
久喜市地域防災計画（案）追加修正部分 

追加箇所 追加修正後 追加修正前 

総
則
編 

第１章 総則 
第３節 関係機関の処理す
べき事務又は業務の大綱 
第３ 業務の大綱（P.11） 

埼玉県春日部農林振興センター 
１ 農畜水産被害状況の調査に関すること。 
２ 埼玉県農業災害対策特別措置条例に係る助成及び融
資に関すること。 

３ 農作物病害虫防除対策及び指導に関すること。 
４ 農業共済に関すること。 
５ 農地及び農業用施設の被害状況の調査に関するこ
と。 

６ 農地及び農業用施設に係る災害復旧事業に関するこ
と。 

第１章 総則 
第３節 関係機関の処理す
べき事務又は業務の大綱 
第３ 業務の大綱（P.15） 

自主防災組織 
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。

自主防災組織 
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。 

第２章 災害予防計画 
第１節 防災組織整備計画 
第１ 自主防災組織【市民
部】（P.17） 

（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） 

（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

資料２
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追加箇所 追加修正後 追加修正前 

総
則
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第２章 災害予防計画 
第４節 防災訓練計画 
第３ 事業所、自主防災組
織が実施する訓練【市民部】
（P.25） 

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（Ｄ
ＩＧ）や避難所開設・運営訓練（ＨＵＧ）などの実施に
努める。

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）や避難所開設・
運営訓練（ＨＵＧ）などの実施に努める。

第２章 災害予防計画 
第７節 避難予防対策 
第１ 指定緊急避難場所・
避難路・指定避難所の選定
と確保【総務部、市民部、
福祉部、建設部、教育部】
（P.33） 

２ 広域避難場所の指定 

避難者１人あたりの必要面積は、おおむね3.5㎡を満た
すよう努める。 

２ 広域避難場所の指定 

避難者１人あたりの必要面積は、おおむね３㎡以上と
する。 

第２章 災害予防計画 
第８節 物資及び資機材等
の備蓄 
第１ 飲料水・食料・生活
必需品・資機材・医薬品・
石油類燃料の供給体制の整
備【財政部、市民部、環境
経済部、福祉部、上下水道
部、健康・子ども未来部】
（P.38）

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。

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。

第２章 災害予防計画 
第11節 災害時の要配慮者
対策 
第１ 避難行動要支援者の
安全対策【市民部、福祉部、
健康・子ども未来部、久喜
市社会福祉協議会】
（P.47-50） 

２ 要配慮者の把握 
市は、要援護者見守り支援登録台帳を作成するにあた

り、避難行動要支援者に該当する者を把握するために、
市の関係各部で把握している要介護高齢者や障がい者等
の情報を集約するように努める。 
また、難病患者にかかる情報等、市で把握していない

情報のうち、要援護者見守り支援登録台帳の作成のため
に必要があると認められる情報については、埼玉県知事
その他の者に対し、情報提供を積極的に求め、取得する。

２ 要配慮者の把握  
市は、要援護者登録台帳を作成するにあたり、避難行

動要支援者に該当する者を把握するために、市の関係各
部で把握している要介護高齢者や障がい者等の情報を集
約するように努める。 

また、難病患者にかかる情報等、市で把握していない
情報のうち、要援護者登録台帳の作成のために必要があ
ると認められる情報については、埼玉県知事その他の者
に対し、情報提供を積極的に求め、取得する。 
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追加箇所 追加修正後 追加修正前 
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第２章 災害予防計画 
第11節 災害時の要配慮者
対策 
第１ 避難行動要支援者の
安全対策【市民部、福祉部、
健康・子ども未来部、久喜
市社会福祉協議会】
（P.47-50） 

