
資料１

1
：

：

2
：

№ 箇所 頁
  意見・提案等の
あった機関

原稿（案）箇所・内容 意見・提案等 市の考え方・対応

1 総則編 1 総則 3
防災関係機関の
処理すべき事務
又は業務の大綱

第3-7 15

業務の大綱
１　防災に関する知識の普及に関すること。
２　地震等に対する災害予防に関すること。
３　地震等の発生時における情報の収集・伝達、初期
消火、救出救護及び避難誘導等応急対策に関するこ
と。
４　防災訓練の実施に関すること。
５　防災資機材の備蓄に関すること。
６　要配慮者の支援に関すること。

　ご意見に基づき自主防災組織の活動について、文言
の整理を行います。

業務の大綱
１　防災に関する知識の普及に関すること。
２　災害予防に関すること。
３　災害発生時における情報の収集・伝達、初期消
火、救出救護及び避難誘導等応急対策に関すること。
４　防災訓練の実施に関すること。
５　防災資機材の備蓄に関すること。
６　要配慮者の支援に関すること。

1
4
総則編
震災対策編

2
1
災害予防計画
震災予防計画

1
8

防災組織整備計
画
震災に強い地域
（社会）づくり

第2-2
第2-2

17
282

予防
（１）平常時の活動
・ 要配慮者を含めた地域コミュニティの醸成
・ 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
・ 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
・ 消火用資機材及び応急措置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
・ 初期消火の実施
・ 地域内の被害状況等の情報の収集・伝達
・ 救出・救護の実施及び協力
・ 集団避難の実施
・ 非常炊き出し及び救援物資の分配に対する協力
・ 要配慮者の安全確保

　ご意見に基づき自主防災組織の活動について、記載
内容を統一します。

予防
（１）平常時の活動
・要配慮者を含めた地域住民のコミュニティの醸成
・日頃の備えと災害時の的確な行動等に関する防災
知識の普及啓発
・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
・防災用資機材の購入・管理等
・地域の把握（危険箇所の把握、要配慮者）
（２）災害発生時の活動
・初期消火の実施
・情報の収集・伝達の実施
・被災者等の安否確認・救助隊との協力・救出・救護の
実施
・集団避難の実施（特に、避難行動要支援者の安全確
保に留意）
・避難所の運営活動の実施（炊き出し、給水、物資の
配布、安否確認）

2
4
風水害編
震災対策編

2
2

風水害応急対策
計画
震災応急対策計
画

16
6

広域応援受入計
画
広域応援受入計
画

第3-3
第3-3

189
381

応急
（１）自主的に行う活動
・ 出火防止及び初期消火
・ 救出、救護活動の実施
・ 避難の実施
・ 自主防災組織本部の設置
・ 区域内における情報の収集・伝達
・ その他、緊急又は必要と認められる活動

　ご意見に基づき自主防災組織の活動について、記載
内容を統一します。

応急
（１）自主的に行う活動
・初期消火の実施
・情報の収集・伝達の実施
・被災者等の安否確認・救助隊との協力・救出・救護の
実施
・集団避難の実施（特に、避難行動要支援者の安全確
保に留意）
・避難所の運営活動の実施（炊き出し、給水、物資の
配布、安否確認）

パブリックコメント

　自主防災組織の活動について、総則編（第１編）内
でも、第１章第３節第１と第２章第１節第２では異な
り、また第１編の記載事項と、風水害編（第２編第２
章第１６節第３）・震災対策編（第４編第１章第８節第
２・第３）とも若干異なります。
　文書に整理の余地がある。

久喜市地域防災計画（案）に対する意見・提案等一覧

意見提出期間

提 案 件 数

平成３０年１２月２１日　～　平成３１年１月２１日

１１件

1

埼玉県消防防災課協議　　
提 案 件 数 　２件

編 章 節

市民意見提出制度
（パブリック・コメント）
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№ 箇所 頁
  意見・提案等の
あった機関

原稿（案）箇所・内容 意見・提案等 市の考え方・対応編 章 節

2 1 総則編 2 災害予防計画 4 防災訓練計画 第3-2 25 パブリックコメント

２　自主防災組織等の訓練
　市及び消防機関が行う訓練に積極的に参加し又は
これらの機関の指導・協力のもと、自主防災組織自ら
初期消火訓練や応急手当訓練、避難訓練などの訓
練を実施するとともに、併せて災害図上訓練（ＤＩＧ
(ディグ)）や避難所開設・運営訓練（ＨＵＧ(ハグ)）など
の実施に努める。

