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第２章  災害応急対策計画 
 

 

第１節 応急活動体制 

災害が発生した場合に迅速な応急対策を行うため、町の活動体制を整えるとともに、県、

隣接市町等への応援要請又は相互協力体制を整えて、応急対策活動を実施する。 

また、大規模地震時には自衛隊と連携し、町民の安全を図り、被災者の救助に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 活動体制 

地震発生に伴い町がとる活動体制、応急活動対策を行うための動員計画及び活動の中核

をなす災害対策本部の組織・運営について定める。 

 

実施担当 関係部局 

 

１ 初動対応 

大規模地震が発生して本町に大きな被害が発生した場合は、図 ２-１に示す手順に従っ

て初動対応を行う。 

 

 

 

第２章 災害応急対策計画 

第１節 応急活動体制 第１ 活動体制 

第２ 職員の動員 

第３ 災害救助法の適用 
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図 ２-１ 初動対応の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 配備体制と配備基準 

配備体制と配備基準は、表 ２-１に示すとおりである。（資料編 様式１、２） 

地震発生 

地震情報の収集 

災害情報の収集・初期対応 

災害対策本部の設置 

職員の動員 

自衛隊災害派遣の要請 

広域応援の要請 

災害救助法の適用 

地震発生直後、職員は町に設置されている地震計の

計測値を確認するとともに、テレビ、ラジオ等から

地震情報を収集する。 

原則として、本町域で震度6弱以上の地震が発生し

た場合には、災害対策本部を設置する。 

職員は、配備計画に従い、あらかじめ定められた場

所に参集する（休日、夜間については自主参集）。 

各班は、それぞれが関係する災害情報を収集し、

災害対策本部に伝達する。 

災害対策本部は、収集された情報を精査し、被害の

全体を早期に把握する。 

災害対策本部長は、収集した災害情報から広域応援

が必要と認められた場合は、事前に締結されている

協定等に基づき、他市町に応援要請を行う。 

災害対策本部長は、収集した災害情報から本町に災

害救助法の適用が可能であると判断した場合は、速

やかに知事へ災害救助法の適用の要請を行う。 

災害対策本部長は、収集した災害情報から自衛隊の

派遣が必要と認められた場合は、速やかに知事へ自

衛隊派遣の要請を行う。 

緊急地震速報の受信 
震度5弱以上の揺れが予想された場合、同報系防災

行政無線の自動起動により、町民に緊急情報を伝達

する。 
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表 ２-１ 配備体制と配備基準 

配備体制 配備基準 活動内容 災害対策

本部 

配備職員 

待機体制 ○震度4以上の地震が発生 主に情報収集及び報告を任務

として活動する体制 

× 

第
一
配
備 

○原則として町域に震度5弱

の地震が発生したとき。 

○その他、町長が必要と認め

たとき。 

災害の要因が発生した場合、

主に情報の収集、警報等の伝

達を任務として活動する体制 

× 警
戒
体
制 

第
二
配
備 

○原則として町域に震度5強

の地震が発生したとき。 

○「東海地震注意情報」が発

表されたとき。 

○その他、町長が必要と認め

たとき。 

軽微な災害が発生した場合、

主に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 

× 

非常体制 ○原則として町域に震度6弱

以上の地震が発生したとき 

○「警戒宣言及び東海地震予

知情報」が発令されたとき。 

○相当規模の災害が発生し、

被害が予想されるとき。 

○その他、町長が必要と認め

たとき。 

相当規模の災害の発生が予

想される、又は相当規模の災

害が発生した場合、町の全職

員を動員し、町の組織及び機

能の全てをあげて救助その他

の応急対策を推進する体制 

○ 

表 ２-６ 

 

３ 災害対策本部の設置・運営 

（１） 災害対策本部の設置 

町長は、町域に地震による相当規模以上の災害が発生し、又は発生するおそれが

ある場合において非常体制を発令する必要があると認めたときは、災害対策基本法

第２３条の第８項の規定に基づき災害対策本部を設置する。（資料編 法令１、３） 

ア 設置基準 

ａ 原則として町内に震度6弱以上の地震が発生したとき。 

ｂ 「警戒宣言及び東海地震予知情報」が発令されたとき。 

ｃ 相当規模の災害が発生し、被害が予想されるとき。 

ｄ その他、町長が必要と認めたとき。 

イ 設置場所 

災害対策本部は役場に設置し（資料編 資料１）、役場正面玄関に「杉戸町災害対

策本部」の標識を掲げ、災害対策本部の設置場所を明示する。 

ただし、役場が被災し予定した場所に設置できない場合は、代替場所としてすぎ

とピアに設置するとともに参集した職員に周知する。 

災害対策本部において用意すべき備品は、表 ２-２のとおりである。 
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表 ２-２ 災害対策本部に用意すべき備品 

○優先電話及びＦＡＸ ○防災行政無線、消防無線 ○災害対応用臨時電話 

○複写機 ○庁内放送設備 ○テレビ、ラジオ 

○災害処理表その他書類一式 ○ハンドマイク ○筆記用具等事務用品 

○懐中電灯 ○防災関係機関一覧表 ○その他必要資機材 

○発電機（非常用電源）及び燃料 ○災害時の町内応援協力者名簿 

○被害状況図板、住宅地図及びその他地図 

 

ウ 実施責任者 

災害対策本部長（以下、「本部長」という）は町長とし、不在の場合は副町長とす

る。副町長も不在の場合は、杉戸町役場組織規則第１２条（町長の職務代理）に定

める順位により代理する。 

第１順位 総務課長 

第２順位 杉戸町職員の給与に関する条例第3条に規定する職務の等級の上位の者 

第３順位 職級が同じ場合は給与条例に規定する号給の多い者 

（平時において職務代理者の順位を確認しておく） 

エ 解散基準 

本部長は、町域において災害が発生する危険が解消したと認めたとき、又は災害

応急対策がおおむね完了したと認めたときは災害対策本部を解散する。 

ただし、災害の規模等により事後処理を必要とする場合、関係各部長は本部設置

の体制に準じ、事務を継続し対処する。 

オ 設置・解散の通知 

災害対策本部を設置、又は解散した場合、本部長は直ちに関係機関等に通知する。 

 

表 ２-３ 災害対策本部設置及び解散の通知 

通知先 通知方法 連絡担当 

職員 庁内放送、メール連絡網、電話、口頭 

防災関係機関 県防災行政無線、電話、ＦＡＸ 

一般住民 町防災行政無線、広報車、メール配信 

報道機関 県防災行政無線、電話、ＦＡＸ 

隣接市町 県防災行政無線、電話、ＦＡＸ 

総務課、住民参加推進課 

秘書広報課 

 

（２） 災害対策本部の組織編成、事務分掌 

災害対策本部の組織編成及び事務分掌は、図 ２-２及び表 ２-４に示すとおりと

する。 

ただし、人命救助を最優先とし、消防をもって措置できない場合は、各部の人員

を割き、救出、救助活動を支援する。 
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図 ２-２ 災害対策本部組織図 

