合するよう保持し、さらに事故の

未然防止を図るため、平常時定期的に巡視し（災害の恐れのある場合には特別の

巡視）、並びに一般需要家の電気工作物の調査を行い、感電事故の防止を図るほ

か、漏電等により出火にいたる原因とその改修に努める。 

     ２ 広報活動 

       災害による断線、電柱の倒壊、折損等による公衆感電事故の防止を図るほか、

電源災害を未然に防止するため、一般公衆に対し広報活動を行う。 

 

   第５ 防災訓練・防災教育に関する事項 

     １ 防災訓練 

     災害対策を円滑に推進するため、年１回以上の防災訓練を実施し、非常事態に

この計画が有効に機能することを確認する。 

       また、地方公共団体等が実施する防災訓練には積極的に参加する。 

     ２ 防災教育 

       従業員に対する防災教育を実施し、従業員の災害に対する認識を深めるととも

に、 防災意識の高揚に努める。 
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第８節 ガス供給施設対策（各ガス供給事業者） 

   大地震の発生では、ガスの漏えいにより誘爆や被害の拡大の可能性があり、住民の生 

命や生活に重大な影響を及ぼす恐れがある。 

   このため、ガス供給事業者に供給施設の耐震化及び緊急遮断弁等の安全設備の整備を 

図り、災害発生時のガス漏れなど二次災害の発生を防止するよう指導し、情報提供等緊 

急時の連絡体制を図る。 

 

   第１ 都市ガス施設の震災予防対策 

     １ 目的 

       この計画は、ガス供給事業者が「ガス漏えい及び導管事故等処理要領」に基づ

き、ガス施設並びにガス供給に係る災害の未然防止と、被害の軽減及び早期復旧

を図る事を目的とする。 

    ２ 予防対策 

       (1) 火災予防 

         本社及び工場にあっては、消防法による消防計画及び予防規程の定めると

ころにより火災予防に努める。 

       (2) ガス施設の点検 

         各部署及び工場にあっては「保安規程」に定める保安のための巡視、点検、

検査を行う。又、災害時に備え予め点検順路、点検項目を定めておくものとす

る。 

       (3) 防災施設等の整備 

           災害発生時の二次災害防止に備え、防消火設備、放散設備、連絡通信施設

等の機能を平時から整備しておくものとする。 

       (4) 防災教育 

           防災上必要な事項について、定期的及び日常の業務を通じて防災教育を行

うものとし、内容は、おおむね次の事項とする。 

           ① ガス工作物の工事、維持及び運用に関する知識及び技能の習得向上に

関する事項 

           ② ガス工作物の工事、維持及び運用の業務に従事する者としての基本的

心構え等、保安意識の徹底強化に関する事項 

           ③ 事故時及び非常災害時の措置に関する事項 

           ④ 消防法令等火災予防に関する事項 

           ⑤ その他保安に関し必要な事項 

       (5) 防災訓練 

            ① 防災応急対策に係わる措置等を円滑に実施するため次の事項を内容

とする防災に係る訓練を定期的及び日常の業務を通じ実施する。 

              ア 情報の収集及び伝達に関すること。 

              イ 非常体制の確立に関すること。 

              ウ 復旧作業に関すること。 
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              エ ガス工作物の巡視、点検等に関すること。 

              オ 防災に関する設備、資機材等の確保、点検等に関すること。 

            ② 公共機関等が実施する防災訓練等に積極的に参加するものとする。 

       (6) 資機材の備蓄等 

           ① 災害及び事故の発生時の被害を最小限にするとともに、早期復旧を図

るため、必要な資機材を備えておく。ただし、備えておくことが困難な

ものについては、直ちに調達に努力するものとする。 

           ② 復旧が長期化した場合に備えて、需要家の生活支援のための代替熱源

等の確保手段について予め調査しておく。 

    ３ ガス工作物等の整備対策 

      (1) ガス導管網のブロック化推進を図る。 

      (2) 既設のガス工作物で充分な耐震性を有しないものについては、随時補強、

取替え等推進するものとする。 

      (3) 導管図、住宅地図は、常に最新のものを整備し必要部数を備えておくもの

とする。 

 

   第２ ＬＰＧ関係施設の震災予防対策 

    １ 安全機器の設置等 

      (1) 供給設備 

         ① 感震機能（震度５以上の地震を検知する）のついた安全器具（Ｓ型保 

安ガスメーター等）の普及 

         ② 供給設備機器の期限管理（交換）の実施 

      (2) 消費設備 

         ① ガス漏れ警報器の設置 

         ② ヒューズコックの設置 

         ③ 安全装置付き器具（立ち消え、不完全燃焼防止、加熱防止装置付き等） 

の普及促進 

    ２ 緊急時の措置 

      (1) 万一の事故発生の場合に消費者から販売店へ速やかに連絡ができるよう 

に、連絡先等の書面交付やパンフレット等の配布などで、連絡先の周知徹底 

を図る。 

      (2) 消費者に対し、緊急事故が発生した場合の取るべき初期動作の周知を図り、

消費者の協力を求める。 

      (3) 消費者から通報があった場合、受け付けた担当者は必要な事項を聴取する

とともにその内容を記録し、業務主任者に報告し、緊急度を判断する。ま

た、修理内容を掌握し、必要な処置を講ずる資料とする。 

      (4) 緊急事故の発生時には、速やかに修理に訪問できる体制を整備する。 

      (5) 修理に必要な各種機材、車両を確保し、緊急時に備える。 

      (6) 震災等の災害発生の場合は、通報機関、道路及び交通機関の途絶により、
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緊急要員の確保が困難となるため、その対策を考慮しておく。 

      (7) 緊急病院等ガス供給を停止できない消費者に対する緊急容器を確保してお 

く。 

      (8) 久喜市及び地域同業者に対して連携を密にし、復旧作業を円滑に行うこと 

ができる体制づくりに努める。 

      (9) アパート等の管理人又は下請け業者に対し、日頃から緊急事故が発生した

場合の取るべき初期動作の徹底を依頼し、協力を求める。 
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第９節 電気通信設備対策（東日本電信電話（株）埼玉支店） 

  東日本電信電話株式会社埼玉支店は、災害時においても可能な限り電気通信サービス 

を維持し、重要通信を疎通させるよう、平素から電気通信設備の耐震構造化等の防災対 

策を推進する。また、災害が発生した場合においては、県内のグループ会社を統制して 

対策組織を設置し、要員、資機材及び輸送力等を最大限に利用して通信の疎通と設備の 

早期復旧行う。 

 

  第１ 電気通信設備等の防災対策 

       災害の発生を未然に防止するため、地震又は火災に備えて主要な電気通信設備

等について、耐震・防火対策を実施する。 

 

  第２ 電気通信網の防災対策 

       災害時等において、通信を確保するため、次により通信網の整備を行う。 

       (1) 主要な伝送路を多ルート構成又はループ構成とする。 

       (2) 主要な中継交換機を分散設置する。 

       (3) 通信ケーブルの地中化を推進する。 

       (4) 主要な電気通信設備について、必要な予備電源を設置する。 

       (5) 公共機関等、重要加入者の必要な通信を確保するため、加入ケーブルの 

２ルート化と回線の分散収容を推進する。 

 

  第３ 災害対策用機器等の確保 

     災害時において、通信を確保し、又は被災した電気通信設備等を迅速に復旧す

るため、平素から災害対策用機器、資機材、車両等を確保しておく。 

 

  第４ 災害時における対応計画の策定 

     災害が発生した場合に迅速かつ的確な災害復旧ができるよう、災害時の対応計

画、動員計画等を策定し、災害時の活動体制を整備する。 

       また、広範囲にわたる災害が発生したときに備えて、広域規模による応援協力体

制の整備を図る。 

 

  第５  防災訓練の実施 

       災害発生に備え、災害対策機器の取扱方法の熟知、情報連絡体制の充実、防災

意識の高揚を図るため、防災訓練を実施するとともに、地方行政機関が主催する

防災訓練に積極的に参加する。 
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第10節 交通施策対策（東日本旅客鉄道(株)、東武鉄道(株)、東日本高速道路㈱） 

  交通施設の各施設管理者は、施設の耐震化及び安全対策並びに事故等の二次災害の発

生の防止を図るものとする。また、市は各施設管理者と協力して、情報提供等緊急時の

連絡体制の確立に努めるものとする。 
 

  第１ 鉄道施設 

    １ 東日本旅客鉄道株式会社（大宮支社） 

      (1) 計画目的 

地震によって列車又は構造物等に被害を受けた場合は、旅客の生命及び財

産を保護するため全力をあげて、救出救護に努めるほか、関係機関と緊密な

連携のもとに、輸送業務の早期復旧を図ることを目的とする。 

      (2) 地震災害対策本部 

          地震被害の状況を早期に把握し、人命救助、災害応急対策および、迅速な

復旧を図るため、地震災害対策本部を設置し、これに対処する。 

      (3)  運転規制 

         ①地震が発生した場合の運転取扱いは、次のとおりである。 

          ア 12カイン以上の場合は、列車の運転を中止し、全線の点検後安全を

確認した区間から、運転規制を解除する。 

           イ 6カイン以上12カイン未満の場合は、25km/h以下の運転徐行を行い、 

施設の点検後安全を確認した区間から、運転規制を解除する。 

                  ウ  6カイン未満の場合は、特に運転規制を行なわない。 

           ※カイン（Kine）は速度の単位、１カイン＝１cm／S 

         ②列車の運転方法はそのつど決定するが、おおむね次により実施する。 

          ア 迂回又は折り返し運転 

            イ バス代行又は徒歩連絡 

          ウ 臨時列車の特発 

      (4)  大地震（震度６弱以上）発生時の対応 

         ① 震度６以上の地震が発生した場合、本社、大宮支社、大宮地区センタ

ー及び各駅箇所に直ちに災害対策本部を設置する。 

         ② 大宮地区センターは、情報連絡拠点となり、地区内各駅、箇所の被災

状況、救助を必要とする状況及び、非常参集社員の状況等を収集して、

本社及び大宮支社対策本部へ報告する。 

         ③ 本社対策本部は、集収した情報から救助計画を策定し、救助を必要と

する駅、箇所に救助要員を派遣する。 
    

    ２ 東武鉄道株式会社 

       大部分の施設は耐震性を考慮して設計されているが、阪神・淡路大震災の被害

の甚大さにかんがみ、既存の鉄道構造物について耐震診断を行い、耐震強度の必

要性のあるものについては、逐次耐震補強を行うものとする。 

      (1) 施設の点検計画 

          ① 構造物の保守点検 

            構造物（トンネル、橋梁、路盤等）の保守点検は、「線路検査心得」

に基づいて定期点検を行う。 
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          ② 軌道の保守点検 