４ 要援護者見守り支援登録台帳の作成  
災害対策基本法第49条の10において、市は、避難行動

要支援者にかかる避難の支援、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の作成が義務付ら
れた。市においては、既に要援護者見守り支援登録台帳
が作成されていることから、当該台帳を災害対策基本法
第49条の10に基づくものとして位置付けるものとする。 
５ 要援護者見守り支援登録台帳のバックアップ  
災害規模等によっては、市の機能が著しく低下するこ

とを考え、クラウドをはじめとしたデータ管理や埼玉県
との連携などにより要援護者見守り支援登録台帳のバッ
クアップ体制について、検討する。 
また、災害による停電等を考慮し、電子媒体での管理

に加え、紙媒体でも最新の情報を保管しておくとともに、
庁舎の被災等の事態が生じた場合においても台帳の活用
に支障が生じないよう、台帳情報の適切な管理に努める
ものとする。 
６ 要援護者見守り支援登録台帳の更新  
避難行動要支援者の状況は常に変化しうることから、

市は、毎年度、地域関係機関と協力し、「要援護者見守
り支援登録台帳」を基にした要配慮者にかかる登録内容
を確認し、情報を最新の状況に保つよう努める。 
７ 要援護者見守り支援登録台帳の活用  
要援護者見守り支援登録台帳は平常時から避難支援等

関係者に提供され、共有されていることで、いざという
ときの円滑かつ迅速な避難支援等の実施に結びつくもの
である。 
そのため、市は、避難行動要支援者の台帳情報につい

て、あらかじめ避難支援等の実施に必要な限度で、避難
支援等関係者に対し、情報を提供する。 
なお、平常時から台帳情報を外部提供するために、避

難行動要支援者の同意を得るよう努める。 
また、災害の発生時、又は発生のおそれが生じた場合

において、避難行動要支援者本人の同意に関らず、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
特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必
要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿
情報を提供する。 

４ 要援護者登録台帳の作成  
災害対策基本法第49条の10において、市は、避難行動

要支援者にかかる避難の支援、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の作成が義務付ら
れた。市においては、既に要援護者登録台帳が作成され
ていることから、当該台帳を災害対策基本法第49条の10
に基づくものとして位置付けるものとする。 
５ 要援護者登録台帳のバックアップ  
災害規模等によっては、市の機能が著しく低下すること
を考え、クラウドをはじめとしたデータ管理や埼玉県と
の連携などにより要援護者登録台帳のバックアップ体制
について、検討する。 

また、災害による停電等を考慮し、電子媒体での管理
に加え、紙媒体でも最新の情報を保管しておくとともに、
庁舎の被災等の事態が生じた場合においても台帳の活用
に支障が生じないよう、台帳情報の適切な管理に努める
ものとする。 
６ 要援護者登録台帳の更新  

避難行動要支援者の状況は常に変化しうることから、
市は、毎年度、地域関係機関と協力し、「要援護者登録
台帳」を基にした要配慮者にかかる登録内容を確認し、
情報を最新の状況に保つよう努める。 
７ 要援護者登録台帳の活用  

要援護者登録台帳は平常時から避難支援等関係者に提
供され、共有されていることで、いざというときの円滑
かつ迅速な避難支援等の実施に結びつくものである。 

そのため、市は、避難行動要支援者の台帳情報につい
て、あらかじめ避難支援等の実施に必要な限度で、避難
支援等関係者に対し、情報を提供する。 

なお、平常時から台帳情報を外部提供するために、避
難行動要支援者の同意を得るよう努める。 

また、災害の発生時、又は発生のおそれが生じた場合
において、避難行動要支援者本人の同意に関らず、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
特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必
要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿
情報を提供する。 
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追加箇所 追加修正後 追加修正前 

総
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第２章 災害予防計画 
第11節 災害時の要配慮者
対策 
第１ 避難行動要支援者の
安全対策【市民部、福祉部、
健康・子ども未来部、久喜
市社会福祉協議会】
（P.47-50） 