　現在の「総合防災訓練」の内容は、地震対策に比
重があり、水害に関しては「土嚢づくり訓練」位なもの
である。水害対策としては「避難訓練」が非常に重要
である。
　総則編第2章第4節第32自主防災組織等の訓練
（p25）のところで、官民一体となった「水害避難訓練」
を行うべきである。

　水害時には、「自分の命を自分で守る」ために、早め
に安全な場所へ避難することが大切です。
　そのためにも、どのように避難するかは、各自が日ご
ろから検討しておくべきものであると考えます。
　総合防災訓練の実施については、訓練実施計画を
作成する旨の記載があり、どのような訓練を行うかは、
訓練実施計画の中で決めていくものと考えます。
　なお、自主防災組織等の訓練については、水害時の
避難の重要性を認識していただくために、総則編第２
章第４節第３の２に「地震時・風水害時の避難訓練」と
追記し、以下のとおりとします。

２　自主防災組織等の訓練
　市及び消防機関が行う訓練に積極的に参加し又はこ
れらの機関の指導・協力のもと、自主防災組織自ら初
期消火訓練や応急手当訓練、地震時・風水害時の避
難訓練などの訓練を実施するとともに、併せて災害図
上訓練（ＤＩＧ(ディグ)）や避難所開設・運営訓練（ＨＵＧ
(ハグ)）などの実施に努める。

3 1 総則編 2 災害予防計画 7 避難予防対策 第3
34～
35

パブリックコメント

第３　福祉避難所（要配慮者用避難所）の指定【福祉
部】
高齢者、障がい者等の要配慮者に対する避難収容施
設である福祉避難所（要配慮者用避難所）についても
指定の促進を図る。福祉避難所（要配慮者用避難
所）は、原則として耐震性・耐火性が高く、バリアフ
リー化された施設で、生活相談職員等の確保が比較
的容易である社会福祉施設（民間施設を含む）等から
選定し、災害時の受入れ体制及び移送体制等につい
て、事前の体制整備に努める。
また、適切な場所にこのような施設がない場合又は
不足する場合は、必要に応じて、民間のホテル等の
借り上げや応急的措置として、教室・保健室を含め、
一般の避難所に要配慮者のために区画された部屋を
「福祉避難室」（仮称）として対応することも検討する。

　福祉避難所は、原則として耐震性・耐火性が高く、
バリアフリー化された施設で、…のくだりがあるが、
洪水の場合、洪水被害にも対応できる2階や3階のあ
る施設であることが必要と明記すべき。

　福祉避難所は要介護高齢者、障がい者等の要配慮
者のための指定避難所であり、指定避難所の区分の
ひとつです。
　災害対策基本法第４９条の７において指定避難所の
指定について規定しており、その指定基準は、同法施
行令第２０条の６第１号から第５号において定められて
います。
　その中で、避難所の立地場所は、災害の影響が比
較的少ない場所にあるものであることが求められてお
り、洪水の浸水想定区域内に立地している施設を極力
避けて指定することが望ましいとされております。
　しかしながら、本市においては、市域のほとんどが利
根川の浸水想定区域となっておることから、浸水想定
区域内においても指定避難所としての指定をやむなく
行っております。
　指定にあたっては、災害の種別ごとに指定する指定
緊急避難場所と違い、災害の種別ごとに指定すること
にはなっておりませんので、全ての災害に対しての避
難所として指定しております。
　なお、浸水想定区域内の避難所については、「〇階
以上が使用可能」等の利用条件をハザードマップにお
いて明示してまいります。
　原案通りといたします。
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№ 箇所 頁
  意見・提案等の
あった機関

原稿（案）箇所・内容 意見・提案等 市の考え方・対応編 章 節

4
1
4
総則編
震災対策編

2
1
災害予防計画
震災予防計画

8
12

物資及び資機材
等の備蓄
震災に備えた体
制整備

第1-2
第12-2

38
311

パブリックコメント

２　備蓄物資の品目及び備蓄場所
　市民の基本的な生活を確保するうえで必要な生活
必需品のほか、避難所での生活が被災者の心身に
与える衛生的な影響を最小限に抑えるため、避難者
のプライバシーに配慮した簡易間仕切りや簡易トイレ
の衛生用品など、避難所生活を想定した物資等につ
いても備蓄していく。特に、乳幼児や高齢者、障がい
者等の要配慮者及び女性にも配慮した物資等につい
ても備蓄していく。
　備蓄数量は、関東平野北西縁断層帯地震の被害想
定に基づき、避難者用を埼玉県と市でそれぞれ1.5日
分（合計３日分）以上、埼玉県と市は災害救助従事者
用（自治体ごとに各自の分を備える）を３日分以上と
する。
　備蓄物資についてはおおむね次の品目とし、市役
所及び市内の防災備蓄倉庫に分散して備蓄する。

