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第３章 震災応急対策活動計画 

 

大規模地震に対する応急対策活動計画は、組織の編成、情報の収集・伝達、人命救助、

火災の消火等、発災後直ちに必要となる活動と、避難収容、給水、給食などのように、被

害状況に応じ発災後ある程度の時間を経て必要となる活動とに大きく分けられる。 

本章は、大規模地震発生後における応急対策活動を迅速かつ効率的に実施するため、地

震発生からの時間の経過に応じた活動計画とする。 

 

 ≪ 施策の体系 ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 震災応急対策活動計画 

第１節 応急対策活動の基本方針 

第２節 発災直後に実施する活動   〔 １０分 ～ 〕 

第３節 混乱期から実施する活動   〔 １時間 ～ 〕 

第４節 緊急救援期から実施する活動 〔 ３時間 ～ 〕 

第５節 応急対策期から実施する活動 〔４８時間 ～ 〕 
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≪ 震災応急対策活動計画の構成内容 ≫ 

第１節 応急対策活動の基本方針 

第１ 初動対応の時間区分 

第２ 体制の種別と配備基準 

第３ 非常配備体制と組織図 

第４ 非常配備体制と事務分掌 

第５ 緊急初動体制の編成 

 

  第２節 発災直後に実施する活動（１０分～） 

 第１ 地震情報の収集 

第２ 勤務時間外時の職員の自主参集 

第３ 勤務時間外時の参集途上における被害状況の把握 

第４ 避難所の開設 

第５ 重要事項の決定 

第６ 災害対策本部の設置準備 

第７ 初動体制の準備 

第８ 交通対策 

    第３節 混乱期から実施する活動（１時間～） 

 第１ 非常配備体制への移行 

第２ 消防活動 

第３ 水防活動 

第４ 避難対策 

第５ 人命にかかわる災害情報等の収集・報告 

第６ 人命にかかわる広報活動 

第７ 広域応援要請 

第８ 自主防災組織の活動 

 

      第４節 緊急救援期から実施する活動（３時間～） 

 第１ 緊急輸送体制の確立 

第２ 医療救護 

第３ 緊急給水体制の確立 

第４ 緊急食料供給体制の確立 

第５ 緊急生活必需品供給体制の確立 

第６ 防災拠点施設における通信､電力､ガスの応急復旧 

第７ 二次災害防止活動 

第８ 帰宅困難者対策 

第９ 行方不明者の捜索、遺体の収容処理、埋火葬 

第 10 災害ボランティアの確保 

第 11 災害救助法の適用 

第 12  防疫・保健衛生活動 

第 13  要配慮者への配慮 

 

        第５節 応急対策期から実施する活動（４８時間～） 

 第１ 応急対策期の情報管理 

第２ 応急対策に係る広報活動 

第３ 土木施設被害応急復旧 

第４ 災害廃棄物等の処理 

第５ 住宅対策 

第６ 農業対策 

第７ 文教対策 

第８ 義援金品の受付・配分 

第９ ライフライン施設の応急対策 

被災者の生活

支援に必要な応

急活動 

被災者の生命

の維持、生活確

保に必要な緊急

活動 

人命の救出・救

助を最優先とし

た活動 



【震災対策編】 

 [応急対策活動計画] 
 (基本方針) 

 震災-応急-3 

第１節 応急対策活動の基本方針 

大規模地震時には「発災直後」、「混乱期」、「緊急救援期」、「応急対策期」の４段階の

時期区分を設定し、それぞれの活動目的を明確にした配備体制とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 初動対応の時間区分【 全職員 】 

発災に伴う応急対策の実施に際しては、次に示す時間区分を考慮して被災状況に応じ

て求められる応急活動をきめ細かく、適切に実施出来るよう努めるものとする。 

＜応急対策に係る時間の流れ＞ 

 

 

 

 

注）この区分は、あくまでも活動の目安となるものであり、災害状況に応じて弾力的な

対応をとること。 

 

第２ 体制の種別と配備基準【 全職員 】 

地震発生後に迅速で有効な応急対策を行うため、職員の動員配備を徹底するとともに、

夜間・休日等における初動体制の確保を図る。 

また、災害対策の活動に当たって本市のとるべき体制の種別、配備基準は、次のとお

りとする。 

なお、気象庁では、震度６弱以上の緊急地震速報を特別警報に位置づけているが、緊

急地震速報の発表の有無にかかわらず、本市のとるべき体制の種別、配備基準は、次の

第１ 初動対応の時間区分 

第２ 体制の種別と配備基準 

第３ 非常配備体制と組織図  

第５ 緊急初動体制の編成 

第４ 非常配備体制と事務分掌 

発災時 

～１０分 

発災直後 

１０分 

～１時間 

混乱期 

１時間 

～３時間 

緊急救援期 

３時間 

～４８時間 

応急対策期 

４８時間～ 
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≪参考：緊急地震速報の概要≫ 

●気象庁は、震度５弱以上の揺れが予測された場合、震度４以上が予想される

区域に対し、緊急地震速報を発表する。なお、埼玉県は、「埼玉県北部」、「埼

玉県南部」、「埼玉県秩父」の３つの区域に分かれており、吉川市は、「埼玉県

南部」に属する。 

●緊急地震速報の発表は、テレビ、ラジオ、携帯電話のエリアメール、受信端

末などにより周知が行われる。その他、市では、震度５弱以上の揺れが予想

された場合、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）により、市防災行政

無線が自動起動し、放送が流れる。 

●緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地

震波を解析することにより、地震による強い揺れが来る前に、これから強い

揺れが来ることを知らせる警報である。このため、震源付近では、強い揺れ

の到達に間に合わない場合がある。 

とおりとする。 

＜活動体制と配備基準＞ 

配備の区分 地震発生時の配備基準 活動内容 
災対本部 

の設置 

警戒体制 
○原則として市域に「震度４」の地震が発

生したとき 

情報の収集及び報告を任務と

して活動する体制（※） 
無 

緊急体制 
○原則として市域に「震度５弱」の地震が

発生したとき 

被害状況の調査及び非常体制

の実施に備えて活動する体制 
無 

非常体制 

○原則として市域に「震度５強以上」の地

震が発生したとき 

災害対策本部を設置して、全

職員を動員し、市の組織及び

機能のすべてを挙げて活動す

る体制 

有 

（※）震度４の地震が発生したとき、河川管理者において河川管理施設等の点検を実施する。 

 ※「南海トラフ地震臨時情報」が発表されたときには、上表にかかわらず、その内容に

より必要に応じた配備区分を設定 

【参考】県（令和 3 年 3 月）の地震時の配備基準等 

配備区分 配備基準 活動内容 
本部等 

の設置 

情報収集

体制 

○原則として「震度５弱」の揺れが発生し

た場合 

主として情報の収集及び報告

を任務として活動する体制 
災害即 

応室を 

設置す 

る 
警戒体制 

○原則として「震度５強」の揺れが発生し

た場合 

災害状況の調査、災害応急対

策業務又は非常体制の実施に

備えて活動する体制 

非常体制 

○原則として「震度６弱以上」の揺れが発

生した場 

組織及び機能のすべてを挙げ

て活動する体制 

本部を 

設置す 

る 

※「南海トラフ地震臨時情報」が発表されたときには、上表にかかわらず、その内容によ

り必要に応じた配備区分を設定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 非常配備体制と組織図【 全職員 】 

本市は、本市に「震度５強以上」の地震が発生した場合、速やかに次に示す非常配備

体制に従い、応急活動を実施する。
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□非常配備体制（災害対策本部）組織表 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）「   」は、兼務 

水道部 

災害対策本部 

本部長 

副本部長 

本部員 政策室長 

市長 

副市長 

市民生活部長 

育長 

総務部長 

こども福祉部長 

健康長寿部長 

都市整備部長 

教育長 

水道課長 

会計管理者 

議会事務局長 

消防長 

福祉救援部 要配慮者支援班 

避難所班 子育て支援課 

児童館ワンダーランド 

国保年金課 

中央公民館 

スポーツ推進課 

救護班 

環境衛生班 

産業物資班 

住宅対策班 

土木施設対策班 

健康増進課 

環境課 

環境センター 

農政課 

農業委員会事務局 

商工課 

企業誘致担当 

都市計画課 

吉川美南駅周辺地域整備課 

工事検査課 

水道課 給水班 

水道施設対策班 

教育施設班 

給食班 

学校教育班 

応急対策部 

環境物資部 

教育部 

吉川松伏消防組合本部 

保育班 

教育部長 

産業振興部長 

総括部 

政策室 

市民参加推進課 

議会事務局 

会計課 

課税課 

収納課 

市民財務部 

財政班 

被害調査税務班 

出納班 

広報情報部 広報情報班 

市民課 

市民サービスセンター 
市民支援班 

財政課 

医療救護部 

出納部 

学校教育課 

少年センター 

給食センター 

教育総務課 

生涯学習課 

総括班 

地域福祉課 

障がい福祉課 

長寿支援課 

道路公園課 

河川下水道課 

危機管理課 

庶務課 

監査委員事務局 

 

保育幼稚園課 

保育所 

こども発達センター 

子育て支援センター 

吉川市消防団 

参与 
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第４ 非常配備体制と事務分掌【 全職員 】 

非常配備体制における災害対策本部の応急活動内容は、別紙のとおりとする。 

なお、災害対策本部の運営は次のとおりとし、あらかじめ、災害対策本部の設置及び

運営に関するマニュアルを策定し、その周知徹底を図っておくものとする。 

 

１ 災害対策本部の運営 

本部長は、副本部長及び本部員で構成する市災害対策本部会議を開催し、災害予防及

び災害応急対策の総合的な基本方針を決定する。 

 

２ 災害対策本部の所掌事務 

次の事項に関して、本部の基本方針を決定する。 

(1) 本部の設置及び廃止に関すること。 

(2) 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること。 

(3) 避難情報の発令又は解除に関すること。 

(4) 避難所の開設又は閉鎖に関すること。 

(5) 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）の適用に関すること。 

(6) 市町村の相互応援に関すること。 

(7) 埼玉県、自衛隊及び公共機関に対する応援要請に関すること。 

(8) 各部の連絡調整に関すること。 

(9) 防災・減災対策に要する経費の支弁に関すること。 

(10) その他、災害対策に関する重要事項の決定等に関すること。 

  

３ 部の設置 

災害対策本部に部を設置し、市災害対策本部会議の決定した方針に基づき災害対策の

活動の実施に当たる。 

 

４ 現地災害対策本部の設置 

本部長は、被災地における応急対策を迅速かつ強力に実施する場合は、現地災害対策

本部を設置することができる。 

 

『【資料】第２．１１「吉川市災害対策本部条例」』参照  
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別 紙 

□災害対策本部の事務分掌（災害対策本部・総括部） 

部名等 班名等 担当部署等 事務分掌 

災害対策 

本部 

本部長 市    長 
●災害対策活動に係る重要事項を決定すること。 

●本部の事務を統轄し、職員の指揮監督を行うこと。 

副本部長 
副 市 長 

市民生活部長 

●本部長を補佐し、本部長に事故のあるときは、その職務を

代理すること。 

本部員 

政 策 室 長 

総 務 部 長 
こども福祉部長 

健康長寿部長 

産業振興部長 

都市整備部長 

水 道 課 長 

教  育  長 

教 育 部 長 

会 計 管 理 者 

議会事務局長 

消 防 長 

参 与 

●収集された災害情報に基づき、災害対策活動方針の検討に

関すること。 

●災害対策本部の決定事項の指揮命令に関すること。 

●本部長の命を受け本部の事務に従事するほか、必要に応じ

て現地におもむき指揮監督に関すること。 

●部の業務を掌理し、所属職員の指揮監督を行うこと。 

本部 

連絡員 

市長が指名した 

各職員 

●各部における収集情報及び災害対策活動実施状況の本部へ

の伝達に関すること。 

●本部決定事項の各部への伝達に関すること。 

総括部 総括班 危機管理課 

庶務課 

監 査 委 員 事 務 局 

(道路公園課) 

(河川下水道課) 

●各部職員の動員に関すること。 

●災害対策本部の設置及び開設に関すること。 

●災害対策本部会議の運営に関すること。 

●地震情報、気象予報・警報等の収集伝達に関すること。 

●防災行政無線等の運用、保安及び確保に関すること。 

●被害状況の総括取りまとめに関すること。 

●避難情報の発令等に関すること。 

●避難所・福祉避難所の開設等の指示に関すること。 

●避難状況の総括取りまとめに関すること。 

●応急・復旧対策の実施状況の総括取りまとめに関すること。 

●県災害対策本部への報告に関すること。 

●県、市町村及び防災関係機関に対する応援要請及び受入れ

に関すること。 

●消防、警察その他防災関係機関との連絡調整に関すること。 

●自衛隊の災害派遣要請及び受入れに関すること。 

●消防、警察、「救護班」等への救出・救助・救護の活動要

請に関すること。 

●ヘリコプターによる輸送手段の確保に関すること（消防本

部への離着陸場の開設及び運行支援の協力依頼含む。）。 

●本部の活動記録に関すること。 

●災害対策要員のローテーション計画の作成に関すること。 

●公用車の配車に関すること。 

●職員等の食料、飲料水等の確保に関すること。 

●災害救助法の適用事務に関すること。（広報情報班と調整） 
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□災害対策本部の事務分掌（広報情報部） 

部名等 班名等 担当部署等 事務分掌 

広報 

情報部 

広報 

情報班 

政策室 

市民参加推進課 

議会事務局 

●災害情報の現地収集(パトロール班の編成)に関すること。 

●本部長、副本部長の秘書に関すること。 

●職員の安否確認、被災状況の把握に関すること。 

●消防本部、警察との被害状況の情報共有に関すること。 

●各班からの被害情報の収集、各班への情報伝達に関するこ

と。 

●各班、消防、警察からの市民の人的被害情報、安否情報の

収集に関すること。 

●「避難所班」からの避難施設の被害情報、及び避難者等の

避難情報、被害情報の収集に関すること。 

●「要配慮者支援班」からの要配慮者の人的被害情報・安否

情報・避難情報、及び要配慮者利用施設の被害情報の収集

に関すること。 

●交通機関の被害情報の収集に関すること。 

●交通機関の応急・復旧対策の要請に関すること。 

●交通規制状況の把握に関すること。 

●ライフラインの被害情報の収集に関すること。 

●ライフラインの応急･復旧対策の要請に関すること。 

●近隣市町の被害状況、災害対応状況等の収集に関すること。 

●災害の撮影記録に関すること。 

●市民、来訪者への避難情報の伝達に関すること。 

●市民、帰宅困難者への災害情報の広報に関すること。 

●自治会、自主防災組織への災害情報、生活情報の伝達及び

被害情報の収集に関すること。 

●外国人に対する情報提供等に関すること。 

●議会対応に関すること。 

●避難者に対する生活情報の広報に関すること。 

●被災者に対する生活支援情報等の広報に関すること 

●報道機関に対する発表、取材対応に関すること。 

●報道機関との連絡調整・情報交換・要請に関すること。 

●県、警察との広報調整に関すること。 

●関係防災機関の広報内容の把握に関すること。 

●庁内関係者への防災情報の広報に関すること。 

●情報紙の作成、配付に関すること。 

●災害見舞い及び視察者の対応に関すること。 



【震災対策編】 

 [応急対策活動計画] 
 (基本方針) 

 震災-応急-9 

□災害対策本部の事務分掌（市民財務部・出納部） 

部名等 班名等 担当部署等 事務分掌 

市民 

財務部 

 

市民 

支援班 

市民課 

市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

●電話交換業務に関すること。 

●被災市民の総合相談窓口の開設、相談業務及び被災者支援

に関する各種申請書の受理に関すること。 

●罹災証明書の発行事務に関すること。（火災以外） 

 （被害調査、被災者台帳の作成は、「被害調査税務班」） 

●市民の安否確認、避難確認の窓口業務に関すること。  

●安否情報システムの運用等に関すること。 

●「広報情報班」からの市民の安否情報、避難情報の収集に

関すること。 

●市外からの避難者の受入れ窓口業務、把握に関すること 

（「広報情報班」への受入れ状況の報告含む。）。 

●全国避難者情報システムの運用等に関すること 

 被害調査 

税務班 

課税課 

収納課 

●被災住宅の被害認定調査に関すること（「広報情報班」へ

の調査結果の報告含む。）。 

●「広報情報班」からの市民の人的被害、建物被害等の情報

の収集に関すること。 

●被災者台帳（人的・建物等）の作成に関すること。 

●被災者に対する市税の減免及び徴収猶予に関すること。 

財政班 財政課 ●市庁舎、公共施設（教育部所管施設以外）の応急危険度判

定調査に関すること（建築技師）。 

●市庁舎、公共施設（他課で管理している公共施設は除く。）、

市有財産の被害状況の把握、応急修理に関すること（「広

報情報班」への報告含む。）。 

●公用車の手配・管理、燃料の確保に関すること。 

●災害対策関係予算及び資金に関すること。 

●国、県等の補助金に関すること。 

●被災住宅の応急危険度判定調査に関すること（建築技師：

住宅対策班への応援） 

●被災住宅の被害認定調査に関すること（建築技師：被害調

査税務班への応援） 

出納部 出納班 会計課 ●災害対策に必要な現金及び物資の出納に関すること。 

 

  



【震災対策編】 

 [応急対策活動計画] 
 (基本方針) 

 震災-応急-10 

□災害対策本部の事務分掌（福祉救援部） 

部名等 班名等 担当部署等 事務分掌 

福祉 

救援部 

 

要配慮者 

支援班 

地域福祉課 

障がい福祉課 

長寿支援課 

●避難行動要支援者への情報伝達、避難支援に関すること。 

●避難行動要支援者の安否情報、避難情報の収集及び報告に

関すること。 

●要配慮者利用施設への災害情報の伝達、被害情報の収集及

び報告に関すること。 

●福祉避難所の開設、管理、運営に関すること（総括班、避

難所班と調整）。 

●福祉避難所の食料、飲料水、生活必需品、日常用具等の需

要把握、本部への調達要請、管理及び配給に関すること。 

●要配慮者の福祉避難所、社会福祉施設等への誘導・移送に

関すること（避難所班と調整）。 

●救援物資、義援金品の受領及び管理・配分に関すること（総

括班、避難所班と調整）。 

●災害弔慰金及び被災者生活再建支援金等の支給及び被災者

に対する災害援護資金等の貸付けに関すること。 

●災害ボランティアセンターの開設及び運営に関すること（

市社会福祉協議会との連絡調整）。 

●行方不明者の捜索窓口の設置、遺体の収容、埋火葬に関す

ること。 

●行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。 

●「避難所班」への応援に関すること。 

避難所班 子育て支援課 

児童館ワンダー

ランド 

国保年金課 

中央公民館 

スポーツ推進課 

(地域福祉課) 

(障がい福祉課) 

(長寿支援課) 

(保育幼稚園課) 

(保育所) 

(こども発達ｾﾝﾀｰ) 

(子育て支援ｾﾝﾀｰ) 

(生涯学習課) 

(教育総務課) 

(学校教育課) 

(少年センター) 

※（ ）は兼務 

●避難所の開設及び管理・運営に関すること。 

●避難所施設の被害状況の把握及び報告に関すること。 

●施設利用者の避難及び救護に関すること（施設のみ）。 

●避難者、帰宅困難者の避難所への誘導に関すること。 

●避難状況・避難者の被害状況の収集及び報告に関すること。 

●帰宅困難者の一時滞在の受入れ、把握及び報告に関するこ

と。 

●要配慮者の配慮事項等の収集及び報告に関すること。 

●福祉避難所の本部への開設要請に関すること。 

●食料、飲料水、生活必需品等の需要把握、本部への調達要

請、管理及び配給に関すること。 

●避難者等からの情報による救出・救助・救護活動の本部へ

の活動要請に関すること。 

保育班 保育幼稚園課 

保育所 

こども発達ｾﾝﾀｰ 

子育て支援ｾﾝﾀｰ 

●保育所児童の避難、救護及び保護（保護者の帰宅困難対策

含む。）に関すること。 

●応急保育に関すること。 

●保育所施設等の応急修理及び災害復旧工事に関すること。 

●「避難所班」への応援に関すること。 

 

 

 

 



【震災対策編】 

 [応急対策活動計画] 
 (基本方針) 

 震災-応急-11 

□災害対策本部の事務分掌（医療救護部・環境物資部） 

部名等 班名等 担当部署等 事務分掌 

医療 

救護部 

救護班 健康増進課 ●医療救護所の設置に関すること。 

●病院、診療所等への災害情報の伝達、被害情報の収集及び

報告に関すること。 

●医師会、歯科医師会、薬剤師会、医療機関との連絡調整・

応援要請に関すること。 

●避難所、福祉避難所、在宅要配慮者宅への巡回医療の実施

に関すること。 

●草加保健所との連絡調整に関すること。 

●救急医療機関との連絡調整に関すること。 

●負傷者等の搬送支援、消防との連絡調整に関すること。 

●防疫に関すること。 

●医薬品等の調達に関すること。 

環境 

物資部 

環境 

衛生班 

環境課 

環境ｾﾝﾀｰ 

●環境衛生対策に関すること。 

●そ族昆虫駆除に関すること。 

●ごみ処理に関すること。 

●し尿処理に関すること。 

●関係団体へのがれきの撤去、運搬等の応援要請に関するこ

と。 

●災害廃棄物の一時保管場所の確保、処理に関すること。 

●動物愛護・猛獣対策に関すること。 

産業 

物資班 

農政課 

農業委員会事務局 

商工課 

企業誘致担当 

●食料・飲料水・生活必需品等の調達、配分、運送、及び管

理に関すること（総括班と調整）。 

●救出用資機材の調達に関すること。 

●応急対策活動用資機材の調達に関すること。 

●輸送車両の調達に関すること。 

●緊急通行車両に関すること。 

●県トラック協会への協力要請に関すること。 

●農地、農業用施設の被害調査に関すること（「広報情報班」

への調査結果の報告含む。）。 

●農地・農業用施設の応急・復旧対策に関すること。 

●農産物・園芸作物の被害調査に関すること（「広報情報班」

への調査結果の報告含む。）。 

●農産物・園芸作物の応急・復旧対策に関すること。 

●家畜の防疫に関すること。 

●商工業関係の被害調査（「広報情報班」への調査結果の報

告含む。）。 

●被災者台帳（農業・商工業関係）の作成に関すること。 

●被災事業者等に対する融資支援制度等の広報に関すること

（広報情報班と調整）。 

●悪質商法等の防犯情報の広報に関すること（広報情報班と

調整）。 



【震災対策編】 

 [応急対策活動計画] 
 (基本方針) 

 震災-応急-12 

□災害対策本部の事務分掌（応急対策部・水道部） 

部名等 班名等 担当部署等 事務分掌 

応急 

対策部 

住宅 

対策班 

都市計画課 

吉川美南駅周

辺地域整備課 

工事検査課 

●避難所の応急危険度判定調査に関すること（教育施設班と

調整）。 

●被災住宅の応急危険度判定調査に関すること。 

●被災住宅の応急修理に関すること。 

●被災宅地危険度判定調査に関すること。 

●災害危険区域の警戒及び巡視に関すること。 

●事業区域の被害調査に関すること（「広報情報班」への調

査結果の報告含む。）。 

●事業区域の応急修理及び災害復旧工事に関すること。 

●野外避難所の設営及び管理に関すること。 

●一時入居施設の確保に関すること。 

●応急仮設住宅等の用地確保に関すること。 

●応急仮設住宅の建設及び維持・管理に関すること。 

●被災住宅の応急修理に関すること。 

●市有建物の応急修理に関すること。 

土木施設 

対策班 

道路公園課 

河川下水道課 

●道路、橋梁、公園等の被害調査、記録及び応急修理に関す

ること（「広報情報班」への調査結果の報告含む。）。 

●道路、橋梁、公園等の災害復旧工事に関すること。 

●下水道施設の被害調査、記録及び応急修理に関すること（

「広報情報班」への調査結果の報告含む。）。 

●下水道施設の災害復旧工事に関すること。 

●河川の被害調査、記録及び応急修理に関すること（「広報

情報班」への調査結果の報告含む。）。 

●河川の災害復旧工事に関すること。 

●緊急輸送道路の確保に関すること（「広報情報班」へ確保

状況の報告含む。）。 

●道路障害物の除去作業に関すること（環境衛生班と調整）。 

●市建設業協会等との連絡及び協力要請に関すること。 

●交通対策に関すること 

●排水対策に関すること。 

●「総括班」への応援に関すること。 

水道部 給水班 水道課 ●被災者への応急給水に関すること。 

●給水方針に関すること。 

●応急給水情報の広報に関すること（広報情報班と調整）。 

●「水道施設対策班」への応援に関すること。 

水道施設 

対策班 

水道課 ●水道施設の被害調査、記録及び応急修理に関すること（「

広報情報班」への調査結果の報告含む。）。 

●水道施設の災害復旧工事に関すること。 

●災害時の水源確保に関すること。 

●吉川市管工事協同組合、日本水道協会埼玉県支部への協力

要請に関すること。 

●「給水班」への応援に関すること。 

 

  



【震災対策編】 

 [応急対策活動計画] 
 (基本方針) 

 震災-応急-13 

□災害対策本部の事務分掌（教育部）  

部名等 班名等 担当部署等 事務分掌 

教育部 教育 

施設班 

教育総務課 

生涯学習課 

●避難所、社会教育施設（教育部所管施設）の応急危険度判

定調査に関すること（住宅対策班と調整）。 

●学校教育施設、社会教育施設の被害調査、記録及び応急修

理に関すること（「広報情報班」への調査結果の報告含む。）。 

●学校教育施設、社会教育施設の災害復旧工事に関すること。 

●文化財の被害調査及び記録に関すること（「広報情報班」

への調査結果の報告含む。）。 

●文化財の復旧に関すること。 

●被災住宅の応急危険度判定調査に関すること（建築技師：

住宅対策班への応援） 

●被災住宅の被害認定調査に関すること（建築技師：被害調

査税務班への応援） 

●「避難所班」への応援に関すること。 

学校 

教育班 

学校教育課 

少年ｾﾝﾀｰ 

●児童、生徒の避難、救護及び保護（保護者の帰宅困難対策

含む。）に関すること。 

●児童、生徒及び職員の被害状況の把握に関すること（「広

報情報班」への調査結果の報告含む。）。 

●被災児童、生徒及び職員の保健衛生に関すること。 

●被災児童､生徒の学用品等の支給に関すること。 

●学校施設の避難所使用等に関すること。 

●応急教育に関すること。 

●「避難所班」への応援に関すること。 

給食班 給食ｾﾝﾀｰ ●被災者への炊き出し及び配給に関すること。 

●応急給食に関すること。 

 

  



【震災対策編】 

 [応急対策活動計画] 
 (基本方針) 

 震災-応急-14 

□災害対策本部の事務分掌（消防団・吉川松伏消防本部） 

部名等 班名等 担当部署等 事務分掌 

消  防  団 ●管轄区域又は隣接地区における災害防御活動に関すること。 
●人命の救出及び救助に関すること。 
●避難行動要支援者への情報伝達、安否確認、避難支援に関

すること。 

●被災者の避難誘導に関すること。 

●避難路等の障害物の除去に関すること。 
●危険物等の措置に関すること。 
●排水活動及び給水活動の協力に関すること。 
●死者及び行方不明者の捜索に関すること。 
●被災情報の収集、及び消防本部への報告に関すること。 
●その他災害防御に必要な活動に関すること。 

吉川松伏消防本部 

（吉川消防署及び南分署） 
●庁舎（消防組合本部）の保全に関すること。 
●本部の設置・運営に関すること。 
●市災害対策本部及び関係機関との連絡・調整に関すること。 
●市災害対策本部との被害状況の情報共有に関すること。 

●情報の収集・伝達に関すること。 

●警防活動方針の決定に関すること。 
●消防職員の動員及び消防団との連絡調整に関すること。 
●消火活動の実施に関すること。 
●救急・救助活動の実施に関すること。 
●消防隊等の増強及び編成に関すること。 
●車両等燃料の確保に関すること。 
●食料・飲料水の確保に関すること。 
●避難情報に関すること。 
●仮救護所の設置に関すること。 
●消防団の出動に関すること。 

●被災者台帳の作成及び罹災証明の交付に関すること。（火

災） 

●ヘリコプター離着陸場の開設、運営支援に関すること。 

 

第５ 緊急初動体制の編成【 全職員 】 

本市に震度５強以上の地震が勤務時間外に発生した場合、非常配備体制が整うまでに

相当な時間を要すると予測される。その上、大きな被害の発生は人命にかかわる諸対策

の緊急かつ優先的な実施が求められる。 

そのため、本市の被災状況の情報及び職員の参集状況等を勘案し、本市の定めている

非常配備体制の組織計画では、適切な応急対策活動ができないと判断した場合は、その

状況に応じた緊急初動体制を編成した対応とする。 

 

 

 

 

 

 



【震災対策編】 

[応急対策活動計画] 
(発災直後) 

 震災-応急-15 

第２節 発災直後に実施する活動 

地震発災直後において、班体制が確立する前に、本市が行う初動活動は次のとおりと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１  地震情報の収集 

第２  勤務時間外時の職員の自主参集 

第３ 勤務時間外時の参集途上 

   における被害状況の把握 

第５  重要事項の決定 

第４  避難所の開設 
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第１ 地震情報の収集【 全職員 】 

職員は、地震を体感した場合、震度情報を得るように努める。 

  

１ 地震、緊急地震速報の覚知  

 (1) 勤務時間内 

① 危機管理担当職員 

ア 直ちに、自分の身を守る行動をとる。 

イ 計測震度計、災害オペレーション支援システム、テレビ、ラジオ、気象庁ホー

ムページ、防災情報の登録制メール等により地震情報の収集を行う。 

※「震度５弱以上」の地震が発生した場合 

ウ 庁内放送等を通して、地震情報を職員、来庁者等へ周知する。 

エ 防災行政無線、登録制メール等により、震度情報等を市民等へ周知する。 

オ 災害対策本部の設置（震度５強以上）など、災害対策活動体制を整備する。 

  ② その他職員 

ア 直ちに、自分の身を守る行動をとるとともに、来庁者等の安全確保を図る。 

イ 施設内が危険な場合は、屋外の安全な場所へ来庁者等とともに、避難する。 

※「震度５弱以上」の地震が発生した場合 

ウ 応急対策活動に備える。 

 (2) 勤務時間外 

  ① 全職員 

ア 直ちに、自分の身を守る行動をとるとともに、家族等の安全確保を図る。 

イ テレビ、ラジオ、気象庁ホームページ、防災情報の登録制メール等により吉川

市内の地震情報の収集を行う。 

ウ 職員自身の自主参集の基準に従い、参集行動などをとる。 
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第２ 勤務時間外時の職員の自主参集【 全職員 】 

勤務時間外に「震度４」の地震が発生した場合、あらかじめ指定された職員は勤務場

所に自主参集し、地震情報、被災情報等の収集、確認に当たる。 

「震度５弱以上」の地震発生を覚知した場合、職員は動員計画に従い、所定の場所へ

自主参集する。  

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 自主参集の開始  

（1) 「震度４」の場合 

あらかじめ指定された職員は、勤務場所に自主参集する。 

 (2) 「震度５弱」の場合 

あらかじめ指定された職員は、勤務場所に自主参集する。 

(3) 「震度５強以上」の場合 

全職員は、市役所等、所定の場所に自主参集する。 

なお、あらかじめ指定された職員は、指定された避難所等を経由して、所定の場所

に参集する。 

『【本文】本編 本章 第３節「第５ 人命にかかわる災害情報等の収集・報告」（震災-

応急-56～63）』参照 

 

２ 参集に際しての注意  

(1) 原則、オートバイ、自転車、徒歩による参集 

(2) 食料、飲料水、ラジオ、最小限の衣服等の携帯 

(3) 活動しやすい服装及びヘルメット・軍手等の着用 

(4) 通信機器（携帯電話、アマチュア無線等）の携帯（保有者のみ） 

(5) 参集途上において火災又は人身事故等に遭遇したときは、付近住民と協力して適切

な処置をとること。 
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第３ 勤務時間外時の参集途上における被害状況の把握【 全職員 】 

自主参集する職員は、参集途上において人命にかかる災害情報を収集しなければなら

ない。 

なお、参集途上における被害状況の把握は、迅速な参集を第一として、その範囲で把

握した情報を報告するものである。 

『【本文】本編 本章 第３節「第５ 人命にかかる災害情報等の収集・報告」（震災-応

急-56～63）』参照 
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第４ 避難所の開設【 避難所班、教育施設班、学校教育班、 

住宅対策班、総括班 】 

「避難所班」は、「教育施設班」「学校教育班」の支援を受け、地域住民や自治会及び

自主防災組織等と協力し、避難所を開設するとともに、避難所へ市民を誘導する。なお、

避難所が崩壊等の理由で使用不能な場合は、その旨を「広報情報班」に連絡するととも

に、代替場所の確保に努めるものとする。 

「教育施設班」及び「住宅対策班」は、避難所の応急危険度判定を行う。 

開設及び誘導を行った後は、「総括班」と連絡調整を図りながら、施設の運営体制の

確立に努めるとともに、「救護班」と協力し、医療救護所等の設置準備を行うものとす

る。 

【本文】『本編 第３章 第３節「第４ 避難対策」（震災-応急-41～55）、第４節「第２ 医

療救護（震災-応急-87～89）」』参照 
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第５ 重要事項の決定【 本部長等 】 

災害対策本部体制が機能する以前の段階において、次の事項の意志決定を行う。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 勤務時間外における重要事項の意志決定方法  

本部長に事故があった場合又は本部長が欠けた場合の本部長代行の順位は、次のとお

りである。 

  第１順位  副  市  長 

  第２順位 市民生活部長 

  第３順位 政 策 室 長 

 

２ 勤務時間内における重要事項の意思決定方法  

勤務時間内に地震が発生した場合、本部長、副本部長、本部員等は、次に示す「３ 意

思決定事項」で記載する項目について協議し、必要な意思決定を行う。 

なお、迅速を要するときは、在庁又は連絡可能な最上級意志決定者において専決する。 

 

３ 意志決定事項  

(1) 災害対策本部の設置 

(2) 避難情報の発令 

(3) 広域応援要請 

(4) 自衛隊災害派遣要請 

(5) 災害救助法の適用 

(6) その他重要事項の決定 

①  配備体制 

② 災害情報、被害情報の分析とそれに伴う対策活動の基本方針 

③ 災害対策に要する経費 

④ その他 
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第６ 災害対策本部の設置準備【 総括班、財政班 】 

次の手順により、災害対策本部の設置準備を行う。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 庁舎被災状況等の確認 

「財政班」は、庁舎の被災状況等を確認する。 

(1) 建物、庁内破損状況、電気、水道、ガス、ガラス等の被災状況 

(2) 庁内の火気、危険物の点検 

(3) 通信機器の機能点検 

障害がある場合は、直ちに東日本電信電話(株)に対応を要請する。 

(4) 非常電源の機能点検 

 故障の場合は、修理業者への連絡、又は東京電力パワーグリッド(株)川口支社へ対

応を要請する。 

(5) 庁舎周辺の外部状況の確認 

(6) 確認事項について「広報情報班」へ報告 

 班員が不在のときは登庁している本部長、副本部長又は本部員へ報告する。 

 