９ 要援護者見守り支援登録台帳情報の適正管理  
要援護者見守り支援登録台帳の提供に際しては、避難

支援等関係者が適正な情報管理を図るよう市において
は、個人情報保護の管理徹底について説明を行うなど適
切な措置を講ずる。  
10 個別計画の策定  
避難行動要支援者については、災害の発生時、又はそ

のおそれが高まったときに、避難行動要支援者への避難
情報の伝達や避難誘導等を迅速かつ適切に実施するた
め、特に人的支援が必要な要配慮者一人ひとりについて、
誰が支援して、どこの避難所等に避難させるかをあらか
じめ定めておく必要がある。  
このため、市は、地域の特性や実情を踏まえつつ、要

援護者見守り支援登録台帳情報に基づき民生委員・児童
委員、自主防災組織など地域の関係機関や支援者と打合
せながら、避難個別支援プラン（個別計画）を作成する。
なお、避難個別支援プラン（個別計画）は、「要援護者
見守り支援登録書兼個別プラン」とする。

９ 要援護者登録台帳情報の適正管理  
要援護者登録台帳の提供に際しては、避難支援等関係

者が適正な情報管理を図るよう市においては、個人情報
保護の管理徹底について説明を行うなど適切な措置を講
ずる。  
10 個別計画の策定  

避難行動要支援者については、災害の発生時、又はそ
のおそれが高まったときに、避難行動要支援者への避難
情報の伝達や避難誘導等を迅速かつ適切に実施するた
め、特に人的支援が必要な要配慮者一人ひとりについて、
誰が支援して、どこの避難所等に避難させるかをあらか
じめ定めておく必要がある。  

このため、市は、地域の特性や実情を踏まえつつ、要
援護者登録台帳情報に基づき民生委員・児童委員、自主
防災組織など地域の関係機関や支援者と打合せながら、
避難個別支援プラン（個別計画）を作成する。なお、避
難個別支援プラン（個別計画）は、「要援護者見守り支
援登録書兼個別プラン」とする。 

風 
水 
害 
編 

第２章 風水害応急対策計
画 
第９節 災害救助保護計画 
第５ 要配慮者等の安全確
保対策【総務部、市民部、
環境経済部、福祉部、健康・
子ども未来部、建設部、消
防組合】（P.142-143） 

２ 要配慮者に対する対策  
（１）初期情報の伝達及び安否の確認・救助 
「被災者救援班」は、民生委員・児童委員、区長、自

主防災組織等を介して、在宅の要配慮者に対して災害に
関する情報等を伝達するとともに、被災状況に関する情
報を収集する。民生委員・児童委員、区長、自主防災組
織等は、情報を伝達するとともに、要援護者見守り支援
登録台帳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。 
（２）要配慮者への避難情報（避難準備・高齢者等避難
開始）の伝達 
市は、避難行動に時間を要する要配慮者に対して避難

勧告よりも前の段階で、避難支援対策に対応した避難準
備・高齢者等避難開始を発令する。 
また、避難支援等関係者が要援護者見守り支援登録台

帳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あたっては、特に
配慮する。 

２ 要配慮者に対する対策 
（１）初期情報の伝達及び安否の確認・救助 
「被災者救援班」は、民生委員・児童委員、区長、自

主防災組織等を介して、在宅の要配慮者に対して災害に
関する情報等を伝達するとともに、被災状況に関する情
報を収集する。民生委員・児童委員、区長、自主防災組
織等は、情報を伝達するとともに、要援護者登録台帳及
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。 
（２）要配慮者への避難情報（避難準備・高齢者等避難
開始）の伝達 

市は、避難行動に時間を要する要配慮者に対して避難
勧告よりも前の段階で、避難支援対策に対応した避難準
備・高齢者等避難開始を発令する。 

また、避難支援等関係者が要援護者登録台帳を活用し
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あたっては、特に配慮するこ
と。 
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第２章 風水害応急対策計
画 
第９節 災害救助保護計画 
第５ 要配慮者等の安全確
保対策【総務部、市民部、
環境経済部、福祉部、健康・
子ども未来部、建設部、消
防組合】（P.142-143） 