             軌道については、「線路検査心得」及び「軌道整備心得」に基づき保

守点検を行う。 

           ③ 建物、停車（留）場設備については、定期検査及び臨時検査により保

守点検を行う。 

           ④ 電気関係設備の点検整備 

             電気関係設備については、「変電設備整備心得」「電路設備整備心得」

「信号保安設備整備心得」「通信設備整備心得」並びに「電気設備保安  

規 程」に定める検査基準に基づいて点検整備を行う。 

         (2)  地震に関する知識、災害発生時の初動措置要領、心構え等について定期的

に教育訓練を実施し、その徹底を期する。 
    

  第２ 高速道路（東日本高速道路㈱） 

      高速道路等の設計にあたっては、耐震設計基準等により、地質、構造等の状況

に応じ十分な安全を見込み、その維持管理にあたっては、高速道路等の周辺の環

境及び交通実態の変化に対応した適切な措置を講じ、もって一層の安全の確保に

努める。 

    １ 災害予防計画 

        (1) 予防のための点検及び耐震性の確保 

            高速道路においては、日常点検、定期点検及び臨時点検を実施し、耐震性 

を確保するための必要な補修等の災害予防措置を講ずる。 

         橋梁については、構造上の安全を付加するため、落橋防止装置等の対策の 

促進を図る。 

      (2) 利用者に対する広報活動 

            地震発生時における道路利用者の安全及び高速道路の適正な利用者に対 

し、地震発生時の心構え、取るべき行動等の広報を行う。 

      (3) 資機材等の備蓄 

            地震による被害の拡大防止及び応急復旧活動に資するため、必要に応じ資 

機材及び生活用品等の備蓄に努める。 

    ２ 災害応急活動計画 

        (1) 災害時の体制 

         高速道路等に地震による非常かつ重大な災害が発生した場合には、非常体 

制をとり、支社及び管理事務所に災害対策本部を設置する。 

             災害対策本部の長は、非常行動体制を確保するとともに、状況に応じ緊急復 

旧計画を策定し、直ちに災害応急活動に入るものとする。 

          (2) 地震発生時の震災点検措置 

           地震が発生した場合には、地震の規模に応じ、高速道路等の損傷状況、道 

路利用者の被害状況、交通の状況及び沿線の状況等を迅速に把握するため、 

速やかに震災点検を実施するものとする。 
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第11節 危険物施設対策（消防組合） 

   大地震の発生では、軟弱地盤地域の危険物施設は、液状化により燃料タンクの傾斜や 

沈下等の損傷を受け、燃料漏れから誘爆や被害の拡大の可能性があり、住民の生命や生

活に重大な影響を及ぼすおそれがある。 

   このため、消防法及び関係法令に基づき、施設の耐震性、危険物の安全管理等につい 

て適切な指導を行う。 

   また、住民の安全を図るため、危険物施設の現状と災害時の被害状況を迅速に把握す 

る体制を確立する。 

   危険物施設関係の火災予防に関しては、安全管理及び立入検査を行い、保安上の責任 

と事故防止の指導に努める。 

   先端技術産業等で使用される新たな危険物等の出現、流通形態等の変化及び危険物施 

設等の大規模化、多様化あるいは複雑化に備え、安全対策の指針に努めるものとする。 

 

第１ 危険物施設の災害予防対策 

１ 次のとおり、危険物製造所等の整備及び改善を図る。 

          (1) 危険物製造所等の位置や構造上の整備について、消防法の規定による技術

上の基準に適合した状態を維持するよう指導する。 

            (2) 立入検査を励行して、災害防止上の指導をする。 

    ２ 次のとおり、危険物取扱者の災害防止に係る制度の効果的な運用を図る。 

          (1) 危険物保安監督者の選任及び解任の届出を励行する。 

          (2) 危険物の取扱いについて、技術上の基準を遵守するよう指導する。 

          (3) 保安教育を実施する。 

    ３ 次のとおり、危険物施設及び危険物の取扱いの安全管理を図る。 

        (1) 施設の安全管理に万全を期するため、危険物施設保安員の選任を指導 

する。 

            (2) 危険物取扱いの安全確保のため、予防規程の作成遵守を指導する。 

 

第２ 高圧ガス施設の災害予防対策 

    １ 第一種製造者、第二種製造者、販売業者、液化石油ガス法第六条の液化石油ガ 

ス販売事業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入 

をした者は、高圧ガスについて災害が発生したとき又は高圧ガス容器を喪失し、 

又は盗まれた場合は、遅滞なく知事又は警察官に届け出なければならない旨注意 

喚起を図る。 

    ２ 高圧ガス保安協会の協力のもとに、適正な貯蔵又は取扱方法についての講習会 

等による防災上の注意喚起を行う。 
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第３章 災害応急対策への備えの充実 
 

第１節 被害情報の収集伝達体制の整備（市民税務部・各部） 

   災害予防及び災害応急対策の適切なる実施を図るため、迅速かつ正確に被害状況等を 

把握する必要がある。このため、関係機関等に通ずる通信施設の整備を図るとともに、災 

害情報を迅速かつ的確に収集・伝達が行われるよう、情報収集伝達体制を整備する。 

  なお、災害による被害が市の中枢機能に重大な影響を及ぼす事態に備え、防災関係機関 

との連絡が相互に迅速かつ確実に行えるよう、情報伝達ルートの多重化及び情報交換のた 

めの収集・連絡体制の明確化など体制の確立に努める。 

 

  第１ 各部の情報収集・連絡体制の整備 

    １ 各部は、災害対策本部が設置された場合に、迅速に各部の総括担当者会議が開 

設できるよう、総括担当者を予め指定しておく。 

    ２ 防災関係機関は、災害対策本部が設置された場合に災害対策本部との円滑な連 

携を図るため、災害対策本部要員を指名するなど、予め体制を整備しておく。 

     ３ 各部は、災害発生後、災害情報や被害状況の迅速な収集、とりまとめを確実に

実施するために、「事務分掌に即した活動マニュアル」を作成し、予め所属 職

員の役割、手順及び使用する通信手段等を明確に定め、明記する。 

     ４ 「活動マニュアル」は、常に見直しを行い、実効性を高めるよう努める。 

    ５ 報道機関、住民等からの情報など多様な災害関連情報等の収集体制の整備に努

める。 

    ６ 各部は、平常時から、無線、有線各通信系統の通信方法、利用方法等の習熟に

努める。 

    ７ 職員は、平常時から自然情報、社会情報、防災情報等関連情報の収集、蓄積に

努める。 

 

  第２ 多様な通信手段の整備 

     １ 初動期災害情報の収集システム 

       ① 久喜市防災行政無線（固定系、移動系） 

        ② 埼玉県防災行政無線 

       ③ 消防・救急無線 

       ④ アマチュア無線 

       ⑤ タクシー無線 

       ⑥ ＮＴＴ電話回線 

       ⑦ パソコン通信システム 

       ⑧ 携帯電話 

       ⑨ 衛星通信ネットワーク 

       ⑩ 埼玉県防災情報システム 
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     【関連資料】 

          資料編 震－Ⅰ－３－１－１「防災行政無線設備」 

                  震－Ⅰ－３－１－２「久喜市防災行政無線局管理運用規程」 

                  震－Ⅰ－３－１－３「久喜市防災行政無線局運用細則」 

         震－Ⅰ－３－１－４「アマチュア無線協力者名簿」 

 

２ 久喜市防災行政無線の活用・拡充 

      災害時における情報の収集、連絡活動を迅速的確に行うとともに、災害時に必

要な情報を庁内及び防災関係機関等に連絡する手段として、久喜市防災行政無線

の活用・拡充を図る。 

 

第３ 非常用電源の確保 

       非常用電源については、防災無線室に配置し、市民税務部くらし安全課におい

て管理点検を行うものとする。 

 

第４ 通信機器の維持管理 

       既設の通信機器及び機械の点検整備は定期的に行い、常に有効な通信が行えるよ 

う努める。 
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第２節 活動体制の整備（市民税務部） 

  災害発生時の初動体制及び災害対策本部の運営を迅速かつ的確に行うために、予め体制 

の構築を図る。 

 