上下水道課（経営総務担当、下水道担当）

会計課

議会事務局、行政委員会

学校給食センター

上下水道課（経営総務担当、水道担当）

消防班 埼玉東部消防局杉戸消防署

議会事務局班

会計班

上水道班

下水道班

給食班

秘書広報課、政策財政課

総務課、人権・男女共同参画担当

住民参加推進課

町民課

環境課

都市施設整備課、産業団地拡張推進室

建築課

産業課、農業委員会、商業活性化推進室

財産管理課

税務課

福祉課、子育て支援課

健康増進課、すぎとピア・保健センター

教育総務課

社会教育課、町史編さん室、
杉戸町生涯学習センター
杉戸町立図書館

学校教育課

産業班

教育総務班

学校教育班

社会教育班

健康増進班

環境班

都市施設整備班

建築班

税務班

福祉班

住民参加推進班

町民班

財産管理班

本部員：

《本部員会議》

課長及び
課長相当職
杉戸消防署
長

副町長
教育長

秘書広報・政策班
本部長： 町長

副本部長：
総務班
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表 ２-４ 災害対策本部事務分掌 

本部会議 事務分掌 

本部長 町長 

副本部長 副町長 

教育長 

本部員 課長 

課長相当職 

１ 災害対策本部設置の必要性について協議決定する。 

２ 避難勧告、自衛隊に対する援助の要請等重要事項について

協議決定する。 

３ 初動対応期終了後の他市町村への広域応援の要請等、重要

事項について協議決定する。 

４ その他災害対策上の重要事項を協議決定する。 

 

各班の責任者 事務分掌 

班長 １ 各班の統括に関すること。 

２ 活動方針の決定、変更等重要事案を本部員会議に上申するこ

と。 

 

 

活動班 実施担当 事務分掌 

各班共通  １ 各班の動員、配備に関すること。 

２ 各班及び各班内の連絡調整に関すること。 

３ 所管する業務に関連する事項の被害状況調査及び取りまとめに関

すること。 

４ 他の班の応援に関すること。 

５ 災害対策本部が設置されていない場合でも、必要に応じて各班は

以下の業務を行う。 

秘書広報・政策

班 

<班長> 

秘書広報課長 

 

秘書広報課 

政策財政課 

１ 各種情報の受理に関すること。 

２ 無線機等による安全情報の提供に関すること。 

３ 無線の届かない地域へのパトロール広報の実施に関すること。 

４ 報道機関からの人的被害情報の入手に関すること。 

５ 人命救助に役立つ情報の提供に関すること。 

６ 取材活動の規制に関すること。 

７ 報道機関との連絡調整に関すること。 

８ 本部長の秘書に関すること。 

９ 災害視察団に関すること。 

１０ 災害復旧計画に関すること。 

１１ 人命の救助、救出活動に直結する各種情報の分析に関すること。 

１２ 予防措置、応急措置等の実施方針を班長に具申すること。 

１３ 災害対策の予算に関すること。 

１４ 義援金募集配分委員会の設置及び運営に関すること。 

１５ 人心の安定、安全に係る広報の案文の作成に関すること。 

１６ その他の広報資料の作成に関すること。 

１７ 災害の広報に関すること。 

１８ 町の対応状況の広報に関すること。 
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活動班 実施担当 事務分掌 

総務班 

<班長> 

総務課長 

総務課 

人権・男女共同

参画担当 

１ 自衛隊の災害派遣要請に関すること。 

２ 県及び他機関に対する連絡、応援要請に関すること。 

３ 各班の人員の調整に関すること。 

４ 職員の動員に関すること。 

５ 各課との連絡調整に関すること。 

６ 職員の服務、給与、公務災害補償に関すること。 

住民参加推進班 

<班長> 

住民参加推進

課長 

 

住民参加推進課 １ 各班所管の被害状況、応急対策等の実施状況、その他、

災害活動に必要な情報を取りまとめて本部に連絡するこ

と。 

２ 人命の救助、救出活動に直結する各種情報の受理に関す

ること。 

３ 無線通信に関すること。 

４ 災害対策本部の運営に関すること。 

５ 災害情報の統括に関すること。 

６ 災害の記録に関すること。 

７ 防災行政無線に関すること。 

８ 防災会議の開催に関すること。 

９ 防災関係機関との連絡調整に関すること。 

１０ 人員及び物資輸送等のためのヘリコプターの調整に関す

ること。 

１１ ヘリコプターの出動要請及びヘリポートの設置に関するこ

と。 

１２ 社会福祉協議会との災害ボランティアの調整に関するこ

と。 

１３ 災害時の交通安全に関する関係機関、団体との連絡調整

に関すること。 

１４ 自主防災組織の活動に関すること。 

１５ 帰宅困難者に関すること。 

１６ 消防団に関すること。 

町民班 

<班長> 

町民課長 

町民課 １ 問い合わせ・安否確認の窓口の創設に関すること。 

２ 遺体の埋・火葬許可書の発行に関すること。 

３ 国民健康保険被保険者証の発行（再発行）に関すること。 

４ 後期高齢者医療被保険者証の発行（再発行）に関するこ

と。 

５ 本部に直接来庁する被災者への対応に関すること。 

６ 不要不急な問い合わせへの対応に関すること。 
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活動班 実施担当 事務分掌 

財産管理班 

<班長> 

財産管理課長 

財産管理課 

 

１ 庁内電話等通信施設、電気施設の確保に関すること。 

２ 電話交換の操作に関すること。 

３ 町公共施設の各種情報（被害状況等）の管理に関するこ

と。 

４ 町有財産の管理に関すること。 

５ 公用車両、公共施設用資機材の借上調達に関すること。 

税務班 

<班長> 

税務課長 

税務課 

 

１ 災害情報等の現地確認調査及び収集に関すること。 

２ 町内パトロールの実施とその情報（被害状況等）の記録整

理に関すること。 

３ 建築課と連携したり災証明の発行に関すること。 

福祉班 

<班長> 

福祉課長 

福祉課 

子育て支援課 

１ 社会福祉団体との連絡調整に関すること。 

２ 災害弔慰金、災害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付

に関すること。 

３ 災害救助法の適用事務に関すること。 

４ 所管する管理施設の救護応急対策に関すること。 

５ 生活保護者等の支援に関すること。 

６ 災害時要援護者（主に障がい者）の支援に関すること。 

７ 指定避難所の運営管理に関すること。 

健康増進班 

<班長> 

健康増進課長 

 

健康増進課 

すぎとピア 

保健センター 

１ 被災者の患者数及び診療需要の把握に関すること。 

２ 医療機関の被害状況の確認に関すること。 

３ 医師、看護師等医療従事者の確保に関すること。 

４ 医療機関との通信の確保に関すること。 

５ 救護所の設置、運営に関すること。 

６ 日赤、社協等の義援金等の受付及び保管に関すること。 

７ 所管する管理施設の救護応急対策に関すること。 

８ 医療機関との連絡調整に関すること。 

９ 医薬品の調達に関すること。 

１０ 感染症予防に関すること。 

１１ 被災者の医療救護に関すること。 

１２ 乳幼児の救護及び助産に関すること。 

１３ 災害時要援護者（主に高齢者）の支援に関すること。 

１４ 指定避難所の設置・運営管理の協力に関すること。 
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活動班 実施担当 事務分掌 