　備蓄場所は洪水時を考えて、水没しない場所（屋
内2F以上など）に保管と明記すべき。

　ご指摘のとおり、洪水時は防災備蓄倉庫が水没して
しまうと、備蓄品の中には使用できなくなってしまうもの
もあります。
　そのようなことから、市内の備蓄倉庫に分散配置をし
て全ての備蓄品が水没してしまうおそれを軽減してい
るところです。
　また、洪水の発生のおそれが見込まれるときには、
学校に設置させていただいている防災備蓄倉庫の場
合、事前に校舎の上層階などへできる限り運搬してま
いります。
　なお、以下のとおり、該当箇所の文言に追記します。

２　備蓄物資の品目及び備蓄場所
　市民の基本的な生活を確保するうえで必要な生活必
需品のほか、避難所での生活が被災者の心身に与え
る衛生的な影響を最小限に抑えるため、避難者のプラ
イバシーに配慮した簡易間仕切りや簡易トイレの衛生
用品など、避難所生活を想定した物資等についても備
蓄していく。特に、乳幼児や高齢者、障がい者等の要
配慮者及び女性にも配慮した物資等についても備蓄し
ていく。
　備蓄数量は、関東平野北西縁断層帯地震の被害想
定に基づき、避難者用を埼玉県と市でそれぞれ1.5日
分（合計３日分）以上、埼玉県と市は災害救助従事者
用（自治体ごとに各自の分を備える）を３日分以上とす
る。
　備蓄場所は倒壊の危険性や浸水のおそれなどを念
頭に、市役所及び市内の防災備蓄倉庫に分散して備
蓄する。なお、備蓄物資についてはおおむね次の品
目とする。

5 1 総則編 2 災害予防計画 8
物資及び資機材
等の備蓄

第1-4 40 パブリックコメント

（２）給水資機材の整備
① 応急給水用資機材の整備
　非常用水源からの拠点給水、給水車等による運搬
給水に必要な資機材を整備する。
② 耐震性貯水槽の整備
　災害時における初期の消火に対応し、かつ市民の
飲料水を確保するため、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
　受水槽等の活用や雨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ずる。

　①応急給水用資機材の整備（p40）の項に洪水時
の運搬給水に必要な資機材も明記すべきである。

　洪水時に孤立する場所については、給水することは
難しいところです。
　基本的には、孤立する場所を避けて早めに避難して
いただくこととなります。また、避難時にはできるだけ必
要なものを自分で持参して避難していただくよう、周知
してまいります。
　原案通りといたします。

6 2 風水害編 1 風水害予防計画 2 風水害予防計画 第4 60 パブリックコメント

　埼玉県管理の一級河川である中川についても、現
に南栗橋地域で道路冠水が生じているため、集中豪
雨時の浸水想定区域図を作成し市町に提出すべき。
　また埼玉県知事が行う水位情報通知（p92）につい
て、中川についても水位周知を行うべきである。（沿
川の子育て支援センター、栗橋幼稚園等が平屋のた
め）

　埼玉県の所管となりますので、本計画への記載はい
たしません。
　なお、浸水想定区域図の作成等については、埼玉県
に要望してまいります。
　また、久喜市地域防災計画に定められた要配慮者利
用施設の管理者が作成する洪水時の避難確保計画に
おいて、水位について注視する旨を記載し、日頃から
気に留めておくよう働きかけてまいります。
　原案通りといたします。
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№ 箇所 頁
  意見・提案等の
あった機関