  第１ 初動要員の確保 

       市は、災害発生時の初動体制に万全を期し、市役所から徒歩３０分圏内の職員

を中心に、特に緊急に必要な初動職員の確保に努める。 

    １ 初動要員に指名された職員は、初動体制時における参集場所、業務内容等を十 

分習熟しておかなければならない。 

     ２ 各課は、「職員初動マニュアル」を補完するものとして、各課独自に初動体制 

時の活動内容についてマニュアルを作成しておき、常に必要な見直し、修正を実 

施する。 

     ３ 職員は、転居等により初動要員となることが可能又は不可能となった場合は、 

その都度、くらし安全課に届ける。 

 

  第２ 避難所配置職員の確保 

        地震災害発生後に、迅速に避難所を開設できるよう、予め各避難所へ配置する

職員を指名しておくとともに、指名された職員は、自分の任務、参集基準、参集

場所等を十分習熟するよう努める。 

        配置職員としては、予め指定した避難所に各１名ないし２名を指名するものと

する。 

 

  第３ 災害対策本部 

    １ 参集に対する備え 

      (1) 災害対策本部構成員は、参集基準、参集場所等を十分習熟するとともに、 

必要な判断及び指揮を行うために、日頃から地域防災計画の全般の習熟に努

める。 

       (2) くらし安全課は、職員の災害発生直後に必要な活動を事前に検討し、迅速 

に初動体制を構築できるよう、全職員共通の「職員初動マニュアル」を作成 

し、全職員に周知徹底を図る。 

         また、マニュアルについては、常に必要な見直し、修正を実施する。 

       (3) 各部は、勤務時間外に災害が発生した場合における、部内の緊急連絡網を 

整備する。 

         (4) 職員は、参集基準及び災害時における各自の任務について十分習熟してお 

かなければならない。 

         (5) 職員は、災害の被害のために参集が妨げられないよう、自宅建物の耐震性 

の向上、家具等の固定、家族との連絡方法の確立等、必要な対策を講じる。 

         (6) 職員は、携帯用ラジオ、懐中電灯等、必要な携行品を事前に準備する。 

         (7) 職員は、公共交通機関の途絶時にも可能な限り迅速に参集できるよう、オ 
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ートバイ、自転車、徒歩等により参集するための経路を日頃から検討し、訓練

時等に確認しておく。 

  

    ２ 運営に対する備え 

        (1) 各部は、災害応急対策として必要な活動を事前に検討し、迅速に活動体制

を構築できるよう、各部別の「活動マニュアル」を作成し、所属職員に周知徹 

底を図る。 

また、マニュアルについては、常に必要な見直し、修正を実施する。 

        (2) 職員は、各部の活動マニュアルに基づき、各職員が初期段階で行うべき事

項について所属長等と共同で検討し、常に活用できるようにしておく。 

 

  第４ 関係機関等の活動体制 

       指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び防災上重要な施設の 

管理者は、それぞれの責務を遂行するために、応急対策が的確かつ円滑に行われ 

るよう、必要な組織を整備するとともに、災害応急対策に従事する職員の配備基 

準等を定めておくものとする。 
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第３節 災害広報・公聴体制の整備（市民税務部・総務部） 

  災害発生時の混乱した状況の中で、住民に対し、迅速かつ正確な情報等の提供及び被災 

者等の相談に対し適切に対応できる体制の整備を図る。 

 

  第１ 災害広報体制の整備 

    １ 災害応急対策のための事前準備 

         (1) 広報担当班は、災害時広報マニュアルを予め作成する。 

       ① 被災者に対して提供すべき広報内容について、時系列で整理する。 

           ② 災害発生直後に発行する広報紙や緊急広報案文を予め作成しておく。 

        (2) 各部は、広報する必要のある情報を収集、整理するものを予め指定してお 

く。 

     ２ 多様な広報手段の整備 

        (1) 広報担当班は、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関と、災害時の報道要請 

及び協力について事前に調整しておく。 

         (2) 広報担当職員は、災害時の広報手段の多様化を図るため、日頃からパソコ 

ン通信、掲示板等、多様な情報提供手段を検討し、習熟に努める。 

 

  第２ 各種相談体制の整備 

     １ 災害発生直後の市民からの通報や問い合わせに対応する災害相談窓口及び相談 

所の設置場所を予め定めるとともに、設置・運営に関するマニュアルを作成する。 

     ２ 市民等からの緊急問い合わせ、要望に対するため、問い合わせ、要望内容の処 

理、担当課への連絡方法、本部会議への報告方法等に関するマニュアルを作成す 

る。 

     ３ 緊急問い合わせの対応に必要な地図、資料等を予め準備する。 
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第４節 他都市及び防災関係機関との連携及び応援体制            

                                                （市民税務部） 

  大規模な災害発生時には、他都市及び防災関係機関との連携体制が極めて重要であるた 

め、災害応急活動及び復旧活動に関し、相互応援の協定を締結するなど平常時より連携の 

強化に努める。 

 

  第１ 広域的応援体制の確立 

    １ 大規模な災害発生時には、市単独では対応に限界があるため、近隣市町及び同 

時被災の確立の尐ない遠隔地との広域的な相互応援協定を進める。 

     ２ 災害時に応援の受け入れ体制を円滑に構築できるよう、宿泊場所、執務場所等 

の確保について、事前に計画を作成する。また、必要な事務手続き等を円滑に行 

えるよう、事前に要請・受け入れ・調整等に関する活動についてマニュアル化を 

進める。 

 

  第２ 防災関係機関との連携体制の確立 

    １ 防災関係機関との連携 

        各部は、指定公共機関、防災関係民間団体等と、日常の業務、連絡会議、訓練 

等を通じて、日頃から良好な関係づくりに留意する。また、協力協定が未締結の 

団体等に対しては、必要により、災害時の協力協定等を締結する。 

    ２ 自衛隊との連携体制の構築 

        (1) くらし安全課及び久喜地区消防組合消防本部は、日頃から自衛隊との間 

で情報交換等を行い、スムーズな連絡体制を確立する。 

        (2) 自衛隊の派遣要請を想定した訓練を実施する。 

 

  第３ ボランティアとの連携体制の構築 

      ボランティア活動が円滑・効果的に進められるよう災害ボランティア人材の把 

握、福祉団体等と連携して、震災時に活動できるボランティア団体の把握と情報

交換を行う。 

１ 災害ボランティアの把握と連携 

         看護師等の有資格者など応急援護が可能な人材の把握を行い、災害ボランティ 

アとして研修、訓練等の支援を行う。 

２ 福祉団体等との連携 

           社会福祉協議会、日本赤十字社埼玉県支部、市内の福祉団体と連携を取り、ボ 

ランティア団体の掌握と情報交換を図る。 
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第５節 火災予防対策及び活動体制の整備   （市民税務部・消防組合） 

  火災の発生を未然に防止するため、消防施設の整備及び教育訓練等を強化して、消防体 

制の充実を図るとともに、火災被害の軽減のため、防災機関、市民及び事業所が一体とな 

った消火活動体制の整備を図ることが必要である。 

  このため、久喜地区消防組合と協力して、出火防止対策及び火災に迅速に対応するため 

対策を整備し、活動体制の強化に努める。 

 

  第１ 大震火災に関する調査研究 

        地震時に予想される同時多発性大震火災対策を、科学的デ－タに基づいて推進 

するため、消防組合の協力を得て、出火の防止及び避難の安全確保等基本的重要 

事項に関する調査を行い、個別対策及び地域対策の指針を確立し、市の防災対策 

を図るものとする。 

         １ 初期消火に関する調査研究 

         ２ 火災拡大防止に関する調査研究 

         ３ 地域特性を考慮した延焼危険地域、合流火災から避難路を防護するための 

延焼防止用機械等の調査研究 

 

  第２ 出火防止、初期消火体制の確立 

        地震に伴う火災の発生を防止するためには、防災機関、市民及び事業所が一体 

となった取り組みが必要であり、特に市民及び事業所の担う役割は大きい。 

        このことから、市民及び事業所を対象に出火防止及び初期消火体制について積 

極的に育成指導するものとし、特に大震直後の消火栓の使用不能、道路の通行不 

能などの悪条件下で初期消火の目的を十分に発揮するため、各家庭に消火器、防 

火用水、水バケツ等の設置を推進する。 

        また、女性防火クラブ及び自主防災組織の結成・育成を推進する。 

        １ 広報紙及びパンフレット等による地震に関する知識の普及 

        ２ 起震車での防災指導 

        ３ 街角消火器の設置 

      ４ 住宅用火災報知機の設置推進 

 

  第３ 消防力の増強 

       地震をはじめとする災害による被害を極力軽減するため、常備消防力及び消防 

団の消防活動体制を整備強化する。 

     １ 消防施設、消防機動力の増強 

        (1) 小型動力ポンプの整備 

           交通障害によって消防ポンプ及び消防車の活動が制限される場合が多い 

ので、小型動力ポンプの配置を検討し、非常用として整備する。 

        (2) 救出機械の整備 

           家屋の倒壊などにより、重量物の下敷きになった人々の救出を迅速に行 
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うため、ポ－トパワ－ジャッキなどの救出機材とともに、動力カッタ－及び 