環境班 

<班長> 

環境課長 

環境課 １ 初動救援活動を阻害する事態（がれき、廃棄物等）への対

応に関すること。 

２ 遺体の捜索、収容、埋葬等関係機関と連絡調整に関するこ

と 

３ 被災地の消毒及び薬剤の散布、調達に関すること。 

４ 清掃処理・仮設トイレの対応に関すること。 

都市施設整備

班 

<班長> 

都市施設整備課長

 

都市施設整備課 

産業団地拡張推進

室 

１ 陸上ルートの確保に関すること。 

２ 陸上輸送手段の確保に関すること。 

３ 緊急輸送ルートの交通規制に関すること。 

４ 災害復旧にあたる車両の賃借及び配置計画に関すること。 

５ 人員及び物資輸送等のための車両の調達に関すること。 

６ 指定避難所の設置、運営管理の協力に関すること。 

７ 避難者の輸送に関すること。 

８ 土木施設等の応急復旧に関すること。 

９ 道路の障害物除去に関すること。 

１０ 応急用資材並びに労力の確保調達に関すること。 

１１ 復旧用資材の調達及び運搬に関すること。 

１２ 建設協力会との連絡に関すること。 

建築班 

<班長> 

建築課長 

建築課 １ 建物の応急危険度の判定に関すること。 

２ 応急仮設住宅の建設に関すること。 

３ 応急仮設住宅の入居に関すること。 

４ 被災した家屋、宅地の調査に関すること。 

５ 町営住宅の被害調査及び復旧に関すること。 
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活動班 実施担当 事務分掌 

産業班 

<班長> 

産業課長 

産業課 

農業委員会 

商業活性化推進室 

１ 援護物資の仕分け、配分に関すること。 

２ 救護食糧、救援物資（寝具、衣料品、日用品、光熱材料等）の

調達に関すること。 

３ 食料品の調達、配分に関すること。 

４ 炊き出しに関する情報収集に関すること。 

５ 援護物資の調達及び配送に関すること。 

６ 農産物関係の災害対策に関すること。 

７ 被災商工業者の融資支援に関すること。 

８ 飲料水の輸送、給水に関すること。 

 

 

教育総務班 

<班長> 

教育総務課

長 

教育総務課 １ 指定避難所の被害状況の確認に関すること。 

２ 避難所運営において自主防災組織、消防団、関係地域団体

との調整に関すること。 

３ 町立学校の連絡調整に関すること。 

４ 町立学校の救護応急対策に関すること。 

５ 指定避難所の設置・運営管理の協力に関すること。 

６ 教育施設の被害調査及び災害復旧に関すること。 
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活動班 実施担当 事務分掌 

学校教育班 

<班長> 

学校教育課長 

学校教育課 １ 避難所における被害情報、救援要請、援助物資要請等の

被害情報の収集と記録（住民、避難者からの聞き取り）に関

すること。 

２ 避難者リストの作成に関すること。 

３ 自主防災組織等、住民との協力による避難者の受入体制

の整備に関すること。 

４ 地区防災センター近隣住民の避難所への誘導に関するこ

と。 

５ 学校勤務職員の応援態勢に関すること。 

６ 応急教育に関すること。 

７ 学校の保健衛生に関すること。 

８ 被災児童･生徒の学用品の支給に関すること。 

９ 避難所の設置･運営管理の協力に関すること。 

社会教育班 

<班長> 

社会教育課長 

社会教育課 

町史編さん室 

杉戸町生涯学習ｾﾝﾀｰ 

杉戸町立図書館 

１ 文化財及び文化遺産の保護、救出に関すること。 

２ 指定避難所の設置・運営管理の協力に関すること。 

３ 所管する管理施設の災害対応に関すること。 

給食班 

<班長> 

給食ｾﾝﾀｰ所長 

学校給食センター １ 給食センターの復旧に関すること。 

２ 炊き出しの実施に関すること。 

上水道班 

<班長> 

上下水道課長 

上下水道課 

（経営総務担当、 

水道担当） 

１ 水道施設の被害調査と保全、復旧に関すること。 

２ 原水、応急給水の水質調査に関すること。 

３ 水源の確保（造水を含む）及び飲料水の配分に関するこ

と。 

４ 給水資器材、復旧資材の確保に関すること。 

５ 浄水場及び近隣市町との水道の協力に関すること。 

６ 災害時における応急給水に関すること。 

下水道班 

<班長> 

上下水道課主幹 

上下水道課 

（経営総務担当、 

下水道担当） 

１ 施設被害調査及び下水道管路復旧に関すること。 

２ 処理場及び近隣市町との下水道の協力に関すること。 
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活動班 実施担当 事務分掌 

会計班 

<班長> 

会計課長 

会計課 １ 見舞金品の受領と配分に関すること。 

２ 他の班及び地区防災センターの支援に関すること。 

３ 災害対策に必要な現金の出納に関すること。 

４ 災害見舞金（日赤、社協のものを除く）の授受及び配布に

関すること。 

５ 指定避難所設置の協力に関すること。 

６ 災害ボランティアの受入に関すること。（社会福祉協議会へ

の協力） 

議会事務局班 

<班長> 

議会事務局長 

議会事務局 

行政委員会 

１ 他の班及び避難所運営の協力に関すること。 

２ 議会との連絡調整に関すること。 

３ 陳情、請願に関すること。 

消防班 

＜班長＞ 

杉戸消防署長 

埼玉東部消防

組合消防局杉

戸消防署 

１ 消防対策本部に関すること。 

２ 消防団との連絡調整に関すること。 
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（３） 災害対策本部の運営 

災害対策本部の運営は、以下のとおり実施する。 

ア 災害対策本部員会議 

災害に関する情報を分析し、本部の基本方針を協議するため、本部長は随時本部

員で構成する本部員会議を開催する。本部長は議長を務める。 

イ 災害対策本部の職務 

災害対策本部は、情報の収集を行って町全域の被災状況を把握するとともに、次

の事項を協議、決定する。 

 

表 ２-５ 災害対策本部の協議、決定事項 

○災害対策本部の設置及び廃止に関すること。 

○重要な災害情報の収集及び伝達に関すること。 

○避難の勧告又は指示に関すること。 

○「災害救助法」（昭和22年法律第118号）の適用に関すること。 

○市町村の相互応援に関すること。 

○埼玉県及び公共機関に対する応援要請に関すること。 

○各担当との連絡及び調整に関すること。 

○防災対策に要する経費の支弁に関すること。 
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第２ 職員の動員 

地震発生時、職員が実施すべき応急活動を定める。 

 

実施担当 関係部局 

 

１ 配備体制の確立 

配備体制ごとの各部の動員職員は原則として表 ２-６のとおりとし、災害の状況に応

じて臨機応変に動員する。（資料編 資料２） 

（１） 各班で職員の応援を受けようとするときは、次の応援条件を明示して総務班に要

請する。 

ア 応援の場所 

イ 応援に必要な人員 

ウ 作業内容及び携帯品その他必要事項 

（２） 要請を受けた総務班は各班の協力を得て動員派遣する。対応できないときは、他

の市町又は県の職員の派遣を要請して応援を受ける。 

 