２ 庁内での災害対策本部の設置 

「総括班」は、庁舎３階会議室に災害対策本部を設営する。 

 

３ 庁舎被災時の災害対策本部の設置 

庁舎が被災し、庁内での本部設置が不可能な場合は、吉川松伏消防組合消防本部に設

置する。 

 

４ 電話回線の確保  

(1) 災害時の緊急連絡用として、災害時優先電話の使用ルールを確認する。 

(2) 一般加入電話の集中によって、防災・減災対策に支障をきたした場合には、衛星通

信車載局や特設公衆電話の配備等について、東日本電信電話(株)埼玉事業部へ要請す

る。 

 

５ 埼玉県等への第１報 

(1) 本市から県への第１報は、被害の発生直後に必要事項を報告する。なお、情報の伝

達方法は、次の順位により行う。 

  ① 災害オペレーション支援システムへの入力 

  ② 県防災行政無線ＦＡＸ（衛星系、地上系）：「発生速報（様式第１号）」 

   ※県に報告できない場合は、直接、消防庁を通じて内閣総理大臣に報告する。 

  ③ 連絡員を県災害対策本部春日部支部（東部地域振興センター）へ派遣する。 

※非常通信として、有線通信、防災行政無線等が使用できない場合には、電波法の

規定に基づき、関東地方非常通信構成員の協力を得て、他機関の無線通信施設を
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利用した非常通信を行うことができる。 

(2) 報告する内容は、次のとおりとする。なお、第１報は、「総括班（危機管理課長）」

が把握できた範囲の情報を直ちに報告する。 

  ① 勤務時間外 

 ア  庁舎内及び庁舎周辺の被害状況 

（人的・建物の被害、火災の発生、電気・水道・電話・県防災行政無線・執務室

等の庁舎の設備の状況、参集人数等） 

 イ  自主参集時に収集した人的・建物・火災等にかかる災害情報の概数 

  ② 勤務時間内 

 ア 庁舎内及び庁舎周辺の被害状況 

（人的・建物の被害、火災の発生、電気・水道・電話・県防災行政無線・執務室

等の庁舎の設備の状況、参集人数等） 

 

６ その他災害対策本部設置に必要な準備活動  

(1) 来庁者、庁舎内にいる職員等の安全を確認し、来庁者を避難所等安全な場所へ誘導

する。 

(2) テレビ、ラジオからの地震・災害情報の視聴体制をとる。 

(3) 庁内の危険箇所の立入り禁止規制を実施する。 

 □報告先及び通信手段等 

報告先 通信手段 番 号 

県 

本部 

（災害対策課） 

一般加入電話 
電話  048-830-8181 

FAX  048-830-8159 

防災行政無線電話 

地上系 
電話 (発信特番)-200-951 

FAX (発信特番)-200-950 

衛星系 
電話 (発信特番)-200-951 

FAX (発信特番)-200-950 

危機管理防災部当直(時間外) 
電話  048-830-8111 

FAX  048-830-8119 

春日部支部 

(東部地域振興センター) 

一般加入電話 
電話  048-737-1110 

FAX  048-737-9958 

防災行政無線電話 

地上系 
電話   (発信特番)-276-951 

FAX   (発信特番)-276-950 

衛星系 
電話   (発信特番)-276-951 

FAX   (発信特番)-276-950 

消防庁 

平日(9:30～18:15) 

応急対策室 

ＮＴＴ東日本回線 
電話  03-5253-7527 

FAX  03-5253-7537 

消防防災行政無線 
電話  TN-90-49013 

FAX  TN-90-49033 

地域衛星通信ネットワーク 
電話  TN-048-500-90-49013 

FAX  TN-048-500-90-49033 

上記以外 

宿直室 

ＮＴＴ東日本回線 
電話  03-5253-7777 

FAX  03-5253-7553 

消防防災行政無線 
電話  TN-90-49102 

FAX  TN-90-49036 

地域衛星通信ネットワーク 
電話  TN-048-500-90-49102 

FAX  TN-048-500-90-49036 

『【様式】様式第１号「発生速報」』参照   (注)TN は、回線選択番号を示す。 
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第７ 初動体制の準備 

本市は、勤務時間内外を問わず、人的被害の防止・軽減を図るため、いち早く被災情

報の収集を行い、状況に応じた的確な応急対策活動体制をとる。なお、勤務時間外では

参集した限られた職員数で効果的な活動を実施するために、「震度５強以上」の地震が

発生した場合は、災害対策本部を速やかに設置し、被災の状況や職員の参集状況等に応

じた班を編制し、緊急初動体制を準備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

７.１ 動員配備【 総括班 】 

地震災害に対処するため、本部長等は『【本文】本編 本章 第１節「第２ 体制の種別

と配備基準」（震災-応急-3、4）』に示す配備基準に応じた配備体制をとり、別紙に示

す職員の動員配備を行う。 

なお、本部長不在の場合の意志決定者については、『【本文】本編 本章 第２節「第５ 

重要事項の決定」（震災-応急-20）』に従うものとする。また、事前に指定された本部

員の参集が不可能である場合は、副部長級（出納部、水道部にあっては補佐級）をもっ

て充てるものとする。 

 

  

第７ 初動体制の準備 ７.１ 動員配備 

７.２ 災害対策本部の設置 

７.３ 初動体制確立のための 

    準備活動 
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別紙 

□配備体制別動員計画表（その１） 

災害対策本部 

の組織 
通常組織 

統括本部員/ 

統括副本部員 
班長課 

警備体制 

(震度４) 

緊急体制 

(震度５弱) 

非常体制 

(震度５強) 

本部長 市長     ◎ 

副本部長 
副市長     ◎ 

市民生活部長    ※ ◎ 

本部員 

政策室長    ※ ◎ 

総務部長     ◎ 

こども福祉部長     ◎ 

健康長寿部長     ◎ 

産業振興部長     ◎ 

都市整備部長    ※ ◎ 

水道課長   ※ ※ ◎ 

教育長     ◎ 

教育部長    ※ ◎ 

会計管理者     ◎ 

議会事務局長     ◎ 

消防長     ◎ 

参与     ◎ 

総括部 総括班 

危機管理課 
市民生活部長/

都市整備部長 

□ ○ ◎ ◎ 

庶務課   〇 ◎ 

監査委員事務局   〇 ◎ 

広報 

情報部 

広報 

情報班 

政策室 
政策室長/ 

議会事務局長 

□  ◎ ◎ 

市民参加推進課   〇 ◎ 

議会事務局   〇 ◎ 

市民 

財務部 

市民 

支援班 

市民課 

総務部長 

□  〇 ◎ 

市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ    ◎ 

被害調査 

税務班 

課税課 □   ◎ 

収納課    ◎ 

財政班 財政課 □  ○ ◎ 

出納部 出納班 会計課 会計管理者 □   ◎ 

福祉 

救援部 

要配慮者 

支援班 

地域福祉課 

こども福祉部長

/健康長寿部長 

□  〇 ◎ 

障がい福祉課   〇 ◎ 

長寿支援課   〇 ◎ 

避難所班 

子育て支援課 □  〇 ◎ 

児童館ﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ   〇 ◎ 

国保年金課   〇 ◎ 

中央公民館   〇 ◎ 

スポーツ推進課   〇 ◎ 

保育班 

保育幼稚園課 □   ◎ 

保育所    ◎ 

こども発達ｾﾝﾀｰ    ◎ 

子育て支援ｾﾝﾀｰ    ◎ 

医療 

救護部 
救護班 健康増進課 健康長寿部長 □   ◎ 

注）○印は、指定された職員の動員を示す。 
注）◎印は、課等に属する職員全員又はその職にある者の動員を示す。 
注）□印は、班長を担当する課を示す。 
注）※印は、本部員であるが、動員する部の統括者としての動員を示す。 
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□配備体制別動員計画表（その２）  

災害対策本部の組織 通常組織 
統括本部員/ 

統括副本部員 
班長課 

警備体制 

(震度４) 

緊急体制 

(震度５弱) 

非常体制 

(震度５強) 

環境 

物資部 

環境衛生班 
環境課 

産業振興部長 

□   ◎ 

環境ｾﾝﾀｰ    ◎ 

産業物資班 

農政課 □   ◎ 

農業委員会事務局    ◎ 

商工課    ◎ 

企業誘致担当    ◎ 

応急 

対策部 

住宅対策班 

都市計画課 

都市整備部長 

□  ◎ ◎ 

吉川美南駅周辺 

地域整備課 
  ◎ ◎ 

工事検査課   ◎ ◎ 

土木施設 

対策班 

道路公園課 □ ○ ◎ ◎ 

河川下水道課  ○ ◎ ◎ 

水道部 

給 水 班 

水道課 水道課長 □ ○ ◎ ◎ 水道施設 

対策班 

教育部 

教育施設班 
教育総務課 

教育部長 

□  ◎ ◎ 

生涯学習課    ◎ 

学校教育班 
学校教育課 □  ◎ ◎ 

少年ｾﾝﾀｰ    ◎ 

給食班 給食センター □   ◎ 

吉川松伏消防組合本部 吉川市消防団 消防長    ◎ 

注）○印は、指定された職員の動員を示す。 
注）◎印は、課等に属する職員全員又はその職にある者の動員を示す。 
注）□印は、班長を担当する課を示す。 

 

７.２ 災害対策本部の設置【 総括班 】 

勤務時間内外を問わず、「震度５強以上」の地震が発生した場合は、速やかに災害対策

本部を設置する。災害対策本部は、庁舎３階会議室に設置し、本庁舎が被災した場合は、

吉川松伏消防組合消防本部に設置する。 

なお、本部長不在の場合の意志決定者については、『【本文】本編 本章 第２節「第５ 重

要事項の決定」（震災-応急-20）』に従うものとする。 

 『【資料】第２．１１「吉川市災害対策本部条例」』参照 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 緊急初動体制の編成  

「総括班」は、市内の被災情報、職員の参集状況等から災害対策本部の基本編成では

緊急事態に対して十分な対応ができないと判断されるときは、適宜人員を必要な部班に

編入して対応する。 

 

 ＜対応事例＞ 

 ① 避難所への食料の配給が「産業物資班」だけでは十分に実施できない場合 

「環境衛生班」の編成を見直し、可能な人員を「産業物資班」に編入する。 
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 ② 傷病人が多く「救護班」だけでは対応できない場合 

「保育班」を「救護班」に編入する。 

 

２ 本部設置の報告  

報告先 担当 報告・通知の方法 

各部 広報情報班 庁内放送、庁内ネットワーク、ＦＡＸ、電話、口頭等 

県災害対策課 総括班 
災害オペレーション支援システム、県防災行政無線ＦＡ

Ｘ、電話等 

市民 広報情報班 
市ホームページ、登録制メール、ＳＮＳ、ケーブルテレ

ビ、広報車、報道発表等 

自治会・自主防災組織 広報情報班 メール、ＦＡＸ、電話等 

防災関係機関 総括班 メール、ＦＡＸ、電話等 

防災会議委員 総括班 メール、ＦＡＸ、電話等 

報道機関等 広報情報班 メール、ＦＡＸ、電話等 

『【資料】第２.１２「防災関係機関一覧」』参照 

 

７.３ 初動体制確立のための準備活動【 総括班 】 

「総括班」は、初動活動が効率的に実施できるようにするために、物的準備や本部長、

副本部長及び本部員への連絡及び初動各班の活動指示を行う。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 物的準備として次の活動を実施する。  

(1) 災害対策本部室の確保 

(2) 通信機器、テレビ、ラジオ、ＦＡＸ、パソコン、プリンター、コピー機の準備 

(3) 要員用の食料、飲料水、毛布の確保 

(4) 管内地図、住宅地図、掲示板、ホワイトボードの用意 

(5) 車両、燃料及び駐車場の確保 

(6) 被害状況連絡表その他の書式類の確保 

(7) 関係防災機関の名簿・連絡先・連絡手段の用意 

(8) その他災害対策用資機材 

 

２ 「総括班」の指揮命令系統の確認及び事務分担の調整  

各班の連絡員を選任する。 

 

３ 本部長、副本部長及び本部員の日程調整及び不在本部員への連絡  

 

４ 初動各班の参集人員の確認（定期的に各班から報告させる。）  

 

５ 被害規模の概要把握（「広報情報班」から報告を受ける。）  

 

６ 初動活動を実施するように各班へ指示する。  

人的被害の防止・軽減を最重要課題とした処置をとること。 
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第８ 交通対策【 土木施設対策班（道路管理者） 】 

道路管理者は、発災後直ちに応急対策活動や避難路の確保等のため、吉川警察署との

連携のもとに適切な処置をとるものとする。 

  

 □道路管理者等による交通対策 

実施者 内 容 根拠法 

道

路

管

理

者 

国土交通大臣 

知  事 

市  長 

１ 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険

であると認められる場合  

２ 道路に関する工事のためやむを得ないと認められ

る場合  

   

道路法 

第４６条 

第１項 

警 

 

 

 

 

 

 

察 

公安委員会 

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場

合において、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 

災害対策基本法 

第７６条 

第１項 

 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円

滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因す

る障害を防止するため必要があると認めるとき 

道路交通法 

第４条 

第１項 

警察署長 

道路交通法第４条第１項に規定する歩行者又は車両

等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間

の短いもの 

道路交通法 

第５条 

第１項 

警 察 官 

１ 車両等の通行が著しく停滞したことにより道路に

おける交通が著しく混雑するおそれがある場合にお

いて、当該道路における交通の円滑を図るためやむ

を得ないと認めるとき 

２ 道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路

において交通の危険が生ずるおそれがある場合にお

いて、当該道路における危険を防止するため緊急の

必要があると認めるとき 

道路交通法 

第６条 

第２項、 

第４項 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 情報の連絡、共有 

道路管理者は、災害が発生した場合、道路の被害状況や障害物の状況を速やかに調査

する。調査を行う際は、緊急輸送道路、緊急交通路及び避難路に指定されている路線か

ら優先的に調査を行うものとする。なお、調査の結果、通行上の支障箇所を発見したと

きは、その路線名、箇所、拡大の有無、迂回路線の有無その他被災の状況等を速やかに

県（統括部）、「広報情報班」、消防本部に報告するものとする。 

また、道路管理者は、被災地の実情及び道路、交通の状況に関する情報を警察と相互

に連絡をとる。交通対策が必要な場合は、事前に道路交通の禁止又は制限の対象、区間

及び理由を相互に通知するものとし、交通規制を行ったときには、災害オペレーション

支援システムにより県に報告するとともに、「広報情報班」、消防本部に報告する。 

 

２ 迂回路の選定 

道路の交通対策を行った場合は、吉川警察署と連絡協議の上、迂回路の設定を行い、

交通の混乱を未然に防止する。 
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３ 道路標識等の設置 

車両の通行を禁止し、又は制限する措置を講じた場合は、規制の対象、期間等を表示

した標識を設置する。ただし、緊急を要する場合で、標識を設置することが困難なとき

は、必要に応じて警察官又は「応急対策班」が現地において指導するなどの措置を講じ

るものとする。 

 

４ 警戒区域の設定等 

地震が発生した場合、速やかに道路、橋梁の通行可否の調査を実施し、通行不能又は

障害のある地域については、警戒区域の設定、交通対策を行うとともに、障害物の除去

等により災害対策に必要な車両の通行路線を確保する。なお、警戒区域を設定し、又は

交通対策を行うときは、あらかじめ吉川警察署長と協議する。 

 

５ 広報 

道路の交通対策等の措置を講じた場合は、表示板の掲示又は報道機関を通じ、一般通

行者に対して、広報することにより、交通にできる限り支障のないように努めるととも

に、交通緩和や安全に向けた協力を求めるものとする。 

 

６ 通行禁止等における義務及び措置命令 

 (1) 車両の運転手の義務 

道路の区間にかかる通行禁止等が行われたとき、又は区域にかかる通行禁止等が行

われたときは、車両を速やかに他の場所に移動する。 

 (2) 警察官、自衛官及び消防吏員による措置命令 

警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨

害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認める

ときは、車両その他の物件の所有者等に対して緊急通行車両の円滑な通行を確保する

ため必要な措置を命ずる。 

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官又は消防吏員は、警察官がその場にいない場

合に限り、自衛隊用緊急通行車両又は消防用緊急車両の通行のため、同様の措置を講

ずる。（「災害対策基本法第７６条、第７６条の２、第７６条の３」要略） 

 (3) 道路管理者による放置車両等の措置 

道路管理者は、災害復旧に関する工事又は除雪その他の道路の維持の施行のため緊

急やむを得ない必要がある場合においては、道路に長時間放置された車両について、

現場に当該車両の運転をする者その他当該車両の管理について責任がある者がいない

ときに限り、当該車両を移動することができる。（「道路法第６７条の２」要略） 

また、道路管理者は、緊急車両の通行を確保する緊急の必要がある場合においては、

区間を指定し、緊急車両の妨げとなる放置車両や立ち往生車両等の運転者等に対して、

移動を命令することができる。なお、運転者の不在時等においては、道路管理者自ら

車両を移動することができる。（「災害対策基本法第７６条の６」要略） 
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 □交通対策の要領 

○地震発生と同時に、走行中の全車両を道路の左側に寄せて停止させ、道路中央部

分を緊急輸送車両等の通行路として確保する。 

○混乱している交差点や主要道路等の近くに公園、空き地その他車両の収容可能な

場所があるときは、道路上の車両をできるだけそこに収容し、車道をあけるよう

にする。 

『【本文】本編 第２章 第２節 第６「６.１ 緊急輸送道路の整備」（震災-予防-54～56）』

参照 
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第３節 混乱期から実施する活動  

本市は、大規模地震の発生に伴い広範囲にわたる出火や家屋の倒壊等が考えられるた

め、防災関係機関と協力して一刻も早い救出活動や消火・防火活動を実施する必要があ

る。 

そのため、本市は応急対策の活動体制を確立し、人命の救出・救助を最優先とした活

動を実施するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 非常配備体制への移行 

第２ 消防活動 

第３ 水防活動 

第５ 人命にかかわる災害情報等の 

   収集･報告 

第４ 避難対策 

第６ 人命にかかわる広報活動 

第８ 自主防災組織の活動 

第７ 広域応援要請 
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第１ 非常配備体制への移行 

本市の緊急初動体制は、災害発生時から混乱期を経て、災害事態やライフラインの復

旧状況又は職員の参集状況を考慮した上で、逐次非常配備体制へ移行を図る。 

 

 

 

 

 

１.１ 市災害対策本部会議の開催【 総括班 】 

本部長は、参集している副本部長及び本部員で構成する市災害対策本部会議を開催し、

当面の初動活動方針を決定する。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 開催  

(1) 会議は、本部連絡員又は庁内放送を通じて、本部長が必要の都度招集し、開催する

ものとする。 

(2) 本部員は、それぞれの分掌事項について会議に必要な資料を提出しなければならな

い。 

(3) 本部長は、必要と認められるときは、関係防災機関を会議に出席させるものとする｡ 

 

２ 協議事項  

災害対策本部は、応急対策など的確、迅速な防災・減災活動を実施するに当たっての

基本方針を協議し、早急に実施すべき事項を決定する。 

なお、会議を開催するいとまのないときは、在庁又は連絡可能な最上級意志決定者に

おいて専決する。 

 

３ 決定事項の周知  

会議の決定事項のうち、関係職員に周知を要するものについては、本部連絡員や班長

を通じて、速やかにその徹底を図るものとする。 

 

１.２ 緊急初動体制の確立【 総括班 】 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 職員の確保  

(1) 「総括班」の長は、初動各班の参集状況を確認し、緊急を要する班へ職員の重点配

置を行う。 

(2) 各部の長は、災害対策活動を実施するに当たり職員が不足し、他部班の職員の応援

を受けようとするときは、「総括班」の長あてに次の要領で要請を行う｡ 

① 各部の長は、その所掌事務を処理するに当たり職員が不足し、自部内他班の職員

１.１ 市災害対策本部会議の開催 

１.２ 緊急初動体制の確立 

第１ 非常配備体制への移行 
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を動員してもなお不足するときは、「総括班」の長に要請する。 

② 「総括班」の長は、前記の応援要請を受けた場合、市の職員をもって不足すると

判断したきは、県又は他の市の職員や防災関係機関等の派遣を要請する。 

 

２ 災害の長期化に備えた対策要員のローテーション計画作成 

 

３ 来庁者への対応  

災害対策本部へ直接来庁してくる被災者には、適宜避難所等へ誘導する。 

また、苦情や相談に対する市の窓口は一本化し、「市民支援班」で対応する。 

 

４ 報道機関への対応  

「広報情報班」は、プレスルームを設置し、取材に来る報道機関に対応する。なお、

「広報情報班」からの報道機関への災害情報の提供は、提供時間を決めて行う。  
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第２ 消防活動 

地震による被害の発生は、家屋の倒壊等による被害もさることながら、同時多発的に

発生する火災による被害も大きい。 

そのため、消防本部は、平常時から市民や事業者に対し、出火防止と初期消火の徹底

について呼びかけを行うとともに、消防団を含めて、その全機能を挙げて延焼拡大防止

に努め、災害状況に対応した防御活動を展開し、大規模地震時の火災から市民の生命及

び財産を守らなければならない。 

吉川松伏消防組合消防本部及び消防団による地震災害時における消防・救出活動は次

のとおりである｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.１ 消防本部による消防活動【 消防本部 】 

大規模地震の発生に伴い吉川松伏消防組合消防本部は、直ちに次の消防活動に当たる

ものとする。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 情報収集及び伝達  

(1) 被災情報の把握 

迅速な消防・救急救助活動を実施するために、あらゆる手段を利用し、被害状況の

早急かつ的確な把握に努める。 

  □被災情報の把握 

初動活動 必要情報 収集先 

消防活動 ①火災の発生状況 

②延焼地域の状況 

③水道施設の被害状況 

④危険物の流出等の状況 

⑤道路の被害状況 

・消防署 

・警察署 

・消防団 

・市の各機関 

救急救助活動 ①救急救助事案の発生状況 

②病院等医療施設の被害状況 

③道路の被害状況 

④建物の倒壊状況 

・消防署 

・警察署 

・消防団 

・自主防災組織 

・市民からの通報 

・参集職員 

・テレビ等の映像情報 

第２ 消防活動 ２.１ 消防本部による消防活動 

２.２ 消防団による消防活動 

２.３ 他消防機関に対する応援の 

    要請 

２.４ 救出活動 
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(2) 情報の伝達 

消防本部は災害の状況を本部長に報告し、応援要請等の手続きに遅れのないよう対

処する。 

 

２ 初期活動  

(1) 初動体制の強化を図るとともに、被災状況の把握に努める。 

(2) 消防本部庁舎の被害状況調査と応急措置に当たる。 

(3) 広報車により、避難予定路線、出火頻度及び延焼拡大のおそれが著しい木造密集地

域を優先し、出火防止、出火時の措置及び避難上の指示について広報する。 

(4) １１９番通報、市民からの通報、消防無線、参集者職員の情報等を総合し、被害の

状況を把握して初動体制を整える。 

 

３ 消火活動  

地震火災は、地震の規模や発生時間により被害の程度が大きく異なるので、限られた

消防力を効果的に運用するとともに、周辺地域からの迅速かつ的確な消防応援を要請す

るなど、臨機応変な消防活動を行う。 

 (1) 避難地及び避難路確保優先の原則 

延焼火災が多発し拡大した場合は、人命の安全を優先とした避難地及び避難路確保

の消防活動を行う。 

 (2) 重要地域優先の原則 

同時に複数の延焼火災を覚知した場合は、重要かつ危険度の高い地域を優先に消火

活動を行う。 

 (3) 消火可能地域優先の原則 

同時に複数の延焼火災が発生した場合は、消火可能地域を優先して消火活動を行う。 

 (4) 市街地火災消防活動優先の原則 

大規模危険物貯蔵取扱施設等から出火し、多数の消防隊を必要とする場合は、市街

地に面する部分及び市街地の延焼火災の消防活動を優先する。 

 (5) 重要対象物優先の原則 

重要対象物周辺と他の市街地から同時に出火した場合は、重要な消防対象物の防護

に必要な消防活動を優先する。 

 (6) 火災現場活動の原則 

①  出動隊の指揮者は、災害の様態を把握し、人命の安全確保を最優先とし、転戦路

を確保した延焼拡大阻止及び救助・救急活動の成算等を総合的に判断し、行動を決

定する。 

②  火災規模と対比して消防力が優勢と判断したときは、攻撃的現場活動によって火

災を鎮圧する。 

③  火災規模と対比して消防力が劣勢と判断したときは、市民の安全確保を優先とし、

道路、河川、耐火造建物、空地等を活用し、守勢的現場活動により延焼を阻止する。 
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４ 救助及び救急活動  

 (1) 活動方針 

救助隊及び救急隊は、人命の救助及び救急活動を優先して実施する。 

 (2) 事前措置 

消防長は、救助・救急業務の推進に当たり、管内の各医療機関及び警察等関係機関

との密接な連携により、災害発生時の迅速的な医療救護活動の方策を講ずるとともに、

その徹底に努める。 

(3) 活動要領 

  ① 基本方針 

ア  重傷者優先の原則 

救助及び救急活動は、救命の措置を必要とする傷病者を優先とし、その他の傷

病者はできる限り自主的な処置を行わせる。 

イ 火災現場付近優先の原則 

延焼火災が多発し、同時に多数の救急事象が併発している場合は、火災現場付

近を優先する。 

ウ 救助・救急の効率重視の原則 

同時に小規模救助・救急事象が併発している場合は、救命効果の高い事象を優

先する。 

エ 大量人命危険対象物優先の原則 

延焼火災が少なく、同時に多数の救助・救急事象が併発している場合は、多数

の人命を救護できる事象を優先に、効率的な救助・救急活動を実施する。 

  ② 活動内容 

災害事故現場における救出、救急活動は、次のとおりとする。 

ア 傷病者の救出作業 

イ 傷病者の応急処置 

ウ 傷病者の担架搬送及び救急搬送 

エ 救急医療品、資器材及び医療班（医師、看護師）等の救急搬送 

オ 仮設救護所より常設医療機関への救急搬送 

カ 重傷病者等の救急搬送 

 (4) 実施要領 

  ① 救助・救急事象の把握 

救助事象は高所見張りでは発見が困難なので、警戒派遣署隊、参集職員、消防団

員、自主防災組織、通行人、警察官等のあらゆる情報媒体を活用して、把握に努め

る。 

  ② 救出 

倒壊家屋等のため自力で脱出できない傷病者を各種救助用資器材及び人員を活用

して、危険を排除し、生命及び身体の安全を確保する。 

 



【震災対策編】 

 [応急対策活動計画] 
 (混乱期) 

 震災-応急-36 

  ③ 応急処置 

被災傷病者に対する止血、被服処置、気道確保、人工呼吸法及び緊急処置等を実

施し、症状の悪化防止をはかる。 

  ④ 現場仮救護所の設置 

傷病者が多数発生している災害現場には、現場仮救護所を設置して救護活動を行

う。現場仮救護所の要員は、初期においては先着救急隊を中心に当て、その災害状

況に応じて順次後着救急隊の隊員をもって増強するとともに、直近の医師又は地域

防災計画に基づき編成される医療救護班の派遣を求める。 

⑤ 担架搬送及び救急搬送 

救出された傷病者及び応急処置を施した傷病者を担架隊により医療救護所等への

搬送を行う。また、傷病者の救急搬送に当たっては、軽症者等の割り込みにより救

急車が占有されることのないよう、毅然たる態度で活動する。なお、このようなお

それがある場合は、現場の警察官等に協力を依頼し、混乱を避ける。 

  ⑥ 医療班及び医療品資材等の救急搬送 

被災傷病者収容施設において、医師、看護師等の不足が生じたとき及び手術上必

要な医薬品資器材、血液、血清等の緊急配備要請による救急搬送を行う。 

 ⑦ 消防団員、自主防災組織、市民への協力要請 

救出した負傷者は救急隊に引き継ぐことを原則とするが、これができない場合は、

消防団員、自主防災組織及び付近住民に指示し、現場付近の仮救護所又は医療機関

に搬送させるか、医師の派遣を要請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.２ 消防団による消防活動【 消防団 】 

消防団は、災害時には消防本部と連携し、次の消防活動を行う。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 初期活動  

(1) 各分団は、大規模地震時には、直ちに分団車庫に参集し、消防車等を屋外に搬出し

て建物倒壊に備えるとともに、必要機材を積載して出動準備を行う。 

(2) 高層建築物等を利用した高所見張りや、情報の収集に努めるとともに、地域内の巡

視と出火防止等の広報に当たる。 

《 参考（阪神･淡路大震災の場合) 》 

◆消防活動の問題点 

①消防無線のふくそう    ②患者搬送病院先が不明 

③１１９番通報の殺到    ④通過車両による消火ホースの破損 

⑤交通渋滞         ⑥情報収集・管理を行う後方部隊の必要性 

⑦非常用電源の不足     ⑧応援部隊の指揮命令系統が不明確 

⑨応援要請ルートの複数化  ⑩非常招集の困難 

⑪ヘリコプターの一元管理  ⑫消火栓の断水 

⑬消防力の限界 
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２ 消防活動  

地域における消火活動や避難経路を確保するため、消火活動を単独又は消防本部及び

市民、自主防災組織と協力して行う。また、倒壊家屋、留守宅等の通電時の出火等の警

戒活動を行う。消防団の活動内容は、以下のとおりである。 

 (1) 出火防止 

地震の発生により、火災等の災害発生が予測された場合は、居住地付近の住民に対

し、出火防止（火気の使用停止、ガスの元栓閉鎖、電気のブレーカー遮断等）を広報

するとともに、出火した場合は住民と協力して初期消火を図る。 

 (2) 消火活動 

地域における消火活動や避難経路確保のための消火活動を、単独もしくは消防本部

と協力して行う。また、倒壊家屋、留守宅での通電時の出火等の警戒活動を行う。 

 (3) 救急救助 

消防本部による活動を補佐し、要救助者の救出救助と負傷者に対しての応急処置を

実施し、安全な場所に搬送する。 

 (4) 避難誘導 

避難情報が発令された場合は、これを市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) 情報の収集 

消防本部による活動を補佐し、早期の災害情報の収集を行う。 

 (6) 応援隊の受入準備 

応援隊の受入準備及び活動地域の案内等を消防本部と協力して行う。 

 

２.３ 他消防機関に対する応援の要請【 消防本部 】 

本部長又は消防長は、自地域の消防力で十分な活動が困難である場合には、隣接市町

及び県及びその他関係機関に対し応援を要請する。 

県下における消防機関の応援要請手順及び緊急消防援助隊に係る応援要請手順は次の

とおりである。 
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 □応援要請の手続き等 

消防相互応援 

協定による応 

援要請 

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、あらかじめ結んだ消防相互応援協定に基づき他の消防機関に応援

を要請する。 

知事による応 

援出動の指示 

等 

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 

的な応援要請 

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。 

 

２.４ 救出活動【 消防本部、消防団、救護班 、土木施設対策班、広報情報班】 

地震発生後、倒壊家屋による被災者に対し、救出活動を実施することは、初動活動の

中で最優先されるべき活動である。 

したがって、消防、警察その他の防災関係機関が連携して、迅速かつ効果的な救出活

動を推進していくものとする。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 救出活動の基本方針  

(1) 要救出現場の早期把握 

(2) 要救出現場に対する人員の投入 

(3) 要救出現場に対する救出用資機材の投入 

(4) 救出に従事する機関との連絡調整・役割分担・地域分担 

 

２ 要救出現場に対する人員の投入  

(1) 消防職員の投入 

『【本文】本編 本章 本節 第２「２.１ 消防本部による消防活動」（震災-応急-33～36）』

参照 

(2) 消防団員の投入 

『【本文】本編 本章 本節 第２「２.２ 消防団による消防活動」（震災-応急-36、37）』

参照 

(3) 警察との連携 

消防本部又は消防団は、吉川警察署と連携して倒壊・埋没家屋等からの救出、救護

及び避難に遅れた者の発見、救出・救助に努める。 

(4) 自衛隊派遣要請 

緊急に救出を要する住民が多数であり、消防において救出困難と認められるときは、

自衛隊の派遣要請を「総括班」に依頼する。 

『【本文】本編 本章 第３節「第７ 広域応援要請」（震災-応急-70～77）』参照 

(5) 緊急消防援助隊及び広域緊急援助隊（警察）の受け入れ 
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(6) その他機関等からの人員の投入 

地震被害の程度が大きく、従来の救出機関等での対応が困難な場合は、付近住民、

企業、各種団体等から人員の提供を受ける。 

「土木施設対策班」は、企業、各種団体等に人員の提供を依頼する。 

「広報情報班」は、報道機関や広報車等で住民への協力の呼びかけを行う。 

(7) 医療機関との連絡協調 

救出業務を実施するに当たり、疾病者を受け入れるべき医療機関との連絡協調につ

いては、(一社)吉川松伏医師会を通じ、各消防署に随時連携を図り、協力体制の確立

を期するものとする。 

『【本文】本編 第２章 第２節 第５「５.１ 医療体制の整備」（震災-予防-50～53）』

参照 

 

３ 要救出現場に対する救出用資機材の投入【産業物資班】 

「産業物資班」は、地震発生後直ちに建設団体等に救出用資機材の貸与依頼を行い、

救出従事機関等からの提供要望に対応できる体制にしておくこと。 

 『【資料】第２．１３「応急対策活動の応援協力事業所」』参照 

 

４ 救出従事機関同士の連絡調整・地域分担・役割分担  

(1) 消防、警察及び自衛隊は互いに調整し、救出救助活動の役割分担を決定する。 

(2) 各救出従事機関は、不足人員や資機材を融通しあうとともに、市災害対策本部に提

供要請を行う。 

(3) 各救出従事機関は、自ら救出活動地域内において、消防団、住民、企業等の協力を

積極的に求めていくこと。 

(4) 各救出従事機関は、その管轄区域の救出方法を決定する。ただし、特殊技術を要す

る場合は、消防本部に対し必要な救出隊の派遣を要請する。 

(5) 救出活動の重複を避けるため、検索済みのところはわかるように印をつけておく。 

 

５ その他注意事項  

(1) 救出した負傷者は、直ちに救急車でその症状に応じた救急病院等へ搬送する。 

負傷者多数の場合は、その状況を市災害対策本部に通報し、さらに救急車の出動を

要請するものとする。 

『【本文】本編 本章 第４節「第１ 緊急輸送体制の確立」（震災-応急-82～86）』参照 

(2) 救出のために出動を命ぜられた隊は、その主要な目的の活動が完了した場合は、別

災害地への出動体制を速やかにとるものとする。 
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第３ 水防活動【 土木施設対策班 】 

本市は、江戸川と中川の間に位置しており、大規模な災害が発生した場合、河川施設

の損壊により、大規模な被害を受ける可能性がある。 

そのため、地震発生に伴う河川施設の損壊による浸水被害を防止するため、応急対策

を講ずる。なお、対策の内容については、『第３編 風水害対策計画』を準用する。 
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第４ 避難対策 