ノコギリ等の整備を進める。 

        (3) 破壊消防による防御線の設定等 

           他の方法により被害の拡大を防御できないときは、破壊消防による防御線

の設定、場所、方法、補償及び破壊用具の整備又は調達について事前に検討

し計画を立てる。実際に決断力をもって破壊消防を実施し、延焼防止ができ

るようにする。 

        (4) 応援協力体制の強化 

          大規模広域災害への対応として、広域的な消防相互応援協定の締結を図る

とともに、災害時に応援を実施する場合及び受け入れる場合のいずれの活動

状況をも想定した訓練、準備を十分に行っておく。特に情報伝達、指揮、資

機材の共同利用等については、具体的な計画を作成しておく。 

        (5) 地震火災訓練の強化 

          大地震における消火、破壊、救助、避難及び通信等効果的方法を検討した

結果をもとにした実践的な防災訓練を実施する。 

    ２ 消防用水利の強化 

       危険地域に耐震性防火水槽の消防水利を増設し、その適切な配置を推進すると

ともに、河川、堀及び沼等自然水利はもちろんのこと、井戸等も消防水利として

利用出来るよう事前に検討し、その利用計画を立てるものとする。 

    ３ 消防団の育成 

       消防団は、震災時には常備消防の活動を補充し、地域の実情に応じて適切に活

動することが期待されている。このため、消防団を一層活性化し、災害活動能力

をさらに向上させるため、実践的な訓練を実施するとともに、地域住民への防災

指導により一層努める。 

 

  第４ 防災資機材の整備 

     １ 消防機械器具の整備点検 

        消防機械器具の安全性及び性能の保持を図るため、点検並びに整備を行う。 

     ２ 自主防災組織用資機材等の整備 

        自主防災活動が円滑に実施できるよう、地区ごとに拠点避難所としての小学校

に防災資機材を整備するとともに、組織単位で防災資機材の整備を図る。 
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第６節 応急医療体制等の整備（市民税務部・健康増進部） 

  災害時の医療体制を確保するため、平常時から災害直後の初期医療、傷病者の搬送先後 

方医療体制（救急病院等）及び近隣市町との医療応援体制の整備を図る。 

 

第１ 災害医療体制の整備 

    １ 初期段階の救急医療体制の充実 

        地震発生直後は、１１９番回線の不通等電話がつながりにくい状況や交通混雑 

などによる救急車両の走行障害等の状況が考えられるため、こうした事態を想定 

した救急医療体制の充実を図る。 

    ２ 医療救護チームの編成 

      地震発生後、市保健センターの看護師や保健師等により医療救護チームを編成 

するとともに、医師会等の医療機関と連携を図り、医師会救護班の派遣や医薬品 

の調達などに努める。なお、円滑な医療の実施や医薬品調達が図れるよう、市は 

関係機関と発災前において、事前に協議するものとする。 

 

第２ 医薬品等の備蓄 

   災害発生後３日程度の間に必要とする医薬品（包帯、消炎鎮痛剤、殺菌消毒剤 

等）を備蓄するとともに、救護所設置に必要な資器材の確保に努める。 

       また、市内の各医療機関等において必要医薬品の備蓄を促進する 
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第７節 避難所・避難誘導体制の整備（市民税務部・建設部・福祉部・教育部） 

  災害の発生により、避難活動が必要となった場合に、迅速かつ適切な避難収容対策を行 

うため、避難所の整備及び避難誘導体制の確立を図る。 

 

  第１ 指定避難場所、避難路の指定・整備 

       災害の発生に伴い、市民の安全を確保するとともに、被災者を一時収容するた 

め、あらかじめ安全な場所や避難のための道路を確保しておく必要がある。 

       そのため、指定避難場所として、一時避難場所、避難所及び拠点避難所を確保

し、さらに、高齢者や子供、障がい者への配慮を行った避難所のあり方や避難生

活の長期化への対応について検討する。また、避難所管理運営マニュアル等の策

定に当たっては、男女共同参画の視点から、女性の安全が保たれるよう配慮する。 

    １ 指定避難場所 

      指定避難場所とは、災害時に被害を受け、又は受けるおそれのある市民が危険 

を一時的に回避する場所、並びに被災者の応急生活をする場所として市が指定する。  

指定避難場所は次のとおり区分する。                                    

  一 時 避 難 場 所  

 指定避難場所 避 難 所  

  拠 点 避 難 所  

       （1） 一時避難場所 

          一時避難所とは、災害時に被害を受け、又は受けるおそれのある住民が一

時的に危険を回避する場所並びに近隣住民集団を形成する場所である。主に

市の指定する公園や自治会等が任意に選定する自治会集会所、最寄りの公園

などがある。 

       （2） 避難所 

              避難所とは、災害時に被害を受け、又は受けるおそれのある市民が応急生

活をするための場所である。ただし、救護、生活物資等は備蓄されていない。 

          また、すでに市が指定しているもの以外にも耐震性の高い施設を選定し、

確保していく。 

         （3） 拠点避難所 

              拠点避難所とは、指定避難所のうち、小学校の学校区ごとに防災備蓄品倉

庫が設置された拠点施設である。市域のバランスを見ながら、適切な配置に

つとめる。 

         また、避難所以外の被災者に対し、情報や物資の提供をもする場所である。 

       （4） 避難場所体系 

                       一時避難                     中・短期避難               

 市    一時避難場所     

     指定避難場所  拠点避難所  

 民    自治会等指定一時避難場所    

                           〈危険の回避〉             〈応急生活の場〉 
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       【関連資料】 

          資料編  震－Ⅰ－３－７「指定避難場所」 

２ 避難場所等の周知 

       災害時には、極めて混乱した状況の中で大量の住民等の避難が必要となる事態 

が予想される。このため、避難活動が円滑かつ的確に行われるよう、市民に対し 

事前に周知させるため、次の対策を講じる。 

         (1)  市の広報紙を利用した広報 

          (2) 案内板等の設置 

              ① 誘導標識 

           ② 避難所案内図 

           ③ 避難所表示板 

         (3) 防災訓練の実施 

 

第２ 避難所の安全確保 

    １ 施設管理者との協議 

        用地、施設の管理者と災害発生時の施設の運用について、円滑な開設及び運営 

ができるよう、日常から協議し、相互の連絡体制の整備を図るものとする。 

           また、避難所開設時に必要な物資について、備蓄可能な施設やスペースの提供 

を協議し、避難所での物資確保ができる体制を整備する。 

      ２ 有線通信の確保 

         東日本電信電話株式会社埼玉支店との協議により、災害時の避難所における特 

設公衆電話回線を確保、増強していく体制を整備する。 

     ３ 郵便物の集配業務の確保 

          郵便局との協議により、災害時の避難所における郵便物等の集配業務を円滑に 

行えるよう体制を整備する。 

     ４ 避難所の安全化・整備充実 

           指定した避難所について、避難所としての機能や災害時の安全性に問題がない 

かどうか定期的に点検し、安全性確保のための必要な措置を行う。 

         (1) 避難所施設の耐震性の強化 

            昭和５６年以前の建築基準法施行令改正前の既存建築物については、計画 

的に耐震診断、耐力度調査を実施し、必要に応じ早急に耐震補強、改築を行 

うことが必要である。 

           (2) 避難所施設の設備・備品等の安全対策 

             避難所に設置してある大型備品等の器具転倒防止策を講じる。 
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  第３ 避難誘導体制の整備 

    １ 誘導体制の確立 

       市、自主防災組織の避難誘導体制及び相互の連携、役割分担について予め定め 

ておくものとする。 

       市民の避難活動は、地震発生後、まず身近な一時避難場所へ自発的に避難し、 

災害の状況によって再び避難行動を起こすことが予想される。そのため、地震時

の避難誘導は、このような市民行動に合致したものとするよう、段階的に対応す

るものとする。 

    ２ 避難誘導方法への習熟 

       関係職員をはじめ、市民も避難方法、避難所の特色を理解し、災害発生時に混 

乱をきたさないようにしなければならず、地域ごとの実情にあった計画づくりと 

訓練が必要である。このため、自主防災組織による「災害発生時の避難誘導計画」 

等の整備を推進していくものとする。 

    ３ 災害時要援護者に係る避難誘導体制の整備 

       市は、高齢者、障がい者その他の災害時要援護者を適切に避難誘導するため、  

区長、民生委員・児童委員等の協力を得ながら、平常時から災害時要援護者に 係 

る避難誘導及び避難介助体制の整備に努める。 

       ４  学校における児童・生徒の避難計画 

           (1)  防災対策 

               ①  児童・生徒に対し、教科指導・学級等をとおして地震・火災・風水害・ 

落雷等の災害について理解を深めさせ、防災上必要な安全教育の充実を 

図るとともに、避難訓練の徹底を図る。 

           ②  緊急時の防火及び警備の実施は、教職員が担当する。 

③  防火、警備及び避難等の組織は、できるだけ単純なものとし、状況に

即して実働できるよう弾力をもたせる。 

           ④  非常の際における対策措置は、状況による変更が予想されるため、ま 

ず、第一に児童・生徒の避難と初期消火活動等に重点をおくものとする。 

           (2)  避難訓練計画 

                各小・中学校は、災害に備え避難訓練計画を策定する。計画は、避難所や 

避難経路、更に避難に当っての留意事項等を定める。 

  第４ 避難所の管理運営体制の整備 

    １ 管理運営マニュアルの作成 

       くらし安全課と避難所施設の管理課は協力して、避難所の開設時に円滑な運営 

ができるよう、職員、自主防災組織並びにボランティア団体を各避難所に配置し、 

予め作成した避難所運営マニュアルに従い避難所の管理運営を行う。 

ただし、状況に応じて適宜見直す。 

        なお、避難所運営マニュアルの作成に当たっては、避難所におけるプライバシ 

ーの保護のため、女性、高齢者、障がい者、子供をもつ家庭等の視点からの配慮 

を行うため、幅広い意見を求めるとともに、次の点について定める。 
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         (1) 職員、ボランティア団体等の配置 