表 ２-６ 配備体制別職員動員計画表 

警戒体制 災害対策本部の組織 担当部署 待機体制 

第1配備 第2配備 

非常体

制 

秘書広報課   ○ ◎ 秘書広報・政策班 

政策財政課 ○ ○ ◎ ◎ 

財産管理班 財産管理課  ○ ◎ ◎ 

総務課 ○ ○ ◎ ◎ 総務班 

人権・男女共同参画担  

当 

  ○ ◎ 

住民参加推進班 住民参加推進課 ○ ◎ ◎ ◎ 

町民班 町民課   ○ ◎ 

税務班 税務課   ○ ◎ 

福祉課  ○ ◎ ◎ 福祉班 

子育て支援課        ○ ◎ ◎ 

健康増進班 健康増進課 

すぎとピア・保健セン

ター 

  ○ ◎ 

環境班 環境課   ○ ◎ 

都市施設整備課 ○ ○ ◎ ◎ 都市施設整備班 

産業団地拡張推進室  ○ ◎ ◎ 

建築班 建築課  ○ ◎ ◎ 

産業課  ○ ○ ◎ 

農業委員会   ○ ◎ 

産業班 

商業活性化推進室  ○ ○ ◎ 
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警戒体制 災害対策本部の組織 担当部署 待機体制 

第1配備 第2配備 

非常体制 

教育総務班 教育総務課  ○ ○ ◎ 

学校教育班 学校教育課  ○ ○ ◎ 

社会教育課  ○ ○ ◎ 

町史編さん室   ○ ◎ 

社会教育班 

杉戸町生涯学習セン

ター・ 

杉戸町立図書館 

  ○ ◎ 

給食班 学校給食センター   ○ ◎ 

上水道班 上下水道課 

（経営総務担当、水道担当） 

 ○ ◎ ◎ 

下水道班 上下水道課 

（経営総務担当、下水道担当） 
 

○ ◎ ◎ 

会計班 会計課   ○ ◎ 

議会事務局   ○ ◎ 議会事務局班 

行政委員会   ○ ◎ 

消防班 埼玉東部消防局 埼玉東部消防局の計画に基づく 

○：指定職員（必要な人員として、あらかじめ指定しておく）、◎：全職員 

 

２ 動員の連絡系統（図 ２-３～図 ２-７） 

（１） 勤務時間内の動員 

災害対策本部指令により、庁内放送・グループウェア・電話等を使用して各班長

を通じて動員する。 

（２） 勤務時間外の動員 

自主参集、又は電話等で行う。 

 

図 ２-３ 勤務時間内待機・警戒体制 

（庁内放送） 町庁舎内、各班長

（電話等） 埼玉東部消防組合消防局

町庁舎外の班長

住民参加推進課

（情報察知）
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図 ２-４ 勤務時間内非常体制 

グループウェア

電話等

住民参加推進課

（情報察知）

杉戸消防署各班長

庁内放送

副町長 町長

 

 

図 ２-５ 勤務時間内非常体制 

杉戸消防署

電話等

実施担当班

関係機関（埼玉県等）

（設置の承認）

町長

防災会議員

出先機関

副町長
住民参加推進課

（情報察知）

庁内放送

グループウェア

 

 

図 ２-６ 勤務時間外待機・警戒体制 

埼玉東部
消防局・署
（情報察知）

指定職員参集住民参加推進課

副町長
町長

（設置の承認）

 

 

図 ２-７ 勤務時間外非常体制 

副町長
（設置の承認）

住民参加推進課
全職員
自主参集

町長

埼玉東部
消防局・署
（情報察知）
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３ 地震直後の緊急措置 

（１） 勤務時間内の場合 

勤務時間内に地震が発生した場合、地震直後の緊急措置として、職員は各施設に

おいて次に示す措置をとる。 

さらに、震度6弱以上の地震が発生した場合、避難所に配置されている職員は避難

所へ、その他の職員は所属の執務場所へ自ら参集する。 

ア 勤務時間内の緊急措置 

ａ 通常の勤務体制から、災害対策本部体制に移行し、責任者の指示に従う。 

ｂ 出張中の職員は、以下の順で参集する。 

 

表 ２-７ 参集場所（指定場所以外） 

①役場 

②避難所 

③その他出先機関 

 

ｃ 職員は、職場やその施設の被害状況を把握し、火災が発生した場合には速やか

に初期消火に努める。 

ｄ 町民等来庁者の安全を確保し、火災発生、施設の破損により避難が必要と判断

される場合には、安全な場所への避難誘導を行う。 

ｅ 被害状況に応じて、施設の内部及び周辺において危険箇所への立ち入り規制や

危険物等に対する緊急の防護措置を講ずる。 

ｆ 非常用自家発電施設や通信施設の被害状況を把握し、それぞれの機能を確保す

る。 

イ 勤務時間内の服務内容 

ａ 職員は、配備についていないときも、常に災害に対する情報、本部の指示に注

意する。 

ｂ 原則として、行事、会議、出張等を中止する。 

ｃ 正規の勤務時間が終了しても、所属の長の指示があるまで退庁せずに待機する。 

ｄ 災害現場に出動する場合は、腕章を着用する。 

ｅ 自らの言動で町民に不安や誤解を与えないように、発言には細心の注意を払う。 

 

（２） 勤務時間外の場合 

勤務時間外（夜間・休日等）において、震度6弱以上の地震が発生した場合、職員

は以下に示す措置をとる。 
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ア 職員の自主参集 

ａ 職員は、直ちにテレビやラジオ等による情報及び周囲の状況から被害状況の把

握に努める。 

ｂ 職員は災害の発生を覚知した場合は、動員伝達の有無にかかわらず配備基準に

従い状況を判断し、速やかに登庁する。 

イ 非常参集 

職員（所定の配備につくことがあらかじめ指定されている職員は除く）は、勤務

時間外等において、大規模な災害が発生し、交通途絶等のため所定の配備につくこ

とができないときは、最寄りの防災関連機関、防災活動拠点に非常参集する。 

参集後、防災行政無線等により、町の配備体制、時間を要しても所定の配備につ

く必要があるか等を確認する。所定の配備につくことができない職員、又は所定の

配備につくことを要しないとされた職員は、各部長の指示に従う。 

また、災害状況の推移に従い、最終的には所属の箇所に参集するよう努める。 

ウ 勤務時間外における参集時の留意点 

ａ 参集時の交通手段 

参集時は、公共交通機関を利用する。公共交通機関の利用が困難な場合は、自

転車、バイク、徒歩により参集し、車は使用しない。 

ｂ 参集時の服装 

作業服が貸与されている職員については、作業服、長靴、ヘルメット着用を原

則とし、作業服を貸与されていない職員については活動しやすい服装とする。 

ｃ 参集途上の情報の収集 

参集途上の際、交通状況、被害状況等の災害情報を収集する。ただし、参集途

上における災害情報の収集は、迅速な参集を第一とし、その範囲で把握できる情

報のみとする。 

ｄ 参集途上の情報の報告 

参集途上において収集した情報は、被害状況概要報告書に基づき、本部事務局

へ報告する。 

また、本庁舎以外の場所に参集した職員は、被害状況概括報告書を作成し、所

属長又は班長が、ＦＡＸ又は電話により本部事務局に報告する。有線が使用不可

の場合は、何らかの方法で報告する。 

（３） 参集時の報告 

参集した職員は所属長又は班長に報告し、所属長又は班長は出動職員報告書に基

づき、本部へ参集状況を速やかに報告する。 

（４） 名簿の作成及び整理 

本部事務局は、各所属長又は班長から提出された出動職員報告書に基づき、名薄

を作成、整理して職員の参集状況を把握する。 
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（５） 地震情報の収集 