大規模地震による家屋の損壊、大規模な市街地火災などにより多数の被災者が生じる

ことが予想されるため、避難情報の発令を的確に行う。 

また、避難者の一時的な生活が円滑に行われるように努めるとともに、避難生活を適

切に支援する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４.１ 危険地域の把握【 広報情報班、土木施設対策班、消防本部 】 

地震発生後は、危険地域の把握に努め、早期な避難情報発令の対策を準備する。 

  □危険地域の把握 

必要情報 収集先 

 ①延焼火災危険地域 

 ②危険物災害の危険地域 

 ③堤防等の破壊による水害危険地域 

 ④崩壊危険地域 

 ⑤建物倒壊の危険 

 ⑥液状化、地盤沈下の危険地域 

・消防署 

・市の各機関 

・警察署 

・消防団 

・自主防災組織 

・市民からの通報、駆け込み 

・パトロール班、参集職員 

・テレビ、インターネット等の情報 

『【本文】本編 本章 本節「第５ 人命にかかわる災害情報等の収集・報告」（震災-

応急-56～63）』参照 

 

  

４.８ 普通生活への復帰・ 

    避難所の縮小 

第４ 避難対策 ４.１ 危険地域の把握 

４.２ 避難情報の発令 

４.３ 警戒区域の設定 

４.４ 避難誘導及び移送 

４.５ 避難所等の開設 

４.６ 避難所の運営 

４.７ 広域一時滞在 
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４.２ 避難の指示【 総括班、広報情報班、消防本部、消防団 】 

市街地火災、ガス等の流失拡散等から人命、身体を保護し、又は災害の拡大防止のた

め特に必要がある場合は、地域住民に対して避難指示の発令を行う。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 避難指示の命令  

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害か

ら保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、本部長は、

避難を要する地区の市民に対し「避難指示」を行う。 

(1) 避難指示をする場合の目安 

①  気象台から災害に関する警報が発せられ、避難を要すると判断されるとき。 

②  県本部長から避難についての避難情報の要請があったとき。 

③  延焼火災が拡大し、又は拡大のおそれがあるとき。 

④  建物が大きな被害を受け、居住を継続することが危険なとき、又は建物の倒壊に

より周囲に影響を及ぼすおそれがあるとき。 

⑤  ガス等の危険物の漏出により、周辺の市民に危険が及ぶおそれがあるとき。 

⑥  堤防等が破損し、浸水等のおそれがあるとき。 

⑦  その他市民の生命、身体を保護するため必要と認められるとき。 
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(2) 避難情報の発令権者及び内容 

機関の名称 勧告・指示・警告・命令を行う要件等 根拠法令 

本部長(市長) 

 

①災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に

おいて、人の生命又は身体を災害から保護し、そ

の他災害の拡大を防止するため特に必要があると

認めるときは、市長は必要と認める地域の必要と

認める居住者等に対し、避難のための立退きを指

示することができる。 

②災害が発生し、又はまさに発生しようとしている

場合において、避難のための立退きを行うことに

よりかえつて人の生命又は身体に危険が及ぶおそ

れがあり、かつ、事態に照らし緊急を要すると認

めるときは、市長は、必要と認める地域の必要と

認める居住者等に対し、高所への移動、近傍の堅

固な建物への退避、屋内の屋外に面する開口部か

ら離れた場所での待避その他の緊急に安全を確保

するための措置（以下「緊急安全確保措置」とい

う。）を指示することができる。 

災害対策基本法 

第６０条第１項、 

災害対策基本法 

第６０条第３項 

 

警察官 ①市長が避難のための立退き若しくは緊急安全確保

措置を指示することができないと認めるとき、又

は市長から要求があつたときは、警察官は、必要

と認める地域の居住者等に対し、避難のための立

退き又は緊急安全確保を指示することができる。 

災害対策基本法 

第６１条 

②人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産

に重大な損害を及ぼすおそれのある天災等危険な

事態がある場合においては、特に急を要する場合

においては、危害を受けるおそれのある者に対し

、その場の危害を避けしめるために必要な限度で

これを引き留め、若しくは避難させ、又はその場

に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者

に対し、危害防止のため通常必要と認められる措

置をとることを命じ、又は自らその措置をとるこ

とができる。 

警察官職務執行法 

第４条 

自衛官 ①災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、 警察

官がその場にいない場合に限り、警察官執務執行

法第４条の職務を執行できる。 

自衛隊法 

第９４条 

 

知事、その命を

受けた職員、水

防管理者 

①洪水、津波又は高潮によって氾濫による著しい危

険が切迫していると認められるときは、必要と認

める区域の居住者、滞在者その他の者に対し、避

難のため立ち退くべきことを指示することができ

る。 

②地すべりにより著しい危険が切迫していると認め

られるときは、必要と認める区域内の居住者に対

し避難のために立ち退くべきことを指示すること

ができる。 

水防法第２９条 

地すべり等防止法 

第２５条 

消防長又は消

防署長 
①ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の

事故が発生した場合において、当該事故により火

災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、火

消防法 

第２３条の２ 
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災が発生したならば人命又は財産に著しい被害を

与えるおそれがあると認められるときは、消防長

又は消防署長は、火災警戒区域を設定して、その

区域内における火気の使用を禁止し、又は総務省

令で定める者以外の者に対してその区域からの退

去を命じ、若しくはその区域への出入を禁止し、

若しくは制限することができる。 

 

２ 避難情報の発令の内容及び伝達  

(1) 内 容 

避難情報の発令は、次の内容を明示して行う。 

①  要避難対象地域 

②  避難先及び必要に応じて避難経路 

③  避難理由 

④  避難時の留意事項 

ア  火気等危険物の始末とガスの元栓及びブレーカーの遮断 

イ  貴重品、若干の食料、最低限の身の回り品等の携帯 

(2) 伝達・報告 

避難情報の発令を行った者は、おおむね次により必要な事項を関係機関へ通知する

。 

    ①  市長の措置 

市長から県知事に速やかにその旨を報告する。また、報道機関へ情報提供を行う。 

『【様式】様式第４号「避難情報等の情報提供用紙」』参照 

②  警察官の措置（災害対策基本法に基づく措置） 

警察官 → 吉川警察署長 → 吉川市長 → 県知事 

③  自衛官の措置 

 自衛官 → 吉川市長 → 県知事 

 (3) 市民への周知 

本市は、自ら避難情報の発令を行った場合、又は他機関からその旨の通知を受けた

場合は、速やかにその内容を市民に対して周知する。 

なお、避難の必要がなくなった場合も同様とする。また、必要に応じて隣接市町へ

も併せて連絡を行う。 

『【本文】本編 本章 本節「第６ 人命にかかわる広報活動」（震災-応急-61～66）』参

照 

 

３ 避難情報の発令の解除  

当該住民の身辺から災害による直接の危険がないと認められるときとする。 

 

 

 

４.３ 警戒区域の設定【 避難所班、土木施設対策班、消防本部 】 

《 参考 》 
◆災害対策基本法 

第６０条第５項（市町村長の避難の指示等） 

市町村長は、避難の必要がなくなったときは、直ちに、その旨を公示しなけ

ればならない。 
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災害が発生し、又は発生しようとしている場合、応急措置の一つとして、警戒区域を

設けて、応急対策従事者以外の者の立入りを制限、禁止し、又はその区域から退去を命

ずる。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 設定権者  

災害対策基本法等による警戒区域の設定権者は、次のとおりである。 

 □避難情報を発令する場合の目安 

実施責任者 勧告・指示等の内容 

 市長 ○市民等の生命、身体に危険を及ぼすと認めるとき。 

（災害対策基本法第６３条第１項） 

 警察官 ○市民等の生命、身体に危険を及ぼすと認める場合で、かつ市長又

は委任を受けた吏員が現場にいないとき。 

（災害対策基本法第６３条第２項） 

○市長又は委任を受けた吏員から要求があったとき。 

（災害対策基本法第６３条第２項） 

 自衛官 ○市民等の生命、身体に危険を及ぼすと認める場合で、かつ市長又

は委任を受けた吏員がその場にいないとき。 

（災害対策基本法第６３条第３項） 

消防長又は消

防署長 

○ガス等の事故が発生した場合において、当該事故により火災が発

生するおそれが著しく大であり、かつ、火災が発生したならば人

命又は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認められるとき

に、火災警戒区域を設定するとき。 

（消防法第２３条の２） 

 消防吏員又は 

 消防団員 
○火災の現場において、消防警戒区域を設定するとき。 

（消防法第２８条） 

  

２ 警戒区域を設定した場合の伝達・報告方法  

「広報情報班」は、避難情報の伝達方法と同様に、県に報告するとともに、消防本部

、警察その他防災関係機関及び住民にその内容を周知する。 

『【本文】本編 本章 本節「第６ 人命にかかわる広報活動」（震災-応急-64～69）』参照 

 

 

４.４ 避難誘導及び移送【 避難所班、要配慮者支援班、消防団、自主防災組織】 

 

避難所班、消防団員、自主防災組織等は協力して、避難場所又は避難所へ住民を避難

誘導及び移送する。被害の規模等により対応が困難な場合においては、必要により、警

察等に協力を要請する。 

また、要配慮者支援班は、避難行動要支援者名簿を活用し、避難支援等関係者と連携

のもと、避難行動要支援者の安否確認や避難支援に必要な措置をとる。 

 

 

＜活動内容と手順＞ 
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１ 避難の誘導者  

避難情報の発令があったにもかかわらず、避難できずに自宅に残されることがないよ

う、市は消防団や自主防災組織と連携し、避難誘導する。被害の規模等により対応が困

難な場合においては、必要により、本部から警察等に協力を要請する。 

 

２ 避難誘導順位  

避難誘導は、緊急避難の必要性が高い地域から行い、避難行動要支援者や要配慮者を

優先して誘導する。 

 

３ 移送方法 

避難所への移動は、原則自力で避難するか、家族や個別避難計画に基づく避難支援者

等による支援を受けて避難するが、事情により避難が困難な場合は、本部へ移送支援を

要請する。 

 

４ 避難行動要支援者に対する避難誘導 

避難行動要支援者の避難については、「避難行動要支援者名簿」や「個別避難計画」を

活用し、避難支援等関係者と連携し、避難行動要支援者の安否確認とともに避難誘導す

るものとする。 

また、避難所までの車両移送が必要な場合は、本部へ移送支援を要請する。 

『【本文】本編 本章 第４節「第１３ 要配慮者への配慮」（震災-応急-122～127）』参照 

 

５ 学校、社会福祉施設、病院等における避難対策  

学校、社会福祉施設、病院等においては、各施設が作成した避難確保計画などに基づ

き、児童・生徒、施設入所者、入院患者等の避難に万全を期するものとする。 

 

４.５ 避難所等の開設【 避難所班、救護班、要配慮者支援班、広報情報班、総括

班 】 

１ 避難所の開設 

避難情報の発令を行った場合、又は市民が自発的に避難を開始した場合には、本部長

は速やかに避難所の開設を指示する。「総括班」は、本部長の指示に基づき、「避難所班」

に避難所の開設を指示する。また、併せて、要配慮者に配慮した福祉避難所の開設準備

を「要配慮者支援班」に指示する。 

『【本文】本編 本章 第２節 「第４ 避難所の開設」（震災-応急-19）』参照 

 

２ 市民等への周知 

「広報情報班」は、直ちに避難情報の伝達方法と同様に、関係機関及び住民にその内

容を周知する。 

『【本文】本編 本章 本節「第６ 人命にかかわる広報活動」（震災-応急-64～69）』参照 

 

３ 県への報告 
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「総括班」は、避難所を開設後、直ちに次の事項を知事に報告するとともに、災害オ

ペレーション支援システムへ入力する。  

 ・避難所の開設の目的、日時及び場所 

 ・箇所数及び収容人員 

 ・開設期間の見込み 

＜活動内容と手順＞ 

１ 避難所 

原則、指定一般避難所に避難所を開設する。なお、避難者を収容するのに不足する場

合は、指定一般避難所に指定されていない市の施設を充てるほか、他の公共施設及び民

間施設の管理者に対して、臨時の避難所としての施設の提供を要請する。また、自治会

等に対し、自治会館等を避難所として利用できるよう協力を要請する。 

なお、指定した施設では、専門性の高いサービスを必要とする要配慮者の対応が困難

な場合は、あらかじめ協定を締結した社会福祉施設等へ臨時の福祉避難所として開設を

要請する。なお、この運営については、次に示す「４.６ 避難所の運営」を準用する。 

 

２ 収容対象者  

①  住家が被害を受け、居住の場を失った者 

②  ライフラインが被害を受け、通常の生活が困難になった者 

③  避難情報が発せられた場合等により、緊急避難の必要がある者 

 ④ 要配慮者 

３ 開設の担当者  

避難所等の開設は、「避難所班」、事前に指定された職員又は施設の管理者が実施する。

なお、状況に応じて、地域の自治会や自主防災組織の協力を得て行う。 

 

４ 開設の手順  

避難所の開設手順は、次のとおりとする。 

①  避難所の被災状況を目視し、避難所の外観、内部について、崩壊の危険がないか判

断し、安全が確認できた後、開設準備に移るものとする。 

②  電話、ＦＡＸ、無線、使送等により避難所開設の日時、場所、施設名、避難者数等

を本部に報告する。 

③  施設の門扉を開鍵する。 

④  避難所内に避難所の管理・運営事務を行うための事務室を設置する。 

避難者からよくわかるように「事務室」と表示し、避難所を開設した以降は、事務

室に必ず職員を常時配備しておく。また、事務室には、避難所の運営に必要な用品（避

難者カード、事務用品等）を準備する｡ 

⑤  避難者の受入れスペースを指定する。スペースを指定するときは、発災初期段階に

おいては、１人当りおおむね 2 ㎡(1ｍ×2ｍ)の面積を基本とし、できるだけプライバ

シーが確保できるように考慮する。指定の方法は、床面にテープ又は掲示等で標示す

る。 

⑥  すでに避難している人を指定のスペースへ誘導する。 
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４.６ 避難所の運営【 避難所班 】 

避難所の管理は、「避難所班」が当たる。施設管理者は、施設の避難所利用に対して

協力する。避難所の運営は、自治会又は自主防災組織を中心とした組織が自主的に運営

することを原則とする。ただし、発災初期段階においては、「避難所班」及び施設管理

者が主体的に運営する。なお、「総括班」は、避難所の運営等に対し、県等の支援が必

要な場合は、県に避難所への職員派遣など、支援要請を行うものとする。 

また、避難所の運営にあたっては、あらかじめ定めた避難所開設運営マニュアルなど

を参考に施設の設備、避難者の状況等に応じて、運営する。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 運営上での留意点  

○避難所ごとに避難者名簿を作成することにより避難者の氏名、人数等を把握するとと

もに、食料・物資等の需要を把握する。市で不足が見込まれる場合には県、近隣市町

に応援要請する。 

○避難所の開設や運営状況を把握するため通信連絡手段の確保に努める。 

○避難所ごとに管理責任者を定めることとする。 

○運営に当たっては避難者による自主的な運営を促し、運営組織を設置する。女性に配

慮した避難所運営を行うため、運営組織には複数の女性を参加させるよう配慮する。 

○避難所の運営にあたっては、ボランティアの応援を円滑に活用できるよう、活動環境

の整備に努める。 

○避難所生活のルールなどについて、避難所の出入口などの見やすい場所に掲示、又は、

入所者へ配付するなどにより周知する。 

○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、間仕切りの設置等、避

難者のプライバシーの確保に配慮する。 

○市と県は、避難生活では、心身双方の健康に不調をきたす可能性が高いため、良好な

衛生状態を保つよう努め、避難者の健康状態を十分把握し、必要に応じて救護所を設

ける。保健師等による健康相談の実施体制、埼玉県医師会との協定に基づく医療救護

班の派遣等必要な措置をとる。なお、高齢者や障がい者等の要配慮者の健康状態につ

いては、特段の配慮を行うとともに、必要に応じて、福祉避難所の設置、医療機関へ

の移送や社会福祉施設等への入所、ホームヘルパーの派遣等の措置をとる。 

○避難者と共に避難した動物（盲導犬、聴導犬、介助犬を除く）の取扱いについて、避

難所では様々な価値観を持つ人が共同生活を営むことに鑑み、居室への動物の持ち込

みは原則禁止とし、敷地内のあらかじめ定めた飼養専用スペースで飼養させることと

する。なお、動物への給餌、排泄物の清掃等の飼育・管理は、当該動物を連れてきた

者が全責任を負うものとする。また、居室以外の専用スペースで飼養した場合、撤去

後に当該動物を連れてきた者が施設を現状復旧させる全責任を負うものとする。 

 

２ 要配慮者や女性などへの配慮 

○避難所内に、要配慮者のために区画された場所を提供するなど配慮する。 

○出入口等の段差の解消や通路の確保に努める。 
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○要配慮者や女性に配慮し、男女別更衣室、男女別トイレ、障がい者用トイレ、授乳場

所、クールダウンスペース等を開設当初から設置するように努める。なお、女性や子

どもに対するセクシャル・ハラスメントや性犯罪を予防するため、更衣室、トイレ、

入浴施設等の設置場所に配慮するとともに、注意喚起や巡回警備に努める。 

○要配慮者の要望把握や相談対応のために、市及び県職員、民生委員・児童委員、ホー

ムヘルパー、保健師、ボランティアなどにより、チームを編成し、介護、メンタルケ

ア等の巡回サービスの実施や相談窓口の開設に努める。 

○性犯罪や配偶者間の暴力等を防止するとともに、女性のニーズを把握するため、女性

相談窓口を設け、女性相談員、福祉相談員を配置又は巡回の実施に努める。なお、女

性に対する相談員の配置や相談窓口の開設・運営等にあたっては、男女共同参画セン

ターや民間団体を活用する。 

〇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。 

○インフルエンザや肺炎等による避難者の身体状況の悪化に対応できるように、医師、

看護師等による巡回診療を行う。 

○市と県は、要配慮者に対し、手話通訳者の派遣、音声情報の提供等を行うほか、文字

放送テレビ等により情報の提供に努める。 

○外国人に対しては、言語や生活習慣等への配慮に努める。 

○要配慮者に配慮した食事を提供（軟らかい食事、粉ミルクの提供等）する。 

○障がい者に対する補装具等の迅速かつ円滑な交付又は給付手続きの簡素化を図る。 

○要配慮者等のために必要と思われる物資等は速やかに調達できる体制を整備するよう

努める。 

○介助入浴サービスを実施する。 

○避難住民との調整（孤立化しないようにする）を図る。 

 〇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。 

 

□要配慮者や女性のために必要と思われる物資等の例示 

・高齢者…紙おむつ、尿取りパッド（女性用、男性用）、おしりふき、嚥下しや

すい食事、ポータブルトイレ、車椅子、ベッド、老眼鏡、防犯ブザー

ナースコール、義歯洗浄剤 

・乳幼児…タオル、紙おむつ、おしりふきなどの衛生用品、哺乳瓶、人口乳首（ニ

ップル）、コップ（コップ授乳用に使い捨て紙コップも可）、粉ミル

ク（アレルギー用含む）・液体ミルク、お湯、乳幼児用飲料水（軟水）

離乳食（アレルギー対応食を含む）、哺乳瓶消毒剤、洗剤、洗剤ブラ

シ等の器具、割りばし、煮沸用なべ（食用と別にする）、沐浴用たら

い、ベビーベッド、小児用薬、乳児用衣服、おぶい紐、ベビーカー等 

・肢体（上肢、下肢、体幹）不自由者…紙おむつ、ベッド、車椅子、歩行器、杖、
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バリアフリートイレ 

・病弱者、内部障がい者…医薬品、使用装具 

・膀胱又は直腸機能に障がい…オストメイトトイレ 

・咽頭摘出…気管孔エプロン、人工咽頭 

・呼吸機能障がい…酸素ボンベ 

・聴覚障がい者…補聴器、補聴器用電池、筆談用ミニボード、マジック、文字放

送テレビ 

・視覚障がい者…白杖、点字器、ラジオ 

・知的障がい者、精神障がい者、発達障がい者…医薬品、嚥下しやすい食事、紙

おむつ、洋式の簡易トイレ、簡易間仕切り、絵や文字で説明するため

の筆記用具 

・女性…女性用下着、生理用品・おりものシート・サニタリーショーツ等の衛生

用品、中身の見えないゴミ袋、防犯ブザー・ホイッスル 

・妊産婦…マット、組立式ベッド 

・外国人…外国語辞書、対訳カード、部屋別用ピクトグラム（絵文字）、スプー

ン・フォーク、ハラール食、ストール 

 

 

 

 

 

３ 運営の手順  

（1）避難者名簿の整備  

避難所ごとに避難者名簿を作成することにより避難者の氏名、人数等を把握する

とともに、食料・物資等の需要を把握するものとする。市内で避難所等の不足が見

込まれる場合には県、近隣市町村に応援要請する。  

作成した避難者名簿の情報については、 災対法第90条の３に基づき作成する被災者

台帳に引き継ぎ、継続的な被災者支援に活用する。 

(2) 避難者の受付  

・避難者に避難者カードの記入例を基に避難者カードを記載してもらう。 

・避難所班は避難者カードの記載漏れ等の確認を行うとともに避難者の健康状態を 

確認する。 

・避難所班は、避難者カードを確認後、受付番号を記入し、避難者収容状況集計に

取りまとめたのち避難者カードを保管する。また、避難所班は避難者の状況を「広

報情報班」に報告するとともに職員避難所勤務状況についても併せて「総括班」に

報告する。 

(2) 居住区域の割振り 

部屋の割振りは、可能な限り地区ごとにまとまりがもてるように行う。 

各居住区域は、適当な人員（３０人程度が目安）で構成し、居住区域ごとに代表者

を選定して、以後の情報連絡等の窓口となるように要請する。 

①  代表者の役割 

ア 「避難所班」からの指示、伝達事項の周知 

《 参考 》 

過去の大災害では、避難所の環境が良くなかったため、高齢者等の要配慮者

が体調を崩したケースが多く発生した。 
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イ 避難者数、給食者数、物資の必要数の把握と報告 

ウ 物資の配布の指示 

エ 各避難者の要望の取りまとめ 

(3) 食料、生活必需品の請求、受取り、配給 

避難所ごとに集約した食料や生活必需品のうち、そこでの調達が不可能なものにつ

いては、「産業物資班」へ要請する。 

また、到着した食料や物資を受け入れ、班ごとに配布する。この際、物品の受払簿

に記入する。 

(4) 運営状況の報告 

避難所の運営について、毎日正午までに「広報情報班」に報告する。 

(5) 避難所日誌の作成 

避難所の運営記録として、避難所日誌を記録する。 

(6) 業務スペースの確保 

指定一般避難所においては、要配慮者、医療、会議、本部等に使用するスペースを

確保する。 

(7) 駐車対策 

避難所の長期運営上欠かせないスペースであるグラウンド等には、必要最低限の駐

車スペースを除き、車を駐車させないように努める。 

(8) その他 

指定一般避難所以外に避難している住民についても同様とする。 

４ 避難所における新型コロナウイルス感染症対策 

   新型コロナウイルス感染症の伝播の恐れがある場合でも、災害の危険性が高まった  

  際に避難所に避難すべき住民が躊躇なく避難できるよう、「避難所の運営に関する指針

（新型コロナウイルス感染症に対応したガイドライン）」（令和2年5月埼玉県作成）及び

「避難所開設・運営における新型コロナウイルス対策マニュアル」（令和3年7月（第2版

）吉川市作成）に沿って、総括班、救護班、避難所班が連携し、主に以下の対策を取る

ものとする。 

  

（健康状態に合わせた避難場所の確保） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

※十分なスペースを確保するため指定一般避難所以外(空き教室の活用等)の確保を検討す

る。 

避
難
所
（
※
） 

避
難
者 

ホテル等宿泊療養施設 

 
専用スペース又は 

発熱者等専用施設 

その他 

の者 

発熱者、濃

厚接触者 

その他の者 
通常の避難所スペース 

自宅療養者 
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（十分なスペースを確保するための避難所の確保・開設） 

・体育館が避難所となる学校施設では空き教室の活用を検討するなど指定一般避難所以

外の臨時的な避難所の確保、開設を検討する。 

・地域の実情に応じて県有施設やホテル・旅館等の活用を検討する。 

 

【避難所受付時のフロー】 

 

 

 

 

 

 

 

（避難スペースの確保） 

 一人当たりの占有スペースは最低３㎡で、家族単位とし、世帯間で概ね２ｍの間隔を設

けたうえでパーティションを設置し、対面しないように配置する。 

 

（避難者の健康管理） 

・避難所等に保健師等を巡回させるなど、避難者の感染症予防等を図るための体制を整

備する 

・感染症の疑いがある者が発生した場合に備え管轄の保健所と連絡体制を整備する。 

 

（発熱者等の専用スペースの確保） 

・発熱等の症状がある者及び感染が確認されている者の濃厚接触者（以下、「発熱者」 

という。）のための専用スペース又は専用の避難施設を確保する。 

・発熱者等の専用スペースは可能な限り個室とするとともに専用のトイレを確保する。 

やむを得ず複数の発熱者等を同室にする場合は、パーティション等により空間を区切る   

。 

・発熱者等の専用スペースやトイレは、その他の避難者とはゾーン、動線を分けるよう 

検討する。 

（物資・資材） 

・マスク、消毒液、非接触型体温計、スタッフ防護用ガウン、パーティション、簡易ベ

ッドなど感染症対策に有効と考えられる物資を可能な限り準備する。 

（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などの宿泊療養施設に避難する。 

（住民への周知） 

広報誌、市ホームページ、ＳＮＳ等を活用し以下の事項を住民に周知する。 

 

検温、問診による

健康状態の確認 

感染が確認されており自宅療養中 

発熱、強いだるさ、嗅覚・味覚の異変の 

ある者、濃厚接触者 

保健所に連絡 

その他の者 

発熱者等専用スペース 

一般の避難スペース 
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・自宅で安全を確保できる場合は在宅避難を検討すること。 

・安全が確保できる親戚や知人宅等への避難を検討すること。 

・マスク、消毒液等の衛生用品等避難生活において必要な物資を可能な限り持参して避

難すること等。 

（感染症対策） 

・手洗い、マスクの着用など基本的は感染症対策を徹底する。 

・定期的な清掃の実施。（トイレ、ドアノブ等は重点的に行う。） 

・食事時間をずらして密集・密接を避ける。 

（発熱者等の対応） 

・避難者の体調が悪化した場合、医師に連絡し必要に応じて医師の診察を受けさせる。

診察の結果、新型コロナウイルス感染症が疑われ、検査を受ける場合、結果がでるま

で当面の間の当該避難者の処遇は医師の指示に従う。 

・避難者が新型コロナウイルス感染症に感染したことを確認した場合、当該避難者や避

難所スタッフ等の対応は保健所の指示に従う。 

  

４ 避難所の開設期間  

避難所は、避難する必要がなくなった場合、又は被災者のための応急仮設住宅等によ

る生活再建の目処が立った時点で閉鎖するものとする。 

なお、避難所を閉鎖した場合、「総括班」は、その旨を速やかに県その他関係機関に

報告する。 

ただし、災害救助法の適用を受けるときは、同法の規定により避難所の開設期間は７

日間とする。また、状況により期間を延長する場合は、県知事の事前承認を受ける必要

がある。 

 

５ 要配慮者スペースがある指定一般避難所の設置運営 

市は、要配慮者の状態に応じて適切に対応することができるよう、要配慮者スペー

スを設置した指定一般避難所を開設する。なお、特別な配慮を必要とする要配慮者へ

対応が困難な場合は、あらかじめ協定を締結した社会福祉施設等へ臨時の福祉避難所

として開設を要請する。 

『【本文】前記「２ 要配慮者や女性などへの配慮」』参照 

 

６ 車中泊避難者への支援  

車中泊避難者に対して必要な支援を行う 

(1) 車中泊避難者の状況の把握 

指定一般避難所以外で車、テント等へ避難している避難者について、自主防災

組織等の協力を得て、避難者（場所、人数、支援の要否・内容等）の把握に努め

る。 

(2) 車中泊避難者への支援 

指定一般避難所以外に避難した車中泊避難者に対して、柔軟に対応し、必要な

支援に努める。 
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(3) エコノミークラス症候群の予防 

近年の大震災では、運動不足やトイレに行く回数を減らすために水分摂取を控

えたことから、エコノミークラス症候群を発症したとの報告があることから、予

防するためのストレッチ運動等を行うよう呼びかけを行う。 

(4) 排気ガス車内充満の予防 

積雪時の車の利用は、排気ガスの車内充満の危険性もあることから、マフラー

周辺の除雪を行うよう呼びかけを行う。 

 

７ 避難所等の警戒警備  

避難所及び被災地の安全を確保するため「教育施設班」及び「学校教育班」は、自主

防災組織、吉川警察署その他関係機関との連携、協力のもと犯罪防止対策を重点とした

警戒警備活動を実施する。 

 

８ 災害救助法が適用された場合の費用等  

災害救助法が適用された場合の避難所設置の費用は、「災害救助法による救助の程度、

方法及び期間並びに実費弁償について」の範囲内において県に請求できる。 

避難所開設に伴う費用は、人夫費、消耗器材費、建物及び器物の使用謝金、燃料費並

びに仮設の炊事場及び便所の設置費として、県の基準に準ずるものとする。 

『【資料】第２．１４「災害救助基準」』参照 

 

４.７ 広域一時滞在【 総括班、避難所班 】 

 (1) 県内一時滞在 

市は、大規模災害のため、災害から被災住民を避難させることが市内では困難と

判断した場合、県、県内他市町村の協力を得て、被災住民を県内他市町村に避難

させる。  

また、県内他市町村から協力を求められた場合は、広域一時滞在のための避難

所の提供に努めるとともに、提供した後に、被災者支援のための要員等が確保で

きなくなった場合は、県等に必要な支援を要請する。 

 (2) 県外一時滞在 

県は、大規模災害のため、県外の広域一時滞在（他都道府県への避難）が必要

な場合、市からの協議に基づき、避難先となる都道府県と受入れについて協議す

る。 

また、市は、県知事から他都道府県からの避難者の受入れの協議があった場合は、

避難所等から適切な場所を選定し、受け入れるものとする。 

 (3) 移送 

県は、県内避難所での生活の長期化が見込まれる場合、又は県内での受入れが不可

能になった場合は、十分な支援が可能な他の自治体での二次受入れを調整する。 

避難者の移送については、受入れ県と調整し、輸送関係事業者と協力して行う。 

 

４.８ 普通生活への復帰・避難所の縮小【 総括班、避難所班 】 
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避難所の多くは学校等の公共施設であり、いずれ本来の機能を回復しなければならな

い。そのため、被災家屋の応急対策による避難者の帰宅や仮設住宅の建設等の復興と連

動して避難所を縮小していくものとする。 

避難所の統廃合や避難者の自立を促進するために、本市は避難所開設当初から確かな

情報を基に方針・方向性・指針を打ち出し、それに向けて行政、ボランティア及び被災

住民が三位一体となって作業を進めていく。 

(1) 被災住民の移動を実施する場合の注意点 

①  避難所を閉鎖し他への移動を住民に求める場合は、その建物に近く、できるだけ

同一地域内の施設の準備に努めること。 

②  移動先施設の生活環境のレベルを現状以上のものとすること。 

③  早めに方針を打ち出し、被災者組織と十分に協議すること。 
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第５ 人命にかかわる災害情報等の収集・報告 

初動時において、人命の救出・救助を最優先とした災害応急対策を確実かつ迅速に実

施するために、災害情報及び被害情報の収集・報告を円滑に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５.１ 異常現象の収集報告【 全職員 】 

災害が発生し、又は発生するおそれがある異常な現象（以下「異常現象」という。）

を発見した者は、直ちにその旨を「広報情報班」（非常配備体制前にあっては、危機管

理課又は守衛）又は警察署、消防本部若しくは消防団に通報するものとする。 

異常現象の通報を受けた「広報情報班」は「総括班」に連絡し、「総括班」は速やか

に県及び関係機関に通報するものとする。 

 

５.２ 人命にかかわる災害情報等の収集【 広報情報班 】 

初動期において通信網の途絶により被災地からの情報を得ることができない場合、被

災地現場で人命にかかわる災害情報等の収集等を行う。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 「広報情報班」による情報収集  

(1) 「パトロール班」の活動内容（活動時間は、おおむね１時間以内とする。） 

①  勤務時間内 

人命にかかわる被害情報等を収集する。無線を携帯できる場合は携帯し、災害対

策本部との連絡を行う。電話や無線が使用できないときは、直接災害対策本部に「

被害状況報告書」を提出する｡ 

②  勤務時間外 

参集途上において人命にかかわる被害情報を収集する。災害対策本部へ「被害状

況報告書」を提出する。 

③ 被害情報の収集 

被害情報の収集を行う際には、消防団、自主防災組織との連携、情報交換に努め

第５ 人命にかかわる 

   災害情報等の収集・報告 

５.１ 異常現象の収集報告 

５.２ 人命にかかわる災害情報等 

    の収集 

５.３ 人命にかかわる災害情報等 

    の報告 

５.４ 通信連絡体制の確立 

５.５ 被害写真等の撮影 
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る。 

(2) 「パトロール班」の収集する人命にかかわる災害情報 

①  倒壊家屋件数 

②  出火件数 

③  二次災害危険箇所 

④  医療施設の被害状況 

 

２ 参集途上時の災害情報の収集  

勤務時間外に参集を要する地震等が発生したときは、全職員は、参集途上において人

命にかかわる災害情報を収集しなければならない。収集情報は、あらかじめ全職員に配

付された被害状況報告を用いて「広報情報班」へ報告する。 

 

３ 自主防災組織  

自主防災組織は、自主防災・減災活動を行うとともに、早急な救援活動を要請するた

めに、被害情報を収集する体制を設け、民生委員・児童委員等と連携して、次の被害状

況や安否情報の把握、報告に努める。 

①  災害発生時、自主防災・減災活動を行うとともに、次の事項について調査する。 

ア  倒壊家屋件数 

イ  出火件数 

ウ  二次災害危険箇所 

エ  医療施設の被害状況 

オ 避難行動要支援者及び地域で把握している要配慮者の安否確認、避難状況等 

②  災害対策本部との連絡手段が確保できるときは、情報を災害対策本部に連絡する｡ 

連絡手段が途絶しているときには、市役所への使送、若しくは、現場で情報収集

している「パトロール班」又は消防団へ直接伝達する｡ 

 

４ 消防団  

消防団は災害発生時に、消火活動及び救出活動に全機能を挙げて行う。 

それとともに、可能な限りの被害情報収集を行い、電話を用いて災害対策本部へ連絡

する。通信手段が途絶されているときには、市役所への使送、又は、現場で情報収集し

ている「パトロール班」へ直接伝達する。 

 

５ 初動中期における被害情報の収集  

「広報情報班」は、引き続き災害対策本部各班から情報収集を行うとともに、消防本

部、警察署、危険物施設管理者、ライフライン関係者等からの被害情報の収集も併せて

行う。 

収集すべき情報は、次のとおりである。 
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(1) 人命にかかわる最優先情報 