         (2) 避難所の開設、受入準備 

         (3) 避難所の管理運営 

         (4) 避難所の閉鎖 

    ２ 避難所運営の知識の普及 

       平常時において、自主防災組織や住民に対し、災害時における避難所の運営管 

理のための必要な知識等の普及に努める。 

    ３ 避難所機能の充実 

          各拠点避難所（小学校）において、備蓄機能、情報通信機能、救護所機能、炊 

き出し機能の確保を検討するとともに、プール、受水槽により、生活用水の確保 

に努める。 

    ４ 集約避難所の選定 

       避難生活の改善と避難者の自立促進並びに避難所施設の本来機能（教育等）の 

回復を図るため、避難所開設後一定期間が経過した時点で、応急仮設住宅が建設

されるまでの間、集約避難所を設置し、避難所を段階的に解消する。 

       集約避難所については、あらかじめ指定することはせず、災害時の避難者の状 

況や施設の被災状況を勘案し、選定するものとする。そのため、集約避難所選定 

の基準を予め設定しておくものとする。 
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第８節 応急仮設住宅対策（市民税務部・建設部） 

  大地震の発生は、住宅の倒壊又は焼失により多数の住民が住居を失ったり、さらに多

くの住民がライフライン途絶の長期化等による生活支障のため、自宅の居住が困難とな

るこのため、仮設住宅の設置によって一時的な住宅の緊急確保を図る。 

 

  第１ 応急仮設住宅の供給体制 

      応急仮設住宅を速やかに供給するため、応急仮設住宅の建設に関し、関係業者

等と事前に協議し、災害時における必要建設戸数の供給に対応してもらうよう要

請しておく。 

 

  第２ 建設予定地 

       被災者が相当期間居住することが考えられるため、交通、上下水道、保健衛生、

教育並びに地域のコミュニティ等を考慮のうえ、公有地を中心とした建設地とする。 

このため、平常時から応急仮設住宅が建設可能な用地を把握し、建設配置及び地

域的配置計画等の策定に努める。 

 

  第３ 管理・運営マニュアル 

      応急仮設住宅建設後の管理・運営について、マニュアル化を図る。 
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第９節 災害時要援護者等安全確保体制の整備  （市民税務部・財政部・福祉部） 

  近年の災害では、高齢者、障がい者、乳幼児、傷病者等災害対応能力の弱い者並びに言 

葉や文化の違いから特別の配慮を要する外国人（以下「災害時要援護者」という。）が災 

害発生時において、犠牲になるケ－スが多くなっている。 

  今後、本格的な高齢社会、国際化社会の到来に対応し、災害時要援護者の防災対策を積 

極的に推進していく。 

 

  第１ 災害時要援護者の把握と情報伝達体制 

    １ 災害時要援護者の日常的な把握 

       市は、民生委員・児童委員、居宅介護支援事業等の活動を通じ、災害時要援護 

者の状況を把握し、台帳を作成しておくなど、災害時に迅速な対応ができる体制 

を整備するとともに、地域全体で災害時要援護者をバックアップする体制づくり 

を進める。 

         

２ 防災カードの普及 

      市は災害時要援護者への効果的な救援・援護を行なうため、災害時要援護者が 

援助を必要としている内容がわかるカードを普及させる。 

   

３ 情報伝達方法の確立        

市は、災害時要援護者自身の災害対応能力を考慮した緊急通報、避難誘導等の 

施設、設備等の導入及び普及を図る。 

        通常の音声・言語・映像等による手段では、適切に情報が入手できない要援護 

者に配慮した方法を使用する。また、その情報伝達に必要な専門技術を有する通 

訳者及びボランティア等の派遣・協力システムを整備する。 

   

４ 緊急通報システムの整備 

      市は、一人暮らしの高齢者、障害者等の災害時要援護者が緊急時に確実に消防 

機関に通報できる緊急通報システムを整備し、その周知に努める。 

 

  第２ 災害時要援護者用避難所の整備 

      市は、災害時要援護者自身の災害対応能力を考慮し、予め災害時要援護者用避 

難所を確保しておき、社会福祉施設等においても、災害時要援護者向けの食料、

飲料水、生活必需品、医薬品、福祉用具等の備蓄物資の調達及び供給に努める。 
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  第３ 地域との連携 

     １ 役割分担の明確化 

       市は、市内をブロック化し、避難所や病院、社会福祉施設等の社会資源を明ら 

かにするとともに、その役割分担を明確にし、日常から連携体制を確立しておく。 

     ２ 社会福祉施設との連携 

       市は、災害時に介護等が必要な被災者を速やかに施設入所できるよう、日常から 

社会福祉施設との連携を図っておく。 

        また、災害時には、被災者に対する給食サービスや介護相談など施設の有する機 

能活用も図っていく。 

     ３ 見守りネットワーク等の活用 

       市は、高齢者、障がい者等に対する近隣住民、民生委員及びボランティアによる 

安否の確認などの見守りネットワーク等を活用し、災害時におけるきめこまやかな 

支援体制を確立しておく。 

 

  第４ 相談体制の確立 

        市は、災害時、被災者からの相談（金銭、仕事、住宅、福祉、医療、保健、教育 

等) に的確に対応できるよう日常から相談体制を整備しておく。 

        また、被災により精神的なダメージを受けた被災者に対してメンタルケア等が実 

施できるよう、医師、看護師、保健師、教育関係者、福祉関係者、ソーシャルワー 

カー等の専門職員を確保しておく。 

 

  第５ 防災知識の普及啓発 

         市は、災害時要援護者自身が自らの災害対応能力を高められるよう、災害時要 

援護者の態様にあわせた防災知識の普及、啓発及び防災訓練を行うとともに、こ 

れらを効率よく実施できるよう施設の整備の推進を図る。 

 

  第６ 保育園における要援護者の事前措置 

     １ 各保育園の園長は、災害の発生に備えて、児童の避難訓練、災害時の事前及び 

事後措置、保護者との連絡方法を検討し、その周知を図るとともに、市、消防本 

部、警察署等の防災関係機関との連絡網を確立する。 

      ２ 各保育園の園長は、保育園の立地条件等を考慮した上、災害時の応急計画を樹 

立するとともに、応急保育の実施方法等について的確な計画を立てておく。 

      ３ 各保育園の園長は、災害発生に備えて、保存食料、飲料水、離乳食等の備蓄に 

努める。 

      ４ 勤務時間外における職員の非常召集の方法を定め、日頃より職員に周知する。 

     ５ 保育時間内に災害が発生した場合に備えて、保護者の引き取りがない場合にお 

ける残留する児童の保護に関する対策を講じる。 
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  第７ 外国人の安全確保 

     １ 外国人の所在の確認 

        市は、災害時における外国人の安否確認等を迅速に行い円滑な支援ができるよう 

に、日常時における外国人登録の推進を図り、外国人の人数や所在の把握に努める。 

     ２ 防災基盤の整備 

        市は、避難所や避難道路の表示等災害に関する案内板について、外国語の併記表 

示を進め、外国人にも分かりやすい案内板の設置に努める。 

       また、市は案内板のデザインの統一化について検討を進める。 

     ３ 防災知識の普及・啓発 

       市は、日本語を理解できない外国人に対して外国語による防災に関するパンフレ 

ットを作成し、外国人との交流会や外国人雇用事業所等、様々な交流機会や受入機 

関などを通じて配布を行い、防災知識の普及・啓発に努める。 

        また、広報紙やガイドブック、ラジオ、インターネット通信等の広報媒体を利用 

して、生活情報や防災情報などの日常生活に関わる行政情報についての外国語によ 

る情報提供を行う。 

     ４ 防災訓練の実施 

        市は、平常時から外国人の防災への行動認識を高めるため、外国人を含めた防災 

訓練を積極的に実施する。 

     ５ 通訳・翻訳ボランティアの確保 

        市は、外国人が災害時にも円滑にコミュニケーションが図れるように外国語通訳 

や翻訳ボランティアなどの確保を図る。 
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第10節 生活必需品等の供給体制の整備（市民税務部・環境経済部・上下水道部） 

 

  災害時に市外からの救援が届くまでの間、住民の生活を確保するため、食料、生活必需

 品、応急給水資器材及び防災用資機材等の備蓄並びに調達体制の整備を推進する。 

  備蓄に当たっては、基準を定めて備蓄量の維持に努め、災害時の輸送経路の遮断等を想

 定し、避難場所である小中学校ごとに備蓄倉庫を分散配置し、期限切れ等を考慮して 計

 画的に購入する。 

  また、備蓄倉庫の容量、維持管理の面から現物在庫には限界があることから、物流事業

 者、商工業者等の協力を得て流通在庫等の方式による物資の確保を図るものとする。 

 

