
さいたま市地域防災計画［改定版］（素案）について

　東日本大震災の教訓をふまえ、連鎖的に発生が懸念される大地震や台風などとの複合災害、放射性
物質拡散等、今後、発生する可能性を否定できないあらゆる災害を想定して、さいたま市地域防災計画
の改定を行う。

（１）改定内容の視点
計画内容の改定作業に際しては、下記の事項を反映する。
①想定外をなくすように、さまざまな事態を想定し、災害対策、事務分掌の見直しを行う。
②想定外の事態にも対処できるようなシステムの構築
③反省点の解消（情報収集・共有、役割分担）
④その他

また、東日本大震災で明らかになった課題や風水害など過去の災害事例及び国・埼玉県の動向を整理
し、以下のとおり検討を行うこととする。

①東日本大震災発生時の問題点・課題
・先の庁内調査の「東日本大震災時の対応調査結果」において、指摘された事項より現行の地域防災計
画の問題点・課題を整理する。
②9月の暴風雨による首都圏の帰宅困難者の状況やゲリラ豪雨による災害等の問題点・課題
・3.11東日本大震災や暴風雨災害時により、首都圏の帰宅困難者の状況やゲリラ豪雨による災害対応等
の状況を踏まえて、地域防災計画の問題点・課題を抽出する。
③本市の地域防災計画の対象となる事態（事象）の見直し
④役割分担の見直しの反映
・各班の役割分担が明確になるように、事務分掌の修正も反映する。

（２）構成等について
構成では、『共通編』、『震災対策編』、『風水害対策編・大規模事故等対策編』、『資料編』の４編構成と
し、『東海地震の警戒宣言に伴う対応』に関しては、『震災対策編』の附編とする。

　

 

◇共通部分（災害予防計画、復旧・復興）の一体化
◇理解の容易性
◇使用の利便性
・平素からの役割の意識付け
・使用目的別による構成

平成２４年１月３１日（火）
都市経営戦略会議資料

総務局危機管理部防災課

　想定外をなくすため、東日本大震災で明らかになった課題、本市で明らかになった課題を体系的に整理

し、対応方針に基づき、地域防災計画に反映すべき事項を記載。
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１　改定の趣旨

２　改定にかかる基本的な考え方

３　改定のポイント

４　計画改定スケジュール
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共　通　編

震災対策編

風水害・大規模事故対策編

附編：東海地震の警戒宣言に伴う対応措置計画
　

資　料　編 （CD)

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月以降
平成２４年

戦略会議
　　　☆
    31日

パブリックコメント
3月５日～４月４日

防災会議 計画策定
　　☆

終案調整

戦略会議
　　☆

庁内検討
委員会
　 ☆

防災会議
幹事会

　　☆
29日

・災害に強い
まちづくり計
画策定
・事業継続
計画策定

平成２４年度中

議会報告
　　☆

課題分類 課題 改定内容・記載事項

迅速な避難の徹底
避難勧告・指示基準の見直し、ゲリラ豪雨を想定した雨水・水位基準、避難に係る啓発・普及、避難
訓練の徹底

安全な避難場所・避難経路の確保 二次避難所（コミセン・文化施設）・福祉避難所の設定、災害ボランティアセンターとの連携
避難所開設・閉鎖 区役所へ避難所開設・閉鎖権限を委譲

２情報　 情報伝達手段の確保
ＮＡＣＫ５との協定締結、市独自の情報伝達手段の確立（移動系無線、衛星電話の整備）、総合防災
情報システムの整備

３　ライフライン等　 ライフラインの途絶、物流網の寸断対策 石油商業組合、ローソンとの協定締結、物流拠点の確保、災害用備蓄の充実
駅前滞留者の混乱防止 一時滞在施設の確保　、一斉帰宅困難者の軽減（事業所への協力依頼）、情報提供、警察との連携
帰宅困難者への支援 帰宅困難者用食糧備蓄、庁内役割分担の明確化、児童・生徒・園児の一時預かり

迅速な情報の収集及び把握
原発事故に関する情報の収集及び把握
放射性物質による大気、水質及び土壌の汚染に関する情報の収集及び把握
健康に関する情報の収集及び把握　、家畜、農産物等に関する情報の収集及び把握