火災情報 

○火災の発生状況 

○延焼危険の状況 

○消火活動の状況 

救出救助情報 

○救出救助事案の発生状況（生き埋め、建物倒壊等） 

○救出救助用人員及び資機材の充足状況 

○救出救助事案の措置状況 

医療救護情報 

○病院等医療施設の被害状況 

○病院等医療施設の患者収容状況 

○負傷者の発生状況 

○医療スタッフ及び医薬品・資機材の充足状況 

○応急救護所の開設状況 

二次災害情報 

○危険物の流出等の状況 

○危険物にかかわる火災発生の危険 

○危険物の流出等にかかわる措置情報 

 

(2) 情報収集の流れ［火災・救出救助・医療救護・二次災害箇所］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 人命に間接的にかかわる情報 

道路･輸送情報 

○道路・河川等の被害状況 

○道路の復旧状況 

○交通規制の状況 

○道路の渋滞情報 

○放置車両数 

ライフライン情報 
○電気、電話、ガス、水道、下水道、鉄道施設の被害及び措置

情報 

 

  

自主防災組織 

民生委員・児童

委員 

消防団 

医療機関 

各施設管理者 

住民 

警察 

保健所 

<その他の収集手段> 

テレビ・ラジオ・インターネット情報 

参集職員 

パトロール班 

災害対策本部各班 

情報交換 

<市災害対策本部> 

消防本部 

 

広報情報班 

情報交換 
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(4) 情報収集の流れ［道路・交通情報］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５.３ 人命にかかわる災害情報等の報告【 広報情報班 】 

「パトロール班」、自主防災組織、消防団、参集職員、関係防災機関等によって収集

された人命にかかわる災害情報は、「広報情報班」が集約する。 

この情報は、自衛隊の派遣要請依頼や広域応援要請に係る重要情報であるため、一刻

も早い集約が必要である。集約が進むか、ある程度被害が重大であることが判明したと

きは、早急に「総括班」に報告するとともに、「総括班」は、災害対策本部へ報告し、

関係機関への応援要請を実施する。また、県等への被害報告は、「総括班」を窓口とし

て行うものとする。 

また、人命にかかわる災害情報の県等への報告については、地震発生後１時間以内に

報告する。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 報告の種別  

災害対策本部の各部は、被災状況を「広報情報班」に報告する。報告を受けた「広報

情報班」は各情報を集計し、「経過速報（様式第２号）」にとりまとめ「総括班」に報告

する。「総括班」は、速やかに災害オペレーション支援システムにより報告する。 

  

 

<市災害対策本部> 

 

広報情報班 

<その他の収集手段> 

テレビ・ラジオ・インターネット情報 

参集職員 

パトロール班 

災害対策本部各班 

市民 

消防団 

土木業者 

自主防災組織 

警察 

県土整備事務所 

公共交通機関事業者 

ライフライン事業者 
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(1) 被害情報の報告 

発生速報 

被害の発生直後に災害オペレーション支援システムで報告する。 

（災害オペレーション支援システムが使用不能の場合は、「発生速報

（様式第１号）」により県防災行政無線ＦＡＸ等で報告する。） 

経過速報 

２時間ごとに逐次（県から指示があった場合は、県の指示に従う。）、

災害オペレーション支援システムで報告する。 

（災害オペレーション支援システムが使用不能の場合は、「経過速報

（様式第２号）」により県防災行政無線ＦＡＸ等で報告する。） 

確定報告 

被害の確定後に災害オペレーション支援システムで報告する。 

（災害オペレーション支援システムが使用不能の場合は、「被害状況

調（様式第３号）」により、県消防防災課へ連絡する。災害の応急

対策が終了した後７日以内に文書で報告する。） 

 

２ 報告事項及び留意点  

本市が、県などの防災関係機関に報告する情報の報告事項及びその留意点は次のとお

りとする。 

 (1) 報告事項 

① 災害の種別 

② 発生地域 

③ 被害日時  

④ 被害の状況（人的被害、住家被害、非住家被害、田畑被害、道路被害、その他施

設被害、罹災世帯数・罹災者数、火災発生件数等） 

        ※被害の程度等は「被害報告判定基準」に基づき判定する。 

⑤ 災害に対して実施した措置及び今後の措置 

ア 災害対策本部の設置状況及び職員の配備状況 

イ 市が実施した主な応急措置の状況 

ウ 応援要請又は職員派遣の状況 

エ 災害救助法適用の状況 

オ 避難命令・勧告の状況（地区数、対象者数等） 

カ 消防機関の活動状況（活動人数、主な活動状況等） 

⑥ その他必要な事項 

 (2) 報告の留意事項 

① 人的被害、住家被害、住民避難、火災の発生・延焼の状況等、災害応急対策を実

施する上で重要かつ緊急性の高い情報は、他の情報に優先して収集・報告する。 

② 被害等の調査・報告に当たっては、関係機関及び内部の連絡を密にし、調査漏れ

や重複等の無いよう十分留意するとともに、被害数値等の調整を図る｡ 

③ 情報収集の迅速・正確を期するため、情報の収集・連絡に係る組織、設備、要領

等の整備を図っておくものとする。特に、発災初期の情報は、住民組織を通じて直

ちに通報されるよう体制を整えておく。 

④ 被害が甚大なため被害状況の収集及び報告が困難なとき又は被害等の調査に専門

的な知識や技術を必要とするときは、県等に応援を求めて実施する。 
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⑤ 罹災世帯・罹災人員等の把握に当たっては、現地調査のほか住民基本台帳等と照

合して正確を期する。 

⑥ 外国人の被害情報について、災害オペレーション支援システムの災害報告に際し、

特記事項欄に人的被害区分ごとの内数及び国籍内訳を入力する。 

『【様式】様式第１号「発生速報」』参照 

『【様式】様式第２号「経過速報」』参照 

『【様式】様式第３号「被害状況調」』参照 

 

 (3) 情報伝達の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５.４ 通信連絡体制の確立【 広報情報班 】 

本市及び関係防災機関は、情報連絡を迅速かつ的確に行うために、非常の際における

通信連絡を確保する。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 通信連絡方法の確認及び通信  

 (1) 基本方針 

災害時における通信連絡は、災害オペレーション支援システム、県防災行政無線（地

上系・衛星系）、インターネット、電話及びＦＡＸを利用して迅速かつ的確に行うもの

とするが、災害時における通信の混線を避けるために災害電話を指定し、窓口の統一

を図る。 

本市の初動期における連絡用電話は「広報情報班」に置き、また、市民等の問い合

わせに対しては、窓口を一本化し「市民支援班」に置くものとする。 

 (2) 県及び関係防災機関との通信連絡の窓口の確認 

① 県 ・・・・・・・・ 「本部統括部（災害対策課）」  

② 市 ・・・・・・・・ 「総括班」 

③ 関係防災機関 ・・・ 「防災関係機関一覧」（資料編第２．１２参照） 

 

災害対策本部 

総括班 

広報情報班 

参集職員 

パトロール班 

災害対策本部各班 

関係防災機関等 

市民、報道機関等 

県災害対策本部 

県春日部現地対策本部 

（東部地域振興センター） 
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２ 有線通信途絶の場合の措置  

地震災害時においては、有線通信施設の被災等によって、通信連絡が困難になること

が予想されるので、無線設備、伝令等によって通信連絡を確保する。 

 (1) 県との通信連絡 

県防災行政無線（地上系・衛星系）を利用し、交信を行う。 

 (2) 市各班との連絡 

災害現場等に出動している各班員との連絡は、デジタル簡易無線機、携帯電話によ

って行う。また、必要に応じて災害現場に伝令を派遣する。伝令は、徒歩、自転車、

バイク又は自動車を利用する。 

市防災行政無線を使用する際、通信の混乱が予想されるため、必要に応じ適切な通

信統制を実施し、円滑・迅速な通信の確保に努める。 

なお、通信の統制は、次によって実施する。 

  ① 統制者の専任（「広報情報班」から１人配備する。） 

  ② 重要通信の優先（救助、避難情報等重要性の高い通信を優先する。） 

  ③ 統制者の許可（通信に際しては、統制者の許可を得る。） 

  ④ 子局間の通信の禁止（子局間の通信に際しては、統制者の許可を得る。） 

  ⑤ 簡潔通話の実施 

  ⑥ 専任の通信担当者の設置（各子局の担当者は出来るだけ変更しない。） 

 (3) アマチュア無線等の活用 

有線が途絶し、災害対策上必要が生じた場合は、アマチュア無線やタクシー無線等

を活用する。     

 

３ 公衆通信設備の優先利用  

災害時において、公共の利益のために緊急に通信を行う必要のある通話については、

非常又は緊急通話として取り扱い、他に優先する。 

優先利用できる電話は、あらかじめ東日本電信電話(株)埼玉事業部の承認を受けた加

入電話による。 

 

４ 通信施設利用の優先順位  

通信施設を優先して使用する場合の優先順位は、おおむね次の順序による。 

①  住民に対する避難情報等人命に関する事項 

②  応急措置の実施に必要な事項 

③  災害警報 

④  その他予想される災害の事態及びこれに対する事前措置に関する事項 

 

５ 臨時電話の設置  

通信手段に不足するときは、東日本電信電話㈱埼玉事業部に依頼し、臨時電話を設置

する。 

 

 



【震災対策編】 

 [応急対策活動計画] 
 (混乱期) 

 震災-応急-63 

６ 電話の受付について  

災害時には、関係防災機関だけではなく、吉川市内外の住民から多数の問い合わせ電

話が予測できる。このため、必要に応じて、その他の班員の中から、電話受理の専任者

を選び、電話対応に従事させるものとする。 

なお、電話受付時の注意点とは次のとおりである。 

① 電話受付担当者は、関係防災機関からの情報と住民等からの問い合わせを的確に仕

分けする（問い合わせは、「市民支援班」につなぐ）。 

② 電話の殺到による初動通信活動への支障が起こらないようにするために、各種問い

合わせに対応する電話を事前に決めておく。 

 

５.５ 被害写真等の撮影【 広報情報班 】 

被害写真等の撮影は、被害状況確認の資料として、また、記録保存のためにも極めて

重要である。 

災害全般にわたって「広報情報班」が被害状況を撮影し、災害応急対策等に活用する

とともに、報道機関及び市民の撮影分についても必要に応じて提供を受け、災害記録写

真等の収集確保に万全を期するものとする。 
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第６ 人命にかかわる広報活動 

市及び関係防災機関は、地震発生後できる限り速やかに市民及び報道機関に対し被害

の正確な情報を提供することによって、パニックの発生を未然に防止し、市民が適切な

行動をとれるようにする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第６ 人命にかかわる広報活動 ６.１ 実施機関とその役割 

６.２ 広報の手段 

６.３ 広報の方法 

６.４ 報道機関に対する発表等 

６.６ 来庁者・電話問い合わせ者 

    に対する対応 

６.５ 報道機関等に対する要請 
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６.１ 実施機関とその役割【 広報情報班 】 

広報の実施機関と役割を次のとおりとする。 

(1) 混乱期（１時間～３時間）から広報・報道事項 

機関名 広報・報道内容 

吉川市 

「広報 

情報班」 

①災害による被害を最小限にとどめるための事前対策に関すること。 

②災害対策本部の設置又は解散に関すること。 

③気象情報に関すること。 

④火災状況（発生箇所、被害状況等）に関すること。 

⑤避難情報等（避難の指示、避難所の位置、経路等）に関すること。 

⑥市民の心得、人心の安定及び社会秩序保持のため必要な事項に関するこ

と。 

⑦二次災害危険情報に関すること。 

⑧河川、橋梁等土木施設情報（被害、復旧状況）に関すること。 

⑨交通状況（交通機関運行状況、不通箇所、開通見込日時、道路交通状況

等）に関すること。 

⑩電気、水道、ガス等事業施設被害状況(被害状況、注意事項)に関するこ

と。 

⑪医療救護所開設状況に関すること。 

⑫給食、給水実施状況（給水日時、量、対象者）に関すること。 

⑬道路障害物、し尿の状況及び除去の見込みに関すること。 

⑭衣料、生活必需品の供給状況（供給日時、場所、種類、量、対象者等)

に関すること。 

⑮個人安否情報(ＮＴＴ東日本の「災害用伝言ダイヤル（１７１）」に関す

ること。 

⑯防疫状況及び注意事項に関すること。 

⑰要配慮者に向けた広報に関すること。 

『【本文】本編 本章 第４節「第１３ 要配慮者への配慮」（震災-応急

-122～127）』参照 

⑱被災地域外住民へのお願いに関すること。 

（例）・被災地へは、単なる見舞い電話等不要不急の電話をしない。 

・救援物資の梱包は、仕分け作業が円滑に実施できるよう、梱包を

解かなくても、物資の種類、量、サイズが分かるようにして被災

地に送付する。 
消防本部 ①火災の発生防止及び初期消火に関すること。 

②火災の発生状況に関すること。 

③救護所の設置に関すること。 

④避難に関すること。 
関係 

防災機関 
①活動体制に関すること。 

②電気、ガス、危険物流出等の二次災害の防止に関すること。 

③所管業務の被害状況及び復旧状況に関すること。 
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６.２ 広報の手段【 広報情報班 】 

本市が、市民等に対して実施する広報の手段は、防災行政無線、市ホームページ、広

報車、登録制メール、緊急速報メール、ＳＮＳ、電話応答サービス、Ⅼアラート（NHK

ｄ放送、テレ玉ｄ放送）、FM ラジオ（エフエムこしがや）、ケーブルテレビ（J-COM）、緊

急時情報伝達収集システム（よしかわ安心電話）、テレビ、新聞等によるものとする。 

また、必要に応じて職員による現場での指示や看板、ビラ、広告等を作成して、現地

で配付・掲示するとともに、自治会又は自主防災組織等による広報も行う。 

広報の手段（媒体）の選定は、市災害対策本部会議から特に指示された場合を除き、

「広報情報班」が状況を判断の上、適切なものを選定する。 

① 緊急に伝達の必要があるもの（避難指示、火災防止指示等） 

→ 防災行政無線、市ホームページ、広報車、登録制メール、ＳＮＳ、緊急速報メ

ール、ケーブルテレビ（J-COM）、現場での指示、自治会又は自主防災組織、FM ラ

ジオ（エフエムこしがや）、緊急時情報伝達収集システム（よしかわ安心電話）等 

② 一斉に伝達するもの（地震情報、安否情報、医療救護所等） 

→ 防災行政無線、市ホームページ、広報車、登録制メール、ＳＮＳ、FM ラジオ（エ

フエムこしがや）、ケーブルテレビ（J-COM）、緊急速報メール、緊急時情報伝達収

集システム（よしかわ安心電話） 

③ 時期又は地域を限って行うもの 

→ 防災行政無線、市ホームページ、広報車、登録制メール、ＳＮＳ、FM ラジオ（エ

フエムこしがや）、ケーブルテレビ（J-COM）、現場での指示（口頭）、看板、ビラ、

張り紙、自治会又は自主防災組織、緊急時情報伝達収集システム（よしかわ安心

電話） 

  ④ 被災地域外に対して行うもの 

   → 市ホームページ、テレビ、ラジオ、新聞（報道機関に依頼）等 

 

６.３ 広報の方法【 広報情報班、要配慮者支援班 】 

広報の方法は、次の伝達経路のとおりとする。 
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市各部班 

消防本部・消防団 

防災関係機関 

報道機関 

 

被

災

者 

・ 

地

域

住

民 

＜防災行政無線、広報車、市ホームページ、登録制メール、 

ＳＮＳ、口頭、看板、自治会又は自主防災組織等＞ 

＜広報車､サイレン吹鳴、口頭等＞ 

被災

地域

外 

＜テレビ、ラジオ、新聞等＞ 

＜広報車、窓口掲示等＞ 

避難行動 

要支援者 

要配慮者利用

施設等 

自主防災組織、 

民生委員・児童委員等 

要配慮者 

支援班 

吉 

川 

市 

災 

害 

対 

策 

本 

部 

 

 

 

(

広
報
情
報
班)

 

＜個別避難計画に基づく方法＞ 

＜ＦＡＸ、Ｅメール、電話等＞ 

＜口頭等＞ 

＜市ホームページ＞ 
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６.４ 報道機関に対する発表等【 広報情報班 】 

市災害対策本部は、「広報情報班」を窓口とし、定期的に報道機関に対して災害に関

する情報を発表するものとし、災害に関する情報を掲示により提供する。また、必要に

応じ記者会見場や設備の準備を行う。なお、発表内容については、市災害対策本部会議

に諮るものとし、記者発表に際しては、次の者を発表者とし、その後の報道機関への発

表についてもできるだけ発表者を固定して行うものとする。 

(1) 市の発表者及び発表内容 

① 市の発表者 

本部長、又は副本部長又は市民生活部長 

② 発表内容 

ア 災害の種別、発生日時 

イ 災害発生の場所 

ウ 被害状況 

エ 応急対策の状況 

オ 市民に対する避難情報発令の状況 

カ 市民及び被災者に対する協力及び注意事項 

『【資料】第２．１５「広報文例」』参照 

 

６.５ 報道機関等に対する要請【 広報情報班 】 

「広報情報班」は、被害状況等により広域的な広報等が必要なときは、県災害対策本

部統括部に、次のような広報活動を要請するものとする。 

また、報道機関等に対し、避難所などにおいてプライバシー等に配慮した取材活動を

要請する。 

① 広報車 

② ヘリコプター 

③ 活字媒体（広報誌の号外、一般新聞等） 

④ 放送媒体（ラジオ、テレビ、ケーブルテレビ、臨時災害 FM 局） 

⑤ インターネット、県ホームページ、九都県市ホームページ 

⑥ 民間の電光掲示板等 

 

６.６ 来庁者・電話問い合わせ者に対する対応【 市民支援班 】 

「市民支援班」は、初動活動の円滑な進行のために、市民からの問い合わせを一手に

引き受けるとともに、市庁舎につめかけた被災者を適宜避難所等に誘導する。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 電話による問い合わせ等への対応  

 ①  窓口の一元化 

非常配備体制時における市への住民からの問い合わせに対しては、原則として「市

民支援班」が対応する。 
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 ②  「市民支援班」の活動体制 

「市民支援班」は、問い合わせの種類（照会、被害通報、要請等）に応じた活動体

制を組む。 

 ③  緊急・重要情報の共有化 

重要かつ緊急性の高い内容については、各班に報告する。 

 ④  安否情報の対応 

安否情報の確認に関しては、数多くの問い合わせがあると考えられる。 

「市民支援班」は、「避難所班」や「要配慮者支援班」等からの情報を整理し、また、

ＮＴＴ東日本の災害用伝言ダイヤル（１７１）の活用や、インターネットによる吉川

市のホームページからの情報確認を紹介するなどして可能な限り対応する。 

 

２ 来庁者への対応  

地震発生後は、多数の住民が市庁舎につめかけることが予想される。 

「市民支援班」は、応急対策の支障とならないように被災者を適宜避難所等に誘導す

るとともに、「広報情報班」を通じて庁内放送や掲示板等で情報の提供を行う。 
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第７ 広域応援要請 

災害時において、市の防災機関のみでは対処しえないと判断した場合は、速やかに県、

近隣市町その他の行政機関、公共機関、自衛隊及び市内民間団体等への応援・協力の要

請を実施する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７.１ 県に対する要請【 総括班 】 

大規模地震の発生に際して、本市内の防災機関のみでは対応が不可能と判断したとき

は、「総括班」は速やかに県災害対策本部へ応援要請を行う。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 要請の手続き  

「総括班」は、各班からの要望を取りまとめ、県災害対策本部統括部に対して、文書

で要請する。ただし、緊急を要し、文書をもってすることができない場合は、口頭、電

話等で要請し、事後、速やかに文書を送付するものとする。 

 

２ 要請の事項 （災害対策基本法第６８条） 

要請は、次の事項を明確にして行う。 

(1) 災害の状況 

(2) 応援（応急措置の実施）を要請する理由 

(3) 応援を希望する物資、資材、機械、器具等の品名及び数量 

(4) 応援（応急措置の実施）を必要とする場所 

(5) 応援を必要とする活動内容（必要とする応急措置内容） 

(6) その他必要な事項 

３ 他府県、他市町村又は指定地方行政機関の職員あっせんの要請（災害対策基本法第２

９条、第３０条、地方自治法第２５２条の１７） 

第７ 広域応援要請 ７.１ 県に対する要請 

７.２ 自衛隊への災害派遣要請              

７.３ 協定締結市町村等への要請 

７.４ 民間団体等への要請 

７.５ 震度７クラスの広域防災 

    ・減災応援 

７.６ 応援要員の受入れ 
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要請は、次の事項を明確にして行う。 

(1) 派遣又は派遣のあっせんを求める理由 

(2) 派遣又は派遣のあっせんを求める職員の職種別人数 

(3) 派遣を必要とする時期 

(4) 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

(5) その他参考となるべき事項 

 

４ 緊急放送の要請 （災害対策基本法第５７条） 

要請は、次の事項を明確にして行う。 

(1) 放送要請の理由 

(2) 放送事項 

(3) 希望する放送日時・送信系統 

(4) その他必要な事項 

 

５ 埼玉県・市町村人的相互応援（埼玉県・市町村被災者安心支援制度） 

目的 
災害による被災市町村の迅速な応急対策及び復旧対策を応援

することにより、被災者の速やかな生活の再建を支援する。 

対象災害 
災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号

に規定する災害 

応援内容 

被災市町村のみでは十分かつ迅速に救助、応急対策及び復旧

対策を実施することが困難な場合に、必要な技術職、事務職及

び技能職等の職員を被災市町村からの要請に応じて短期間派遣

するものとする。 

被災市町村 

(要請市町村) 

①県に職員派遣の要請（派遣要請依頼書の提出） 

②県から派遣調整結果通知書を受領、確認 

③派遣市町村又は県の派遣機関に対して派遣要請書を提出 

④派遣職員の受け入れ 

被災地以外の市町村 

(派遣市町村) 

①派遣可能の可否、派遣可能職員数の回答 

②県から派遣調整結果通知書を受領、確認 

③要請市町村から派遣要請書を受領 

④職員の派遣 

県 (統括部、支部) 

①要請市町村から職員派遣要請の受理、市町村又は県の機関に

対して派遣の 可否についての照会 

②派遣市町村又は県の機関と派遣人数等について調整及び派遣

調整結果通知 書を要請市町村、派遣市町村及び県の派遣機関

に送付 

③要請市町村から派遣要請書を受領 

④県の派遣機関による職員の派遣 
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 □埼玉県・市町村人的相互応援による職員派遣手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 『【様式】様式第７号「応援要請書（直接応援市町村へ要請）」』参照 

 『【様式】様式第８号「災害時相互応援連絡表（県へ要請）」参照 

 

７.２ 自衛隊への災害派遣要請【 本部長（市長）、総括班 】 

自衛隊の災害派遣要請が必要と判断されたときは、「総括班」は、県危機管理課を通

じて、県知事に災害派遣を要請するものとする。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 要請の手続き 

市長は、速やかに県知事に対して災害派遣要請を行う。 

県知事に要求ができない場合には、本市の地域に係る災害の状況を陸上自衛隊第３２

普通科連隊へ直接通知することができる（災害対策基本法第６８条の２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 自衛隊の派遣要請範囲 

自衛隊の災害派遣の要請は、人命の救助を優先して行うもので、次の３つの要件を勘

案して行う。 

  

県危機管理課 

 ○連絡先 TEL 048-830-8131 FAX 048-830-8129 

陸上自衛隊第 32 普通科連隊 

 ○所在地 〒331-8550 埼玉県さいたま市北区日進町 1-40-7 

 ○連絡先 ・課業時間内(8時00分～17時30分) 

        ：第３科長 TEL 048-663-4241（内線：435・437） 

     ・課業時間外(17 時 30 分～8 時 00 分) 

       ：部隊当直司令 TEL 048-663-4241（内線：402） 

被 

災 

市 

町 

村 

埼 

玉 

県 

県 

の 

機 

関 

被

災

地

以

外

の

市

町

村 

①職員派遣の要請 

④派遣調整結果通知書

の送付 

②派遣可否の照会 

⑥職員の派遣 

⑤派遣要請書の送付 

③派遣の可否、派遣 

可能人数等の回答 

④派遣調整結果通知書

の送付 

⑥職員の派遣 

②派遣可否の照会 

③派遣の可否、派遣 

可能人数等の回答 

④派遣調整結果通知書

の送付 

⑤派遣要請書の送付 
⑤派遣要請書の送付 
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１ 緊急性の原則 

差し迫った必要性があること。 
 

２ 公共性の原則 

公共の秩序を維持するため、人命又は財産を社会的に保護する必要性があること。 
 

３ 非代替性の原則 

自衛隊の部隊が派遣される以外に他に適切な手段がないこと。 

 

要請の範囲は、おおむね次のとおりである。 

(1) 被害状況の把握 

(2) 避難者の誘導、輸送 

(3) 避難者の捜索、救助 

(4) 水防活動 

(5) 消防活動 

(6) 道路又は水路等交通上の障害物の除去 

(7) 診察、防疫、病虫害防除等の支援 

(8) 通信支援 

(9) 人員及び物資の緊急輸送 

(10) 炊事及び給水支援 

(11) 救援物資の無償貸付又は贈与 

(12) 交通規制の支援 

(13) 危険物の保安及び除去 

(14) 予防派遣 

(15) その他 

 

３ 災害派遣要請の依頼手続き  

「総括班」は、自衛隊派遣を要請する場合、県危機管理課に対し、次の事項を明記し

た文書（３部）をもって行うものとする。ただし、緊急を要し、文書をもってすること

ができないときは電信、電話等により依頼し、事後速やかに文書（３部）を送付する。 

(1) 災害の状況及び派遣を要請する事由 

(2) 派遣を希望する期間 

(3) 派遣を希望する区域及び活動内容 

(4) その他参考となるべき事項 

 

４ 経費の負担区分  

自衛隊の救助活動に要した経費は、派遣を受けた市町村が負担するものとし、その内

容はおおむね次のとおりである。 

(1) 派遣部隊が救助活動を実施するために必要な資機材（自衛隊装備に係るものを除く。）

等の購入費、借上料及び修繕費 

(2) 派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用料及び借上料 
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(3) 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、電話料金等 

(4) 派遣部隊の救助活動実施の際生じた（自衛隊装備に係るものを除く。）損害の補償 

(5) その他救援活動の実施に要する経費で負担区分に疑義ある場合は、協議するものと

する。 

 

５ 災害派遣部隊の受入体制の確保 

(1) 緊密な連絡協力 

県、市、警察、消防機関等は、相互に派遣部隊の移動、現地進入及び災害措置のた

めの補償問題等が発生した際の相互協力、必要な現地資材等の使用協定等に関して緊

密に連絡協力するものとする。 

 (2) 他の災害救助復旧機関との競合重複の排除 

県及び市は、自衛隊の作業が他の災害救助復旧機関と競合重複することのないよう

最も効率的に作業を分担するよう配慮するものとする。 

 (3) 作業計画及び資材等の準備 

県及び市は、自衛隊に対し作業を要請又は依頼するに当たっては、なるべく先行性

のある計画を次の基準により樹立するとともに、作業実施に必要とする充分な資料の

準備を整え、かつ諸作業に関係ある管理者の了解をとりつけるよう配慮するものとす

る。 

① 作業箇所及び作業内容 

② 作業の優先順位 

③ 作業に要する資材の種類別保管（調達）場所 

④ 部隊との連絡責任者、連絡方法及び連絡場所 

 

７.３ 協定締結市町村等への要請【 総括班 】 

平素から近隣市町等の間の協力体制の確立に努めておくとともに、既に締結されてい

る各種協定や災害対策基本法等の条項を活用し、応援要請が円滑に行われるよう手続き

の方法を明確にしておく。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 協定締結市町村への要請 

協定締結市町村の応援要請が必要と判断したときは、「総括班」は、協定を締結して

いる市町村へ応援要請するものとする。 

 

２ 指定公共機関、指定地方公共機関への要請  

「総括班」は、本市域の電気、ガス、輸送、通信等の施設の被災状況に応じ、指定公

共機関、指定地方公共機関に対し、速やかな対応を要請する。 

 

７.４ 民間団体等への要請【 総括班 】 

本市は、災害時の応急対策をより効果的に遂行するために、関係防災機関のみならず、

市の区域における民間団体の協力を得るものとする。 



【震災対策編】 

 [応急対策活動計画] 
 (混乱期) 

 震災-応急-75 

『【本文】本編 本章 第４節「第１０ 災害ボランティアの確保」（震災-応急-110～112）』

参照 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 協力団体  

(1) 公共的団体 

医師会、歯科医師会、薬剤師会、交通安全協会、安全運転管理者協会、交通安全母

の会、女性の会、市指定水道工事店、市指定排水設備工事店、建設業協会、清掃業者

衛生組合、金融団、さいかつ農業協同組合、吉川市商工会、市社会福祉協議会、シル

バー人材センター、日本赤十字社吉川市地区、（一社）埼玉県トラック協会吉川支部等 

『【資料】第２．１２「防災関係機関一覧」』参照 

(2) 市民の自発的組織 

自治会、自主防災組織等 

(3) 市民ボランティア等 

 

２ 協力活動  

(1) 異常現象、危険箇所等を発見したときの災害対策本部への通報 

(2) 避難誘導、負傷者の救出・搬送等市民に対する救助・救護活動 

(3) 被災者に対する炊き出し、救援物資の配分及び運送等の活動 

(4) 被害状況の調査補助活動 

(5) 被災地域内の秩序維持活動 

(6) 道路、公共施設等の応急復旧作業活動 

(7) 応急仮設住宅の建設活動 

(8) 生活必需品の調達活動 

(9) その他市が行う災害応急対策業務への応援協力 

(10) 水防活動 

 

３ 協力要請の方法  

(1) 要請部署   

① 各団体への依頼   ： 「総括班」 

② ボランティア呼び掛け： 「広報情報班」、ボランティアセンター 

③ ボランティア受付  ： ボランティアセンター 

(2) ボランティア受付場所 

市社会福祉協議会（当該場所に設置することが困難な場合には、これに代わる場所） 
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 (3) 協力要請の流れ 

 

 

                    

 

                     伝達 

               

 

 

 

 

(4) 協力要請方法 

次の事項を明確にして要請する。 

① 活動の内容 

② 協力を希望する人数 

③ 調達を要する資機材等 

④ 協力を希望する地域及び期間 

⑤ その他参考となるべき事項 

 

７.５ 震度７クラスの広域防災・減災応援【 総括班 】 

震度７クラスの地震発生時は、被害情報の収集の遅れから、これまでに示した要請手

順に沿った応援要請を行っていたのでは、タイミングを逸してしまう。 

各班は、本市全域及び全市民が被災者と想定して、ニーズの把握を想定していかなけ

ればならない。 

その上で「いつ、どんな状況で、どのような応援要請が必要か」をつかんでおくとと

もに、要請手続きに必要な項目を最小限にすることが必要である。 

 

７.６ 応援要員の受入れ【 総括班 】 

「総括班」は、応援要員の受入体制を整えるものとする。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 「総括班」の活動 

「総括班」は、応援要員の活動が円滑に実施できるようにするために、関係機関と調

整を図りながら、宿泊地のあっせん及び食料・資機材の調達を実施する。「総括班」は、

本市のみで受入体制を整えることが困難な場合は、県災害対策本部総務部に受入れの調

整を依頼する。 

 

２ 自己完結型の応援体制 

自衛隊等の食料・装備等の充実している機関については、食料の持参や自ら宿泊施設

を確保してもらうように依頼する。 

民間団体等 埼 玉 県 

市社会福祉協議会 

（市災害ボランティアセンター） 

総括班 
広報情報班 ニーズの把握 

〈呼びかけ〉 

・広報車 

・アマ無線 

・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

・ﾃﾚﾋﾞ､ﾗｼﾞｵ 

協力要請 
あっせん依頼 

協力要請 

要配慮者支援班 

調整 
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３ 指揮命令系統 

応援要員は、市災害対策本部の指揮下に入るが、職員の不足等によって現実には現場

での指揮は困難な場合がある。 

対応策としては、応援要員の地域割・役割分担を行い、権限を与えるとともに、現地

に応援部隊を統括するセクションの設置を県に依頼することなどが考えられる。 

 

４ 広域応援拠点の開設 

(1) 本市が激甚被災地となった場合 

本市が激甚な被害を受けた場合は、市内において応援拠点となる施設やオープンス

ペースの確保及び応援要員・職員の受入れが極めて困難になると予想される。その場

合は、県に対し、周辺市町に広域応援拠点施設の開設とその運営を要請する。 

なお、広域応援拠点の運営を円滑に進めるために、職員を連絡要員としてこれらの

拠点に派遣する。 

(2) 本市の被害が相対的に軽い場合 

激甚被災地となった市町村に対し、県の指示等により、広域応援拠点の開設・運営、

応援要員・職員に対する便宜供与等により応援を実施する。 

また、状況により、応援要員・職員を激甚被災地へ派遣する。 

 

 □野営場所候補地 

場所 所在地 敷地面積 備考 

吉川運動公園 きよみ野1-5 19,201㎡ 調節池 

美南中央公園 美南2-6 35,904㎡ 高低差のある公園 

旭公園球場 旭2977番地 17,978㎡ 球場含む公園全体 

永田公園 
きよみ野四丁

目10番地 
26,200㎡  

 

□ヘリコプター発着可能地点  

施設名 所在地 備考 

美南中央公園 美南二丁目 6 番地  

吉川運動公園 きよみ野 1-5 調節池 
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第８ 自主防災組織の活動 【 自主防災組織、自治会 】 

阪神淡路大震災に際して、行政の救急活動が十分に機能しない中、「顔見知り」とい

う地域コミュニティが人命救助活動等に威力を発揮した。 

本市は、阪神淡路大震災で得られた教訓を生かし、市民による地域住民組織で結成さ

れた自主防災組織の活動を促進する。 

 