地震発生直後、県防災行政無線、防災気象情報機器、テレビ、ラジオ等から地震

情報を収集する。 

（６） 避難所の開設 

避難所配備の職員は、避難所の開設、救護、避難所近隣の被災状況の把握及び災

害対策本部への報告並びに情報伝達を実施する。 

（７） 初動期災害情報の収集 

災害対策本部は、警察署及びその他の防災関係機関と緊密な連携を図りながら、

各部が収集した初動対応に必要な情報を整理するとともに、自衛隊災害派遣の要請

や広域応援要請の判断に必要な情報を収集する。 

 

４ 応急活動の留意点 

（１） 災害対策本部の弾力的運営 

大地震においては、数多くの災害応急対策を同時並行的に行うことが要求される。

また、職員自身も被災者となり参集不能となり得る事態も予想される。 

以上を鑑み、災害状況によっては事務分掌にとらわれず、緊急性の高いものから

優先的に職員を投入する等、弾力的な要員の運用を図り、災害応急対策を迅速かつ

効率的に実施する。 

（２） 災害対策要員のローテーション 

大地震の場合は、災害対策が長期化することから、職員の健康管理に留意し、災

害対策要員のローテーションについて基本方針を定め、各班長が事務分掌を考慮し

て決定する。 

（３） 応援部隊等の受入れ 

大地震においては、町の防災体制だけでは災害応急対策の全てに対応できないこ

とも予想される。その際には、自衛隊、県、近隣市町等に対しての応援要請や町内

外から多くのボランティアが集まることも予想されるので、各班が緊密な連携を図

り、これらの応援部隊が円滑に活動できるよう受入体制を確保するため、埼玉県の

受援計画等を参考にする。 
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第３ 災害救助法の適用 

災害救助法は、災害により市町村単位で適用基準以上の被害が生じた場合に適用となり、

国の責任において、地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力のもとに、

災害に際しての応急救助を実施し、被災者の保護と社会秩序の保全を図ることを目的とし

ている。 

災害救助法適用の場合、活動における職権が異なるため、災害救助法の適用基準、適用

時の措置等について整理する。 

 

実施担当 福祉課、子育て支援課 

 

１ 基本方針 

災害救助法が適用される規模の地震災害が発生した場合、町長は直ちに災害救助法の

適用申請を行い、法に基づく救助活動を行う。（資料編 法令５） 

 

２ 災害救助法の適用及び実施 

本法による救助は、本町域を単位に原則として同一原因の災害による町の被害が一定

の程度に達した場合で、かつ、被災者が現に救助を要する状態にあるときに実施される

ものである。 

（１） 適用基準 

本町における災害救助法の適用基準は以下のとおりである。 

 

表 ２-８ 本町における災害救助法の適用基準 

① 町域内の住家滅失世帯 60世帯以上 

県内の住家滅失世帯数 2,500世帯以上 ② 

町域内の住家滅失世帯数 30世帯以上 

県内での住家滅失世帯数 12,000世帯以上 ③ 

町域内の住家滅失世帯 多数 

④ 災害が隔絶した地域に発生する等、救護を著しく困難とする特別の事情があり、多数の世帯の

住家が減失したとき。 

⑤ 多数の者が生命若しくは身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じたとき。 

 

（２） 被災世帯の判定基準 

被災世帯の算定基準は、表 ２-９～表 ２-１１のとおりである。 
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表 ２-９ 住家滅失世帯数の算定基準 

全壊（焼）、流失世帯 １世帯 

半壊（焼）等により著しく損傷した世帯 ２世帯で１世帯 

床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することのできない世帯 ３世帯で１世帯 

 

表 ２-１０ 滅失住家の判定基準 

住家の損壊、焼失又は著しく流失した部分の面積が、その住家の床面積の

70%以上に達したもの 

住家の滅失 

住家の主要構造物の被害額が、その住家の時価の50%以上に達した程度のも

の 

住家の損壊又は焼失した部分の面積が、その住家の延床面積の20%以上70%

未満のもの 

住家の半壊・半焼 

住家の主要構造物の被害額が、その住家の時価の20%以上50%未満のもの。 

浸水が、その住家の床上に達した程度のもの 住家の床上浸水、 

土砂の堆積 土砂・竹木等の堆積等により、一時的に居住することができない土砂の堆積状

態となったもの 

 

表 ２-１１ 世帯数及び住家の単位 

世帯 生計を一にしている実際の生活単位をいう。 

住家 現実に使用している建物をいう。ただし、耐火構造のアパート等で住居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については、それぞれ

をもって1住家として取り扱う。 

 

（３） 適用・実施の流れ 

町長は、前記の「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場

合は、直ちに災害発生の日時及び場所、災害の要因、被害状況、すでにとった救助

措置と今後の救助措置の見込みを知事に報告するとともに、必要な場合はあわせて

災害救助法の適用を要請しなければならない。（図 ２-５） 

ただし、事態が急迫しているときは、町長は災害救助法による救助に着手すると

ともに、その状況を直ちに知事に報告し、その後の処置に関して知事の指揮を受け

なければならない。（図 ２-６） 

 

図 ２-５ 災害救助法適用・実施の流れ（原則） 

 

 

 

 

 

 

被災地 杉戸町 埼玉県 

１ 被害状況把握 2 報告 

3 通知 4 救助実施 

4 救助実施 

（適用決定） 
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図 ２-６ 災害救助法適用・実施の流れ（災害事態が急迫している場合） 

 

 

 

 

 

 

（４） 救助の実施状況の記録及び報告 

救助の実施機関は、法に基づく救助の実施状況を日ごとに記録整理するとともに、

その状況を県本部に報告する。 

（５） 追加委任された場合の対応 

知事が被害の程度や救助を迅速に実施するため、又はその他必要と認め、本町に

新たに救助を委任したときは、委任基準や委任事項、役割分担について、知事と調

整を進め相互の業務を明確にした上で実施する。 

 

３ 災害救助法による救助の種類と実施 

災害救助法による次表の救助のうち、事前に委任されている救助に加えて、知事は救

助を迅速、的確に行うため、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

一部を町長に委任し、町長が救助を実施する。 

 

表 ２-１２ 救助の種類 

救助の種類 町に委任 備考 

①収容施設（応急仮設住宅を含む）の供与 ○ 応急住宅は除く 

②炊き出し、その他による食品の給与及び飲料水

の供与 

○  

③被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 ○  

④医療及び助産   

⑤災害にかかった者の救出 ○  

⑥災害にかかった住宅の応急修理 ○  

⑦生業に必要な資金、器具若しくは資料の給与、

又は貸与 

 災害援護資金貸付金、生活福祉資

金等の他の各種制度が充実されて

いるため、運用されていない 

⑧学用品の給与 ○  

⑨埋葬 ○ 金銭を支給することができる 

⑩死体の捜索及び処理 ○  

⑪災害によって住居、又はその周辺に運ばれた

土石、竹木等で日常生活に著しい支障を及ぼし

ているものの除去 

○  

 