（３）避難行動要支援者の避難支援及び避難所への収容 
市は、要援護者見守り支援登録台帳や個別計画を活用

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。 
②要援護者見守り支援登録台帳の平常時からの提供に不
同意であった者についても、現に災害が発生し、又は災
害が発生するおそれがある場合において、避難行動要支
援者の生命又は身体を保護するために特に必要があると
きには、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等
関係者その他の者に台帳 
（９）名簿に掲載されていない要配慮者の避難支援・安
全確保 
妊産婦や乳幼児等は永続的な状態ではなく、人の入れ

替わりが頻繁であるため、事前の把握が困難である。そ
のため、要援護者見守り支援登録台帳に掲載されないこ
とが考えられる。

（３）避難行動要支援者の避難支援及び避難所への収容
市は、要援護者登録台帳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。 
②要援護者登録台帳の平常時からの提供に不同意であっ
た者についても、現に災害が発生し、又は災害が発生す
るおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命
又は身体を保護するために特に必要があるときには、避
難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その
他の者に台帳情報を提供できる。 
（９）名簿に掲載されていない要配慮者の避難支援・安
全確保 

妊産婦や乳幼児等は永続的な状態ではなく、人の入れ
替わりが頻繁であるため、事前の把握が困難である。そ
のため、要援護者登録台帳に掲載されないことが考えら
れる。

第２章 風水害応急対策計
画 
第16節 広域応援受入計画 
第３ 市民、自主防災組織
等の協力【市民部】（P.189）

３自主防災組織としての活動 
（１）自主的に行う活動 
災害が発生した直後において、自主防災組織が自主的

に行う活動は、次のとおりとする。 
この場合、活動するにあたっては、自主防災組織の規

約等に基づき、統一的かつ効率的に行うものとする。 
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） 

３自主防災組織としての活動 
（１）自主的に行う活動 
災害が発生した直後において、自主防災組織が自主的

に行う活動は、次のとおりとする。 
この場合、活動するにあたっては、自主防災組織の規

約等に基づき、統一的かつ効率的に行うものとする。 
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

第４章 突風・竜巻等対策 
第１節 突風・竜巻災害の概況 
第３ 気象庁の発表する気
象情報（P.207） 

（２）発生確度２ 
竜巻などの激しい突風が発生する可能性があり注意が

必要である（適中率７～14％、捕捉率50～70％）。

（２）発生確度２  
竜巻などの激しい突風が発生する可能性があり注意が

必要である（適中率７～４％、捕捉率50～70％）。 

第５章 大規模水害対策 
第１節 大規模水害にかか
る被害想定 
第１ 利根川（P.214） 

第１ 利根川 
想定される最大規模の降雨（72時間総雨量491mm）に伴

う洪水により利根川が氾濫した場合、市内のほぼ全域（約
95％）が浸水し、最大で２週間程度浸水が継続するとい
う結果が出ている。 

第１ 利根川（首都圏広域氾濫） 
昭和22年のカスリーン台風洪水による浸水被害と同じ

氾濫形態に相当し、数日にわたって浸水域が拡大して都
区部まで氾濫流が達する場合がある。利根川の洪水氾濫
では最大の被害となり、浸水面積が約530 、浸水区域内
人口が約230万人と想定される。 
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第５章 大規模水害対策 
第１節 大規模水害にかか
る被害想定 
第２ 荒川（P.214） 