 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 自主防災組織の活動体制  

自主防災組織は、迅速かつ効率的な活動を実施するために、基本的に次の例により班

編成して活動する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 自主防災組織の活動  

(1) 情報班の活動 

「情報班」は、被害状況等を迅速に把握し、適切な応急措置をとるため、情報の収

集・分析・伝達を行う。 

① 情報の収集・伝達 

地域内の被害情報、関係防災機関・報道機関等の提供する情報を収集するととも

に、必要と認める情報を地域内住民及び関係防災機関へ伝達する。 

② 情報の収集・伝達の方法 

情報の収集・伝達は、有線電話、テレビ、ラジオ、携帯電話、伝令、市のパトロ

ール班に対する口頭伝達等による。 

本部 

(総務班) 
情報班 

○被害状況の収集・報告 

○災害情報の収集・広報 

○市、消防本部への緊急連絡 

初期消火班 

避難誘導班 

○初期消火活動 

○消防機関への協力 

○近隣事業所との連携 

○避難経路の安全確認 

○避難誘導 

○避難所等における混乱防止 

救出救護班 
○要救助者・負傷者の救出・救護 

○要配慮者の安否確認、情報伝達、

避難支援、保護など 

○対策本部の設置・運営 

○市・消防本部との連携 

○活動方針の企画 

○各班の役割調整 

○被害状況・要配慮者避

難状況等の全体把握 

給食給水班 
○食料・飲料水・救援物資の調達・

配分・配送 

○炊き出し等の給食・給水活動 

第８ 自主防災組織の活動 
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(2) 初期消火班の活動 

発災時において、速やかに消火体制を確立するなど、次のような行動をとる。 

① 防災倉庫への参集 

消火班員は、家族の安全対策を講じた後、速やかに防災倉庫又はあらかじめ定め

られた場所に参集する。また、参集に際しては、次のような状況の把握に努める。 

ア 参集途上における火災の有無 

イ 道路の亀裂、建物の倒壊等による道路の通行障害の有無 

ウ 危険物、可燃ガス等の流出の状況等 

エ 電線の切断の有無 

② 防火の呼び掛け 

「情報班」と連絡をとりながら、地域内の各家庭に対して、出火防止、初期消火

行動について呼び掛けを行う。 

③ 防火パトロールと初期消火 

防火パトロールを実施して、火災を早期に発見し、直ちに消火活動を行う。 

④ 消火の協力要請 

地域内に火災が発生した場合は、近隣事業所に協力を求める。 

⑤ 消火活動の応援 

消防機関が到着した場合は、消防機関に協力して消防ポンプ等を活用しながら消

火活動に当たる。 

(3) 救出救護班の役割 

① 要救出・救護者の把握 

建物倒壊による要救出者及び家具の転倒、窓ガラスの落下等による負傷者の人数、

症状等を調査し、その実態を把握する。 

② 避難行動要支援者等の要配慮者の緊急避難 

避難行動要支援者については、平常時から把握しておき、地震発生時には、優先

して安全な場所に避難させる。 

③ 応急救出活動 

倒壊物の下敷き等により、救出を必要とする者が発生した場合には、近隣居住者

等の協力を求めるなど、組織としての救出活動を行う。また、火災が発生した場合

には、消火活動の実施と併せて救出活動に当たる。大規模又は困難な救出作業が必

要な場合は、速やかに消防機関等に対して出動を要請するとともに、救助隊が到着

するまでの間、現場の安全確保に当たる。 

④ 応急救護活動 

負傷者が多数発生した場合等には、自主防災組織が小・中学校の校庭、体育館等

安全な場所を選定して、簡易救護所を開設する。この簡易救護所では、軽症者を対

象に治療を行い、重症者については、簡単な応急処置を行うとともに、医師又は関

係防災機関等の指示を受ける。 

⑤ 後方医療機関等への搬送 

災害現場又は簡易救護所で応急処置を施した重症患者については、速やかに市が

開設する救護所又は後方医療機関等へ搬送する。この場合、あらかじめ救護所や医



【震災対策編】 

 [応急対策活動計画] 
 (混乱期) 

 震災-応急-80 

療機関の受入体制を把握し、適切な処置が受けられるよう十分に連絡をとっておく。 

⑥ 関係防災機関への協力 

発災時における迅速かつ適切な救出救護活動の確保を図るため、重症患者の救護

所等への搬送、その他関係防災機関の指示及び要請に協力する。 

(4) 避難誘導班 

① 避難誘導 

避難誘導班員は、市災害対策本部の避難誘導の指示に基づき、住民を避難場所に

誘導する。 

② 避難所における混乱防止 

避難所における混乱防止のため、避難所の管理職員と協力して、人心の安定に努

める。 

③ 秩序維持協力 

避難後における市街地の盗難防止のため、危険のない範囲で担当者を警戒に当ら

せる。 

(5) 給食給水班 

① 給食の実施 

市から提供された食料、地域内の家庭、販売業者等から提供を受けた食料等の配

分、炊き出し等により給食活動を行う。 

② 給水の実施 

市から提供された飲料水によって給水活動を行う。 

③ その他 

その他物資の配付があった場合には、円滑・迅速に処理する。 
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第４節 緊急救援期から実施する活動 

本市は、被災者の救命救護活動を継続するとともに、情報収集活動に伴い把握した被

害状況に応じて、市民の生活確保に必要な緊急活動を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 緊急輸送体制の確立 

第２ 医療救護 

第３ 緊急給水体制の確立 

第５ 緊急生活必需品供給体制の確立 

第４ 緊急食料供給体制の確立 

第８ 帰宅困難者対策 

第７ 二次災害防止活動 

第６ 防災拠点施設における 

   通信、電力、ガスの応急復旧 

第９ 行方不明者の捜索､遺体の 

   収容処理､埋火葬 

第１０ 災害ボランティアの確保 

第１２ 防疫・保健衛生活動 

第１１ 災害救助法の適用 

第１３ 要配慮者への配慮 
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第１ 緊急輸送体制の確立 

災害時における被災者、災害応急対策要員、災害対策用資機材及び救援物資の緊急輸

送体制を速やかに確立する。 

 

 

 

 

 

 

 

１.１ 緊急輸送体制の確立【 広報情報班、土木施設対策班 】 

災害が発生したら、被災者、災害応急対策要員、災害対策用資機材及び救援物資を輸

送するための輸送路を確保する。 

確保に際しては、あらかじめ市で指定した緊急輸送路を優先する。 

『【本文】本編 第２章 第２節「第６ 緊急輸送体制の整備」（震災-予防-54～57）』参照 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 緊急輸送の実施責任者  

市長は、災害時における緊急輸送の実施責任者となる。 

ただし、市で処理できない場合は、県災害対策本部輸送部に輸送内容その他必要条件

を明示して応援又はあっせんを要請する。 

 

２ 緊急輸送の対象  

緊急輸送の対象は、おおむね次のとおりとする。 

(1) 第一段階（被災直後） 

① 救助・救急活動、医療活動の従事者及び医薬品等の物資 

② 消防・水防活動等災害の拡大防止のための人員及び物資 

③ 災害対策要員、通信・電力・ガス・水道施設の保安要員等応急対策に必要な人員

及び物資等 

④ 後方医療機関へ搬送する負傷者等 

⑤ 緊急輸送に必要な輸送施設・輸送拠点の応急復旧・交通規制等に必要な人員及び

物資 

(2) 第二段階（おおむね被災から１週間後まで） 

① 第一段階の続行 

② 食料・飲料水等の生命の維持に必要な物資 

③ 傷病者及び被災者の被災地外への輸送 

④ 生活必需品 

 

 

第１ 緊急輸送体制の確立 １.１ 緊急輸送体制の確立 

１.２ 緊急輸送用手段の確保 

１.３ 緊急輸送 
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３ 緊急輸送路線の確保  

各道路管理者及び占用者は、関係防災機関が迅速かつ効果的に活動できるように、主

要路線に接続する路線及び避難所に通じる道路から順次緊急輸送路を確保する。 

『【本文】本編 第２章 第２節「第６ 緊急輸送体制の整備」（震災-予防-54～57）』参照 

  □緊急輸送路確保の流れ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

４ 道路管理者の責務  

 (1) 道路被害状況の把握と報告 

市は、市域の緊急輸送道路被害及び道路上の障害物の状況を調査し、速やかに県に

報告する。 

 (2) 緊急輸送道路の応急復旧 

道路管理者は、所管する道路について道路上の破損、倒壊等による障害物の除去を

行い、交通の確保に努める。被害の規模等により対応が困難な場合においては、必要

により、警察、自衛隊、消防機関及び占用工作物管理者等の協力を要請する。特に避

難、救出及び緊急物資の輸送に必要な主要路線は重点的に優先して行う。この場合２

車線を確保するのを原則とするが、やむを得ない場合には１車線とし、適当な箇所に

車両のすれ違いができる待避所を設ける。 

『【本文】本編 本章 第２節「第８ 交通対策」（震災-応急-27～29）』参照 

 

５ 渋滞対策  

輸送の最大の障害である交通渋滞を少しでも緩和するために、次の方策を検討し、実

施する。 

① 広域迂回ルートの設定（県災害対策本部輸送部及び応急復旧部と協議） 

② 市民へ車を利用しないように呼び掛けること（報道機関）。 

③ 現場における交通規制・誘導及び規制人員の補充 

④ 信号機の早期復旧 

⑤ ヘリ輸送の活用 

  

 

広報情報班 

＜市災害対策本部＞ 

土木施設対策班 

（被害情報の伝達） 

越谷県土整備事務所 

（連絡調整） 
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１.２ 緊急輸送用手段の確保【 産業物資班 】 

被災者、災害応急対策要員、災害対策用資機材、救援物資等の輸送車両の確保、配車

及び輸送については、「産業物資班」が統括する。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 車両・ヘリコプターの調達  

(1) 「産業物資班」は、車両を効率的に管理し、車両に不足が生じれば、タクシー業者、

貨物運送業者、バス会社等からの借上げ又は県その他関係防災機関に対する応援要請

を行う。 

(2) 車両の借上依頼については、（一社）埼玉県トラック協会吉川支部、バス協会等の

活用を図る。 

(3) 借上げに要する費用は、市が当該輸送業者等の団体、当該業者等と通常行うところ

により協議して決める。 

(4) ヘリコプターの調達については、県災害対策本部輸送部又は自衛隊に要請する。 

 

２ 燃料の調達  

「産業物資班」は、公用車及び借上車のすべてに必要な燃料の調達を行う。 

 

３ 配車  

①  各班は、車両を必要とするときは、車種、搭載量、台数、日時及び引渡し場所を明

示し、「総括班」に請求する。 

②  各班及び「産業物資班」は、所定の様式に必要事項を記入する。 

 

４ 緊急輸送用車両確認証明書及び標識の申請  

交通規制中、災害応急対策に必要な物資の緊急運送その他応急対策を実施するための

緊急輸送車両の通行確保については、県公安委員会に申し出て、緊急輸送用車両確認証

明書及び標章の交付を受けるものとする。 

なお、公有全車両及び関係機関又は団体からの調達車両については、事前に県公安委

員会に届出を行い、発災後速やかに証明書の発行が受けられる体制にしておくものとす

る。 

『【本文】本編 第２章 第２節「第６ 緊急輸送体制の整備｣（震災-予防-54～57）』参照 

 

１.３ 緊急輸送【 産業物資班 】 

車両による輸送を効率的に行うために輸送拠点及び集積場所を設定し、関係機関と協

力の上、緊急輸送を実施する。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 車両による輸送  

① 基本方針 

公有車両又は直接調達できる車両等で輸送を行うことを基本とする。 
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事前の協定書の締結等により、各業者が指示を待たずに指定されている場所に直接

物資等の輸送を行う。 

② 車両の確保 

③ 代替輸送ルートの検討 

緊急輸送ルートの被害状況を確認し、使用不可能なときは、吉川警察署、県春日部

現地対策本部（東部地域振興センター）と協議の上、代替輸送ルートを決定する。 

④ 輸送拠点の設定 

市内に、中継物流施設として次の施設を物資の輸送拠点とする。 

あらかじめ設定している輸送拠点が被災した場合や、保管スペースが不足すること

が見込まれる場合は、速やかに中継物流施設として利用できる指定一般避難所を輸送

拠点として設定する。 

なお、輸送拠点には、風雨等によって物資が破損しないようにテントやビニールシ

ートを用意しておくものとする。 

  □輸送拠点施設 

施設の名称 所在地 

総合体育館 上笹塚１－５８－１ 

旭地区センター 旭６－４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 鉄道輸送  

被災者又は物資運送のため、車両の増結や臨時列車の増発などを必要とする場合は、

東日本旅客鉄道(株)吉川美南駅と協議して適切な処置を講ずる。 

『【資料】第２．１２「防災関係機関一覧」』参照 

 

３ 航空輸送  

被害状況及び道路交通状況によっては、県災害対策本部輸送部及び陸上自衛隊第一師

団に対し、ヘリコプター等の出動を要請する。 

「産業物資班」は、ヘリポートの開設が可能であるか予定地の状況を早急に把握して

おく。 

なお、ヘリポートの開設準備は次のとおりとする。 

① 砂塵の舞い上がらないよう、乾燥しているときは十分に散水する。 

② 風圧のため飛散する恐れのあるものは除去する。 

《参考》 

□物資輸送の流れ 

 

 

 

  ※広域集積地とは、県が指定した食料の輸送拠点で県内１７箇所をいう。 

他県・ 

市町村 

広域 

集積地 輸送拠点 

避難所等 
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③ 上空から風向、風速が判定できるよう着陸点近くに赤白の吹き流し又は発煙筒を設

置する。吹き流しは、地上４.５ｍ～５ｍ程度とする。 

④ 粉末消火器を準備する。 

⑤ 夜間にあっては、進入、離陸の方向を示す表示等を進入方向に対して直角に向け設

置する。ただし、ヘリコプターに直接向けないように留意する。 

⑥ 着陸点には石灰等を用いて所定の目印を表示する。 

『【資料】第２．１２「防災関係機関一覧」』参照 

 

４ 費用負担  

応急救助のための輸送に要した経費は、「災害救助法による救助の程度、方法及び期

間並びに実費弁償の基準」の範囲内において市が県に請求できる。 
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第２ 医療救護 

災害のため医療機関の機能が停止し、又は著しく不足若しくは混乱により、市民が医

療の途を失った場合に、応急的に医療又は助産を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

２.１ 医療救護需要の把握【 救護班 】 

医療を必要とする状態にある市民の人数、負傷状況等を「広報情報班」から把握する。 

『【本文】本編 本章 第３節「第５ 人命にかかわる災害情報等の収集・報告」（震災-応

急-56～63）』参照 

 

２.２ 医療救護【 救護班 】 

医療救護活動に際しては、県、医師会、歯科医師会、薬剤師会、日本赤十字社、医療

機関等と密接な連携を保ち、救急救護、医療、助産を実施し、被災者の迅速な救護を図

る。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 医療救護の流れ  

『【本文】本編 第２章 第２節「第５ 災害時医療体制の整備」（震災-予防-50～53）』参

照 

 

２ 医療救護班の編成  

被災者に対する医療及び助産を実施するため、医療関係者による医療救護班を編成し、

医療救護所の開設又は巡回により医療及び助産に当たるものとするが、災害の規模及び

患者の発生状況によっては、県をはじめ日本赤十字社、医師会、歯科医師会、自衛隊等

の関係機関に応援を要請するものとする。 

 

３ 医療機関の確保  

①  医療機関の被害状況を把握する。 

②  医療機関の患者収容状況を把握し、１つの病院への過剰集中が起こらないようにす

る。 

③  医療機関のライフラインの早期復旧を関係機関に依頼する。 

④  被害甚大な場合は、県災害対策本部医療救急部に被災地外の医療機関の手配を依頼

する。 

 

第２ 医療救護 ２.１ 医療救護需要の把握 

２.２ 医療救護 

２.３ 負傷者の搬送 
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４ 透析医療の確保（建物倒壊によるクラッシュシンドローム患者の多発）  

本市及び周辺市町の透析医療施設の被災状況及び透析患者の受入可能状況を把握し、

被災した透析医療施設に情報を提供する。また、透析施設へ優先的に給水を実施する。 

 

 

 

 

 

５ 精神科救急医療の確保  

本市は、県と協力して被災者向けの相談窓口の開設や巡回サービス等の対策活動を通

じ、環境の急変等から病状が悪化し、緊急に入院が必要な精神障がい者が認められた場

合は、精神科医療機関の協力を得ながら、適切な診療体制を確保する。 

 

６ 血液、医薬品の確保  

医療及び助産を実施するに必要な医薬品及び衛生材料は、各病院において備蓄してい

るものを使用するものとし、なお不足するときは市内の医薬品取扱業者から調達するも

のとする。 

また、状況によっては県災害対策本部医療救急部、日本赤十字社、医師会、歯科医師

会等に調達についての応援要請を実施する。 

『【資料】第１．２「災害時応援協定等一覧」』参照 

 

２.３ 負傷者の搬送【 救護班 】 

医療救護班は、被災者の救命のために、消防本部、自主防災組織、地域住民等の協力

を得ながら、トリアージと負傷者の搬送を実施する。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 搬送体制  

搬送体制は、原則として次のように実施する。 

 

 

 

 

 

２ トリアージの実施  

医療救護班は、患者の症状に応じた適切なトリアージを実施する。 

『【資料】第２．１６「トリアージタッグ」』参照 

 

 

 

 

《参考》 

◆クラッシュシンドローム 

筋肉の長時間の圧迫によって、細胞内にあるタンパク質の一種が血液中に大量

に入り、腎不全を引き起こす症状をいう。 

災害拠点病院 

後方医療機関 被災現場 
医療救護所 緊急医療機関 

《参考》 

◆トリアージ 

トリアージ（Triage）は、災害医療における多数の傷病者を重症度と緊急性に

よって分類し、治療や搬送の優先順位を決めることをいう。 
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３ 重傷者の搬送  

① 搬送内容 

医療救護班は、消防本部、自主防災組織、地域住民等の協力を得ながら、重傷者を

被災現場から救護所又は後方医療機関へ搬送する。 

後方医療機関については、消防本部、医師会、県災害対策本部医療救急部の協力を

得て、収容先医療機関の被害状況や空床情報を迅速・的確に把握する。 

『【本文】本編 第２章 第２節 第５「５.１ 医療体制の整備」（震災-予防-50～53）』参

照 

② 搬送 

消防本部の救急車、市及び輸送業者の車両、自衛隊の車両及びヘリコプターを利用

するとともに、県災害対策本部医療救急部に救急車及びヘリコプターの派遣要請を行

うものとする。 

 『【本文】本編 本章 本節「第１ 緊急輸送体制の確立」（震災-応急-82～86）』参照 
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第３ 緊急給水体制の確立 

災害のため飲料水が枯渇又は汚染して現に飲料水を得ることができない者に対し、飲

料水を供給するとともに、給水施設の早期復旧を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.１ 給水需要の把握【 給水班 】 

避難者数や断水戸数等、災害のために現に飲料水を得ることのできない者の数を「情

報班」から把握する。 

『【本文】本編 本章 第３節「第５ 人命にかかわる災害情報等の収集・報告」（震災-応

急-56～63）』参照 

 

３.２ 給水方針の決定【 給水班 】 

給水量、給水方法、給水施設の応急復旧順位は、給水需要の程度や給水施設の被害状

況・復旧見込み、場所、施設の重要度を参考にして、その都度本部長が指示する。 

また、市は、市の給水計画を樹立し、飲料水の確保を図るように努め、最低必要量（供

給を要する人口×１日約３㍑）の水を確保できないときは、隣接市町又は県、日本水道

協会埼玉県支部に速やかに応援を要請するものとする。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 実施責任者  

市長は、被災者に対する飲料水の応急供給の実施責任者となる。 

ただし、市で対応が困難な場合は、県災害対策本部給水部に応援の要請及び資機材等

の借入あっせん要請を行う。 

 

２ 給水対象者  

災害により水道・井戸等の給水施設が破壊され、飲料水が枯渇し、又は汚染し、現に

飲料に適する水を得ることができない者。 

 

３ 給水量  

給水量は、災害発生から３日までは、１人１日約３リットル、４日目以後は約２０リ

ットルを目標とする。これは、飲料水及び炊事のための水を合計したものである。 

『【本文】本編 第２章 第２節 第３「３.２ 給水体制の整備」（震災-予防-36～38）』参

照 

第３ 緊急給水体制の確立 ３.１ 給水需要の把握 

３.２ 給水方針の決定 

３.３ 給水 

３.４ 給水施設の応急復旧 
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４ 供給の方法  

給水にあたっては、被災現場に必要な地点に給水所を設け、臨時給水栓及び給水車等

により、浄水を供給し、浄水が得られない場合には、ろ水機等の活用を図る。 

 

３.３ 給水【 給水班 】 

「３.２ 給水方針の決定」の方針に基づき、給水を行う。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 応急給水資機材等の確保 

市は、必要な応急給水資機材を確保する。なお、給水用資機材に不足が生じたら次の

機関に要請する。  

①  県災害対策本部給水部､隣接市町 … 給水タンク、ドラム缶、ポリ袋等 

②  自衛隊            … 浄水セット、ヘリコプター出動要請等 

 

２ 給水方法  

① 市全体が断水の場合は、県と協議して定めた給水拠点にて応急給水を行う。 

  また、市内の企業及び個人所有の井戸、県災害対策本部給水部及び隣接市町から応

援給水を受けるものとする。 

② プール、貯水槽、井戸等の水を利用する場合は、ろ過及び消毒、衛生検査の後に給

水する。 

③ 医療機関の給水を優先する。 

 

３ 周知・広報  

給水拠点を設定した後、被災した市民に対する広報活動を行うとともに、設定した給

水拠点及びその周辺に「給水所」の掲示物を設置する。 

 

４ 応援要請 

必要に応じて、県及び吉川市管工事協同組合、日本水道協会埼玉県支部等に応援要請

を行う。  

 

 

 

 

 

３.４ 給水施設の応急復旧【 水道施設対策班 】 

給水施設の応急復旧方針に基づき、吉川市管工事協同組合をはじめ、県災害対策本部

（給水部）の協力を得て復旧する。 

なお、復旧に当たっては、防災拠点となっている施設（病院、避難所等）を優先する

ものとし、上水道等の被害状況の調査及び応急復旧工事を１週間以内に完了するよう実

施するものとする。 

《参考》 

◆災害救助法が適用された場合の費用等 

 飲料水の供給に要した経費は、「災害救助法による救助の程度、方法及び期間

並びに実費弁償の基準」の範囲内において市町村が県に請求できる。 
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第４ 緊急食料供給体制の確立 

災害によって、日常の食事に支障が生じた者及び応急対策活動に従事する者に対し、

炊き出しその他によって食料を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４.１ 給食需要の把握【 避難所班、産業物資班 】 

給食を支給するため、次の供給対象者等を早期に把握する。 

① 避難所に収容された人数 

② ミルクを必要とする乳児の数 

③ 住家に被害を受けて炊事の出来ない者 

④ 通常の配給機関が一時的に麻痺し、主食の配給が受けられない者 

⑤ 旅行者等で現に食を得ることができない状態にある者 

⑥ 応急活動に従事する者 

⑦ アレルギー、持病等による食材又は調理法に制約がある者 

『【本文】本編 本章 第３節「第５ 人命にかかわる災害情報等の収集・報告」（震災 56

～63）』参照 

 

４.２ 給食能力の把握【 教育施設班、給食班 】 

市内の学校給食センター及び小・中学校等の給食能力を有する施設（給食施設等）の

被害状況を把握する。 

 

４.３ 給食方針の決定【 避難所班、産業物資班 】 

給食方針は、「４.１ 給食需要の把握」及び「４.２ 給食能力の把握」の状況把握に

基づき決定する。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 実施責任者  

市長は、被災者に対する炊き出しその他による食料供給の実施責任者となる。 

ただし、市で対応が困難な場合は、県災害対策本部食料部に対して食料品のあっせん

要請を行う。 

 

 

第４ 緊急食料供給体制の確立 ４.１ 給食需要の把握 

４.２ 給食能力の把握 

４.３ 給食方針の決定 

４.４ 給食 
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２ 給食基準  

① 食品の給与は、被災者が直ちに食することができる現物によるものとする。 

② 配給品目は米穀を原則とする。 

③ 県知事が定める配給数量は、炊き出しとして配給する場合、被災者１食当たり精米

２００ｇ以内、応急供給受給者１人１日当たり精米４００ｇ以内、災害救助従事者１

食当たり精米３００ｇ以内である｡ 

『【本文】本編 第２章 第２節 第３「３.１ 食料供給体制の整備」（震災-予防-35、36）』

参照 

 

３ 給食の方法  

① 食料供給機能の停滞により生命に危険が及ぶ可能性のある要配慮者に対し、優先的

に実施する。 

② 現場ごとにそれぞれ実施責任者を定め、炊き出し及び食料の給与を実施する。 

③ 速やかに炊き出しが行われるよう給食可能設備を有する施設を調査し、協力を要請

し、炊き出し体制の確立を図る。 

④ 状況により、地域の団体、自衛隊又はボランティア等の協力を得て実施する｡ 

⑤ 野外炊飯に備えた対応を図る。 

⑥ 要配慮者に対応し、栄養を考慮した給食方法を検討する。 

⑦ アレルギー、持病等により食事に制約がある者については、避難所ごとで可能な限

り、食材、調理を選別して対応する。 

 

４.４ 給食【 避難所班、産業物資班 】 

「４.３ 給食方針の決定」の方針に基づき給食を実施する。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 食料の調達  

①  米穀 

災害の状況により、米穀小売販売業者の手持精米のみでは不足する場合は、県知事

に米穀の調達を要請する。 

②  副食品 

必要に応じ市内販売業者から調達する。 

地域内で調達不能の場合は、県知事にあっせん依頼する。 

③  生鮮野菜 

生産者、農業協同組合、卸売市場の協力を得る。 

④  牛乳、乳製品 

販売業者から購入する。 

⑤  簡易ガスコンロの調達 

ガス供給の停止により、調理不能な状況にあるものについては、状況により、簡易

ガスコンロを貸与する。 
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⑥  大型の鍋釜・コンロ（炊き出しに備える。） 

販売・製造業者から購入し、又は借り入れる。 

⑦  電気炊飯器、電磁調理器の調達 

販売・製造業者から購入し、又は借り入れる。 

⑧  県備蓄物資の要請 

 

２ 食料の運送  

「産業物資班」は、市において調達した食料及び県から支給を受けた食品について、

広域集積地及び運送拠点から避難所、被災地等へ運送する（広域集積地、運送拠点まで

は原則として県、業者が運送する。）。 

『【本文】本編 本章 本節「第１ 緊急輸送体制の確立」（震災-応急-82～86）』参照 

 

３ 食品の配付  

避難者等への食品の配付を行う。なお、事態がある程度落ち着いた段階では、給食対

象者を避難所収容者に限定し、給食需要の明確化を図る必要がある。 

 

４ 炊き出し  

被災者の健康維持と精神安定の観点から、炊き出しについては「簡易キッチンによる

避難所での調理」や「食事の献立化」を図り、提供する食事形態の一つとして計画的に

位置付けていく。また、高齢者、乳幼児、アレルギー、持病等の方には、それぞれの方

に配慮した食事の提供に努める。作業の担い手としては、ボランティア、自治会、自主

防災組織及び避難所住民を組織して活用を図る。 

『【資料】第２．１「災害時応援協定等一覧」』参照 

 

《参考》 

◆災害救助法が適用された場合の費用等 

 炊出し等による食品の給与に要した費用は、「災害救助法による救助の程度、方

法及び期間並びに実費弁償の基準」の範囲内において市町村が県に請求できるも

のとする。 
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第５ 緊急生活必需品供給体制の確立 

災害によって、生活上必要な被服や寝具その他日常用品等をそう失又は破損し、直ち

に日常生活を営むことが困難な者に対し、給与又は貸与する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５.１ 生活必需品需要の把握【 産業物資班 】 

「避難所班」等からの情報により、生活必需品の供給対象者数を把握する。 

『【本文】本編 本章 第３節「第５ 人命にかかわる災害情報等の収集・報告」（震災-応

急-56～63）』参照 

 

５.２ 公的備蓄、業者調達可能量の把握【 産業物資班、広報情報班 】 

市の備蓄倉庫及び市内業者の被災状況を確認し、生活必需品の調達可能量を確認する。 

『【資料】第２．２「吉川市防災倉庫防災資機材等備蓄状況」』参照 

 

５.３ 生活必需品供給方針の決定【 産業物資班 】 

「５.１ 生活必需品需要の把握」、「５.２ 公的備蓄、業者調達可能量の把握」の状況

把握に基づき決定する。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 実施責任者  

市長は、被災者に対する衣料、生活必需品その他の物資供給の計画の策定及び実施に

関する実施責任者となる。 

また、災害救助法が適用された場合、被服や寝具その他生活必需品の給与又は貸与を

実施する。 

 

２ 主な生活必需品  

被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物を持って行う。 

① 寝   具 … 毛布、タオルケット、布団等 

② 外   衣 … 洋服、作業衣、子供服等 

③ 肌   着 … シャツ、パンツ等の下着類 

④ 身の回り品 … タオル、手拭い、靴下、サンダル、傘等 

第５ 緊急生活必需品供給体制の 

   確立 

５.１ 生活必需品需要の把握 

５.２ 公的備蓄、業者調達可能量 

    の把握 

５.３ 生活必需品供給方針の決定 

５.４ 生活必需品の供給 
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⑤ 炊事用具品 … 鍋､炊飯器､包丁､バケツ､カセットコンロ､洗剤､ガス器具等 

⑥ 食   器 … 茶碗、皿、はし等 

⑦ 日 用 品 … 懐中電灯、乾電池、石鹸、ちり紙、歯ブラシ、歯磨粉等 

⑧ 光熱材料品 … マッチ、ロウソク、ＬＰガス等 

⑨ そ の 他 … 紙おむつ、風邪薬等医薬品、ＡＭ／ＦＭラジオ等 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 生活必需品の配給  

被害程度及び世帯構成人員に応じて配給するが、自治会・自主防災組織、民生委員・

児童委員やボランティア等の協力を得て、迅速かつ正確に実施するものとする。 

 

５.４ 生活必需品の供給【 産業物資班 】 

「５.３ 生活必需品供給方針の決定の方針」に基づき生活必需品を供給する。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 生活必需品の調達  

事前の備蓄物資で対応し、なお不足するときは速やかに業者等から調達することに努

め、状況により県等へ応援を要請するものとする。 

 

２ 生活必需品の運送  

「産業物資班」は、市において調達した生活必需品及び県から支給を受けた生活必需

品について、広域集積地、運送拠点から避難所、被災地等へ運送する。広域集積地、運

送拠点までは、原則として県、業者が運送する。 

『【本文】本編 本章 本節「第１ 緊急輸送体制の確立」（震災-応急-82～86）』参照 

 

３ 生活必需品の配布  

供給方針に基づき配付する。 

 

 

 

 

 

 

《参考（阪神･淡路大震災の場合)》 

◆生活必需品 

生活必需品の中では、毛布等の寝具が直ちに必要となり（要配慮者の体調悪化

の防止）、次に手拭き用のウェットティッシュ（給水停止による）や生理的に必要

となるもの（紙おむつ、下着、生理用品等）のニーズが高まっていた。 

《参考》 

◆災害救助法が適用された場合の費用等 

 生活必需品の給与又は貸与に要した費用は、「災害救助法による救助の程度、

方法及び期間並びに実費弁償の基準」の範囲内において市町村が県に請求するも

のとする。 
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 (緊急救援期) 
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第６ 防災拠点施設における通信、電力、ガスの応急復旧 

迅速かつ的確な初動活動を実施するため、防災拠点施設においては、優先的に通信、

電力、ガスの応急復旧を行う。 

 

 

 

 

６.１ 防災拠点施設における通信、電力、ガスの応急復旧 

【 産業物資班、総括班 】 

次のライフライン関係者は、防災拠点施設における通信、電力、ガス被害状況の把握

及び優先的な応急復旧に努めるものとする。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 防災拠点の優先復旧  

東日本電信電話㈱埼玉事業部、東京電力パワーグリッド(株)川口支社、東彩ガス(株)

は、防災拠点施設の被害状況を把握し、防災・減災活動を実施する上で重要となる次の

施設から優先的に復旧を行うものとする。 

①市役所    ②各消防署    ③医療機関    ④避難所 

⑤輸送拠点   ⑥その他「総括班」又は「産業物資班」が要請する施設 

 

２ 応急復旧  

(1) 通信（東日本電信電話㈱埼玉事業部埼玉南支店） 

① 通信回線の応急復旧 

② 特設公衆電話の設置 

③ お客様相談窓口の開設等 

(2) 電力（東京電力パワーグリッド(株)川口支社） 

① 送電設備の応急復旧 

② 変電設備の応急復旧 

③ 配電設備の応急復旧 

④ 投光器の設置 

⑤ 仮連絡ケーブル施設による仮送電等 

(3) ガス（東彩ガス(株)） 

① ガス本管の応急復旧 

② ガス器具等の設備の応急復旧 

③ 移動式ガス発生設備の設置

第６ 防災拠点施設における 

   通信、電力、ガスの応急復旧 
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 [応急対策活動計画] 
 (緊急救援期) 

     震災-応急-98 

第７ 二次災害防止活動 

消防本部をはじめ各機関は、危険物漏洩、建物倒壊等の二次災害による人的被害の防

止対策を行い、市民の安全を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

７.１ 危険物等による二次災害の防止【 消防本部、関係機関 】 

危険物等から災害が発生したとき、又は災害によって危険物施設等に危険が迫ったと

きは、関係各機関は緊密な協力のもとに活動を開始するものとする。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 基本方針  

①  危険物等施設管理者又は付近の住民等は、災害の発生又は危険を察知したときは、

速やかに消防本部、市災害対策本部、吉川警察署に連絡するとともに、周辺住民に広

報し、避難を呼び掛けること（地震発生時は、応急復旧が実施できないことが予想さ

れ、まず周辺住民を避難させることが最優先業務となる。）。 

『【本文】本編 本章 第３節「第４ 避難対策」（震災-応急-41～55）』参照 

②  危険物等施設管理者は、消防本部、市災害対策本部、草加保健所等と連携して、応

急復旧活動を実施する。 

 

２ 応急復旧  

①  危険物保管施設応急対策 

ア  消防本部 

緊急措置命令により、危険物集荷の禁止、移動及び搬出の準備のための防護、そ

の他自主的応急体制の確立等応急措置をとらせるとともに、事故発生に際しては消

防部隊の効果的運用を図り、危険物排除作業を実施する。 

② 火薬類保管施設応急対策計画 

ア 消防本部 

火災に際しては、誘発防止のため延焼拡大を阻止する消防活動を行い、施設内の

救出を実施する。 

③ 放射線施設応急対策計画 

ア 消防本部 

(ｱ) 警防計画を樹立の上、火災に際しては施設の延焼を防止する消防活動を行い、

汚染区域の拡大防止に努める。 

(ｲ) 放出に際しては、警察と連絡を取り、危険区域内の避難誘導に努める。 

第７ 二次災害防止活動 ７.１ 危険物等による二次災害の 

    防止 

７.２ 建物倒壊による二次災害の 

    防止 
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 [応急対策活動計画] 
 (緊急救援期) 
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イ  放射線施設管理者 