被災地 杉戸町 埼玉県 

１ 救助実施 2 報告 

3 通知 

4 救助実施 

（適用決定） 
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４ 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 

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は、資料編（法令５）

に示すとおりである。なお、救助期間についてやむを得ない特別の事情があるときは、応

急救助に必要な範囲内において、厚生労働大臣の承認を得て延長することがある。 

 

５ 災害救助法が適用されない場合の措置 

災害救助法の適用基準に満たない災害の場合は、同法に準じて町長が救助を実施する。 
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第２節 情報収集・伝達 

本町域において大規模地震が発生した場合、災害応急対策を行うための情報の収集・伝

達、災害情報を町民へ迅速かつ的確に伝達するための広報、町民の相談を受け付ける窓口

の設置及び報道機関への情報提供等に関する計画を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 情報収集連絡体制 

災害情報の収集・伝達について、これを的確かつ迅速に実施するための連絡系統及び連

絡手段を定める。 

 

実施担当 
秘書広報課、政策財政課、総務課、人権・男女共同参画担当、住民

参加推進課、財産管理課、税務課、埼玉東部消防組合消防局 

防災関係機関 

埼玉県利根地域振興センター、杉戸警察署、埼玉県杉戸県土整備事

務所、熊谷地方気象台、関東総合通信局、関東地方整備局、東京電

力（株）春日部支社、東日本電信電話（株）埼玉支店、ＮＨＫさい

たま放送局、（株）テレビ埼玉、（株）エフエムナックファイブ、（社）

埼玉県乗用旅客自動車協会 

 

１ 情報連絡系統 

地震災害時における町災害対策本部を中心とした情報連絡系統は、図 ２-７に示すと

おりである。 

 

 

第２節 情報収集・伝達 第１ 情報収集連絡体制 

第２ 災害情報の収集・伝達 

第３ 町民への広報 

第４ 広聴活動 

第５ 報道機関への情報提供 
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図 ２-７ 情報連絡系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 情報連絡通信手段 

災害情報を把握し、応急対策活動を迅速に行うために、町及び防災関係機関は非常の

際の通信体制を整備し、通信を行う。 

（１） 通信施設の応急対策 

地震発生後、通信施設の所有者又は管理者は、直ちに各通信施設の機能を確認し、

被災している場合は応急修理に当たるとともに、ＮＴＴに優先復旧を要請する。 

（２） 通信手段 

通信機器が被災、又は輻輳して利用できない場合が予想されるため、必要な通信

を確保できるよう複数の方法を臨機応変に使い分ける。なお、以下の手段で通信が

できない場合には、バイク・自転車により連絡を行う。 

ア 電話 

住民からの電話等による輻輳をさけるため、職員、関係団体は次の電話を使用す

るよう徹底する。 

杉戸町災害対策本部 

（住民参加推進課） 

埼玉県災害対策本部 

（消防防災課） 

県関連機関 

指定公共機関・ 

指定地方公共機関 

指定地方行政機関 

消防団 

消防署・出張所 

 

地区防災センター 

収容避難所 報道機関 

埼玉県警察本部 

杉戸警察署 

町民・事業所 

陸上自衛隊 

第32普通科連隊 

：町から県災害対策本部への連絡ができない場合の連絡網 
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ａ 災害時優先電話（あらかじめ、ＮＴＴの指定を受けている） 

ｂ 非常電話、緊急通話（交換手を100番で呼び出して通話を申し込む） 

イ 携帯電話 

職員の携帯電話の借上げ等、携帯電話を確保し、活用する。 

ウ ＦＡＸ・パソコン通信・インターネット 

電話線が繋がっている場合には、有効活用する。 

エ 無線 

町と県及び防災関係機関との通信には、以下を活用する。 

ａ 防災行政無線（資料編 資料４） 

ｂ 県防災行政無線 

ｃ 消防無線（消防活動の程度により可能な場合） 

オ 非常通信 

災害が発生し、又は発生するおそれがあり、人命の救助、災害の救援、交通通信

の確保等のために有線通信を利用することができないとき、又は著しく困難である

ときは、電波法第52条に基づいて「非常通信」を利用する。 

カ 衛星携帯電話等の活用 

有線電話の輻輳や途絶を鑑みて、人工衛星を基地局とする衛星携帯電話等の導入

を今後検討する。 

（３） 安否情報の提供システム 

以下の手段を活用することにより、電話等の輻輳をできるだけ減少させる。 

ア マスコミに被害情報を提供し、報道を要請する。 

イ ＮＴＴ災害用伝言ダイヤル（171）等の「声の伝言板」を利用する。 

ウ 避難所等に避難者の氏名を掲示するとともに、インターネットで被害状況を知ら

せる。安否確認の集中を避けるため、被災地域外の親戚等が情報を中継できるよう、

普段から住民に徹底を図る。 

 



震災編 

第２章 災害応急対策計画 

 ２-27 

 

第２ 災害情報の収集・伝達 

町及び防災関係機関は、相互に連携して迅速かつ的確な災害情報の収集と共有化に努め

るとともに、住民への適切な広報を行う。 

 

実施担当 
秘書広報課、政策財政課、住民参加推進課、財産管理課、税務課、

埼玉東部消防組合消防局 

防災関係機関 

埼玉県利根地域振興センター、杉戸警察署、埼玉県杉戸県土整備事

務所、熊谷地方気象台、関東総合通信局、関東地方整備局、東京電

力（株）春日部支社、東日本電信電話（株）埼玉支店、ＮＨＫさい

たま放送局、（株）テレビ埼玉、（株）エフエムナックファイブ、（社）

埼玉県乗用旅客自動車協会 

 

１ 収集・伝達すべき情報 

災害発生時、収集・伝達すべき情報は、次のとおりである。 

 

表 ２-１３ 時系列にみた災害情報の収集・伝達・広報 

 

 収集事項 住民等への伝達・広報事項 

初
動
期 

 

応
急
対
応 

 

復
旧
・
復
興
対
策 

◎人的被害 

◎火災状況 

・住家被害状況 

・住民避難状況 

（避難者名簿等） 

・医療機関被害状況 

・主要道路・橋梁被害状況 

・ライフライン施設被害状況 

・非住家被害状況 

・公共施設被害状況 

・都市施設被害状況 

・農林商工業被害状況 

 

 

 

・被害状況のまとめ、報告 

・地震の規模、余震の見通し 

・救助、消火活動への参加 

・避難勧告・指示 

・医療救護 

・遺体安置 

 

 

・住民の安否（被災者） 

・ライフライン等の復旧見通し 

・食料・飲料水の入手方法 

・自宅の安全性点検 

 

 

 

・県や町等の復旧活動の状況 

・食料・飲料水・生活物資の配布予

定 

・開店している店や金融機関 

・鉄道や道路の開通状況、渋滞状

況 

・風呂屋、入浴サービス 

・仮設住宅 

・住宅修繕・再建 

地震発生 

応急対策 

終了後 
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２ 実施体制 

各部において把握される被害状況及び応急復旧に関する情報は、次の実施体制により

収集、整理及び伝達する。 

 