第２ 荒川 
想定される最大規模の降雨（72時間総雨量632mm）に伴

う洪水により荒川が氾濫した場合、市内のおよそ６割が
浸水し、最大で２週間以上浸水が継続するという結果が
出ている。

第２ 荒川（元荒川広域氾濫） 
かつて荒川の流路のあった元荒川沿いに氾濫が拡大

し、荒川の洪水氾濫の中では浸水面積が最大である約200
 と想定される。

第５章 大規模水害対策 
第２節 大規模水害の特徴 
第１ 広大な浸水地域、深
い浸水深（P.214） 

第１広大な浸水地域、深い浸水深 
利根川の氾濫による洪水が発生した場合、市内の浸水

面積約78 、浸水区域内人口約15万人と広域かつ大規模
な浸水が想定される。 

第１ 広大な浸水地域、深い浸水深 
利根川の首都圏広域氾濫による被害想定結果による

と、浸水面積約530 、浸水区域内人口約230万人と広域
かつ大規模な浸水が想定される。 
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第１章 震災予防計画 
第８節 震災に強い地域
（社会）づくり 
第２ 自主防災組織の活動
【市民部】（P.282） 

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） 

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

第１章 震災予防計画 
第12節 震災に備えた体制
整備 
第11 避難【市民部、福祉
部、建設部、教育部、健康・
子ども未来部】（P.307） 

２ 広域避難場所の指定 

避難者１人あたりの必要面積は、おおむね3.5㎡を満た
すよう努める。 

２ 広域避難場所の指定 

避難者１人あたりの必要面積は、おおむね３㎡以上と
する。 

第１章 震災予防計画 
第12節 震災に備えた体制
整備 
第11 避難【市民部、福祉
部、建設部、教育部、健康・
子ども未来部】（P.309） 

４ 避難誘導体制の整備 
（１）誘導体制の確立 
市は、避難勧告等の発令区域・タイミング、指定緊急

避難場所、避難経路等の市民の避難誘導等警戒避難体制
及び相互の連携、役割分担について定めた避難計画の作
成に努める。その際、複合的な災害が発生することを考
慮するよう努めるものとする。

４ 避難誘導体制の整備 
（１）誘導体制の確立 
市は、避難勧告等の発令区域・タイミング、指定緊急

避難場所、避難経路等の市民の避難誘導等警戒避難体制
及び相互の連携、役割分担について定めた避難計画の作
成に努める。その際、地震と土砂災害等、複合的な災害
が発生することを考慮するよう努めるものとする。
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第１章 震災予防計画 
第12節 震災に備えた体制
整備 
第12 飲料水・食料・生活
必需品・資機材・医薬品・
石油類燃料の供給体制の整
備【財政部、市民部、環境
経済部、福祉部、上下水道
部】（P.311-312） 

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。

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。

第１章 震災予防計画 
第12節 震災に備えた体制
整備 
第18 災害時の要配慮者対
策【市民部、環境経済部、
福祉部、健康・子ども未来
部、建設部、教育部、久喜
市社会福祉協議会】
（P.322-325） 

（２）要配慮者の把握 
市は、要援護者見守り支援登録台帳を作成するにあた

り、避難行動要支援者に該当する者を把握するために、
市の関係各部で把握している要介護高齢者や障がい者等
の情報を集約するように努める。 
また、難病患者にかかる情報等、市で把握していない

情報のうち、要援護者見守り支援登録台帳の作成のため
に必要があると認められる情報については、埼玉県知事
その他の者に対し、情報提供を積極的に求め、取得する。
（４）要援護者見守り支援登録台帳の作成 
災害対策基本法第49条の10において、市は、避難行動

要支援者にかかる避難の支援、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の作成が義務付ら
れた。市においては、既に要援護者見守り支援登録台帳
が作成されていることから、当該台帳を災害対策基本法
第49条の10に基づくものとして位置付けるものとする。 
（５）要援護者見守り支援登録台帳のバックアップ 
災害規模等によっては、市の機能が著しく低下するこ