放射線防止活動実施要領に基づき、災害の状況に応じておおむね次の事項を実施

する。 

(ｱ) 応急的危険場所の設定 

(ｲ) 関係機関等への連絡 

(ｳ) 危険場所の設定と放射線量の測定 

(ｴ) 被災者の救出救護 

(ｵ) 危険原因の応急的排除 

(ｶ) 危険場所内所在者の避難誘導 

(ｷ) 汚染の拡大防止 

(ｸ) 必要な広報活動の実施 

(ｹ) その他 

④  高圧ガス保管施設応急対策計画 

ア 消防本部 

(ｱ) 火災に際しては、施設防火管理者と連絡を密にして、未燃焼ガスの冷却及び除

去を行い、延焼拡大を防止する。 

(ｲ) 関係機関との連携を保持し、被災者の救出救護、避難誘導を実施する。 

イ  施設管理者 

(ｱ) 災害の規模、態様、建築物の構造等を考慮し、消防隊の責任者と連絡を密にし

て機敏な措置を取る。 

(ｲ) 爆発、火災又は可燃性ガスの漏出に際しては、状況に応じて次の措置を講ずる。 

・負傷者の救出救護 

・警戒区域の設定 

・火気厳禁の広報 

・漏出防止の措置 

・避難の指示 

・引火性、爆発性物品の移動 

⑤  毒物劇物保管施設応急対策計画 

ア  草加保健所 

毒物劇物保管施設等が災害により被害を受け、毒物劇物等飛散漏洩又は地下に浸

透し、保健衛生上危害が発生し又はそのおそれがある場合は、保管施設等の責任者

に、迅速的確な情報を保健所又は警察署に連絡させる。 

また、危険防止のための応急措置を講ずるよう指示し、その毒性、劇性の及ぶ危

険区域を指定して、警察、消防等関係機関と協調し、交通遮断、緊急避難及び広報

活動等の必要の措置をとる。 

イ  消防本部 

火災に際しては、施設防火管理者と連絡を密にして、施設の延焼防止及び汚染区

域の拡大を防止する。 
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 [応急対策活動計画] 
 (緊急救援期) 
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７.２ 建物倒壊による二次災害の防止【 住宅対策班 】 

市民は、自ら建物が危険と判断した場合又は倒壊危険の報告を受けたときは、速やか

に避難するものとする。 

「住宅対策班」は、近隣市町とも協力して民間建築士等を確保し、応急危険度判定や

応急復旧などの実施のための協力を要請する。また、必要に応じて、県に対して登録ボ

ランティアの「被災建築物応急危険度判定士」、「被災宅地応急危険度判定士」の派遣を

要請する。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定  

被災建築物応急危険度判定は、被災した建築物の余震等による倒壊の危険性及び落下

物の危険性等を判定し、二次的な災害を防止することを目的としたもので、主として外

観を目視等によって判定する。 

被災宅地危険度判定は、被災した宅地の状況を迅速かつ的確に把握し判定することに

より、二次災害を軽減・防止し、住民の安全を確保するものである。 

市内に判定の実施に必要な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を

確保できない場合は、近隣市町及び県と協力し、被災建築物応急危険度判定及び被災宅

地危険度判定を速やかに行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 被災度区分判定調査  

被災度区分判定調査は、地震による建物の耐震性能の劣化度を調査・判定し、建物の

継続使用に際しての補修や補強の要否を検討するときの基礎資料となるものである。 

「広報情報班」などからの被害状況報告に基づき、必要に応じ地方公共団体建築技術

者、学識経験者、建築士団体、建設業関係団体等の協力を求め、被災度区分判定調査を

実施する。 

 

３ 応急措置等に関する相談・指導  

市は、被災建築物応急危険度判定等の結果に基づき、被災建築物の所有者等に対して、

応急措置等の相談、指導を行い、二次災害の防止に努める。 

 

  

  

《参考》 

◆被災建築物応急危険度判定の実施方法 

地震で被災した建築物を目視点検し、被災度が大きく、余震等により倒壊のお

それがある建物に対して「危険」等のステッカーを建築物の見やすい場所に貼付

する。 

なお、判定ステッカーは、「危険」、「要注意」、「調査済」の３種類である。 
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 [応急対策活動計画] 
 (緊急救援期) 
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 □被災建築物応急危険度判定活動の流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 □被災宅地危険度判定士派遣の流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 『【資料】第２．１８「吉川市被災建築物応急危険度判定要綱」』参照 

 『【資料】第２．１９「埼玉県被災建築物応急危険度判定要綱」』参照 

 『【資料】第２．２０「埼玉県被災宅地危険度判定実施要綱」』参照 

市 

判定実施本部 

埼玉県 

判定支援本部 

無被害 

都道府県 

管内の無被害 

市町村 
管内の無被害 

市町村 

支援要請 要請 

要請 要請 

招集 招集 

応急危険度判定士 

応援 

市 

判定実施本部 

埼玉県 

判定支援本部 

要請 派遣 

他の都道府県等 

要請 派遣 

市内の 

宅地判定士 

市町村 

県内の 

宅地判定士 

市町村 

他の党道府県等 

の宅地判定士 

市町村 

協力依頼 

応諾 

協力依頼 

協力依頼 

応諾 

応諾 

埼玉県被災宅地危険度 

判定地域連絡会議 

被災宅地危険度判定 

連絡会議 
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第８ 帰宅困難者対策 

本市から東京都に通勤、通学をしている市民は、毎日約７，２００人にのぼる。この

ため、東京圏で大規模地震が発生した場合には、多くの市民が東京などで帰宅困難にな

ることが予想される。 

そのため、本市は、帰宅困難となった通勤、通学者等に対し、適切な情報の提供、保

護・支援、代替交通手段の確保などの対策を実施する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８.１ 情報の提供等【 広報情報班 】 

帰宅困難者に対して交通情報や県内の被害状況等の情報を伝達するとともに、家族等

の安否確認のための手段を確保する。 

 □帰宅困難者への情報提供  

実施機関 項目 対策内容 

市 誘導、 

情報の提供 

○徒歩帰宅者の誘導、簡易地図等の配布 

○市ホームページ、登録制配信メール、ツイッター、

防災行政無線等による情報提供 

○緊急速報メールによる発災直後の注意喚起 

県 情報の提供、 

広報 

○テレビ、ラジオ局への放送依頼、報道機関に対し、

被害状況、交通情報等を広報 

○ホームページ、メールや危機管理・災害情報ブログ

等による情報提供 

○緊急速報メールによる発災直後の注意喚起 

 

鉄道事業者 情報の提供、 

広報 

○鉄道の運行、復旧状況、代替輸送手段等の情報提供

等 

○鉄道を利用している帰宅困難者の一時滞在場所まで

の誘導、簡易地図等の配布 

東日本 

電信電話(株) 

安否確認手段 

の提供 

○災害用伝言ダイヤル（１７１）及び災害用伝言版（web

１７１）のサービス提供 

○特設公衆電話の設置等 

携帯電話事業者 安否確認手段 

の提供 

○災害用伝言板のサービス提供 

ラジオ、テレビ等 

放送報道機関 

情報の提供 

 

○帰宅困難者向けの情報の提供（県内の被害状況、安

否情報、交通関係の被害復旧、運行情報） 

  

第８ 帰宅困難者対策 ８.１ 情報の提供等 

８.２ 一時滞在施設の開設・運営 

８.３ 帰宅支援 

８.４ 企業・学校等における 

    帰宅困難者対策 
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 [応急対策活動計画] 
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〈帰宅困難者に伝える情報例〉 

・被害状況に関する情報（震度分布、建物被害、火災、人的被害、ライフライン被害

等） 

・鉄道等の公共交通機関に関する情報（路線ごとの運行状況、復旧見通し、代替交通

機関 の情報等） 

・帰宅に当たって注意すべき情報（通行不能箇所、大規模火災箇所、規制情報等） 

・支援情報（帰宅支援ステーションの開設状況、一時滞在施設の開設状況等） 

 

８.２ 一時滞在施設の開設・運営【 総括班、避難所班、産業物資班、吉川警察署、 

鉄道事業者 】 

市、県、鉄道事業者等が連携し、駅周辺等の帰宅困難者を収容する一時滞在施設を開

設する。 

 □一時滞在施設の開設・運営の内容 

実施機関 内容 

市 ○市有施設の一時滞在施設の開設、運営 

○市有施設以外の一時滞在施設の開設依頼 

○一時滞在施設の開設情報等の収集、提供 

○駅周辺から一時滞在施設への避難路の確保 

○路上で被災した等、行く場所がない帰宅困難者の一時滞在施設への誘

導 

県 ○県有施設の一時滞在施設の開設、運営 

○一時滞在施設の開設情報等の提供 

○路上で被災した等、行く場所がなく一時滞在施設に収容された帰宅困

難者に対する飲料水、食料等の確保 

一時滞在施設

となる施設 

○一時滞在施設の開設、運営 

○帰宅困難者への飲料水、食料の提供 

警察署 ○駅周辺の混乱防止対策に係る支援 

鉄道事業者  

 

○利用者へ必要な情報を提供 

○利用者の保護、待機場所の提供 

〇市や関係機関等と連携し、帰宅困難者を一時滞在施設への誘導又は

案内 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 駅周辺等における一時滞在施設の開設  

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、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、公共

施設や民間施設を問わず、幅広く安全な施設を一時滞在施設として開設する。 一時滞

在施設を開設したときは、滞留者や徒歩帰宅者に対し、安全な待機場所であることをわ

かりやすく表示する。なお、一時滞在施設の受入能力には限りがあるため、要配慮者の

受け入れを優先する。一時滞在施設の運営については、『「本編 第３章 第３節 第４

「４.６ 避難所の運営」（震災-応急-48～54）』を準用する。 
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  □一時滞在施設の運営の流れ 

① 建物の被害状況の把握や、施設の安全性の確認 

② 施設内の受入スペースや女性用スペース、避難行動要支援者等のためのスペー

ス、立入禁止区域等の設定 

③ 施設利用案内等の掲示 

④ 電話、特設公衆電話、ＦＡＸ等の通信手段の確保 

⑤ 「広報情報班」へ一時滞在施設の開設報告 

※一時滞在施設の開設運営に当たっては、事後に災害救助法による費用の支弁を求

めることを考慮し、避難所の運営開設に準じて、書類・帳票等を一時滞在施設に

整備、保存しておく。 

 

  □駅周辺の一時滞在施設候補（市の公共施設） 

駅名 施設名 一時滞在場所 想定収容人数 駅からの距離 

吉川駅 視聴覚ライブラリー 多目的室 約 80 名 約 0.1km 

中央公民館 ホール 約 500 人 約 1.1km 

吉川美南駅 児童館ワンダーラン

ド 

多目的ホール・

プラネタリウム 

約 180 人 約 1.4km 

吉川美南地区公民館 公民館貸室 約 140 人 約 1.0km 

  注）想定収容人数は、座席数、定員、面積等から算出 

 

２ 一時滞在施設への誘導 

一時滞在施設に帰宅困難者を迅速かつ安全に誘導又は案内をする。 

また、一時滞在施設まで安全に誘導するため、地元警察署の協力を得る。 

 

３ 一時滞在施設での飲料水・食料等の提供 

一時滞在施設に受け入れた帰宅困難者に対し、必要に応じ飲料水、食料等を提供する。 

市は、交通機関の復旧情報や道路の被災、復旧に関する情報など帰宅の可否を判断でき

る情報を適宜一時滞在施設に提供する。一時滞在施設の管理者は、市から提供された情

報などを受け入れた帰宅困難者に提供する。運営に当たっては、自助、共助の点から、

状況により受け入れた帰宅困難者も含めた運営をする。 

 

４ 災害救助法の適用の検討 

大量の帰宅困難者が発生し、一時滞在施設等において、飲料水・食料等の提供を行う

必要が生じた場合には、災害救助法の適用を検討する。災害救助法の適用については、

『本編 本章 本節「第１１ 災害救助法の適用」（震災-応急-110～114）』を準用する。 

 

８.３ 帰宅支援【 総括班、鉄道事業者、東京電力パワーグリッド㈱川口支社 】 

混乱が収束し道路の啓開等安全が確保された後、帰宅困難者が安全に帰宅できるよ

う、代替輸送の実施や徒歩帰宅者への休憩所の提供等の支援を実施する。 
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 □帰宅困難者への帰宅支援 

実施機関 項目 支援内容 

市、県、 

県バス協会 

帰宅支援協定に基づく 

一時休憩所提供の要請 

○ガソリンスタンド、コンビニエンスストア、フ 

ァミリーレストラン等の休憩所としての利用を

要請 

代替輸送の提供 ○バス輸送の実施 

○マリーナ、船着場を活用して、河川舟運による 

輸送の実施 

鉄道事業者 トイレ等の提供 ○トイレ等の提供  

東京電力パ

ワーグリッ

ド㈱川口支

社 

沿道照明の確保 

○帰宅通路となる幹線道路への照明用電力の供

給 

 

８.４ 企業・学校等における帰宅困難者対策【 企業、保育班、学校教育班 】 

 (1) 企業等における帰宅困難者対策 

企業等は、自社従業員等の安全確保、保護のため、一斉帰宅行動の抑制に努める。 

また、事前対策として、自社従業員等を一定期間留めるために、食料、飲料水等の

備蓄、災害時のマニュアル作成や情報の提供などの体制整備に努めるとともに、訪問

者や利用者が事業所内で被災した場合において、自社従業員等と同様の保護ができる

対策を検討しておくものとする。 

さらに、留まった従業員が可能な範囲で、地域の応急・復旧活動にも参加するよう

努めるものとする。 

 (2) 保育所、学校等における帰宅困難者対策 

保育所、学校等は、乳幼児・児童・生徒等の安全確保及び保護に万全を期す。 

また、事前対策として、保護者が帰宅困難者となって、保護者による乳幼児等の引

き取りが困難な場合に備えて、災害時における保護者との連絡方法や一定期間、保育

所・校舎等に留める対策についても、防災マニュアル等に定めておくものとする。 

また、市内の民間保育所や自治会、自主防災組織などとの協力体制の整備に努める

とともに、食料、飲料水等の必要な物資の備蓄に努めるものとする。 
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第９ 行方不明者の捜索、遺体の収容処理、埋火葬 

大規模地震発生時には、多数の死者、行方不明者が発生することが予想される。

これらの捜索、処理、埋火葬等を適切に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

９.１ 行方不明者の捜索【 要配慮者支援班 】 

遺体及び行方不明の状態にあり、かつ周囲の事情により死亡していると推定される者

の捜索は、「要配慮者支援班」が、県、警察、自衛隊、消防本部、消防団、その他関係

機関等の協力のもとに実施する。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 対象者  

災害により行方不明の状態にあるか又は周囲の事情から既に死亡していると推定され

る者。 

 

２ 方法  

①  「要配慮者支援班」は、市役所内に行方不明者の捜索依頼の受付窓口を開設する。

住所（被災場所）、氏名、年齢、性別、身長、着衣その他の特徴について詳細に聞き

取り、名簿を作成する。 

②  名簿をもとに、まず避難所の収容者名簿の確認を行う。 

③  確認ができなかった場合、消防、警察等と連絡調整を行い、行方不明者及び遺体の

捜索活動を開始する。 

④ 必要に応じて、県及び警察等と協議し、行方不明者の公表を検討する。 

 

９.２ 遺体の収容処理【 要配慮者支援班、救護班、（一社）吉川松伏医師会、 

吉川歯科医師会 】 

「要配慮者支援班」及び「救護班」は、（一社）吉川松伏医師会、吉川歯科医師会、ボ

ランティア等の協力を得て、次のとおり収容処理を実施する。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 対象者  

災害により死亡したと推定される遺体とする。 

 

 

第９ 行方不明者の捜索、遺体の 

   収容処理、埋火葬 

９.１  行方不明者の捜索 

９.２ 遺体の収容処理 

９.３  遺体の埋火葬 
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２ 方法  

 ① 遺体収容所（安置所）の開設 

「要配慮者支援班」は、二次災害のおそれのない適当な建物（公共施設等）に遺体

の収容所（安置所）を開設し、遺体を収容する。前記収容所（安置所）に遺体収容の

ための建家がない場合は、天幕・幕張り等を設備し、必要器具（納棺用具等）を確保

する。遺体収容所（安置所）には、検視、死体調査及び検案を行うための検視所を併

設する。 

 ② 遺体の輸送  

市は、県に報告の上、遺体を、警察、消防等の協力を得て遺体収容所へ輸送し、収

容する。  

 ③ 遺体の一時保管  

「要配慮者支援班」は、検視、死体調査及び検案前の遺体や、火葬前の遺体の一時

保管を行う。  

 ④ 死体調査等  

警察官は、検視又は死体調査を行う。  

「救護班」は、法歯学上の身元確認が必要な場合、吉川歯科医師会に依頼する。 

 ⑤ 検案  

「救護班」は、（一社）吉川松伏医師会に検案等を依頼する。医師は、検案を行う。

また、必要に応じ、遺体の洗浄・縫合・消毒等の処理（遺体の識別、確認のための撮

影等を行うための措置として実施する。）を行う。 

 ⑥ 遺体処理台帳の作成 

検視又は死体調査及び検案後は、検案書を市が引き継ぐ。また、「要配慮者支援班」

は、遺体処理台帳を作成し、事後確認のため遺体の写真撮影、遺留品等の整理等の措

置をとり、身元の発見に努める。 

 ⑦ 遺体の収容 

「要配慮者支援班」は、遺体安置所を開設し、納棺用品、仮葬祭用品を確保すると

ともに、その他次の物品も用意する。 

□柩その他必要物品 

・柩  ・釘（柩の組み立てのため）  ・ドライアイス 

・金槌（柩組み立て、ドライアイスの破砕用）  ・その他（花、線香等） 

 

 

 

 

 

 

  

《注意》 

○柩その他の必要物品を調達するときは、その時点での遺体数よりも多めに見積

もっておくこと。 

○市内業者からの調達不能時は、県災害対策本部医療救急部に応援要請する。 
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９.３ 遺体の埋火葬【 要配慮者支援班、市民課 】 

「要配慮者支援班」は、遺体の埋葬（火葬）について次のとおり実施する。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 対象  

身元が判明しない遺体又は引き取り手のない遺体の埋・火葬は、次の基準により、市

が適切に埋葬、火葬を実施する。 

なお、身元が判明している遺体の埋・火葬は、原則として、その遺族・親戚縁者が行

うものとするが、火葬場の損傷、葬祭業者の被災、柩やドライアイス等の不足等から埋・

火葬が行えないと認める場合、市は、業者や火葬場等の調整及びあっせんを行う。また、

火葬場の処理能力を大幅に超える数の遺体が発見・収容された場合には、他市町村等の

協力を得て、火葬を実施する。その際の火葬場までの遺体の搬送については市が負担す

るものとする。 

 

２ 基準 

①埋・火葬の場所 埋・火葬は原則として当該市町村内で実施する。 

②他の市町村に漂

着した遺体 

遺体が他の市町村（災害救助法適用地域外）に漂着した場合、当

該市町村は、遺体の身元が判明している場合、原則として、その遺

族・親戚縁者又は法適用地の市町村に連絡して引きとらせるものと

するが、法適用地が混乱のため引き取る暇がないときは、当該市町

村は知事の行う救助を補助する立場において埋・火葬を実施（費用

は県負担）するものとする。 

③罹災地から漂着

してきたと推定

できる遺体 

遺体の身元が判明しない場合で、罹災地から漂流してきたと推定

できる場合には、遺体を撮影する等記録して前記に準じて実施する

ものとする。 

④葬祭関係資材の

支給 

棺（付属品を含む）及び骨つぼ又は骨箱とし、なるべくその現物

をもって支給する。  

 

３ 方法  

① 「市民課」は、埋火葬許可証を発行するとともに、埋火葬台帳を作成する。なお、

埋火葬許可証に代わる証明書（特例証明書）は「要配慮者支援班」が発行するととも

に、埋火葬台帳を作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

② 「要配慮者支援班」は、遺体を火葬に付す場合、遺体収容所から火葬場に移送する

（民間葬祭業者、自衛隊等へ依頼を行う。）。この際、多数の死者発生により、越谷市

火葬場の能力を超えたときには、地域外の火葬場へ移送するための処置をとることと

《参考（東日本大震災の場合)》 

◆埋火葬許可証に代わる証明書（特例証明書） 

 東日本大震災では、死亡者が極めて多数であること、市町村における死亡届に

係る確認作業が困難であること等から、厚生労働省から墓地埋葬法に基づく埋火

葬許可の特例措置（埋火葬許可証に代わる証明書の発行）に関する通知が発出さ

れた。 
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する。 

 

 

 

 

 

『【本文】本編 本章 本節「第１ 緊急輸送体制の確立」（震災-応急-82～86）』参照 

③ 焼骨は、遺留品とともに、氏名札及び遺留品処理票を添付して、納骨堂又は寺院等

に一時保管を依頼する。 

④ 身元が判明次第、焼骨及び遺留品処理票により整理の上、縁故者に焼骨及び遺留品

を引き渡すものとする。 

⑤ 仮埋葬については、適切な時期に発掘して火葬に付し、正規の墓地に改葬する。 

『【資料】第２．８「火葬場」』参照 

《注意》 

近隣の火葬場だけでは処理能力に限界があるので、早めに県災対本部医療救急

部に被災地外の火葬場の手配を要請しておく。併せて遺体の搬送体制も確立する。 

○遺体の集積場の設定 ○搬送手段の確保 
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第１０ 災害ボランティアの確保 

災害応急対策を迅速かつ的確に実施するため、ボランティアの動員、必要な場合にお

ける近隣の者の協力等を確保し、労務供給の万全を図る。 

 

 

 

 

 

 

１０.１災害ボランティアの活動体制の確立【 要配慮者支援班 】 

混乱した状況下と対策要員の不足した中で、ボランティアの積極的な活用を図ること

によって、被災者の生活を支援していく。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 市災害ボランティアセンターの設置 

「要配慮者支援班」は、総括班と調整し発災後直ちに、ボランティアの活動拠点とな

る災害ボランティアセンターの設置を市社会福祉協議会へ要請する。 

市災害ボランティアセンターは、市社会福祉協議会、ボランティア団体等が主体とな

り、ボランティアの受入れ、派遣ボランティアの種別、人数の振り分けなど被災地にお

けるボランティアのコーディネート業務を行う。 

① 災害ボランティアセンターの設置 

ア 設置場所 ：災害による被害状況を勘案し市内に設置 

イ 運営主体 ：市社会福祉協議会 

        市社会福祉協議会の運営マニュアルに基づく運営（ニーズ調査、マッ 

チング等）及び、吉川市災害ボランティアセンターの設置運営等に関

する協定書に基づく対応 

 

 

２ ニーズの把握  

市災害ボランティアセンターは、避難所、活動現場からのニーズを把握し、ボランテ

ィア不足が生じたときは、県災害ボランティア支援センターに伝達する。 

 

 

 

 

□ニーズの把握 

 

 

 

《参考（阪神･淡路大震災の場合)》 

◆ボランティアの窓口対応 

阪神・淡路大震災の場合は、被災地域内のボランティアセンターで全国からの

ボランティア志願者や関係者からの問い合わせに対応することは困難な状況とな

り、大阪府社会福祉協議会内に「社会福祉関係者救援合同対策本部」を設置して、

そこが連絡調整等の窓口となった。 

第１０ 災害ボランティアの確保 
１０.１ 災害ボランティアの活動

体制の確立 
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３ 募集  

「要配慮者支援班」又は市社会福祉協議会は、県災害ボランティア支援センターを通

じて、報道機関の協力を得て、必要なボランティアを募集する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 受入れ（災害ボランティアセンター）  

① 多数のボランティアを受け入れるために、民間のボランティア団体と連携を取りな

がら進めていく。 

②  ボランティアに対する活動拠点の指示 

③  宿泊場所（学童保育室）のあっせん及び食料の支援 

④  ボランティア保険の加入 

⑤  行政情報の提供（避難所情報、物資情報、交通情報） 

⑥  ボランティア名簿の作成 

⑦  特殊技能を有するボランティアについては、それぞれの担当機関・団体で受入体制

を整えてもらうように依頼する。 

 

 

《参考（阪神･淡路大震災の場合)》 

◆ニーズの把握 

阪神・淡路大震災の場合は、県がパトロール隊を編成して、ニーズ把握を行い、

各市町及びボランティアセンターに情報を伝達した（各市町は住民の緊急の生活

支援に追われ、ニーズ把握はできなかった。）。 

本市の場合も上記によるニーズ把握が不可能なときは、県との活動調整を実施

する必要がある。 

《参考（阪神･淡路大震災の場合)》 

◆ボランティアの活動 

・救出・捜索      ・救急医療     ・相談 

・救援物資車両の道案内 ・外国人の安否確認 ・運転 

・救援物資の搬入補助  ・手話通訳     ・清掃 

・建物応急危険度判定  ・被災者の介護   ・施設の応急復旧 

・被災者名簿のパソコン入力         ・炊き出し  

・クリーニング               ・避難所運営補助 

・要配慮者に対する水、食事等の運搬等    ・メンタルケア 

・入浴補助 

 

被災者等 

避難所班・ 

市民支援班等 

(受付) 

要配慮者支援班 

(とりまとめ) 

災害 

ボランティアセンター 
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５ ボランティアに対する支援 

①  ボランティア自身に対する各種相談 

②  行政やボランティア同士の情報共有 

③  事務用品の提供、活動に必要な資機材の貸与 

 

 

 

 

 

 

 

《参考》 

◆災害救助法が適用された場合の費用等 

応急救助のための人夫費として要する費用については、「災害救助法による救助

の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」の範囲内において市町村が県に請

求できる。 
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第１１ 災害救助法の適用 

災害により、被害の程度が一定の基準を超える場合は、災害救助法の適用を県知事に

申請し、法に基づく救助の実施の決定を求める。また、災害が発生するおそれがある場

合において、国に災害対策基本法に規定する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、県知事は当該所管区域内の市町村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ものに対しても、救助を行うこ

とができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１.１ 災害救助法適用に関係する被害情報の収集【 総括班、広報情報班 】 

災害救助法適用に関係する住家被害等の被害情報を次により収集する。 

① 緊急救援期後期においては、「広報情報班」が把握した住家被害数を用いる。 

② 混乱期から緊急救援期初期においては、「広報情報班」が把握した倒壊家屋件数を

もとに、「全壊家屋件数＝倒壊家屋件数×２～３倍」の数式を用いて推定する。この方

法は、この段階における被害の概要を把握するための方法であり、あくまでも暫定的

な方法である。 

『【本文】本編 本章 第３節「第５ 人命にかかわる災害情報等の収集・報告」（震災-応

急-56～63）』参照 

 

１１.２ 災害救助法の適用【 総括班 】 

「１１.１ 災害救助法適用に関係する被害情報の収集」で得られた被害状況が次の適

用基準を超えれば、県知事に災害救助法の適用申請をする。これによって、罹災者の生

命・生活の保護と社会秩序の迅速な安定を図るための対策の実施に伴う財政的・制度的

根拠が担保される。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 本市における災害救助法の適用基準（人口：５万人以上１０万人未満）  

① 市の地域内の住家のうち、滅失した世帯の数が「８０世帯以上」であること（基準

１号）。 

② 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、市の住家のうち滅失した世帯の数が基準１号の

１／２（４０世帯）に達したとき（基準２号） 

第１１ 災害救助法の適用 １１.１ 災害救助法適用に関係 

     する被害情報の収集 

１１.２ 災害救助法の適用 

１１.３ 災害救助法が適用され 

     ない場合の措置 
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③ 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１

２，０００世帯以上であって、当該市の区域内の被害世帯数が多数であるとき（

基準３号） 

④  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） 

⑤  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） 

 

２ 減失世帯の算定  

住家滅失

した世帯

数の算定

方法 

住家が滅失した全世帯数  

＝（全壊、全焼もしくは流失した世帯数）  

＋1/2（住家が半壊し又は半焼する等著しく損傷した世帯数）  

＋1/3（住家が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができ

ない状態となった世帯数） 

住家の滅

失等の認

定基準 

①住家が滅失したもの 

  住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積が、その住家の延床面

積の 70%以上に達した程度のもの、又は住家の主要構造部の被害額がその

住家の時価の 50%以上に達した程度のもの。 

②住家が半壊・半焼する等著しく損傷したもの 

  損壊又は焼失した部分の床面積が、その住家の延面積の 20％以上 70％

未満のもの、又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の 20％以

上 50％未満のもの。 

③住家が床上浸水、土砂のたい積等により一時的に居住することができない

状態となったもの 

  （①）及び（②）に該当しない場合であって、浸水がその住家の床上に

達した程度のもの、又は土砂、竹木等のたい積等により一時的に住居する

ことができない状態となったもの。 

住家及び

世帯の単

位 

住家：現実に居住している建物をいう。ただし、耐火構造のアパート等で居

住の用に供している部屋が遮断、独立しており、日常生活に必要な設

備を有しているもの等は、それぞれ１住家として取り扱う。 

世帯：生計を一にしている実際の生活単位をいう。 

 

３ 災害救助法の適用申請  

①  本部長は、１の適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込みがあるときは、

直ちにその旨を県知事に報告し、災害救助法の適用を要請する。ただし、災害の事態

が急迫して、県知事による救助の実施を待つことができないときは、本部長は災害救

助法の規定による救助に着手し、その状況を直ちに県知事に報告し、その後の処置に

関し指示を受けるものとする。 

②  本部長が災害救助法の適用を県知事に要請する場合は、県災害対策本部に対し、次

に掲げる事項について口頭又は電話をもって要請し、後日文書によって改めて処理す

るものとする。 

ア  災害発生の日時及び場所 

イ 災害の原因及び被害状況 



【震災対策編】 

 [応急対策活動計画] 
 (緊急救援期) 

     震災-応急-115 

ウ 適用を要請する理由 

エ 必要な救助の種類 

オ 適用を必要とする期間 

カ 既にとった救助措置及びとろうとする救助措置 

キ その他必要な事項 

 

４ 災害救助法に基づく救助の実施  

①  救助の実施機関 

救助の実施については、県知事は国の機関として救助の実施に当たることと定めら

れている。 

②  救助の種類及び職権の委任 

災害救助法による救助は、災害により被害を受けるおそれがあり、現に救助を必要

とする者又は災害直後の混乱状態下における罹災者の保護及び社会秩序の保全のため

の応急的救助であり、混乱状態の平静化に伴い短期間に終了すべき性質のものである。 

災害救助法に定める救助の種類は、次表に示すとおりである。 

なお、県知事は、救助を迅速に実施するため必要があると認めるときは、救助の実

施に関するその職権の一部を市長に委任することができ（災害救助法第３０条）、県で

は、救助に関する一部の職権を市長にあらかじめ委任している。 

『【資料】第２．１４「災害救助基準」』参照        

『【資料】第２．１７「災害救助法事務手順」』参照 

□救助の種類と実施者 

救助の種類 実施期間 実施者区分 

避難所の設置 ７日以内 市（委任）「避難所班」 

炊出しその他による食

品の給与 
７日以内 市（委任）「給食班・産業物資班」 

飲料水の供給 ７日以内 市（委任）「給水班・産業物資班」 

被服、寝具その他生活必

需品の給与又は貸与 
１０日以内に完了 市（委任）「産業物資班」 

医療及び助産 

１４日以内 

（但し､助産分娩した

日から７日間） 

医療班派遣＝県及び日赤埼玉県支部  

（ただし､委任したときは市） 

「救護班」 

学用品の給与 
教科書１ヶ月以内に完了 

文房具１５日以内に完了 
市（委任）「学校教育班」 

被災者の救出 ３日以内 市（委任）「消防本部」 

埋葬 １０日以内に完了 市（委任）「要配慮者支援班」 

応急仮設住宅の供与 ２０日以内に着工 

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） 

「住宅対策班」 

 

被災住宅の応急修理 

3 ヶ月以内に完了（災

害対策基本法に基づ

く国の災害対策本部

が設置された場合は 6

市（委任）「住宅対策班」 
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月以内） 

死体の捜索 １０日以内に完了 
市（委任）「要配慮者支援班」、「消防

本部」 

死体の処理 １０日以内に完了 市（委任）「要配慮者支援班」 

障害物の除去 １０日以内に完了 市（委任）「土木施設対策班」 

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、県知事を通じて内閣

総理大臣の承認を得て実施期間を延長することができる。 

③  費用 

救助にかかわる費用は、救助の実施に関する職権を委任されているものについて、

市長はその費用を一時繰替支弁し、繰替支弁金の交付を県知事に申請する。なお、罹

災台帳の作成については次のとおりとする。 

ア 本部長は、災害対策基本法による救助を必要と認める災害により、罹災した者が

あるときは、その被害状況を調査の上「被災者台帳」を作成し、これに登録する。 

イ 本部長は、罹災者に対し、必要があると認めたときは、「被災者台帳」に基づき「罹

災証明書」を発行する。 

『【本文】本編 第４章 第１節 第１「１.５ 罹災証明の発行」（震災-復旧-7、8）』参照 

『【様式】様式第５号「罹災証明書」』参照 

 

１１.３ 災害救助法が適用されない場合の措置【 総括班 】 

災害救助法による救助の対象とならない小災害の場合においても、罹災の状況により、

市長の責任において救助を実施するものとする。 

『【資料】第２．１４「災害救助基準」』参照 
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 □災害救助法による応急救助の実施概念図 
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第１２ 防疫・保健衛生活動 

災害の被災地域においては、衛生環境が悪化し、感染症等の疾病の発生が予想される

ので、これを防止するため、防疫及び保健衛生活動を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２.１ 需要把握【 救護班 】 

「広報情報班」、「避難所班」、ボランティア等からの通報などによって、感染症その

他の疾病の発生又は発生が予想される被災地域、被災状況を迅速に把握する。 

また、感染症が発生した場合における受入病院となっている第２種感染症指定医療機

関（第２種指定医療機関は二類感染症の治療を行う。）の被害状況を把握する。 

 

１２.２ 防疫・保健衛生活動【 救護班、環境衛生班 】 

「１２.１ 需要把握」に基づいて、防疫・保健衛生班を編成し、順次消毒等の防疫活

動を実施していくものとする。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 防疫・保健衛生班の編成  

防疫・保健衛生活動を迅速かつ的確に実施するため、「救護班」、「環境衛生班」は、(一

社)吉川松伏医師会、吉川歯科医師会、草加保健所、ボランティア等の協力を得て、防

疫・保健衛生班を編成する。 

防疫・保健衛生班の構成人員数は、下表を基準とするが、災害の規模、季節、応援要

員の数によりその都度定めるものとする。 

人員に不足が生じたら、県災害対策本部医療救急部に応援要請を行う。 

□防疫・保健衛生班の構成表 

区 分 
１班の所要人員 

備 考 
市 その他 計 

検病疫学調査 1 2 3  

健康診断 1 3 4 医師１、看護師１ 

清掃 3 2 5  

消毒 3 2 5  

害虫の駆除 3 2 5  

予防接種 2 2 4  

 

第１２ 防疫・保健衛生活動 １２.１ 需要把握 

１２.２ 防疫・保健衛生活動 

１２.３ 食品衛生活動 

１２.４ 動物愛護 
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２ 防疫・保健衛生各班の活動業務  

(1) 検病疫学調査班 

① 被災地及び避難所における感染症患者等の早期発見 

② 感染症予防に必要な防疫指導等の実施 

(2) 健康診断班 

① 被災地及び避難所における胸部レントゲン、心電図、検尿、血液検査等 

② クラッシュシンドローム患者の発見及び医療機関への搬送 

③ 風邪等にかかった被災市民に対する医療救護班等への受診指導 

（特に、高齢者や障がい者、乳幼児は被災直後の抵抗力が弱まり、手当ての遅れに

より肺炎や死亡につながるおそれがある。） 

④ 被災市民に対する身体の保温、うがいや手洗いの励行、マスクの着用等の保健指

導 

⑤ 避難所における巡回栄養相談 

『【本文】本編 本章 本節 第２「《参考》◆クラッシュシンドローム」（震災-応急-88）

』参照 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 清掃班 

① 避難所等、地域住民に対する清掃、清潔保持についての指導 

(4) 消毒班 

① 感染症患者等が発生し又は発生するおそれのある地域に対する重点消毒 

② 仮設トイレの消毒 

(5) 害虫の駆除班 

感染症患者等が発生し又は発生するおそれのある地域に対する害虫等の駆除を実施

する。 

(6) 予防接種班 

感染症等の疾病の予防接種 

 