図 ２-８ 災害情報収集・伝達実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 各地区における情報収集 

ア 勤務時間内 

ａ 地区防災センター職員及び収容避難所職員の情報係が自主防災組織等との協力

により、担当地区の被災状況を調査し、災害対策本部に報告する。 

ｂ 火災発生の場合は杉戸消防署に通報する。 

イ 勤務時間外 

ａ 地区防災センター職員及び収容避難所職員は自主防災組織等との協力により、

担当地区の被災情報を収集し、地区防災センターが取りまとめ、災害対策本部に

連絡する。 

ｂ 登庁する職員は、可能な限り途中の被害状況を把握し、災害対策本部に報告す

る。 

町民 埼玉県 防災関連機関 

埼玉県 

地区防災センター 

各部 杉戸町災害対策本部 

（住民参加推進課） 

杉戸町災害対策本部 

（本部員会議） 

各部 

収容避難所・ 

一時避難場所 

〈情報連絡〉 

〈情報連絡〉 

〈報告〉 〈収集〉 

〈報告〉 

〈収集〉 

〈収集〉 

〈伝達・指示〉 

〈伝達・広報〉 

［分析・判断］ 

［整理］ 

：勤務時間内 

：勤務時間外 

防災関連機関 

町
民
・ 

自
主
防
災
組
織
等 



震災編 

第２章 災害応急対策計画 

 ２-29 

（２） 分野別の情報収集 

災害対策本部の各部は直接職員を派遣し、あるいは防災関係機関等の協力を得て、

それぞれ担当する部門の被害状況及び応急・復旧対策状況に関する情報を収集し、

速やかに災害対策本部へ報告する。 

（３） 防災関係機関からの情報収集 

ア 防災協定を結び、地区の住民の事情に詳しい郵便局（株）、町内の道路に詳しいタ

クシー会社等から、被害情報の収集を図る。 

イ 防災関係機関のうち、県へ直接報告を上げる機関については、県を通して情報収

集を行う。 

（４） 災害情報の整理、伝達 

ア 災害対策本部は、埼玉県、防災関係機関、町民及び各部から収集した災害情報を

整理し、災害対策本部員会議へ報告する。 

イ 各部は、災害情報を埼玉県、防災関係機関及び町民に伝達する。 

ウ 災害対策本部員会議は、災害情報を分析・判断し、埼玉県、防災関係機関及び各

部に伝達する。 

 

３ 地震情報の収集・伝達 

（１） 地震情報の収集・伝達体制 

住民参加推進課は、町に設置した震度計の確認及び県防災行政無線による地震情

報等から、地震の規模と範囲の概略を把握する。 

町が収集する地震情報の主たる流れは、図 ２-９に示すとおりである。 
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図 ２-９ 地震情報の収集・伝達体制 

：法令（気象業務法）等による通知系統

：地域防災計画による通知系統

：震度情報ネットワークシステムによる震度情報伝達系統

：伝達副系統

Ｎ
Ｈ
Ｋ

消防庁

気象衛星 埼
玉
県

防災行政無線・広報車

熊
谷
地
方
気
象
台

地区防災センター

出先・関係機関等

地元報道関係

町
民

気
象
庁
本
庁

警察本部

地震計

杉戸町

杉戸警察署 交番・駐在所

杉戸消防署

消防団

 

 

 

 

（２） 余震情報の収集体制 

本震情報の収集体制と同様とする。 

 

４ 火災情報の収集・伝達 

地震火災の特徴である同時多発火災が発生し、又は発生するおそれがある場合、その

警戒、鎮圧、被害の拡大防止に努めるため、火災の出火及び延焼拡大の危険性に関する

情報収集を行う。 

（１） 初動期の火災情報の収集・伝達 

地震時の火災防止では、初動期の消火活動が被害拡大防止に重要である。ここで

は、地震発生直後の火災発生情報の収集と収集内容について示す。（表 ２-１４、表 

２-１５） 
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表 ２-１４ 火災情報の収集・伝達方法 

情報収集 ○地震発生直後、直ちに署所からの伝達情報、高所見張り員の配置、パトロー

ルによる状況把握、参集者の途上の情報、119番受信時の情報、駆け込み

情報、加入電話での災害通報等により積極的な情報把握に努める。 

○予防班による初動期災害情報の伝達を受ける。 

○県に防災ヘリコプターの派遣要請を行い、空からの情報収集に努める。 

○防災関係機関からの情報収集を行う。 

情報の分析と伝達 ○指令課に近い場所に警防本部を設け、情報収集の分析、活動方針の決定と

指揮、防災関係機関との連絡調整及び町民に対する広報等を行う。 

○収集した情報は、初動期の情報として災害対策本部へ伝達し、また他都市

消防及び自衛隊等への応援要請のための判断情報の一部とする。 

○他都市からの応援消防隊、自衛隊、防災関係機関や警察等の災害対応班

への災害情報の伝達及び密接な連携のもとに消防活動を行う。 

県及び国への 

報告 

○地震等により火災が同時多発あるいは多くの死傷者が発生し、消防機関へ

の通報が殺到する災害の場合、その状況を直ちに電話等により埼玉県及び

消防庁に報告する。 

 

表 ２-１５ 収集する情報の内容 

火災情報 ○火災の発生、救急救助事案の発生、危険物等の流出事故等により消防隊

の出動が必要とされる事案について、次のような災害情報を収集する。 

・事故発生場所 

・被害発生の対象物名 

・被害の規模 

・被害の拡大危険性と増強隊の必要性 

・死傷者の有無と性別、年齢別人数 

部隊の運用に 

関する情報 

○消防部隊の編成及び非常召集状況 

○道路被害や交通停滞状況 

○死傷者の収容に必要な情報(病院、遺体安置所) 

○消防水利に必要な水道等の情報 

生活の安全確保に 

関する情報 

○避難勧告、又は指示に伴う避難先、人数、医師等の派遣の必要性について

の情報 

○電気、ガス、上下水道の被害及び復旧の目途 

○埼玉東部消防組合消防局以外の防災関係機関の活動状況 

○その他、救助物資等に関する情報 

 

（２） 二次災害防止情報 

地震火災の延焼拡大、二次災害防止等に必要な情報（表 ２-１６）を迅速かつ的

確に収集する。 
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表 ２-１６ 二次災害情報 

○災害発生地域での二次災害防止啓発関連情報 

○災害発生地域のパトロールの強化等を継続し、出火情報の早期収集に努める。 

○道路復旧情報と交通渋滞に関する情報 

○ライフラインの復旧状況 

○消防水利に必要な水道の復旧情報 

 