原稿（案）箇所・内容 意見・提案等 市の考え方・対応編 章 節

7 2 風水害編 2
風水害応急対策
計画

10 生活支援計画 第1
146
～
149

パブリックコメント

　利根川洪水時の避難勧告が発令されたとき、市民
の避難率はどの位であろうか。全国の豪雨災害の最
近の避難率実績は10％以下であろう。ほとんどの市
民は屋内安全確保で二階への避難となり、浸水の場
合は数万人が1、2週間の孤立を余儀なくされると思
われる。当市の場合、高台がなくほとんどの緊急避
難場所すら孤立してしまうありさまで、浸水期間も長
く、飲料水の確保・供給は大きな問題となる。（現時
点での各避難場所での備蓄も1日分もない）（関東・
東北豪雨の時の常総市の上水道は復旧までに10日
間かかったが、孤立者4000人は5日以内に完全に救
出されたため、大きな問題とならなかった。）
　上水道施設に対する被害の状況は「洪水」の場合
と「地震」の場合では大きく異なると思われ、その対
策もおのずと異なってくるはずである。また、被災
時、浸水で孤立する被災者への飲料水供給の方法
も道路冠水のため全く異なってくる。P.148の風水害
編第10節生活支援計画第1飲料水の確保・供給の記
述はP.416の震災対策編と全く同じ内容となってい
て、市民の命に関わる問題だけに、水害時の状況に
ついてもっと突っ込んだ分析と、それに基づいた内容
にすべきである。

　利根川の洪水の場合、場所によっては、2週間以上
浸水が継続するおそれがあります。基本的には、早め
に遠くに避難していただくこととなりますが、孤立してし
まった場合には、早急に自衛隊等に救助の要請をして
まいります。
　原案では、市民は自ら３日分（推奨１週間分）の食料
を備蓄し、災害時に活用すると記載しておりますことか
ら、原案のとおりといたします。
　なお、早めの避難や、備蓄については広報等で引き
続き周知してまいります。

8 2 風水害編 2
風水害応急対策
計画

12 輸送計画 第4
168
～
169

パブリックコメント

第４　空中輸送手段の確保【総務部、市民部、消防組
合】
１　空中輸送の実施
　「総務・動員班」は、陸上交通が困難な場合又は緊
急を要する場合、埼玉県や自衛隊等の関係機関に空
中輸送の実施を依頼する。

２　ヘリコプター離着陸場の確保
　ヘリコプターを利用する場合、「総括班」及び消防組
合は、自衛隊第32普通科連隊等の関係機関と調整
し、ヘリコプターの場外離着陸場を確保する（「第１編
-第２章-第５節-第３-２ 航空輸送拠点 ■離着陸場一
覧」参照）。

３　人員の確保
　「総務・動員班」は、空中輸送による物資の受入れ、
搬入・搬出に必要な人員を確保し、ヘリコプターの場
外離着陸場へ派遣する。

　水害時は道路が浸水し、またいたるところで寸断さ
れて車は使えなくなることを想定すべきであるが、車
両の記述しかない。

　空中輸送手段について、「風水害編　第2章　第12節
輸送計画　第4　空中輸送手段の確保」に記載がござ
います。
　原案通りといたします。

9 4 震災対策編 2
震災応急対策計
画

7
災害救助法の適
用

第1-5 384 埼玉県消防防災課

５　庶務
注）期間については、すべて災害発生の日から起算
する。ただし、厚生労働大臣と協議し、その同意を得
たうえで、実施期間を延長することができる。

　災害救助法の所管が内閣府に移管されたため、厚
生労働大臣との記述を内閣総理大臣と修正していた
だきたい。

意見・提案のとおり修正します。

10 4 震災対策編 5
火山噴火降灰対
策

3 応急対策 第2-3 507 埼玉県消防防災課

○　自動車の運転では、多量の降灰により視界不良
になるため、ライトの点灯やワイパーを使用し、視界
を確保する。また、滑りやすくなるため、スリップに注
意する。

○　自動車の運転では、多量の降灰により視界不良
になるため、ライトを点灯し、視界を確保する。また、
滑りやすくなるため、スリップに注意する。
※乾いた火山灰をワイパーで取り払うとフロントガラ
ス等に線傷が入り、余計に明かりが乱反射して視界
不良となる場合があります。現行の県計画では、ワ
イパー使用の記載がございますが、次回の修正時に
はワイパーの記載を削除予定です。

意見・提案のとおり修正します。
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№ 箇所 頁
  意見・提案等の
あった機関