市民への情報提供及び相談体制 市民への情報提供及び方法、汚染地域からの避難受入れ対応

広域放射能汚染対策
放射性物質に起因する災害に対する活動・連絡体制、応急措置等
水道水等に関する影響の調査、その他風評被害など、市民が不安に感じる事項検討

６耐震　 家具の転倒・落下防止の普及・啓発 自主防災組織に対する周知、出前講座の強化
要援護者へのきめ細やかな対応 個別避難支援プランの作成、防災カード・緊急時安心キットの普及
福祉避難所の開設準備  社会福祉施設との協定、バリアフリー対応の2次避難施設の早期開設、避難所のバリアフリー対策
避難所環境の改善 災害時における男女のニーズの違いへの対応、妊産婦への配慮、乳幼児の対応

被災地に対する支援
カウンターパートの支援体制、支援物資の提供手順（受付・仕分け・搬送）の見直し、事務分掌への
反映、災害ボランティアの受付・斡旋・便宜供与等の体制整備、情報の提供

避難者の受入れ・支援 災害応援計画の充実 ・支援対策会議の実施 ・避難者の受入施設の確保等

９想定外　 悪のシナリオと対策の限界点の確認
想定外の事態に対応するための柔軟性をもった事務分掌のあり方を検討
各部活動マニュアルの策定内容の見直し、火山噴火・竜巻等異常気象への対応

10庁内体制 活動組織・配備体制の不備 意思形成システムの構築（危機管理センターのハード・ソフト整備）

11その他 行政ＢＣＰ作成による業務継続の検討
行政データバックアップの確認  、被災時代替オフィススペース・代替機器の確保
災害時業務実施応援要員の確保（協定書締結）