   第１ 食料、飲料水及び生活必需品の備蓄・調達方針 

     災害時の食料及び物資の調達については、市民による自主備蓄、市、県等の備

蓄拠点における備蓄及び流通備蓄により、総合的な備蓄体制を確立し、災害発生

後３日間の非常用物資等を確保する。 

        (1) 市は、市民が各家庭や職場で、平常時から３日分の食料、飲料水、生活必 

需物資を備蓄するよう、自主防災組織等を通じて啓発する。 

            なお、食料の備蓄については、災害用非常食に限ったものである必要はな 

く、日常生活における各家庭の食料ストック（即席麺、レトルト食品、米等） 

の状況に応じて、災害時に対応できる量を各家庭において判断することが大 

切である。 

          (2) 市は、市民の備蓄を補完するため、予測される被災者の食料等の備蓄及び

調達に努める。 

          (3) 市及び防災関係機関は、災害対策要員に必要な食料等を備蓄する。 

第２ 備蓄物資の品目及び備蓄場所 

     食料及び生活必需品の備蓄については概ね次の品目とし、市役所及び市内の防

災倉庫に分散して備蓄する。 

        (1) 食料品等 

        アルファー米、乾パン、水もどし餅、粉ミルク、離乳食、缶詰、レトルト

食品、カップ麺、お粥、減塩食品等 

       (2)  給食、給水用品 

           釜セット、炊事セット（ボール、しゃもじ、たわし、スポンジ、ざる等）、 

炊事器（鍋、食器、箸等）、カセットコンロ、浄水装置、給水架台、水袋、 

ウォーターバルーン、給水ホース等 

(3) 衛生医療用品 

           救急箱（消毒液、三角巾、副木、ホータイ、ガーゼ、バンドエイド、眼帯、 

マスク等）、生理用品、紙おむつ（乳・幼児用、大人用）、肌着、哺乳瓶等 

      (4) 避難・救護用品 

           テント、毛布、寝袋、布団、カーペット、担架、簡易ベッド、車椅子、タ 

オル、懐中電灯、ろうそく、バケツ、ほうき、乾電池、洗剤、ビニール袋等 
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         (5) 災害用トイレ用品 

           仮設トイレ、簡易トイレ、トイレットペーパー、ティッシュペーパー等 

     (6) 情報伝達用品 

        トランジスタラジオ、トランシーバー、無線機等 

      (7) 資機材 

        チェーンソー、発電機、投光器、折りたたみリヤカー、はしご、ブルーシ

ート、放送機材、救助用資機材セット（スコップ、ジャッキ、工具セット等）、

ヘルメット、救助用ロープ、オートバイ、水中ポンプ、軍手等 

 

  第３ 緊急調達体制の確立 

         災害時において被災人口が拡大すると、備蓄のみでは緊急に必要な食料や生活必 

需品が不足することが予想される。そのため、災害時における食料、生活必需品の 

供給を確保し、さらに災害応急対策の円滑化を図るため、主食、副食、日用品等の 

関係業界と協議し、物資調達に関する協定の締結に努め、これらの物資の緊急時に 

おける調達に万全を期する。 

 

  第４ 応急給水 

   １ 応急給水体制の整備 

       (1) 応急給水目標量 

          地震災害時に上水道の給水が停止した場合、断水世帯に対し、次表を目標 

に給水体制を整備する。 

           〈応急給水目標量〉                                                       

 災害発生からの期間 目標水量 水 量 の 根 拠  

 災害発生から３日 3㍑／人・日 生命維持に最小必要な水量  

 災害発生から10日 20㍑／人・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  

 災害発生から15日 100㍑／人・日 通常の生活で不便であるが、生活可  

   能な必要水量  

 災害発生から21日 250㍑／人・日 ほぼ通常の生活に必要な水量  

          (2) 相互応援体制の確立 

          他都市水道事業体との災害応援協定の締結に努め、速やかに市町村水道事 

業体に応援要請できる体制を確立する。 

 

    ２ 給水資器材の整備 

         (1) 応急給水用資器材の整備 

            非常用水源からの拠点給水、給水車等による運搬給水に必要な資器材（高 

圧給水タンク車、給水タンク、仮設給水栓、携行缶、非常用飲料水袋   等） 

を整備する。 

        (2) 災害時における初期の消火に対応し、かつ住民の飲料水を確保するため、 
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計画的に飲料水兼用耐震性貯水槽の整備を図る。 

         (3) 水資源の活用 

            井戸及び受水槽等の活用や雤水等の利用を検討し、総合的な生活用水確保 

のための対策を講じる。 
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第11節 生活環境の整備対策（環境経済部・健康増進部・建設部・衛生組合） 

 

  災害発生時におけるトイレ対策や、災害に伴う廃棄物等の処理対策等について定める。 

 

  第１ トイレ対策 

      下水道の普及率の高い久喜市において、災害時の断水に伴う水洗トイレの使用 

不能となる事態は生活上の大問題であり、被災者救援について､まず、水、食料の 

配布が最優先課題として向けられがちであるが、トイレ対策についても同様の重 

要課題である。 

        災害時のトイレ対策は、単に仮設トイレ等の基数を増やせばよいというもので 

はなく、ハード・ソフト両面にわたって極めて多くの要素が関係している。 

       このため、各種トイレ施設の整備、応急トイレ対策、災害用トイレの確保及び市 

民に対する教育・訓練・広報等の総合的なトイレ対策について検討を進める。 

 

  第２ 廃棄物対策 

    １ し尿処理対策（環境経済部・衛生組合） 

         (1) 災害時においてし尿処理が必要となった場合の各業者の役割を定めてお 

き、即座に対応できるところから収集できるよう定めておく。 

(2) 非常時対応用収集車両の確保を検討する。 

(3) 大型のし尿処理車両を保有している業者及び自治体の情報をあらかじめ

把握しておくとともに、必要に応じて応援協定を締結する。 

    ２ ごみ処理対策（環境経済部・衛生組合） 

         (1) 高温高圧の燃焼装置を有しているので、災害時における緊急停止等のマニ 

ュアルを作成し、施設の安全確保に即座に対応できるよう定めておく。 

        (2) 所管施設の被災状況及び必要作業量の調査方法についてマニュアルを作

成する。 

        (3) 仮置場の候補地を選定しておく。 

     ３ がれき対策（環境経済部・建設部） 

         (1) 災害時に効率的ながれき処理が実施できるよう、予めお互いに連携がとれ 

る体制、処理方法について検討する。 

         (2) がれきが処分できる業者の能力を把握し、災害時の搬入割り当てを計画す 

る。 

           また、他都市及び他の行政機関への救援要請については、その被害状況に 

応じて行うこととし、広域災害の場合は、県に調整を依頼する。 

         (3) 災害発生時に動員できる許可業者数、保有資機材、車両を平常時より把握 

するとともに、業者に対して、災害時における対応について、研修、協議の 

場を設ける。 

         (4) 災害時のがれき処分は、市内に仮置きした後、リサイクルを心がけながら 
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最終処分地に搬送する。そのため、災害時における仮置場を周辺環境及び接

道条件等を勘案しながら予め選定する。 

 

第３ 防疫・衛生対策 

      １  防疫対策（環境経済部・健康増進部） 

        (1) 被害の程度により環境班を編成し、迅速に防疫活動ができるよう動員計画 

及び必要な資機材の確保計画を定めておく。 

         (2) 防疫用資機材は、市の保有する資機材を使用するとともに、不足分は市内 

薬局等から調達する。 

                さらに、不足する場合は、県に対して確保を依頼する。 

        (3) 感染症患者、又は保菌者が発見されたときは、速やかに感染症隔離病舎等 

に収容する。 

      ２  衛生確保（環境経済部） 

         (1)  避難所で配布される弁当等の食品を対象とする。 

          (2)  幸手保健所と協力して、各避難所を巡回し食品に係る衛生状況の確認と

必要な衛生指導等を実施する。 

                 衛生指導の内容は次のとおりである。 

            ① 救援食料等の保管、取扱いに関する衛生啓発 

                ② 避難所における環境衛生の保持に関する指導 

             ③ 飲料水の衛生に関する指導 

             ④ ペット動物の飼育に関する指導 
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第12節 教育施設・文化財災害対策（教育部） 

  教育施設における防災体制の強化充実を図るとともに、本市における文化財の保護対策 

について定める。 

 

  第１ 防災体制の強化充実 

    １ 防災計画の充実 

         (1) 各教育施設管理者は、地震災害に対応した防災計画を作成・充実する。 

         (2) 災害発生時に迅速に対応できる連絡体制の整備と、地域住民を含めた役割 

分担の明確化を図る。 

         (3) 上記事項については、特に以下の二通りの場合を想定し、その場合の応急 

措置方法について定めておく。 

               ① 在校時の発災の場合 

               ア 児童・生徒の避難 

               イ 児童・生徒の帰宅方法 

               ウ 保護者との連絡方法 

               エ 地域住民との協力体制 

            ② 在校時外の発災の場合 

               休業措置等を決定した場合の児童・生徒への迅速・確実な連絡方法 

    ２ 防災訓練の実施 

         (1) 各教育施設において、地震災害に対応した防災訓練、避難訓練を実施す  

る。 

         (2) 消防組合やくらし安全課と協力して地震災害に対応した学校・園一斉の避

難訓練を実施する。 

     ３ 学校・園の防災教育の推進 

         (1) 児童・生徒に防災に関する知識を習得させるため、防災教育の手引書を作

成する。 

          (2) 災害に備え、防災訓練を通じて避難など適切な行動がとれるよう指導す

る。 

      【関連資料】 

     資料編 震－Ⅰ－３－12－１「学校一覧」 

  第２ 文化財の保護対策 

     １ 文化財の災害予防対策 

          (1) 現状及び予防措置 

             文化財の災害は、有形文化財全般にわたるものとし、風水害、地震、火

災、落雷等により失われることが予想される。殆どの場合は火災により失

われるが、建造物自体の老朽化等から地震による被害も大きい。 

             したがって、文化財の災害予防措置に関し、随時又は災害の発生が予想

されるときに、点検並びに見回り等を行い文化財の保存に万全を期する。 
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          (2) 文化財の防火対策 