とを考え、クラウドをはじめとしたデータ管理や埼玉県
との連携などにより要援護者見守り支援登録台帳のバッ
クアップ体制について、検討する。 

（２）要配慮者の把握  
市は、要援護者登録台帳を作成するにあたり、避難行

動要支援者に該当する者を把握するために、市の関係各
部で把握している要介護高齢者や障がい者等の情報を集
約するように努める。 

また、難病患者にかかる情報等、市で把握していない
情報のうち、要援護者登録台帳の作成のために必要があ
ると認められる情報については、埼玉県知事その他の者
に対し、情報提供を積極的に求め、取得する。 
（４）要援護者登録台帳の作成  

災害対策基本法第49条の10において、市は、避難行動
要支援者にかかる避難の支援、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の作成が義務付ら
れた。市においては、既に要援護者登録台帳が作成され
ていることから、当該台帳を災害対策基本法第49条の10
に基づくものとして位置付けるものとする。 
（５）要援護者登録台帳のバックアップ  
災害規模等によっては、市の機能が著しく低下すること
を考え、クラウドをはじめとしたデータ管理や埼玉県と
の連携などにより要援護者登録台帳のバックアップ体制
について、検討する。 
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第１章 震災予防計画 
第12節 震災に備えた体制
整備 
第18 災害時の要配慮者対
策【市民部、環境経済部、
福祉部、健康・子ども未来
部、建設部、教育部、久喜
市社会福祉協議会】
（P.322-325） 

（６）要援護者見守り支援登録台帳の更新 
避難行動要支援者の状況は常に変化しうることから、

市は、毎年度、地域関係機関と協力し、「要援護者見守
り支援登録台帳」を基にした要配慮者にかかる登録内容
を確認し、情報を最新の状況に保つよう努める。 
（７）要援護者見守り支援登録台帳の活用 
要援護者見守り支援登録台帳は平常時から避難支援等

関係者に提供され、共有されていることで、いざという
ときの円滑かつ迅速な避難支援等の実施に結びつくもの
である。 
（９）要援護者見守り支援登録台帳情報の適正管理  
要援護者見守り支援登録台帳の提供に際しては、避難

支援等関係者が適正な情報管理を図るよう市において
は、個人情報保護の管理徹底について説明を行うなど適
切な措置を講ずる。  
（10）個別計画の策定  
このため、市は、地域の特性や実情を踏まえつつ、要

援護者見守り支援登録台帳情報に基づき民生委員・児童
委員、自主防災組織など地域の関係機関や支援者と打合
せながら、避難個別支援プラン（個別計画）を作成する。
なお、避難個別支援プラン（個別計画）は、「要援護者
見守り支援登録書兼個別プラン」とする。

（６）要援護者登録台帳の更新  
避難行動要支援者の状況は常に変化しうることから、

市は、毎年度、地域関係機関と協力し、「要援護者登録
台帳」を基にした要配慮者にかかる登録内容を確認し、
情報を最新の状況に保つよう努める。 
（７）要援護者登録台帳の活用  

要援護者登録台帳は平常時から避難支援等関係者に提
供され、共有されていることで、いざというときの円滑
かつ迅速な避難支援等の実施に結びつくものである。 

（９）要援護者登録台帳情報の適正管理  
要援護者登録台帳の提供に際しては、避難支援等関係

者が適正な情報管理を図るよう市においては、個人情報
保護の管理徹底について説明を行うなど適切な措置を講
ずる。  
（10）個別計画の策定  

このため、市は、地域の特性や実情を踏まえつつ、要
援護者登録台帳情報に基づき民生委員・児童委員、自主
防災組織など地域の関係機関や支援者と打合せながら、
避難個別支援プラン（個別計画）を作成する。なお、避
難個別支援プラン（個別計画）は、「要援護者見守り支
援登録書兼個別プラン」とする。