３ 防疫・保健衛生薬剤及び資機材の確保  

(1) 防疫・保健衛生活動に必要な薬剤及び資機材は、健康増進課に保管する資材薬品等

を優先的に使用するものとする。 

(2) 市の保有する資材薬品等が不足したときは、「救護班」又は「衛生班」において調

達する。さらに、県災害対策本部医療救急部に依頼して、資材薬品等の調達及び搬送

を要請する。 

『【資料】第１．２「災害時応援等協定一覧」』参照 

《参考（阪神･淡路大震災の場合)》 

◆食事に対する配慮 

高血圧等慢性疾患で避難所における配付食品を食べられない又は避難所におけ

る食事だけでは栄養が不足するため、阪神・淡路大震災の場合は、栄養補助食品

の提供を業者に依頼し、離乳食製品等の提供を受けた事例がある。 
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１２.３ 食品衛生活動【 救護班 】 

本部長は、災害地の飲食による食中毒を防止するため必要があると認めたときは、食

品の衛生監視を草加保健所に依頼する。 

「救護班」は、草加保健所その他衛生関係機関と協力して、業務に当たっていくもの

とする。 

食品衛生にかかわる主な活動項目は、次のとおりである。 

① 臨時給食施設その他関連の食品取扱い施設の監視指導 

② 緊急調達食品等の衛生指導及び不良品の排除 

③ 食中毒発生時の処理 

④ 被災食品等の検査 

⑤ 被災不良食品の排除指導 

 

１２.４ 動物愛護【 環境衛生班、保健所 】 

災害時には、負傷又は逸走状態の動物が多数生じると同時に、多くの動物が飼い主と

ともに、避難所に避難してくることが予想される。  

「環境衛生班」は、県、動物関係団体と協力して、動物愛護の観点から、これら動物

の保護や適正な飼養に努めるものとする。 

なお、県では獣医師会及び動物関係団体と連携して、動物救援本部を設置し、次の事

項を実施することとなっている。 

・動物保護施設の設置 

・所有者不明の動物の保護収容及び飼養管理 

・負傷動物の保護収容、治療及び飼養管理 

・飼養困難動物の一時保管 

・動物の所有者や新たな所有者探しのための情報収集・提供 

・動物に関する相談の実施等 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 被災地域における動物の保護  

「環境衛生班」は、県、獣医師会、動物関係団体等と協力して、所有者不明の動物、

負傷動物等は保護し、動物保護施設等へ搬送する。 

 

２ 避難所における動物の適正な飼養 

「環境衛生班」は、県と協力して、飼い主とともに、避難した動物の飼養に関して適

正飼養の指導を行うなど、動物の愛護及び環境衛生の維持に努める。 

なお、避難者と共に避難した動物（盲導犬、聴導犬、介助犬を除く）の取り扱いにつ

いては、避難所では様々な価値観を持つ人が共同生活を営むことに鑑み、居室への動物

の持ち込みは原則禁止とし、敷地内のあらかじめ定めた飼養専用スペースで飼養させる

こととする。 

また、動物への給餌、排泄物の清掃等の飼育・管理は、当該動物を連れてきた者が全
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責任を負うものとし、居室以外の部屋の専用スペースで飼養した場合には、撤去後に当

該動物を連れてきた者が施設を原状復旧させる全責任を負うものとする。 

 

３ 情報の交換  

「環境衛生班」は、県、動物関係団体と連携して、次の情報を収集、提供する。 

・各地域の被害及び避難所での動物飼育状況 

・必要資機材、獣医師の派遣要請 

・避難所から動物保護施設への動物の預け入れ希望 

・他都県市への連絡調整及び応援要請 

 

４ その他  

「環境衛生班」は、動物の愛護及び管理に関する法律に規定する特定動物（危険な動

物）等が逸走した場合は、草加保健所に協力する。 
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第１３ 要配慮者への配慮 

要配慮者が一人で災害に対処することは、多くの困難が伴うため、市、関係防災機関、

地域住民等は、その支援に特に配慮する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３.１ 要配慮者に対する避難対策【 要配慮者支援班、救護班 】 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 避難行動要支援者に対する避難対策 

① 情報伝達・安否確認・救助活動 

「要配慮者支援班」は、避難情報を発令した場合には、避難行動要支援者に対し、

着実な情報伝達及び早期の避難行動を促進できるよう、避難支援者や避難支援等関係

者（消防機関、警察署、民生委員・児童委員、市社会福祉協議会、自治会及び自主防

災組織等）等と連携し、避難行動要支援者への情報伝達、安否確認、救助活動を実施

する。 

なお、避難行動要支援者名簿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、避難支援等関係者に名簿情報を提供する。 

 ② 避難支援 

「要配慮者支援班」は、避難行動要支援者の避難について、あらかじめ作成した「避

難行動要支援者名簿」、「個別避難計画」等に基づき、避難支援者や避難支援等関係者

等と連携し、避難行動要支援者の避難支援（避難行動要支援者宅への個別訪問や緊急

連絡等による所在把握、介助者による避難誘導等）を実施する。 

ただし、避難支援にあたっては、介助人の欠如、補装具の破損、避難所への案内の

不備（特に知的・視覚・聴覚障がい者）等によって、避難所への移動に支障をきたす

ことも予測される。そのため、「要配慮者支援班」は、避難支援者や避難支援等関係者

等と連携し、避難行動要支援者の誘導に努める。また、ケースワーカー等の福祉関係

者は、避難行動要支援者の避難誘導を最優先として初動活動を実施するものとする。 

第１３ 要配慮者への配慮 １３.１ 要配慮者に対する 

     避難対策 

１３.２ 要配慮者に対する 

     医療活動 

１３.３ 要配慮者に対する 

     広報活動 

１３.４ 外国人の安全確保 
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 ③ 移送 

「要配慮者支援班」は、避難行動要支援者の負傷状態、身体状態、精神状態などを

考慮し、本人・家族等の意思を尊重したうえで、避難支援者や避難支援等関係者、社

会福祉施設等の協力を得て、避難所から福祉避難所、医療施設、社会福祉施設など、

適切な場所へ移送を行う。 

 ④ 避難生活 

市災害対策本部の各班は、「避難所班」からの情報を基に、避難所における要配慮者

に配慮した生活環境を整備するため、関係防災機関やボランティア等と協力しながら、

必要な施策を検討し、実施する。 

なお、在宅又は避難所等では生活ができない要援護高齢者、障がい者等については、

本人の意思を尊重した上で、福祉避難所への避難又は社会福祉施設等への緊急一時入

所を迅速かつ円滑に行う。社会福祉施設等は、施設の機能を維持しつつ、可能な限り

受け入れるよう努める。また、必要に応じて福祉関係職員の派遣や要援護高齢者等の

他の地域の社会福祉施設への入所等が迅速に行えるよう県災害対策本部救援福祉部に

要請する。 

『【本文】本編 本章 本節 第４「４.６ 避難所の運営」（震災-応急-48～54）』参照 

 ⑤ 避難状況等の把握 

「要配慮者支援班」は、避難行動要支援者の安否状況、避難状況などをとりまとめ、

「広報情報班」へ報告する。 

 

２ 避難行動要支援者以外の在宅の要配慮者に対する避難対策 

市福祉部局、民生委員・児童委員、自治会・自主防災組織等で把握している避難行動

要支援者名簿に記載されていない要配慮者に対しても、「１ 避難行動要支援者に対す

る避難対策」と同様に優先的な避難等を実施するなど安全の確保に努める。 

 

３ 社会福祉施設等の要配慮者に対する安全対策  

 (1) 被害状況等の把握 

「要配慮者支援班」は、次のことについて把握に努める。また、各社会福祉施設等

の管理者は、被害情報について速やかに「広報情報班」へ報告を行うものとする。 

① 施設入所者の被害状況 

② 施設・設備の被害状況 

③ 他施設からの被災者の受入れ可能数 

④ ライフライン、食料等に関する情報 

 (2) 入所者等の安全確保 

施設管理者は、緊急連絡網を活用し、職員の動員・参集を迅速に行って緊急体制を

確保し、避難誘導計画等に基づき、入所者の救助及び避難誘導を迅速に実施する。ま

た、食料、飲料水、生活必需品等の備蓄物資を入所者に配布するとともに、不足が生

ずる場合は、県及び市町村に協力を要請する。 

市と県は、施設入所者の救助及び避難誘導を援助するため、近隣の社会福祉施設、

自主防災組織、ボランティア団体等に協力を要請する。また、自主防災組織、ボラン
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ティア団体等の協力を得ながら巡回班を編成し、被災した施設入所者や他の施設等に

避難した入所者のニーズや状況を把握し、援助を行う。さらに、社会福祉施設機能の

早期回復を図るため、ライフライン事業者に対して、電気、ガス、水道等の優先復旧

を要請する。 

 ① 入所者の相互受入れ 

「要配慮者支援班」は、県災害対策本部救援福祉部に対し、県下の社会福祉施設

の受入れの調整を要請するとともに、社会福祉施設、社会福祉協議会等の関係機関

と協力し、移送を行う。 

 ② 在宅要配慮者の受入れ 

「要配慮者支援班」は、在宅又は避難所等で介護等を要する被災者を発見した場

合は、県災害対策本部救援福祉部へ報告し、避難所等から社会福祉施設等へ社会福

祉協議会等の関係機関と協力し、移送を行う。 

(3) 入所者等の避難誘導 

社会福祉施設等の入所者の多くは、起居動作の不可能又は困難な高齢者等である。 

したがって、地震が発生した場合は、特に迅速かつ的確に施設の被災状況を把握す

るとともに、高齢者等に対しては、極度の恐怖感、不安感をなくすよう配慮して接す

る。また、緊急に避難が実施できるように輸送車両及び搬送用タンカ、その他必要資

機材を確保し、施設職員を適切に配置する。 

 

４ 医療機関の要配慮者に対する安全確保  

(1) 被害状況等の把握  

「救護班」は、次のことについて把握に努める。また、各医療機関は、被害情報に

ついて速やかに「広報情報班」へ報告を行うものとする。 

 ① 医療、助産活動が可能な病院の確認 

 ア 重症及び人工透析等継続治療を要する患者の受入可能限度の確認 

(ｱ) 患者受入れに当たっての不足医療資機材及び不足医療従事者（医師・看護師）

等 

 イ 救護班の派遣体制の確認 

(ｱ) 派遣可能救護班数 

(ｲ) 派遣可能医療従事者数 

(ｳ) 救護活動のために必要な医薬品等医療資機材及び医療従事者（医師・看護師）

等 

② 施設・設備の損壊、ライフラインの途絶等による診療機能が麻痺又は低下してい

る病院の確認 

ア 簡易な修繕等により現状復旧可能な病院等 

(ｱ) 重症及び人工透析など継続治療を要する患者の実態確認（復旧までの一時搬

送） 

(ｲ) 原状復旧に必要な修繕項目等 

イ 修繕不可能な病院等（当分の間、診療機能の回復の目処が立たない病院等） 

(ｱ) 入院患者の実態 
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(2) 入院患者等の安全確保  

 ① 医療、助産活動が可能な医療機関の役割 

ア 重症及び人工透析など継続治療を要する患者の受入体制を整備する。 

イ 救護班を編成する。 

ウ 救護活動用医療セット及び資機材を準備する。 

エ 救護活動に当たって不足する医薬品等医療資機材及び医療従事者を市災害対策

本部又は草加保健所へ供給要請する。 

オ 市災害対策本部、草加保健所からの派遣要請又は自らの判断で救護活動を行う。 

② 施設・設備の損壊、ライフラインの途絶等により診療機能が麻痺又は低下してい

る医療機関の役割 

ア 簡易な修繕等により原状復旧が可能な医療機関の場合 

(ｱ) 重症及び人工透析など継続治療を要する入院患者を原状復旧するまで一時的

に後方病院等へ搬送することとし、搬送先については、消防本部、草加保健所

等へ協力を要請する。 

(ｲ) 原状復旧に必要な修繕、不足する医薬品等医療資機材及び医療従事者等を医

療救護班又は草加保健所等へ供給要請する。 

(ｳ) 原状復旧後は、医療救護班及び草加保健所に報告するとともに、上記の救護

活動を行う。 

イ 修繕不可能な医療機関の場合（当分の間、診療機能の回復の目処がたたない病

院等） 

(ｱ) 入院患者を後方病院等へ搬送することとし、搬送先については、消防本部又

は草加保健所等へ協力を要請する。 

(3) 入院患者等の避難誘導 

医療機関の入院患者等の多くは、起居動作の不可能又は困難な傷病者や高齢者等で

ある。 

したがって、地震が発生した場合は、特に迅速かつ的確に施設の被災状況を把握す

るとともに、患者等に対しては、極度の恐怖感、不安感をなくすよう配慮して接する。

また、緊急に避難が実施できるように輸送車両及び搬送用タンカ、その他必要資機材

を確保し、医師、看護師等の職員を適切に配置する。 

 

５ 避難所外も含めた要配慮者全般への支援 

 ① 情報提供 

市と県は、在宅や避難所等にいる要配慮者に対し、手話通訳者の派遣、音声情報の

提供等を行うほか、ファクシミリや文字放送テレビ等により情報を随時提供していく。 

 ② 相談窓口の開設 

市と県は、支所や保健所等に相談窓口を開設する。各相談窓口には、職員、福祉関

係者、医師、ソーシャルワーカー等を配置し、総合的な相談に応じる。 

 ③ 巡回サービスの実施 

市と県は、職員、民生委員・児童委員、ホームヘルパー、保健師などにより、チー
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ムを編成し、在宅、避難所、仮設住宅等で生活する要配慮者のニーズを把握し、介護、

メンタルケア等の巡回サービスを実施する。 

 ④ 物資の提供 

要配慮者の被災状況を把握し、要配慮者向けの食料、飲料水、生活必需品等の

備蓄物資の調達及び供給を行う。配布を行う際には、配布場所や配布時間を別に

設けるなど配慮する。特に在宅の要配慮者に生活支援物資が確実に供給できるよう

配布手段、方法を確立させる。 

 ⑤ 福祉避難所の活用 

市と県は、社会福祉施設等を福祉避難所として活用し、自宅での生活が困難である

要配慮者を入所させ、医療や介護など必要なサービスを提供する。 

 

１３.２ 要配慮者に対する医療活動【 救護班 】 

地震後は、要配慮者にとっては、肉体的にも、精神的にもかなり厳しい生活を強いら

れることになる。 

「救護班」は、医師会、歯科医師会、薬剤師会、草加保健所等と協力して、避難所や

仮設住宅等を巡回訪問し、要配慮者の健康の把握に努め、必要に応じた治療又は病院へ

の移送を実施する。 

 

１３.３ 要配慮者に対する広報活動【 広報情報班、要配慮者支援班 】 

要配慮者に対する広報活動は、次のとおりとする。 

(1) 高齢者、障がい者に対する広報 

① ＦＡＸや携帯電話の文字メール機能等を利用した連絡体制（聴覚障がい者） 

② 手話通訳者の派遣（聴覚障がい者） 

③ 自主防災組織、民生委員・児童委員、ボランティアの協力 

④ 福祉団体の協力 

⑤ 相談センターに高齢者、障がい者専用の窓口を設置 

⑥ 視覚障がい者に対する音声による情報の提供 

(2) 外国人に対する広報 

① 語学ボランティアの協力 

② 国際交流団体及び企業への協力要請 

③ 相談センターに外国人専用の窓口を設置 

④ ラジオの１局を外国人専用とする。又は、外国人専用のミニＦＭ局の開局（県へ

要請する。） 

 

１３.４ 外国人の安全確保【 広報情報班、市民支援班 】 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 安否確認の実施  

市は、職員や語学ボランティア等により調査班を編成し、外国人住民に係る住民票等

に基づき外国人の安否確認をするとともに、その調査結果を県に報告する。 
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２ 避難誘導の実施  

市は、様々な広報媒体を活用して外国語による広報を実施することにより、外国人に

対する速やかな避難誘導を行う。 

 

３ 情報提供  

市及び県は、テレビ・ラジオ、インターネット通信等を活用して外国語による情

報提供を行う。また、語学ボランティアの協力を得ながら、チラシ・情報誌等の発

行による生活情報の提供を随時行う。 

 

４ 相談窓口の開設  

市及び県は、庁舎内等に災害に関する外国人の相談窓口を開設する。各相談窓口

には、職員や語学ボランティア等を配置し、総合的な相談に応じる。 
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第５節 応急対策期から実施する活動 

地震発生後４８時間を目途に、緊急を要する救命・救護活動から被災者の生活支援に

必要な応急活動へと移行していくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 応急対策期の情報管理 

第２ 応急対策に係る広報活動 

第３ 土木施設被害応急復旧 

第５ 住宅対策 

第４ 災害廃棄物等の処理 

第６ 農業対策 

第８ 義援金品の受付・配分 

第７ 文教対策 

第９ ライフライン施設の応急対策 
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第１ 応急対策期の情報管理 

発災時から４８時間経過すると、ある程度沈静化していると想定される。この時期は、

これまでに錯綜した災害情報の整理を行うとともに、引続き情報管理体制を強化してい

くものとする。 

 

 

 

１.１ 応急対策期の情報管理【 広報情報班、各班 】 

応急対策活動を効率よく実施するために、情報収集・整理・報告体制を確立する。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 基本方針  

応急対策期には、情報はそれぞれの各班で個別収集し、関係防災機関等への伝達もそ

れぞれの各班で実施する。 

「広報情報班」は、各班からの情報を収集・整理を行い、情報の一元化及び共有化を

図ることにより、今後の本市の有機的な活動に役立てるものとする。 

 

２ 被害状況調査  

①  住家被害の迅速・正確な把握 

住家被害は、災害救助法の適用（申請）、罹災証明書の発行、税の減免、救援物資の

配分、義援金品の配分等、被災者に対する各種の救援活動を実施する上で最も基本と

なる情報である。そのため、応急対策期の情報管理は、住家被害の迅速・正確な把握

を最重点課題とする。 

「被害調査税務班」は、県災害対策本部応急復旧部と連携を図りながら、担当区域

ごとに「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」（内閣府）により被害状況を把握す

る。 

なお、「被害調査税務班」だけの体制では被害状況把握が困難なときは、「住宅対策

班」の応援を得て対応する。 

『【本文】本編 第４章 第１節 第１「１.５ 罹災証明の発行」（震災-復旧-7、8）』参照 

②  その他の被害の調査（各班が実施） 

住家被害調査の進捗状況をみながら、各班は所管の施設等の被害状況調査を実施す

る。 

③  被害状況調査に当たっての留意事項 

ア 関係機関、諸団体、市民組織等の協力を求めて実施する。 

イ 被害が甚大なため、市において調査に専門的な技術を必要とするときは、県に応

援を求めて実施する。 

ウ 吉川警察署をはじめ関係機関と十分な連絡をとる。 

 

 

第１ 応急対策期の情報管理 
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３ 県への報告  

「総括班」は、「広報情報班」より得た情報をもとに被害状況を取りまとめ、災害オ

ペレーション支援システムを用いて県災害対策本部（消防防災課）に報告するものとす

る。 

 

４ 情報ファイルの作成（３日に１回は更新する）  

「広報情報班」は、救援活動や生活情報についてその概要、実施機関・団体、連絡先

を活動項目ごとに網羅したファイルを作成し、本部各班や市の窓口に配付する。 

なお、活動項目の分類例は次のとおりとする。 

①各対策のホットライン ②福祉  ③心のケア    ④法律・税金   

⑤医療保健       ⑥労働  ⑦融資・生活資金 ⑧住宅   

⑨家屋解体・撤去    ⑩教育  ⑪外国人 

 

５ 避難所等の警戒警備  

避難所及び被災地の安全を確保するため「避難所班」、「学校教育班」及び「教育施設

班」は、吉川警察署その他関係機関との連携、協力のもと犯罪防止対策を重点とした警

戒警備活動を実施する。 

 

 □応急対策期における情報の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部長等 

総括班 

県、関係防災機関 報道機関、市民 

広報情報班 各班 

国の各機関 

県の各部局 

避難所 

活動現場 

市民 

ボランティア 

報告 指示 

伝達 伝達 情報収集指示 

伝達/依頼 

全体情報 

市の活動方針等 

報告、広報 

〈本部事務局〉 
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第２ 応急対策に係る広報活動 

応急対策期には、被害情報、応急対策情報に加えて生活情報も提供する。 

また、市役所内に相談窓口を一本化することによって、市民からの各種相談に的確に

対応できる体制づくりを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

２.１ 生活情報の提供【 広報情報班 】 

応急対策期には、市民の生活支援のための各種情報を提供する。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ ニーズの把握  

「広報情報班」は、以下の方法等によって広報ニーズの把握を行う。 

①  他各班からの報告 

②  避難所からの報告 

③  ボランティアからの連絡 

④  報道機関との情報交換 

⑤  関係防災機関との連絡調整 

 

２ 広報内容  

市が実施する被災者救援活動の内容を中心とした広報を行う。 

①  衣食住関連の情報       ⑨  ライフライン情報 

②  医療救護所開設状況      ⑩  し尿、ごみ処理情報 

③  避難所収容者名        ⑪  防疫情報と注意事項 

④  救援物資の種類、配付場所   ⑫  罹災証明書 

⑤  義援金の募集、支給      ⑬  交通規制箇所 

⑥  ボランティア         ⑭  各種の相談窓口の設置場所 

⑦  住宅診断           ⑮  融資 

⑧  仮設トイレ、風呂の設置場所  ⑯ その他被災者救援に必要な事項 

 

３ 広報手段  

①  新聞、テレビ、ラジオによる広報 

②  震災ニュースの発行 

  避難所生活に必要な情報を盛り込んだミニ情報誌 

 

第２ 応急対策に係る広報活動 ２.１ 生活情報の提供 

２.２ 相談体制の確立 

２.３ 要配慮者への対応 
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③  広報車 

④  インターネットによる情報提供、市ホームページ 

⑤  情報ボランティアの協力 

⑥  聴覚障がい者、視覚障がい者、知的障がい者等への障がい特性に配慮した対応 

 

２.２ 相談体制の確立【 市民支援班 】 

総合的な情報提供・相談窓口を開設する。 

『【本文】本編 第４章 第１節「第１ 災害市民相談」（震災-復旧-3～8）』参照 

 

２.３ 要配慮者への対応【 要配慮者支援班、避難所班、救護班 】 

『【本文】本編 本章 第４節「第１３ 要配慮者への配慮」（震災-応急-122～127）』参照 
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第３ 土木施設被害応急復旧 

災害によって被害を受けた土木施設を把握し、倒壊、破損等で利用不能となった土木

施設の応急復旧を実施する｡ 

 

 

 

 

 

 

 

３.１ 道路施設の応急復旧【 土木施設対策班 】 

災害によって道路施設の欠壊や障害物による交通が途絶した道路の応急復旧を実施す

る。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 道路のパトロール、道路被害状況の把握  

パトロール要員、車両が不足するときは「総括班」に確保依頼をするとともに、建設

業協会、業者に応援要請を行う。被害状況の調査方法、判定基準については、県災害対

策本部応急復旧部と調整する。 

 

２ 技術者の派遣要請  

指定地方行政機関に対し、橋梁等構造物の危険度を判定できる技術者の派遣を要請す

る（災害対策基本法２９条）。 

 

□派遣と応援の違い 

区分 職員派遣 応援 

性質 
職員個人の有する技術・知識・経験

等に着目 

労働力として人員に着目する場合が

多い。 

期間 原則として長期 短期 

事務 
災害応急対策又は災害復旧に関す

ること。 

応急措置を実施するために必要なこ

と。 

身分 派遣先の身分と併任 身分の異動を伴わない。 

指揮・監督 個人的に派遣先に分属する。 
応援隊が一隊となって派遣先の指揮

下に入る。 

 

３ 復旧の基本方針  

① 管内道路について災害時活用路線図を作成し、救助活動の円滑な運営に資する。 

② 救助活動のための道路及び避難者の通路に当たる道路は、優先的に復旧する。 

③ 道路に被害を受けた場合には、速やかに県災害対策本部応急復旧部に報告し、直ち

に排土作業、盛土作業、瀝青乳剤鋪装作業等その他被害状況に応じた応急復旧作業を

第３ 土木施設被害応急復旧 ３.１ 道路施設の応急復旧 

３.２ 河川施設の応急復旧 

３.３ 公園施設の応急復旧 
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行い、交通路の確保に努める。また被害の状況により応急措置ができない場合は、警

察署関係機関と連絡の上、通行止め又は標示等の必要な措置を講ずる。 

④ 上下水道・電気・ガス・電話等道路占用施設の被害が発生した場合には、当該施設

の管理者に通報する。緊急のため、そのいとまがない場合には、当該事故を知った機

関が直ちに応急の措置を講じ、事後連絡するものとする。 

⑤ 復旧資材、材料に不足が生じたときは、適宜関係業者の協力を求めて確保するもの

とする。 

 

４ 広報  

「土木施設対策班」は、「広報情報班」を通して通行不能箇所、迂回路、復旧見込み

等の広報を行う。 

 

３.２ 河川施設の応急復旧【 土木施設対策班 】 

災害によって河川施設に被害が生じたときは、直ちに応急復旧を実施する。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 河川のパトロール、河川被害状況の把握  

パトロール要員、車両が不足するときは「総括班」に確保の依頼をするとともに、建

設業協会、業者に応援要請を行う。 

被害状況の調査方法及び判定基準については、県災害対策本部応急復旧部と調整する。 

 

２ 復旧の基本方針  

① 江戸川、中川を巡視・警戒し、被害発生の箇所がある場合は、国土交通省江戸川河

川事務所に報告する。 

② 国土交通省江戸川河川事務所は、市から報告を受けたときは、応急措置に関し技術

的援助及び総合調整を行うほか、応急復旧に関し相互判断のもとに実施計画を策定す

る。 

③ 復旧資機材、材料に不足が生じたときは、適宜関係業者の協力を求めて確保するも

のとする。 

 

３ 広報  

「応急対策班」は、「情報班」を通して、被害箇所や復旧見込み等についての広報を

行う。 

 

３.３ 公園施設の応急復旧【 土木施設対策班 】 

公園施設は、避難地や救援・救護活動の場となるなど災害時の多様な用途として利用

できるため、被害が生じた場合は早急に応急復旧を実施するものとする。 
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第４ 災害廃棄物等の処理 

災害時において、道路障害等により一時的にごみや、し尿の処理が困難になることが

予想される。排出されたごみ等が無秩序に放置されると、地域の衛生環境に重大な影響

を及ぼすだけでなく、復旧活動等の障害ともなるので、迅速に処理する。また、災害に

より倒壊した建築物等から発生する廃木材及びコンクリートがら等（以下「がれき」と

いう。）を速やかに処理し、その後の復旧事業を円滑に進める。 

なお、詳細については、「吉川市災害廃棄物処理計画」によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

４.１ ごみ処理【 環境衛生班 】 

生活ごみ・避難所ごみの処理にあたっては、災害発生後の道路交通の状況などを勘案

しつつ、速やかに収集体制を整え、衛生向上を図り、処理施設の復旧状況を踏まえ、収

集品目及び量の拡大を図る。遅くとも数日後には収集を開始し、特に腐敗性廃棄物の早

期の処理、感染性廃棄物の安全処理に努めるものとする。 

また、建物等の倒壊、破損、焼失等によって発生するがれき・災害廃棄物以外のごみ

を効率的に収集し、資源化・焼却・埋め立て等の処理を実施する。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ ごみの排出量の把握（推定）  

「環境衛生班」は、被害状況を基にごみの排出量を見積もる。 

 

２ 収集運搬体制の構築  

「環境衛生班」は、事業者へ収集運搬の支援要請を行い、なお不足する場合は県や専

門機関へ支援要請を行う。 

 

３ ごみの臨時集積  

災害時における生活ごみ・避難所ごみは、必要に応じ市有地、公園、その他空地等に

臨時ごみ集積所を設け、分別を徹底させる。臨時ごみ集積所は大型車両の積込みが可能

な場所をあらかじめ選定しておくものとする。なお、生活ごみは平常時と同様にごみ集

積所に出すこととし、生活ごみと災害廃棄物を混合して出さないように周知する。 

 

４ 市民等への広報  

次の項目について広報情報班と連携を図り広報する。 

① ごみの分別区分や収集日等の処理方針に関すること 

第４ 災害廃棄物等の処理 ４.１ ごみ処理 

４.２ し尿処理 

４.３ がれき・災害廃棄物処理 
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② 臨時ごみ集積所に関すること 

③ 処理施設・仮置場への直接搬入の依頼に関すること 

④ し尿、浄化槽汚泥の収集方法に関すること 

⑤ 仮設トイレの設置場所、使用方法に関すること 

 

５ 応援要請  

ライフラインの停止等による中間処理施設に甚大な被害が発生し、処理に長時間を要

すると判断した場合は、県災害対策本部環境対策部等に応援要請を行う。 

 

４.２ し尿処理【 環境衛生班 】 

し尿処理に当たっては、延焼の状況、水洗トイレの使用の可否等その状況により、雨

水貯留槽等によって水を確保し、下水道機能の活用を図る一方、仮設トイレを用意して、

衛生環境を確保する。 

また、被災者の生活に支障が生ずることのないよう、し尿のくみ取りを速やかに行う

ものとする。なお、必要な仮設トイレの設置に当たっては、障がい者等への配慮を行う

ものとする。 

水道や下水道の復旧に伴い、水洗トイレが使用可能となった場合には、仮設トイレの

撤去を速やかに進め、避難所の衛生向上を図るものとする。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ し尿排出量の把握（推定）  

「環境衛生班」は、被害状況を基にし尿の排出量を見積もる。 

 

２ 仮設トイレ  

(1) 仮設トイレの設置 

「環境衛生班」は、備蓄してある仮設トイレを適宜設置するとともに、不足する場

合には、県災害対策本部環境対策部及び仮設トイレの製造・レンタル会社に応援要請

を行う。 

なお、仮設トイレ設置に時間を要するときは、使い捨て式の簡易トイレで対応する｡ 

(2) 仮設トイレの維持管理 

① リストの作成（提供者、設置場所）及びラベルの貼付 

② 収集車両の確保 

③ 清掃体制の確立 

 

３ し尿処理  

① 被災地域及び避難所の衛生状況に配慮した収集を行う。 

② し尿の発生量に応じて、県災害対策本部環境対策部等に応援要請を行う。 

 

４.３ がれき・災害廃棄物処理【 環境衛生班 】 

倒壊建物等による大量のがれき、災害廃棄物処理については、分別の徹底を図り、有
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害物質の除去などの環境対策を十分に行った上で、迅速に進めていく。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ がれき排出量の把握（推定）  

「環境衛生班」は、被害状況を基にがれきの排出量を見積もる。 

 

２ がれき・災害廃棄物処理体制の確立  

(1) 実施主体 

① 倒壊建物の解体、撤去、処理については、私有財産であるため、原則として所有

者が実施する。 

② 国庫補助を受けて市の事業として解体撤去を行う場合は、所有者からの申請に基

づき、市が実施する。 

 

 

 

 

(2) 基本方針 

がれきの処理は、危険なもの、通行上の支障のあるもの等を優先的に収集運搬する

ものとする。 

また、選別・保管のできる仮置き場の十分な確保を図るとともに、大量のがれきの

最終処分までの処理ルートの確保を図るものとする。 

応急活動後、がれきの処理・処分の進捗状況を踏まえ、破砕・分別等を徹底し、木

材やコンクリート等のリサイクルを図るものとする。 

(3) 仮置場、最終処分場の確保 

本市の仮置場の予定地及び最終処分場は、次のとおりである。 

名称 所在地 用途 

吉川市環境センター 鍋小路４３１ 仮置場 

市資材置場 川藤４２３１ 仮置場 

一般廃棄物最終処分場 鍋小路４３１ 最終処分場 

ただし、可燃物と不燃物が混在した膨大ながれき類を処理することが困難な場合は、

仮置場、最終処分場の確保について、県災害対策本部環境対策部等に応援要請を行う。 

(4) 災害廃棄物の分別 

災害廃棄物は、仮置場で分別や解体撤去時から分別を行い、がれきの再利用・再

資源化を可能な限り行う。 

(5) 搬送ルートの設定 

「環境衛生班」は、道路管理者及び吉川警察署と協議を行い、災害廃棄物の搬送ル

ート、仮置場の搬入搬出ルートを設定する。 

 

 

《 参考（阪神･淡路大震災の場合) 》 

◆所有者の承諾のもとに市町村事業として実施 

（費用負担 国：１／２、市町村：１／２） 
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３ 市民等への広報  

「４.１ ごみ処理」の４に準ずる。 

 

４ 応援要請 

本市の被害状況や災害廃棄物の発生量によっては、国・県および近隣市町等との協力・

連携により広域的な処理を進めるため、「吉川市災害廃棄物処理計画」あるいは関連協

定に基づき、必要な支援等を要請する。 

 

５ その他の注意事項  

環境汚染が懸念される廃棄物の処理にあたっては、石綿等の有害物質を含む廃棄物の

飛散防止対策や有害物質取扱い事業所からの混入を防止し、適正な処置に努めるものと

する。 

また、仮置場の管理にあたっては、飛散防止、臭気・衛生対策、火災防止対策、搬入

の監視および作業員の安全対策に努めるものとする。 

なお、解体・撤去にあたり、建物内の貴金属や有価物等の動産及び位牌、アルバム等

の個人にとって価値があると認められるものは、一時又は別途保管し、所有者に引き渡

す機会を提供する。 

(1) アスベスト 

アスベストを使用した建築物の解体作業の際は、「災害時における石綿飛散防止に係

る取扱いマニュアル（改訂版）」（環境省 水・大気環境局大気環境課：平成 29 年 9 月）

等に準じて、飛散防止対策を講じる。 

(2) ＰＣＢ 

ＰＣＢ廃棄物は、県の指導のもと排出者が専門の収集・運搬業者に適正処理を委託

し、指定処理施設において処理する。 

(3) 医療廃棄物 

救護所等で発生する医療系廃棄物については、担当の医師と処理方法について協議

し、適正処理する。 

(4) その他の処理困難物 

危険物、有害物は原則として所有者に対して専門機関・業者において適切な処理を

行わせることを基本とする。 

(5) 不法投棄のチェック 

災害時の混乱に乗じた違法な処理・投棄等に対して対応を講じる。 
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第５ 住宅対策 