             文化財の防火対策を徹底するため、次の事項について徹底を期するもの 

とする。 

            ① 火災予防体制 

               ア 防火管理体制の整備 

               イ 文化財に対する環境の整備 

               ウ 火気使用の制限 

               エ 火気の厳重警戒と早期発見 

               オ 自衛消防と訓練の実施 

               カ 火災発生時における措置の徹底 

            ② 防火施設の整備強化 

               ア 自動火災報知設備及び非常警報設備等の整備強化 

              イ 消火器、屋内消火栓、放水銃、スプリンクラ－設備、ドレンチ

ャー設備、動力消防ポンプ等の充実強化 

               ウ 避雷装置、消防用水、防火戸、防火壁、通路等の整備強化 

            ③ その他 

               ア 文化財に対する防災思想の普及徹底のための映画会、講習会等

の広報活動 

               イ 所有者に対する教育 

               ウ 管理保護についての助言と指導 

  

          【関連資料】 

          資料編 震－Ⅰ－３－12－２「文化財の現況」 

 

 



 - 68 - 

第４章 地域防災力の向上 
 

第１節 防災教育（市民税務部） 

  災害から被害を最小限にとどめ、被害の拡大を防止するためには、防災関係機関の努力 

はもちろん、市民もまた行政と一体となって自らの予防措置を講じ、災害時にも落ちつい 

て適切な行動がとれるようにする必要がある。 

  そのため、市及び関係防災機関は、防災関係職員に対し、防災知識の向上を図るととも 

に相互に密接な連絡を保ち、市民に対し、常に防災思想の普及活動を行い、もって防 

災意識の高揚を図るものとする。 

 

  第１ 市民に対する防災知識の普及 

        市の各部、消防組合、その他防災関係機関は、所管業務に関して次の方法により 

防災意識の高揚を図る。 

         １ 広報くきへの防災関連記事の掲載 

          ２ 防災パンフレット等の配布 

  ３ 総合防災訓練への市民参加の促進 

  ４ 防災ビデオの貸出し 

  ５ 防災研修会の実施 

   ６ 県防災学習センターの活用 

  ７ 支援ボランティアの養成、参加促進 

  ８ その他有効適切な方法 

 

 第２ 職員等に対する防災教育 

    災害応急対策は、職員の心構え及び防災知識が重要な要素となるので、研修、講 

演会、防災の手引書等の手段をもって職員の防災教育を行い、防災知識の周知徹底 

を図る。 

  １ 職員に対する防災教育 

   (1) 防災研修会 

      学識経験者等を講師として、防災関係職員の研修会を実施し、専門的知識

の習得を図る。 

           (2) 防災検討会 

            各課ごとに検討会を開催し、所属職員の事務分掌を定めるとともに、各職

員の具体的な役割を整理するなどして徹底を図る。 

          (3) 防災の手引書等の配布 

          防災活動を円滑に推進するため、防災活動の手引書等を配布する。 

    ２ 消防団員に対する防災教育 

       消防団員に防災時のリーダーとしての位置づけを確立するため、研修及び訓練を 

実施する。 
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    ３ 防災上重要な施設の職員等に対する教育 

          (1) 防災上重要な施設が行う防災教育 

            施設管理者等は、職員に対し講習会や防災訓練等を通じて防災学習の徹底

を図る。 

          (2) 防災関係機関が行う防災教育 

            防災関係機関は、施設管理者及び防災要員に対し、法令に定める保安講習、

立入検査、地域における防災講習会を通じ、防災施設の管理、応急対策上の

措置等の周知徹底を図る。 

 

  第３ 防災関係機関の組織の整備 

         市の地域を管轄し、又は市内にある関係機関は、防災業務計画及び防災計画等 

の円滑な実施を図るため、組織を整備するとともに、他の関係機関が必要とする 

協議会、連絡協議会等の組織の整備に協力するものとする。 

 

  第４ 関係機関相互の連携 

        市の地域を管轄し、又は市内にある関係機関は、防災に関する所掌事務又は業務 

について、災害対策の総合性を発揮するため、相互において連絡協調して、円滑な

組織の整備運営がなし得るようにするものとする。 
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第２節 自主防災体制の整備（市民税務部） 

  災害時には、電話の不通、道路、橋梁等の損壊によって防災関係機関の活動が遅れたり、 

活動が阻害されることが予想される。 

  このような事態において、被害の防止又は軽減を図るためには、住民が「自らの安全は 

自らが守る」という自覚を持ち、住民自ら出火防止、初期消火、被災者・災害時要援護者 

の救出救護及び避難等を行うことが必要である。 

  これらの防災活動は、組織的に行動してこそ、その効果が期待できるものであるため、

地域あるいは事業所ごとに自主防災組織を設け、日頃から災害の発生を予想し、訓練を 

積み重ねることが必要である。 

  このため、住民への防災知識の普及、防災訓練、研修など啓発事業を継続して実施し、

 地域のリーダーを養成し、活動経費の助成などにより自主防災組織の育成強化を図るもの

 とする。 

 

  第１ 自主防災組織の編成 

       自主防災組織は、地域既存のコミュニティである行政区又は複数の行政区から構 

成されている町内会、自治会等を活用し編成する。また、地域内の事業所の防災組

織と協議の上、連携を図っていくことも必要である。 

 

   第２ 自主防災組織の活動 

        自主防災組織は、地域の実情に応じた防災計画に基づき、平常時及び災害発生時 

において効果的な防災活動を行うよう努めるものとする。 

     １ 平常時の活動 

          (1) 災害時要援護者を含めた地域住民のコミュニティの醸成 

          (2) 日頃の備え及び災害時の的確な行動等に関する防災知識の普及 

          (3) 情報収集・伝達、初期消火、避難及び救出・救護等の防災訓練の実施 

          (4) 消火用資機材及び応急手当用医薬品等の防災用資機材の整備・点検等 

     ２ 災害発生時の活動 

          (1) 初期消火の実施 

         (2) 地域内の被害状況等の情報の収集・伝達 

          (3) 救出・救護の実施及び協力 

          (4) 集団避難の実施 

      (5) 非常炊き出し及び救援物資の分配に対する協力 

          (6) 災害時要援護者の安全確保 

 

  第３ 地域の自主防災組織の育成 

   １  広報・助言 

        市は、市民に対し、自主防災に関する認識を深める広報等を積極的に行うとと 

もに、市民が防災組織を作るために必要な資料等を提供する。 

        また、活動についての助言あるいは援助等を行うことにより、自主防災組織の 
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指導、育成に努める。 

    ２ 自主防災組織づくりの推進 

       自主防災組織は、地域既存のコミュニティである行政区又は複数の行政区から構 

成されている町内会、自治会等を活用し編成するものとする。また、地域内の事業 

所の防災組織と協議の上、連携を図っていくことも必要である。 

    ３ 自主防災組織への助成 

          自主防災活動に必要な防災倉庫及び防災資機材の整備を促進するため、市は必要 

な助成を行うものとする。 

    

【関連資料】 

           震－Ⅰ－４－２「久喜市自主防災組織補助金交付要綱」 

 

  第４ 事業所等の自衛防災体制の強化 

        消防法第８条に規定する学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店（これに準 

ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。）、複合用途防 

火対象物（防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同 

じ。）その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定める 

ものの管理について権限を有するものは、久喜地区消防組合と協議のうえ、防火管 

理者を中心にして自主的な防災組織の育成及び訓練指導を行うよう努めるものと 

する。 
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第３節 災害ボランティアの活動環境の整備（市民税務部、社会福祉協議会） 

  阪神・淡路大震災では、被災地外から大勢の市民・専門家が自発的に災害ボランティア 

として駆け付け、被災者救援にとってボランティア活動の重要性が実証されている。 

災害時に活動できる災害ボランティアと、それに対する住民側のニーズの把握、的確な需 

給調整のできるシステムや災害本部の方針や施策を末端のボランティアにまでスムー ズ 

に伝達する体制を確立する必要がある。 

 

  第１ ボランティアの登録 

        災害ボランティアの活動を希望する市内在住の個人又はグループを対象として

災害ボランティア活動の登録を推進する。なお、登録に際しては、市社会福祉協議

会のボランティア登録制度を活用する。 

 

  第２ ボランティア諸団体との連携 

        災害時にボランティア活動が円滑に行われるよう、平常時から市及びボランティ

ア団体等との連携並びにボランティア団体同士の連携を促進する。 

 

  第３ ボランティアの受入れ体制の整備 

        災害時のボランティア活動が効率的に行われるよう、受入体制の整備を推進する。 

          １ ボランティア総合窓口の設置 

          ２ 被災者ニーズの把握 

         ３ ボランティアのコーディネート業務の一元化 

         ４ ボランティア活動に対する物的支援及び活動拠点の確保 

         ５ ボランティア保険制度の活用による補償制度の整備 

        ６ ボランティア関係機関等とのネットワーク化の促進 
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第４節 防災訓練計画（市民税務部） 