５放射性物質　

７災害時要援護者　

８広域応援　

主な課題への対応

1避難　

４帰宅困難者　



【参考】　課題整理の確認５　主な課題に対する具体的措置

予算措置を伴う事務

予算措置を伴なわない事務

課題分類 課題 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

情報伝達手段の確保

情報集約・伝達・共有

駅前滞留者の混乱防止

帰宅困難者への支援

庁内体制 活動体制・配備体制の不備

行政BCP作成による業務継続の検討

細部実施計画策定

情報

帰宅困難者

その他

移動系無線の整備

総合防災情報システム構築

（仮称）帰宅困難者対策協議会設立　（埼玉県と合同）　周知・啓発、訓練等の実施

帰宅困難者用の備蓄

危機管理センターのハード・ソフト整備

BCPの策定

災害に強いまちづくり計画の改定

図上訓練

課題分類 課題 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

避難
安全な避難場所・避
難経路の確保

情報 情報伝達手段の確保

ライフライン等 ライフラインの途絶、物流網の寸断対策

帰宅困難者 駅前滞留者の混乱防止

災害時要援護者 福祉避難所の開設準備

庁内体制 活動体制・配備体制の不備

ローソンとの物資供給に関する協定、埼玉県石油商業組合との燃料供給協定締結済

活動マニュアルの作成

二次避難所（コミュニティセンター・文化施設）との協定

福祉避難所の確保

埼玉県トラック協会との協定

一時滞在施設の確保、安否確認訓練の実施

NACK５との緊急放送に関する協定締結済

福祉避難所指定に向けた社会福祉施設との協議

各部各班による事務分掌の検証訓練実施

課題 阪神・淡路大震災で明らかになった課題 東日本大震災で明らかになった課題 本市の対応 今後の予定

（１）避難誘導 （１）迅速な避難の徹底

（２）避難所の開設 （２）安否確認手段の周知・徹底

（３）避難所の管理運営 （３）安全な避難場所・避難経路の確保

（４）応急仮設住宅 （４）広域的な避難体制の整備

（５）救護所の適正配置・保健体制

（６）通信網の混乱

（1）情報の収集、伝達及び調整
（１）情報伝達手段の確保
情報通信インフラの整備
情報空白を想定した柔軟な運用体制

（２）通信手段、被災者等への的確な情報伝達活動  （２）マスメディアと連携した広報及び住民ニーズの把握

（１）食糧、飲料水及び生活必需品の調達、供給活動 （１）ライフラインの途絶、物流網の寸断対策

(２)配送業者確保 （２）食糧・物資・燃料・医薬品等の調達・維持管理計画の確保手段

（３）給水タンク車整備、ポリタンク備蓄 （３）膨大な量の廃棄物処理体制の確立

（４）仮設トイレ備蓄 （４）備蓄の充実

（１）駅前滞留者の混乱防止

（２）帰宅困難者への支援

（３）帰宅困難者への対応

（１）迅速な情報の収集及び把握

（２）市民への情報提供及び相談体制

（３）広域放射能汚染対策

（１）家具の転倒・落下防止の普及・啓発

（２）建築物耐震化の加速的推進

（１）二次災害の防止活動
　　・応急危険度判定士
　　・避難勧告等の実施体制

（３）地盤液状化対策の推進

（４）非構造部材の耐震化

（１）地域の中での要援護者支援 （１）要援護者へのきめ細やかな対応

（２）要援護者に対する配慮 （２）福祉避難所の開設準備

（３）車椅子、簡易トイレ、食事等備蓄 （３）避難所環境の改善

（１)支援要請を行う仕組み

（２）応援受入れ計画未策定

（１）遺体搬送車両確保 （１）最悪のシナリオと対策の限界点の確認

（２）遺体安置所確保 （２）復興計画の事前検討

（３）想定外（規模・内容）の事態の見直し

（１）初動体制

（２）災害対策本部の設置

（３）組織体制

（４）動員

・避難勧告・指示基準の見直
し、二次避難所、福祉避難所
の確保を行う。
・仮設住宅建設用地、保健
師による避難所巡回は、既
に対応済
・医療救護所の設置は、地
域防災計画に規定済であ
り、医療セットの備蓄も完了
済

・二次避難所の確保は、
調整済であり、今後協定
を締結。
また、福祉避難所は、今
後協議を進めていく。
・避難所にマンホール型ト
イレの整備を進めている
（H27完了）

・行政BCP作成による業
務継続計画を作成する。
・標準的時系列対応マ
ニュアルを作成する。

・現在、移動系無線（H２
６）、総合防災情報システ
ム（H２４）は、構築中
・消防局において、消防
救急無線のデジタル化を
平成27年度中の運用開
始を目指し、計画済

配送業者については、既に
赤帽と協定締結を結んでい
るが、拡充のため、埼玉県
トラック協会とも協定締結
を行うことで、現在調整
中。

施設は、確保し、今後協定を締
結、食糧についても予算措置を
行っている。
県と合同で帰宅困難者対策協議
会（仮称）を立ち上げ、事業所等
への周知・啓発を図っていく。

計画に基づき、迅速な情
報提供、住民周知を図
る。

出前講座や、市報等で周
知・啓発を図っていく。

福祉避難所の整備を早急
に検討する。

広域大規模災害に対するカ
ウンターパートの支援体制
の整備を図る。

各部活動マニュアルの策
定内容見直し

庁内体制

・避難所運営においては、マ
ニュアル等で要援護者に対
する対応を記述する。

・応援計画、受援計画を地域
防災計画に記載。

・地域防災計画で、対象とする
災害の見直しと対策を記述。
・ハザードマップに基づいた土
地利用計画の見直し。
・遺体搬送車両や遺体安置場
所は、協定締結済。

・事務分掌の見直しや活動
マニュアルの作成、危機管
理センターの整備を行う。

想定外

危機管理センターの整備
を平成２４年度から実施。

広域応援

・復旧・復興の迅速化のた
め、事業の優先順位の明確
化を行なう。

・移動系無線、総合防災情
報システムの構築
・消防救急無線のデジタル
化
・NACK５と協定締結済

・燃料確保については、埼玉
県石油商業組合と協定締結
済。
・備蓄計画については、さい
たま市被害想定調査（H21)22
万３千人の避難者を想定し、
計画を見直し。
・各避難所に給水袋、仮設ト
イレ備蓄済

・帰宅困難者一時滞在施設
の確保、食糧備蓄
・一斉帰宅困難者の軽減

・原発事故に関する庁内役割分
担を地域防災計画に記述。
・測定器を購入し、調査を実施
し、公表済

・応急危険度判定士、避難
勧告等の実施体制は、措置
済
・家具の転倒防止措置など
の自主防災組織に対して周
知を図る。

放射性物質

災害時要援護者

情報

その他

ライフライン等

帰宅困難者

耐震

避難