災害によって住家が被害を受けた者に対し、仮設住宅及び一時入居施設の提供又は応

急修理を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５.１ 被災住宅の応急修理【 住宅対策班 】 

災害により住宅が半焼又は半壊し、自己の資力では応急修理できない者を対象者とし、

居室、便所、炊事場等、日常生活に不可欠の部分について必要最小限の修理を行う。  

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 要応急修理対象住宅の把握・修理戸数の決定  

市民からの申込み、「住宅対策班」、「被害調査税務班」等からの情報収集により、要

応急修理対象住宅を把握し、被害状況、住宅の被害認定（罹災証明発行のため実施する

もの）等より修理戸数を決定する。 

 

２ 実施主体  

住宅の応急修理は、災害救助法適用後は県が行い、市はこれに協力する。 

ただし、災害救助法が適用されない場合で、その他市長が特に必要と認めた場合は、

市において実施する。 

 

 

 

 

 

 

３ 応急修理の対象  

応急修理の対象は、災害により住家が半焼又は半壊し、そのままでは当面の日常生活

を営むことができない者で、自己の資力では応急修理をすることができない者とする。 

 

４ 応急修理の範囲  

応急修理は、居室、便所、炊事場など生活上欠くことができない部分のみを対象とし、

最小限の応急修理を行うものとする。 

《参考》 

◆災害救助法が適用された場合の費用等 

 住宅の応急修理の費用は「災害救助法による救助の程度、方法、及び期間並び

に実費弁償の基準」の範囲内において市が県に請求できる。 

第５ 住宅対策 ５.１ 被災住宅の応急修理 

５.２ 一時入居施設の確保 

５.３ 応急仮設住宅の設営 

５.４ 住宅関係障害物の除去 
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５ 応急修理の方法  

① 応急修理の対象数の算定は、世帯をもって行う。ただし、同一住家に２以上の世帯

が同居している場合は、これを１世帯として取扱う。 

② 市長は、住家の応急修理を実施する場合には、その責任者を定め、次の帳簿類を整

備、保管しておくこと。 

ア 救助実施記録日計票 

イ 住宅の応急修理記録簿 

ウ 住宅の応急修理のための契約書、仕様書等 

エ 住宅の応急修理関係支払証拠書類 

 

６ 応急修理住宅の選定  

① 県が応急修理住宅の選定を行う場合、「住宅対策班」において被害程度の調査、そ

の他選定に協力する。 

② 市が実施する場合は、「住宅対策班」をもって被害程度を調査の上、応急修理住宅

の選定を行う。 

 

５.２ 一時入居施設の確保【 住宅対策班 】 

災害により住宅が全焼、全壊又は流出し、居住する住宅がなく、自らの資力では住宅

を確保することができない被災者に対し、市は県に協力し、公営住宅の空家等を一時

的に「応急住宅」として供給する。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 公的住宅等の確保 

県は、震災時に、県営住宅等の空家の確保に努めるとともに、他の自治体及び都市再

生機構・公社等に空家の提供を依頼し、被災者に提供する。 

① 入居資格 

次の各号のすべてに該当する者のほか、知事が必要と認めるものとする。ただし、

使用申込は一世帯一か所とする。 

・住宅が全焼、全壊又は流出した者 

・居住する住居のない者 

・自らの資力では住宅を確保することができない者 

 ② 入居者の選定 

県は、確保した空家の募集計画を策定し、空家の管理主体に入居者の募集及び選定

を依頼する。入居者の選定については、県が定める基準を基に、その他の生活条件等

を考慮して各管理主体が行うものとする。 

 

２ 市内民間賃貸住宅等の空家情報の提供 

公的住宅等の入居資格の条件を満たない被災者等の一時的な生活場所を確保するため、

市内の民間賃貸住宅等の空家情報を収集し、被災者へ情報提供する。 



【震災対策編】 

 [応急対策活動計画] 
 (応急対策期) 

 震災-応急-141 

 

５.３ 応急仮設住宅の設営【 住宅対策班 】 

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

合に供給する。 

         

＜活動内容と手順＞ 

１ 供給対象世帯数の把握  

対象となる世帯は、次の①～③のすべてに該当する世帯とする。 

  ① 住宅が全焼、全壊又は流出した被災者  

  ② 居住する住居のない被災者 

  ③ 自らの資力では住宅を確保することができない被災者 

 

２ 設営主体  

応急仮設住宅の設置は、災害救助法適用後は県が行い、市はこれに協力する。 

ただし、災害救助法が適用されない場合で、その他市長が特に必要と認めた場合は、

市において設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 設営地の選定  

本市における応急仮設住宅の候補地は、『【資料】第２．７「応急仮設住宅建設適地一

覧」』のとおりである。 

 

４ 応急仮設住宅の建設  

① 災害救助法適用後は、市長が必要があると認めた場合は、直ちに県知事に要請する。

なお、設置戸数については、市からの要請に基づき、県が決定する。 

② 災害救助法適用前又は、その後の状況により市が実施する場合は、本部の決定に基

づき「住宅対策班」が建設する。 

③ 応急仮設住宅の建設にともなう注意事項は次のとおりである｡ 

ア 設置開始時点及び戸数は、災害の状況に応じてその都度決定する。 

イ 建設の型式は、災害の状況に応じてその都度定めるが、原則としてプレハブ住宅

とする。 

ウ 建設資材は、原則としてプレハブ建設業者等を通じて速やかに調達し、工事はこ

れらの業者が施工するものとする。 

《参考》 

◆災害救助法が適用され、応急仮設住宅の設置等について 

 市へ委任された場合の費用等 

 知事が直接設置することが困難な場合でその設置等を市長に委任した場合の応

急仮設住宅の設置費用は「災害救助法による救助の程度、方法、及び期間並びに

実費弁償の基準｣の範囲内において市町村が県に請求できる。 
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エ 建設に当たっては、高齢者や障がい者に配慮するものとする。 

（例）・段差の解消 

・浴槽の高さ調整 

・手すりの設置 

・温度対策 

・急病等に備えた通報装置の設置 

・寮形式の地域型仮設住宅の建設 

 『【資料】第２．２１「応急仮設住宅設置要領（埼玉県）」』参照 

 

５ 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。 

 

６ 入居者の選定  

市は県に協力し、次により入居者の選定を行う。 

① 資格基準 

入居の対象となる者は災害により住家が全焼、全壊又は流失し、現に居住する家が

なく、自己の資力によっては住宅を確保することができない者とする｡ 

② 入居者の選考 

入居者の選考は災害の状況に応じて選考基準を定め、罹災者の被害の程度、住宅困

窮の状況、資力その他を審査の上選考する。なお、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。また、要配慮

者を優先的に入居させるなどの配慮に努める。 

③ 入居に際しての配慮 

入居に際しては、地域的な結びつきや近隣の状況などコミュニティの形成にも考慮

するとともに、要配慮者及びペットの飼養状況に対する配慮を行う。 

 

７ 住宅の維持管理  

維持管理は、市が県から委任され、「応急対策部」が公営住宅に準じて維持管理する。

なお、維持管理にあたっては、ボランティアの協力を募る。 

 

８ 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。 

 

９ 要配慮者への配慮  

① 民生・児童委員、ボランティア等による巡回相談、情報提供、入浴サービス等の実

施 

② 医師会、保健所、福祉機関とのスクラム体制による巡回健康診断、メンタルケアの

実施 

 



【震災対策編】 

 [応急対策活動計画] 
 (応急対策期) 

 震災-応急-143 

５.４ 住宅関係障害物の除去【 住宅対策班 】 

「住宅対策班」は、地震による浸水等により住宅に運び込まれた障害物を除去し、住

宅の応急復旧に努める。なお、必要に応じて、県に応援要請を行うものとする。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 活動方針  

① 障害物の除去は、市が行うものとする。 

② 一次的には市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（建築安全課）に要請し、隣接市町からの派

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 除去作業については、市と吉川市建設業協会において締結した「災害時における応

急対策活動の協力に関する協定」に基づき、効率的に進める。 

 

２ 対象  

住家に運び込まれた土石、竹木等の障害物の除去は、次の条件に該当する住家を早急

に調査し、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。 

 

３ 対象者の選定  

障害物除去対象者の選定は市で行う。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。（選定基準は仮設住宅入居者資格基準の例示を準用する。） 

 

４ 期間  

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、市長は、その結果を県へ

報告する。 
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第６ 農業対策 

災害によって被害を受けた農地、農作物及び農業用施設の応急対策を実施する。 

 

 

 

６.１ 農業対策【 産業物資班 】 

農地、農作物及び農業施設の応急対策を実施する。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 被害状況の把握  

埼玉県春日部農林振興センター、さいかつ農業協同組合等の関係機関と連携し、農地

、農作物及び農業施設の被害状況を調査する。 

 

２ 農地及び農作物対策  

農地に散乱したがれきの処理に係る適切な情報提供等を農業者に行うとともに、埼玉

県春日部農林振興センター、さいかつ農業協同組合等の関係機関と連携し、以下のよう

な技術対策指導を速やかに行う。 

① 回復対策 

被害のあった農作物の回復に必要な対策の指導を行う。 

② 病害虫予防薬剤の散布 

災害による農作物の損傷及び環境の変化による病害虫の多発やまんえんが予想され

る場合、早急に防除の指導を行う。 

③ 種苗対策 

次期栽培用の自家産の種子確保及び現在栽培中の予備種苗の確保配分等について、

適切な早期処置指導を行う。 

④ 土壌消毒 

土壌病菌の多発及び侵入を防止するため、土壌消毒や石灰等による土壌改良を行う

ように指導する。 

 

３ 農業施設  

農道、用排水路、揚排水機等の公共施設が被災した場合には、応急対策を速やかに実

施する。 

第６ 農業対策 
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第７ 文教対策 

この対策は、本市における市立小・中学校の災害対策として、災害の予防応急対策及

び復旧を通じて、児童・生徒の生命及び身体の安全と教育活動の確保を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７.１ 文教施設の応急復旧【 教育施設班 】 

建物全壊、半壊を問わず重大な被害を受けた場合は、県災害対策本部文教部に技術職

員の応援要請を行った上で建物の応急危険度を調査し、校舎再建・仮校舎建設等の計画

を立てるとともに、状況に応じて使用禁止等の措置を行い、二次災害の防止に努める。 

修繕で対応できる被害の場合は、被害の程度を十分に調査し、ガラス修理、給排水設

備の改修等の応急整備を実施する。 

 

７.２ 応急教育【 学校教育班 】 

応急教育は、児童・生徒の精神的安定を確保する観点から実施する。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 発災時の対応  

校長は、発災時に教職員と協力して、次に掲げる措置をとる。なお、市と県は、学校

を指導及び支援し、応急教育に関する災害時の対応を促進する。 

① 状況に応じ、適切な緊急避難を指示する。 

② 災害の規模、児童・生徒等、職員及び施設設備の被害状況を速やかに把握するとと

もに、被害状況等を市教育委員会に報告する。 

③ 状況に応じ、市教育委員会と連絡の上、臨時休業等適切な措置をとる。 

④ 避難所の開設等災害対策に協力し、学校管理に必要な職員を確保し万全の体制を確

立する。 

⑤ 準備した応急教育計画に基づき、臨機に災害状況に即した応急指導を行う。 

⑥ 応急教育計画については、市教育委員会に報告するとともに、決定次第速やかに保

護者及び児童、生徒等に周知徹底を図る。 

⑦ 児童・生徒等が被害を受ける事態が発生した場合は、医療機関等への連絡、応急の

救助及び手当を行うなどその万全を期する。 

第７ 文教対策 ７.１ 文教施設の応急復旧 

７.２ 応急教育 

７.３ 応急保育 

７.４ 被災児童･生徒への支援 

７.５  文化財の保護 
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⑧ 学校等においては、保健衛生に十分注意し、建物内外の清掃、飲料水の浄化及び伝

染病等の予防の万全を期する。 

 

２ 応急教育の準備 

校長は、教職員と協力して、次に掲げる措置をとり、応急教育に向けた準備を行う。

なお、市と県は、学校を指導及び支援し、応急教育に関する災害復旧時の対応を促進す

る。 

① 教職員を掌握するとともに、校舎内外の整備を行い、児童・生徒等の被災状況を調

査し、市教育委員会と連絡し、教科書及び教材の供与に協力する。 

② 市教育委員会は、学校ごとに担当職員を定め、情報及び指令の伝達に万全を期する。 

③ 前記、連絡網の確立を図り、指示事項の徹底を期する。 

④ 応急教育計画に基づき、学校に収容できる児童・生徒等は、学校に収容し、指導す

る。教育活動の再開に当たっては、特に登下校の安全確保に留意し、指導内容は主と

して心身の健康、安全教育及び生徒指導に重点をおくようにする。 

⑤ 避難した児童・生徒等については職員の分担を定め、地域ごとに実情の把握に努め、

避難先を訪問するなどして、前記（④）に準じた指導を行うように努める。 

⑥ 避難所に学校を提供したため長期間学校が使用不可能の場合には、市教育委員会に

連絡し、他の公共施設の確保を図り、早急に授業の再開を期する。 

⑦ 校長は、災害の推移を把握し、市教育委員会と緊密に連絡の上、できるだけ早く平

常授業にもどすように努め、その時期については早急に保護者に連絡する。 

 

３ 応急教育  

① 児童・生徒の安否確認 

教職員は、避難者の受入れとともに、児童・生徒の安否確認を実施する。 

② 授業再開 

校長は、児童・生徒や家族の被災、校舎の損壊、交通機関や水道・ガス等の復旧状

況等を考慮して、授業を再開させる。 

また、授業再開の方法としては、臨時校舎方式、近隣校の合併方式、近隣校への分

散方式、臨時通学区域方式等を組み合わせ、昼間二部授業、時差通学、短縮授業、家

庭学習等の方策を検討して実施する。 

③ 転校手続き 

災害発生後は、家屋倒壊や焼失等による被災者の臨時的な避難場所として学校が避

難所となる。このため、授業の再開見込みが困難な学校では、県内はもとより全国各

地へ転校する児童・生徒が相次ぐことが予想される。このような場合には、転校手続

きの円滑化のために、県災害対策本部文教部に手続きの簡素化、弾力化を要請する。 

④ 避難所となっている学校等の被災者への対応と授業の確保 

ア 被災者への対応 

発災後しばらくは、教職員は「避難所班」やボランティア等と連携を図りながら

避難者の対応に当たるが、その後、学校運営と避難所運営の役割分担を明確にする。 
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イ 授業の確保 

仮設住宅や一時入居施設の提供又は応急修理の実施に伴う避難者の縮小により、

授業再開へ向け教室の確保を行う。 

 

４ 給食等の措置  

① 「給食班」は、学校給食施設・設備が被災した場合、速やかに応急処理を行い給食

実施に努める。 

② 保管中の食材料が被害を受けた場合は、応急調達の措置を講ずる。 

③ 学校給食施設は、被災者用炊き出しにも供されるため、「給食班」は学校給食及び

炊き出しの調整を図る。 

④ 衛生管理に十分注意し、給食に起因する感染症、食中毒の発生のないよう努める。 

 

７.３ 応急保育【 保育班 】 

市立保育所長（民間保育園長を含む。）は、震災時における園児の生命及び身体の安

全確保を図るため、次に示すような応急措置を講ずる。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 発災時の対応  

① 所長は、地震災害の状況に応じてあらかじめ定められた緊急避難の措置を速やかに

講ずる。 

② 所長は、園児及び職員の安否確認を行うとともに、施設等の被害状況を把握し、そ

の結果を「保育班」に連絡する。さらに、職員を指揮して応急対策を実施し、保育所

の安全を確保する。 

 

２ 応急保育の体制  

① 所長は、園児の罹災状況を調査する。 

② 「保育班」は、情報及び指令の伝達について万全の措置を講ずるものとし、所長は、

職員及び保護者にその指示事項の徹底を図る。 

③ 所長は、応急保育計画に基づき、受入可能な園児を保育所において保育する。 

④ 保育所が避難所等となった場合は、災害の推移を把握し、「避難所班」と緊密な連

絡の上、平常保育の再開に努め、その時期を早急に保護者に連絡する。 

 

３ 育児用品の確保  

「保育班」は、関係団体を通じて、粉ミルク、哺乳瓶、ポット、ベビーベッド、紙お

むつ、乳幼児用肌着等の育児用品を確保する。また、県を通じて、関係業者に供出等を

要請する。 

 

７.４ 被災児童・生徒への支援【 学校教育班 】 

被災児童・生徒等への支援として、次の対策の実施を検討する。 
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＜活動内容と手順＞ 

１ 学用品の調達及び支給  

① 給与の対策 

災害により住家に被害を受け、学用品をそう失、又はき損し、就学上支障がある児

童生徒に対し、被害の状況に応じ教科書（教材を含む。）文房具及び通学用品を支給す

る。災害救助法の適用に至らない災害の場合は、市が実施するものとし、災害救助法

適用後は県が実施し、市は、これに協力するものとする。 

② 給与の期間 

教科書の支給の時期は、災害発生の日から１か月以内とする。教材、文房具及び通

学用品の支給の時期は、災害発生の日から１５日以内とする。ただし、交通、通信の

途絶等により学用品の調達及び運送が困難な場合は、必要な期間を延長することがで

きる。 

③ 給与の方法 

教科書は、県が市教育委員会からの報告に基づき、教科書供給所から一括調達し、

その支給の方途を講じる。学用品の調達、配分等は、市長が行うものとする。ただし、

市において調達することが困難な場合は、県が調達し、市に供給するものとする。 

④ 費用の限度 

ア 教科書 

児童・生徒に対し支給する教科書又は教材の実費 

イ 文房具及び通学用品費 

災害救助法施行細則で定める金額 

 

２ 相談体制  

① 被災児童・生徒の心のケア事業の実施 

被災した児童・生徒や保護者の教育相談に応じ、情報の提供や助言・指導を行うた

め、電話相談窓口を開設して、「学校教育班」が相談に当たる。 

 

７.５ 文化財の保護【 教育施設班 】 

文化財の被害状況を把握し、復原・修復等の応急対策を実施する。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 現地調査の実施  

県災害対策本部文教部に専門職員の応援要請を行った上で、現地調査を実施する。 

 

２ 被害状況の報告  

所有者又は管理者は文化財の被害を発見した場合は、速やかに被害状況を「教育施設

班」に報告するとともに、県指定の文化財にあっては、市を経由して県教育委員会に報

告するものとする。 
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３ 応急措置  

関係防災機関は、ボランティアの協力を得て、罹災文化財の応急対策又は公共施設等

への一時保管を行う。 

『【本文】本編 第２章 第１節 第２「２.５ 文化財の災害予防」（震災-予防-16、17）』

参照 
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第８ 義援金品の受付・配分 

災害が発生した場合に、各方面から寄託される義援金品の受付及びこれらの配分等を

適切に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８.１ 義援金品の募集【 要配慮者支援班、広報情報班 】 

災害の状況に応じ、義援金品の募集を行うものとする。 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 義援金品の募集  

募集に当たっては、新聞・ラジオ・テレビ等報道機関に協力を求めるとともに、立看

板・ポスターの掲示及び各種団体関係機関を通じ市民に呼び掛ける。 

 

２ 募集の際の注意事項  

① 梱包を解かずにすむよう、梱包物資の内容・種類・数量を梱包の表に貼付する。ま

た、衣服類はサイズ等を明記する。 

② 古着はできる限り義援物資としない。 

③ 義援物資は基本的に保存の効くものとする。 

 

８.２ 義援金品の受付け【 要配慮者支援班、出納班 】 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 受付  

市民その他から寄贈された義援金品で、市に委託されたものは、現金について「出納

班」が受付け、物資については「要配慮者支援班」が市災害ボランティアセンターと連

携して受付ける。ただし、災害の状況によっては、臨時に受付場所を設ける。 

 

２ 受領書の発行  

義援金品の受付けについては、寄託者に受領書を発行する。 

  

３ その他  

埼玉県及び日本赤十字社から寄託された義援金品の受領は、「要配慮者支援班」、「出

第８ 義援金品の受付・配分 ８.１ 義援金品の募集 

８.２ 義援金品の受付け 

８.３ 義援金品の配分 

８.４ 義援金品の保管 
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納班」が行う。 

 

８.３ 義援金品の配分【 要配慮者支援班、総括班 】 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 義援金品の配分  

義援金品の配分は、被害状況確定後、市長の決定により配分する。ただし、災害の状

況に応じて県と事前協議を行う。 

 

２ 配分計画  

「要配慮者支援班」及び「総括班」は、罹災地区、罹災人員及び世帯、罹災の状況等

を勘案の上、人員を単位として義援金品の配分計画を決定し、市長が配分する。 

 

 

 

 

 

 

 

３ その他 

県配分委員会から送金された義援金は、県配分委員会が決定した配分計画に基づき、

「要配慮者支援班」が速やかに被災者へ支給する。また、支給状況について、県配分委

員会に報告する。 

 

８.４ 義援金品の保管【 要配慮者支援班、出納班 】 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 義援金の一時保管  

寄託された義援金については、罹災者に配付されるまでの間、会計管理者名義の普通

預金口座に預金する。 

 

２ 義援品の一時保管  

義援品の保管については、直接寄託された物や又は間接的に埼玉県及び日本赤十字社

から配分を受けた物資を併せて市が保管する。 

義援品の運送については、『本編 本章 第４節「第１ 緊急輸送体制の確立」(震災-応

急-82～86)』を参照すること。 

 

《参考（阪神･淡路大震災の場合)》 

◆義援金品の配分 

兵庫県、大阪府、神戸市、兵庫県市長会、兵庫県町村会、日赤兵庫県支部、兵

庫県共同募金会、その他団体で構成する「兵庫県南部地震災害義援金募集委員会」

を設置し、義援金の集約と配分を行った。 
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第９ ライフライン施設の応急対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９.１ 上水道、下水道の応急対策【 土木施設対策班、水道施設対策班 】 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 上水道施設の応急対策計画  

(1) 施設別応急対策の順序 

施設別応急対策の順序は、次のとおりとする。 

① 臨時給水せん等の設置 

② 浄水場施設の復旧 

③ 配水施設の復旧 

④ 給水装置の復旧 

(2) 浄水場施設 

① 火災による施設への類焼等の防止に努める。 

② 危険物等による被害の防止に努める。 

③ 配水池及びポンプ施設等の応急復旧を行う。 

(3) 配水施設及び臨時給水 

配水施設は特に地震による被害が多いと思われるので、応急復旧工事用資材を会野

谷浄水場内に備蓄しておくものとし、復旧は次の順序により行う。 

① 災害発生時における措置 

被害の状況を調査し、復旧計画を適正に定め、技術者及び労務者の配分、各作業

の責任者の配置、復旧工事用資材の確保と運送の迅速化を図る。応援員がある場合

は、受入れと計画への組入れ､宿舎､食料､寝具などの手配を行う。また、請負工事と

直営工事の区別をし､作業の記録､被害写真の撮影を行う。 

② 配水管は幹線の復旧を先に行い、次に罹災者、避難所、学校、病院などの公共水

道施設及びその他の配水管の復旧を行う。 

③ 応急給水が可能な管路に臨時給水栓を設置、又は消火栓よりホースを利用して臨

時給水を行う。 

④ 給水開始の際には、水質の保全に注意し、管内の清掃及び塩素滅菌を十分に行う。 

第９ ライフライン施設の 

   応急対策 

９.１ 上水道､下水道の応急対策 

９.２ 電力施設の応急対策 

９.３ ガス施設の応急対策 

９.４ 電気通信施設の応急対策 

９.５ 交通施設の応急対策 
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２ 下水道施設の応急対策計画  

① 下水道管渠の破損に対しては、汚水、雨水の流下に支障のないように応急措置を

講じて万全を期するとともに、雨水による内水の排除を実施するため、これに必要

な設備、職員の配置等を定め、被害を最少限に止めるよう努める。 

② 幹線の被害は、直ちに本復旧を行うことを前提とし、枝線の被害は箇所程度に応

じて応急復旧を行う。 

 

９.２ 電力施設の応急対策【 東京電力パワーグリッド(株)川口支社 】 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 基本方針 

災害による電力施設の被害の軽減及び被害の早期復旧を図り、電力供給の使命を果た

すとともに、公衆の電気災害の防止を徹底する。 

 

２ 応急対策 

(1) 電力供給の維持 

① 電力は社会秩序の維持及び復旧活動に不可欠であるため、非常災害が発生した場

合においても、電力供給は可能な限り継続する。 

② 電力供給の継続が危険であると認められる場合は、その旨を関係箇所に連絡する

とともに、電力供給を停止するなどの必要な措置を講じる。ただし、緊急やむを得

ない場合は、必要な措置を講じた後、速やかに連絡する。 

(2) 要員の確保 

非常災害の発生が予想される場合又は発生した場合は、速やかに要員の確保に努め

る。 

(3) 被害状況の把握 

非常災害が発生した場合は、次に掲げる各種情報を迅速かつ的確に収集し、総合的

な被害の状況把握に努める。 

 ① 一般被害情報等 

  ア 気象及び地象情報 

イ 一般被害情報 

ウ 停電による主な影響状況 

エ 地方自治体、消防機関、官公署、報道機関、顧客への対応状況 

オ その他災害に関する情報（交通情報等） 

 ② 東京電力関連被害情報 

ア 東京電力の施設の被害状況 

イ 復旧資機材、応援隊、食料等の要望 

ウ 人身災害、その他の災害発生状況 

(4) 復旧計画 

① 各設備等の被害状況を速やかに把握し、復旧計画を策定する。 
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② 各設備の復旧順位は、あらかじめ定めたものによることを原則とするが、災害の

状況、各設備の被害状況及び復旧の難易を勘案し、供給上復旧効果の最も大きいも

のから実施する。 

(5) 復旧作業者の標識 

復旧作業者は所定の腕章を、また連絡車両、作業車両には、所定の標識・標章を掲

示して、東京電力復旧作業であることを明示する。 

(6) 復旧応援隊 

被害が多大で自社の工事力では、早期復旧が困難な場合は、本店本部は、他の電力

会社等に対し応援要請を行う。 

(7) 広報活動 

① 非常災害が発生した場合は、広報車等により、感電事故および電気火災等の防止

に関する広報を行う。 

② 広範囲にわたる停電事故が発生した場合は、報道機関等を通じ、電力施設の被害

状況及び復旧予定等を迅速かつ適切に広報する。 

③ 非常災害が発生した場合は、市の関係機関と必要に応じて連携を図る。 

 

９.３ ガス施設の応急対策【 東彩ガス(株) 】 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 基本方針  

ガス施設の被災による二次災害の防止及び速やかな復旧により、公共施設としての機

能を維持する。 

 

２ 応急対策  

(1) 震災時の初動措置 

① 官公庁、報道機関及び社内事業所等から被害情報等の収集 

② 事業所設備等の点検 

③ 整圧室における送出量の調整又は停止 

④ ガス導管網の地域ブロック化及び被害状況に応じた減圧措置 

⑤ その他、状況に応じた措置の監視 

(2) 応急対策 

① 非常災害対策本部の指示に基づき、各事業所は有機的な連携を保ちつつ、施設の

応急措置に当たる。 

② 施設を点検し、機能及び安全性を確認するとともに、必要に応じて調整修理する。 

③ 地震の発生直後に、どの地域でどれだけの被害が起きたかを「地震計及び遠隔監

視システム」により被害推定を行い、ガスの供給停止の必要性等を総合的に評価し、

適切な応急措置を行う。 

④ 供給停止地域については、供給可能な範囲で供給系統の切替え等を行い、速やか

なガス供給再開に努める。 

⑤ その他現場の状況により適切な措置を行う。 
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(3) 資機材等の調達 

復旧用資機材を確認し、調達を必要とする資機材は、次のいずれかの方法により確

保する。 

① 取引先、メーカー等からの調達 

② 他ガス事業者からの融通 

(4) 車両の確保 

会社で保有する車両に加え、取引先又は他事業者からの調達により対処する。 

 

３ 復旧対策  

(1) ガス施設の復旧活動 

ガスの供給を停止した場合の復旧作業については、二次災害を防止するため、次の

手順により慎重に進める。 

① 供給施設における復旧作業 

ガスの供給を一時又は一部停止した場合は、所定の点検計画に基づき、施設の点

検、補修を行い、各設備の安全性確認の後、標準作業に基づいて、ガスの供給を再

開する。 

② 中圧導管の復旧作業 

ア 区間遮断 

イ 気密試験（漏えい箇所の発見） 

ウ 漏えい箇所の修理 

③ 低圧導管と需要家設備の復旧作業 

ア 閉栓確認作業 

イ 被災地域の復旧ブロック化 

ウ 復旧ブロック内巡回点検作業 

エ 復旧ブロック内の漏えい検査 

オ 本支管・供内管漏えい箇所の修理 

カ 本支管混入空気除去 

キ 内管検査及び内管の修理 

ク 点火・燃焼試験 

ケ 開栓 

(2) 再供給時事故防止措置 

ガスの供給を停止した場合、問題となるのは再供給時の取扱いである。この操作を

誤ると思わぬ事故に結びつくため、次のとおリの手順をもって慎重に行う。 

① 供給施設 

ガスの供給を一時又は一部停止した場合は、所定の点検計画に基づき、各種施設

の点検と必要に応じ補修を行い、各設備の安全性を確認した後、標準作業に基づい

て、ガスの供給を再開する。 

また、ガス再供給時のガス漏えい等による二次災害を防止するため、点検措置を

行う。 
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② 需要家施設 

各需要家の内管検査及びガスメーターの個別点検試験を実施し、ガスの燃焼状態

が正常であることを確認した後、使用再開する。 

(3) 災害時における広報宣伝 

災害時には被害の程度に応じて、ブロックごとに供給を停止する。ガスによる二次

災害の防止及び市民の不安を除去するため、広報車による巡回のほか、消防署、警察

署、報道機関等に協力を要請し、あらゆる手段を尽し被害地区におけるガス機器の使

用上の注意事項、ガス供給状況、供給停止地区の復旧の見通しについて広報する。 

 (4) 地震発生時の措置（お願い） 

① 地震発生時 

ア ガス栓を全部閉めること。 

イ ガスメーターのそばにあるメーターコックを閉めること。 

ウ ガスの臭いがする場合、火気使用は厳禁であること。この場合には、ガス栓、

メーターコックを閉め、直ちに東彩ガスに連絡すること。 

エ 換気扇の使用はスイッチの火花によって火災の原因ともなるので使用しないこ

と。 

② マイコンメーターが作動してガスが出ない場合 

ア 塗色がクリーム色のメーターの場合は、左上の丸い蓋を外し、中のボタンをし

っかりと押し、ランプの点灯を確認する。 

イ ランプの点灯後、蓋を閉め３分間経過後、ランプが消灯した後に使用する。 

ウ 操作終了後約３分間は、マイコンによりガス漏えい検査をしているためガスの

使用はしないこと。 

③ 供給を停止した場合 

ア ガス栓を開いてもガスが出ない場合は、供給を停止しているので、ガス栓・メ

ーターコックを閉じ、東彩ガスから連絡があるまで待つこと。 

イ ガスの供給が再開されるときには、必ず、あらかじめ東彩ガスが各家庭のガス

設備を点検し、安全を確認するので、それまでガスを使用しないこと。 

④ 供給再開時 

ア あらかじめ、通知する内管検査及び点火試験等の当日はなるべく在宅すること。 

イ 点火試験に合格するまでは、ガスを使用しないこと。 

ウ 内管検査・点火試験等の当日に不在の場合は、必ず最寄りの事業所に連絡する

こと。 

エ ガスの使用再開後に異常を発見した場合は、直ちにガスの使用を止め、最寄り

の事業所に連絡すること。 

 

９.４ 電気通信施設の応急対策【 東日本電信電話(株) 】 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 基本方針 

災害が発生した場合には電気通信サービスを維持し、重要通信の疎通させるための通
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信手段を確保する。また、被害を受けた電気通信設備をできるだけ早く復旧するととも

に、災害復旧及び被災地における情報流通について顧客、国、地方自冶体、ライフライ

ン事業者及び報道機関等と連携を図る。 

 

２ 応急対策 

(1) 災害時の活動体制 

① 災害対策本部の設置 

災害が発生するおそれのある場合、又は発生した場合、災害の迅速かつ適切な復

旧を図るため、社内規定により、埼玉事業部に災害対策本部を設置し対応する。 

② 情報連絡 

災害が発生するおそれのある場合、又は発生した場合、市災害対策本部、その他

各関連機関と密接な連絡をとるとともに、気象情報・報道機関等の情報等に留意し、

被害の状況、その他各種情報の把握に努める。 

(2) 応急措置 

電気通信設備に被害が発生した場合は、次の各号の応急措置を講ずる。 

① 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、

網措置等疎通を確保する措置を講ずる。 

② 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、避難場所に罹災者が利用する特設公衆電話

の設置に努める。 

③ 通信の利用制限 

通信の疎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。 

④ 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輻輳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。 

(3) 災害時の広報 

① 災害の発生が予想される場合又は発生した場合において、通信の疎通及び利用制

限の措置状況及び被災した電気通信設備等の応急、復旧状況の広報を行い、通信の

疎通ができないことによる社会不安の解消に努める。 

②  テレビ・ラジオ・新聞等の報道機関を通じて広報を行うほか、必要に応じてパソ

コン通信、支店前掲示板等により直接当該被災地に周知する。 

③  災害用伝言ダイヤル等を提供した場合、交換機よりの輻輳トーキ案内、避難所等

での利用案内を実施するほか、必要に応じて報道機関、自冶体との協力体制により、

テレビ・ラジオ等で利用案内を実施する。 

 

３  応急対策 

災害に伴う電気通信設備等の応急復旧は、恒久的復旧工事との関連並びに情勢の緊急

度を勘案して、迅速・適切に実施する。 
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① 被災した電気通信設備の復旧は、サービス回復を第一義として速やかに実施する。 

② 必要と認めるときは、災害復旧に直接関係ない工事に優先して、復旧工事に要す

る要員・資材及び輸送の手当てを行う。 

③ 復旧に当っては、行政機関、ライフライン事業者と提携し、早期復旧に努める。 

 

９.５ 交通施設の応急対策【 東日本旅客鉄道(株) 】 

 

＜活動内容と手順＞ 

１ 基本方針  

輸送業務を災害から未然に防止し、災害時には早期復旧に努め、輸送の確保を図ると

ともに、新幹線運行本部・東京・横浜・八王子・大宮・高崎・水戸・千葉各支社及びそ

の他社内機関並びに関係会社、関係自治体、その他災害機関と密接な連携のもとに万全

の措置を講ずることをもって、その基本方針とする。 

 

２ 応急対策  

(1) 応急対策本部の設置 

風水害、地震その他の災害の規模、状況に応じて大宮支社、地区センター及び関係

箇所に災害対策本部を設置するとともに、災害現場には現地対策本部を設置する。 

(2) 復旧計画 

災害の復旧に当たっては、早急な運転再開を図るため応急工事を実施し、終了後早

急に本復旧計画を立て実施する。 

(3) 人員・資機材等の確保 

必要資機材等を常備し、関係箇所長は非常招集計画を定めるとともに、関係協力会

社等との協議要領を定めておく。 

 

 