  防災業務に従事する職員の防災実務の習熟と実戦的能力のかん養に努めるとともに、関 

係機関の連携と防災体制の整備を強化し、併せて防災思想の普及向上を図るため、次のと 

おり防災訓練を実施するものとする。 

 

  第１ 訓練の種別 

    １ 消防訓練 

       消防署、消防団、一般市民、その他関係機関の協力を得て実施する。 

   (1) 一般火災警防訓練 

   (2) 特殊火災警防訓練 

         (3) 救出、救助訓練 

       ２ 水防訓練 

       久喜市は、利根川栗橋流域水防組合の管理者として、出水期前に１回以上水防計 

画に基づき水防訓練を実施する。 

       ３ 避難救護訓練 

      救助の円滑な遂行を図るため、水防、消防等の訓練とあわせ災害救助訓練を実施 

する。 

         なお、学校、病院、社会福祉施設等の管理者に対しては、児童、生徒、患者、入 

所者等の人命を保護するため、避難訓練に重点を置くように指導するものとする。 

         (1) 避難訓練 

         (2) 食料調達訓練 

         (3) 救護訓練 

    ４ 災害通信連絡訓練 

       災害時における有線通信が不通となった場合若しくは有線通信系を利用するこ

とが著しく困難な場合において、関係機関の通信連絡の円滑と迅速確実を期するた

め、災害通信連絡訓練を行うものとする。 

         (1) 非常有線通信訓練 

         (2) 非常無線通信訓練 

          (3) 災害情報の収集・伝達・広報訓練 

 ５ 非常参集訓練・災害対策本部設置訓練 

       市の防災関係機関の長及び災害対策本部長は、災害時の迅速な職員参集のため、

非常参集訓練を実施するとともに、災害時の即応体制の強化に努める。また、非

常召集訓練と同時に、災害対策本部設置訓練及び情報収集伝達訓練も合わせて実

施する。 

        ６ 事業所（防火管理者）における訓練 

       学校、病院、工場、事業所、興行場、百貨店及びその他消防法で定められた防

火管理者は、その定める消防計画に基づき、避難訓練等を実施するものとする。 

       また、地域の一員として、市、消防署及び地域の防災組織の行う防災訓練にも

積極的に参加する。 
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第２ 総合防災訓練の実施 

       防災体制の万全を期するため、防災関係機関と一体となり年１回実施し、防災対 

策の習熟と自衛隊等防災関係機関相互の協力連携体制の確立・確認を図る。 

     １ 訓練の時期及び場所の選定 

         訓練の種類によって、最も訓練効果のある時期、場所等を選び実施するものとす 

る。 

    ２ 方法 

       久喜地区消防組合の後援、防災関係機関の協力により実施する。 

     ３ 訓練の実施種目 

        消防、水防、避難救護、通信等の訓練の全部又は一部を総合して立体的に実施す 

る。 

    ４ 訓練の方法及び訓練記録 

       実施機関が、単独又は他の機関と共同して、いくつかの訓練を実施するなど効果 

が上がるよう検討するとともに、実施結果を記録しておくものとする。 

    ５ 訓練実施計画 

        災害時における防災活動の円滑な実施を期するため、各防災関係機関相互及び住 

民との協力体制に重点をおく総合訓練及び各機関の個別訓練についての実施方法 

等について、次のとおり定める。 
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第５節 震災に関する調査研究（市民税務部） 

   地震による災害は、個人の生命、身体の損傷、財産の喪失と生活機能の破壊のほか、社 

会的、経済的混乱による有形、無形の被害が考えられる。 

  しかも、これらの被害は、広域的かつ同時期に発生し、個人はもとより公共機関でも万 

全といえる対策を講ずることは困難である。 

  さらには、平成１９年度に埼玉県で実施した地震被害想定調査報告書によると、茨城県 

南部地震が、本市に最も大きな被害をもたらすと考えられている。しかしながら、地震予 

知は可能とされているものではない。 

  したがって震災対策の方針としては、突如として発生する地震に対しても、その被害を 

最小限にとどめるよう、最も効果的な震災対策を樹立することを基本とする。 

  

  第１ 防災アセスメントに関する調査研究 

        災害を未然に防止し、その被害を軽減するためには、平常時から、地域の特性を 

踏まえつつ、その地域の災害危険性を総合的、科学的な手法により把握しておくこ 

とが重要である。この地域の災害危険性を総合的に明らかにする作業を「防災アセ 

スメント」という。 

        その内容は、大きく分けると次のとおりである。 

         (1) 災害誘因の検討 

           (2) 災害素因の検討 

           (3) 災害履歴の検討 

           (4) 地域別防災カルテの検討 

    １ 災害誘因の検討 

      災害誘因とは、災害を引き起こす引き金となる自然現象（地震、台風）のことを 

いう。ここでは、地域に影響を及ぼす地震等を抽出・検討する作業を行う。 

     ２  災害素因の検討 

       災害素因とは、災害を大きくする原因としてその地域がもともと持っている弱点 

である。ここでは、地域に内在する災害に対する地域の脆弱性の原因を逐一把握す 

る作業を行う。 

       災害素因には、軟弱地盤、急傾斜地、低湿地等の自然的な要因と、木造住宅の密

集地、危険物施設の集中地域等の社会的な要因がある。 

    ３ 災害履歴の検討 

       ここでは、過去に発生した災害を取り上げ、地域の災害に対する癖を具体的に把 

握する作業を行う。 

    ４ 地区別防災カルテの検討 

      地域全体の総合的な災害危険度の把握から実際に各地区の総合的な危険度の把 

握のために地区別防災カルテを作成する。 

       地区別防災カルテとは、行政区、自治会、学校区等の地域単位で十分に活用でき 

るような精度で危険地域や防災関係施設等を表示した地区別防災地図と地区の防 

災特性を診断したカルテ部分から構成される。 
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  第２ 震災対策に関する調査研究 

        地震災害は、自然現象と地域の社会的条件とが複合化し、複雑な災害連鎖に基づ 

いて発生するため、その対策は、多岐にわたっている。したがって、こうした地震 

災害に対する有効な対策を検討するために、現象を様々な分野から科学的に解明し、 

その成果を生かしていくものとする。 

        また、災害の発生に地域性、時代性があることは過去の地震災害の実例から明ら 

かである。したがって、過去の地震災害の経験を基礎として、災害の拡大要因の原 

因となるものは何か、被害を最小限に食い止める方法は何かを常に調査研究して災 

害の防止策の向上を図る。 

        特に、阪神・淡路大震災での被害を基に、都市型の災害や地震後の行政対応に関 

する調査研究を実施し、その成果を今後の防災行政に反映させることが望まれる。 

        さらに、地震発生後、迅速かつ適切な震災復興が円滑に行えるよう、復興対策に 

ついても、阪神・淡路大震災をはじめとする復興事例の調査研究を行う必要があ

る。 

       震災対策に関する研究テーマとしては、以下のものがあげられる。 

    １ 都市施設等の震災対策に関する研究 

       都市施設等は、地震によりその機能が失われた場合、市民の生活や応急対策等に 

深刻な影響を与える。このため慎重、かつ、十分な点検調査が必要であり、破壊を 

防止し、破壊した場合の代替機能の確保等の都市施設の信頼性向上及び迅速な復旧 

のための調査研究を行う必要がある。 

         (1) 学校、病院等の公共建築物の耐震性及び信頼性の向上 

         (2) ライフライン施設の耐震性及び信頼性の向上、復旧に関する調査研究 

         (3) 交通施設の耐震性及び信頼性の向上、復旧に関する調査研究 

         (4) 河川施設の耐震性、復旧に関する調査研究 

    ２ 既存建築物の震災対策に関する調査 

       住宅等の民間建築物の被害の防止は、人的被害や住居制約の軽減につながる。 

また、耐火建築物を一体的、かつ計画的に建築することにより、延焼火災を防 

止するための延焼遮断機能を確保することも可能となる。既存の建築物の耐震性、 

耐火性の向上のための技術的な方策及び経済的な助成等の政策的な方策等にい 

て調査研究を行う必要がある。 

    ３ 大震火災に関する調査研究 

       地震時に予想される同時多発性大震火災対策を、科学的デ－タに基づいて推進す 

るため、消防組合の協力を得て、出火防止、初期消火、拡大防止及び避難の安全確 

保等基本的重要事項に関する調査研究を行う必要がある。 

         (1) 初期消火に関する調査研究 

         (2) 火災拡大防止に関する調査研究 

         (3) 地域特性を考慮した延焼危険地域、合流火災から避難路を防護するための 

延焼防止用機械等の調査研究 

   



 - 77 - 

４ 避難の安全確保に関する調査研究 

       避難場所は、大震火災に際して常に安全性が確保されなければならず、現在指定 

している避難場所はそれ自体本来の使用目的があり、それ自体変化し、あるいは周 

辺の状況の変化に影響を受け、避難所の安全性について変化が起こり得る。     

したがって、避難場所については、その選定についてはもちろん選定後も一定期 

間毎に安全性について調査研究する必要がある。 

           (1) 指定避難場所の確保を図り、かつ、その避難場所としての機能の向上を図 

るための整備に関する調査 

       (2) 指定避難場所とそこに至る避難道路の安全性を目指す災害防止帯設定のた 

めの基礎調査 

       (3) 避難時に障害となる自動車交通の動態調査と、避難の円滑化方策の調査研 

       究 

      (4) 大震火災時に発生のおそれのある火災旋風から避難場所の安全性の調査検 

討 

 

 

 