第２章 震災応急対策計画 
第６節 広域応援受入計画 
第３ 市民、自主防災組織
等の協力【市民部】（P.381）

３自主防災組織としての活動 
（１）自主的に行う活動 
災害が発生した直後において、自主防災組織が自主的

に行う活動は、次のとおりとする。 
この場合、活動するにあたっては、自主防災組織の規

約等に基づき、統一的かつ効率的に行うものとする。 
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） 

３自主防災組織としての活動 
（１）自主的に行う活動 
災害が発生した直後において、自主防災組織が自主的

に行う活動は、次のとおりとする。 
この場合、活動するにあたっては、自主防災組織の規

約等に基づき、統一的かつ効率的に行うものとする。 
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

第２章 震災応急対策計画 
第７節 災害救助法の適用 
第１ 災害救助法の概要
【市民部、福祉部】（P.384）

■救助の種類と実施者 
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、内閣総理大臣と協議し、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。

■救助の種類と実施者 
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。
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第２章 震災応急対策計画 
第20節 要配慮者の安全確
保対策 
第２ 要配慮者に対する対
策【総務部、市民部、環境
経済部、福祉部、健康・子
ども未来部、建設部、消防
組合】（P.468-470） 

１ 初期情報の伝達及び安否の確認・救助 
①「被災者救援班」は、民生委員・児童委員、区長、自
主防災組織等を介して、在宅の要配慮者に対して災害に
関する情報等を伝達するとともに、被災状況に関する情
報を収集する。民生委員・児童委員、区長、自主防災組
織等は、情報を伝達するとともに、要援護者見守り支援
登録台帳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。 
２ 避難行動要支援者の避難支援及び避難所への収容
市は、要援護者見守り支援登録台帳や個別計画を活用

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。 
②要援護者見守り支援登録台帳の平常時からの提供に不
同意であった者についても、現に災害が発生し、又は災
害が発生するおそれがある場合において、避難行動要支
援者の生命又は身体を保護するために特に必要があると
きには、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等
関係者その他の者に台帳情報を提供できる。 
８ 名簿に掲載されていない要配慮者の避難支援・安全
確保 
妊産婦や乳幼児等は永続的な状態ではなく、人の入れ

替わりが頻繁であるため、事前の把握が困難である。そ
のため、要援護者見守り支援登録台帳に掲載されないこ
とが考えられる。 

１ 初期情報の伝達及び安否の確認・救助 
①「被災者救援班」は、民生委員・児童委員、区長、自
主防災組織等を介して、在宅の要配慮者に対して災害に
関する情報等を伝達するとともに、被災状況に関する情
報を収集する。民生委員・児童委員、区長、自主防災組
織等は、情報を伝達するとともに、要援護者登録台帳及
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。 
２ 避難行動要支援者の避難支援及び避難所への収容

市は、要援護者登録台帳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。 
②要援護者登録台帳の平常時からの提供に不同意であっ
た者についても、現に災害が発生し、又は災害が発生す
るおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命
又は身体を保護するために特に必要があるときには、避
難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その
他の者に台帳情報を提供できる。 
８ 名簿に掲載されていない要配慮者の避難支援・安全
確保 

妊産婦や乳幼児等は永続的な状態ではなく、人の入れ
替わりが頻繁であるため、事前の把握が困難である。そ
のため、要援護者登録台帳に掲載されないことが考えら
れる。 

第５章 火山噴火降灰対策 
第３節 応急対策 
第２ 情報の収集・伝達【総
務部】（P.507） 

３ 降灰に伴う取るべき行動の周知 
（行動例） 
○外出については、マスクやゴーグルの着用や傘の使用、
ハンカチなどで口元を覆う等、目やのどを保護する。 

○家屋に火山灰が入らないように窓を閉める。洗濯物は
外に干さない。 

○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。

３ 降灰に伴う取るべき行動の周知
（行動例） 
○外出については、マスクやゴーグルの着用や傘の使用、
ハンカチなどで口元を覆う等、目やのどを保護する。 

○家屋に火山灰が入らないように窓を閉める。洗濯物は
外に干さない。 

○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。
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機構改革に伴う部署名の変
更 
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