原稿（案）箇所・内容 意見・提案等 市の考え方・対応編 章 節

11 - パブリックコメント

　本来の意味での「計画」とは言えない
　計画とは次のような原則で成り立ちます。
(1)現状の把握および自己評価（可能なら外部評価）
をする。
(2)その評価から、現状において改善の余地のある事
項を列挙する。
(3)改善の余地がある事項のそれぞれにつき、何年
度までにどれだけの改善をするかを明記し、その進
捗を年度ごとに評価する。
　久喜市地域防災計画（案）は非常によく構成されて
おりますが、その内容は「現段階での市の災害対応
の概要」という性格の文書と思います。しかし、上記3
点を満たすような計画ではありません。

　地域防災計画は、防災基本計画に基づき策定されま
す。防災基本計画は災害対応の指針にあたるもので、
予防、応急、復旧ごとに国、県、市町村、関係機関がど
ういった対応をとるべきかが記載されています。
　そのため、市においても地域防災計画は災害対応の
指針と位置付け、災害対応の概要について記載をして
います。この地域防災計画をもとに、さらに班別行動マ
ニュアルや業務継続計画が作成されますが、その段
階で現状の把握や問題点、対策等について細かい検
討を行っております。

12 - パブリックコメント

　「災害時の要配慮者対策」については、総則編（第
1編第2章第11節）と震災対策編(第4編第1章第12節
第8)で同じ記載が入っています。総則編にある記載
なので、震災対策編では総則編の準用でよいはずで
す。なお、第6編（複合災害対策編）では震災対策編
の準用と記載していますが、本来は総則編にあるこ
とを準用すべきでしょう。また、震災対策編で触れる
べきことであれば風水害編などでも準用すると書か
ないといけないように思います。

　「災害時の要配慮者対策」については、東日本大震
災の教訓を踏まえ、平成２５年に災害対策基本法が改
正され、市及び埼玉県、関係団体等は法改正を受け、
内閣府が策定した「避難行動要支援者の避難行動支
援に関する取組指針」を参考に、避難行動要支援者の
支援対策を推進していくこととなりました。このような背
景を鑑み、総則編でも記載した内容ですが、改めて震
災対策編にも記載しております。
　なお、複合災害については、ご指摘のとおり総則編を
準用すべきため、修正を行います。

13 - パブリックコメント

　市の計画の中での自主防災組織の位置づけ
町内会等を基礎とする自主防災活動は久喜市地域
防災計画（案）の中でも頻繁に言及されており、防災
計画の中で小さくない役割を占めているように思いま
す。しかし計画中でもその活動の事項はあがってい
るものの具体的な記述はほとんどありません。実
際、私が身の回りを見ても、地区の自主防災組織が
災害発生時に有効に実働できる状態にあるとは思え
ません。この状況を改善することが急務であると私に
は見えます。
　そもそも自主防災組織については、防災計画の中
での位置づけがはっきりしていないように思います。
結論を先に申せば、次の３つの原則を明確にする必
要があると考えます。
　1)自主防災組織に期待する活動については、必要
に応じて市が対応マニュアルを提示することを前提
に、どの範囲の活動を自主防災組織が行うかについ
て自主防災組織と市が協議し合意すべきである。
　2)特に災害時の自主防災組織の活動のうち、市の
計画に記載される事項については、市による監督責
任があることを明確にすべきである。
　3)特に災害時の自主防災組織の活動のうち、市の
計画に記載される事項については、自主防災組織の
メンバーの安全が確保されるよう市が指導する責任
があることを明確にすべきである。

　　「自主防災組織の手引き（消防庁）」によれば、自主
防災組織とは以下のように説明されています。
　　自主防災組織とは、「自分たちの地域は自分たちで
守る」という自覚、連帯感に基づき、自主的に結成する
組織であり、災害による被害を予防し、軽減するため
の活動を行う組織である。
　災害対策の最も基本となる法律である災害対策基本
法においては、「住民の隣保協同の精神に基づく自発
的な防災組織」（第2条の2第2号）として、市町村がそ
の充実に努めなければならない旨規定されている。
　自主防災組織が取り組むべき活動については、災害
の種別、地域の自然的、社会的条件、住民の意識等
が、地域によって様々であることから、活動の具体的
範囲及び内容を画一化することは困難である。よっ
て、各市町村において地域の実情に応じた組織の結
成が進められることが必要である。
　そのため、自主防災組織の活動に対する市の責務
について計画に定めることはできません。
　ただし、現状災害対応において公助のみでは対応で
きないことが想定されますので、活動内容や避難所運
営方法、地区防災計画の策定等について、協議・説明
の場を設けるとともに、マニュアルやガイドライン等の
情報提供を積極的に行うことで、さらなる活動の充実
を図って参ります。
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