５ 人的被害情報の収集・伝達 

地震発生直後は、広域的あるいは局地的に多数の傷病者が発生すると予想されるとと

もに、医療機関も被災し、道路の通行にも支障が出ると考えられるため、状況に即して

医療機関の選定や搬送路の決定に柔軟に対応することが重要となる。 

また、人命救助活動は地震発生直後からの初動期に最も必要とされ、そのためには初

動期の迅速かつ的確な情報収集・伝達と情報分析が重要である。 

そこで、各班は担当業務の被害調査に関連して速やかに人的被害を収集し、秘書政策

課は各班からの情報、警察署及び防災関係機関からの報告に基づいて人命救助に関する

情報を遺漏がないように把握するとともに、収集情報に基づいて人的被害の情報図を作

成し、被害の発生状況を把握する。（資料編 様式５、６） 

（１）人的被害の情報源 

人的被害に関する情報源は次のとおりであるが、これら情報の錯そう・混乱が生

じないように十分留意する。 

 

表 ２-１７ 人的被害の情報源 

○参集した職員からの情報 

○役場、消防署等への町民からの通報 

○避難場所からの被災者情報 

○各地区の自治会、自主防災組織等の住民組織からの報告 

○医療機関からの負傷者救護状況報告 

○「医療・看護班」からの死傷者の収容状況の報告 

○警察署、消防署、その他の防災関係機関からの報告 

 

（２）人的被害情報の内容 

人的被害に関する情報内容は、表 ２-１８に示すとおりであり、情報別にわかり

やすく整理する。 
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表 ２-１８ 人的被害情報の内容 

○死者の情報 

○建物倒壊等による生き埋め情報 

○傷病者発生情報 

○災害時要援護者に係る情報 

○火災情報 

○搬送路選定のための道路情報 

○医療機関の開設情報 

 

６ 一般建築物被害情報の収集・伝達 

一般建築物の被害に関する情報は、初動期における災害応急対策の実施の上で重要で

あることから、町域全体の被害状況を速やかに把握する。（資料編 様式６） 

（１） 初動期の建物被害調査 

地震発生直後の初動期において、町域の建物被害を正確に把握することは困難と

予想される。このため、地区防災拠点及びその周辺地域の被害を重点的に調査ある

いは情報収集し、その被害状況から町域の全体被害を推測する。 

（２） 初動期以降の建物被害調査 

町は、被災した建物外観の被害状況を目視により全棟被害調査を実施し、建物被

害状況図を作成する。 

また、町は、被災建物による二次災害防止のため、県及び関係団体に対して応急

危険度判定士の派遣を要請し、被災建物の危険度判定を行うとともに、必要に応じ

て建物の保全の指導を実施する。 

 

７ 公共土木・建築施設被害情報の収集・伝達 

町が管理する公共施設の被害については、基本的には施設管理者が速やかに被害調査

を実施し、被害状況は現地写真等により記録する。また、国、県等の管理する公共施設

の被害については、各部が各関係機関から災害情報を把握する。（資料編 様式６、８） 

 

８ ライフライン被害情報の収集・伝達 

ライフラインの被害に関する情報は、初動期の災害応急対策及びその後の町民生活に

重要であることから、被害状況を速やかに把握する。（資料編 様式６） 

（１） ライフライン被害調査 

ライフライン被害のうち主要な被害状況は、現地写真等により記録する。その他

の被害状況については、各事業者から被害状況を把握する。 

（２） ライフライン復旧情報 

ライフラインの復旧情報については、復旧時期・復旧場所・復旧規模等を明らか

にして町民への情報提供ができるように、各事業者から復旧情報を把握する。 
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９ 交通施設被害情報の収集・伝達 

交通施設被害について被害状況調査を実施する。広域的な交通の運行状況等は、テレ

ビ等報道機関から情報を得る。 

また、国、県及び東武鉄道株式会社等が管理する交通施設については、関係機関から

被害状況を収集する。 

（１） 道路被害 

初動期の道路交通の確保は、被災者の救出、初期消火等、被害拡大の防止のため

に非常に重要である。 

 

表 ２-１９ 道路被害情報 

○町は、町域内の緊急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。また、復旧状況及び交通規制状況等を把握する。 

○町は、県が取りまとめた緊急輸送道路被害の状況を収集し、災害応急対策を実施するととも

に、防災関係機関に連絡する。 

 

（２） 鉄道被害 

車両の転覆等による重大事故の発生時の情報収集を、鉄道施設の管理者等から行

う。 

 

表 ２-２０ 鉄道被害情報 

○鉄道における重大事故とは、おおむね次のような事態が発生した場合を言う。 

・旅客列車の脱線、又は転覆により多数の死傷者を生じたとき。 

・列車及び施設に火災が発生したとき。 

・災害により施設に甚大な被害が生じたとき。 

○事故の状況を把握し、次の事項を連絡する。 

・発生時期    ・死傷者数及び被害程度 

・発生場所    ・復旧の見込み 

・列車番号    ・必要物件及び人員の応援協力 

 

図 ２-１０ 情報連絡体系 

 

 

 

 

 

 

東武鉄道各機関 

杉戸町災害対策本部 鉄道関係機関 

（駅、電車区等） 
杉戸警察署 

埼玉東部消防局・杉戸消防署 
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１０ その他被害情報の収集・伝達 

その他の被害としては、商業、工業、農業等があげられ、被害の情報収集は、基本的

には建物被害の情報収集と同様の方法により、関係機関、関係団体等から把握する。 

 

１１ 被害調査の報告（資料編 様式４～６） 

（１） 災害対策本部への報告 

各班、防災関係機関等において把握された被害状況に関する情報は、災害対策本

部（住民参加推進課）へ報告する。 

（２） 県への報告 

本部で把握した被害状況を、防災情報システムにより県本部（設置前は埼玉県消

防防災課及び埼玉県利根地域振興センター）へ報告する。防災情報システムが使用

できない場合は、所定の様式を用いて報告する。 

 

表 ２-２１ 報告の種別 

発生速報 ○「発生速報」により、発生直後から1時間程度で被害の概要を報告する。 

○この段階では、被害の種類や規模、職員動員体制の状況、災害対策本部

活動の支障見込み等について、把握して報告する。 

被害速報 

経過速報 ○「経過速報」により、被害状況の進展に伴い収集した被害状況について逐

次報告するものとし、特に指示する場合のほかは2時間ごとに行う。 

○この段階では、人的・物的被害の把握数量と、措置状況、対策上の問題

点等を、発信時間を明らかにして逐次報告する。 

確定報告 ○被害報告判定基準（資料編 法令７）を参考として、「被害状況調」により、

災害の応急対策が終了した後7日以内に報告する。 

○この段階では、最終的な被害数量を報告する。 

 

表 ２-２２ 報告先 

勤務時間内 県消防防災課 

・電話：048-830-8181 

・ＦＡＸ：048-830-8159 

・防災行政無線：6-8181 衛星系200-6-8181 

県の警戒体制 

施行前 

勤務時間外 危機管理防災部当直 

・電話：048-830-8111 

ＦＡＸ：048-830-8119 

被害速報 

県の警戒体制・非常体制施行後 県利根地域振興センター 

・電話：048-555-1110 

・ＦＡＸ：048-554-4442 

・防災行政無線：9-79-203 9-79-206 

・衛星通信：989-279-206 

確定報告 県消防防災課 
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（３） 消防庁への報告 

通信の途絶等のため県本部への報告が不可能な場合は、国（消防庁）に直接報告

し、通信回復ののち、県本部へ報告する。また、本町域において震度5強以上の地震

が発生した場合は、県だけでなく消防庁へも報告する。 

 

表 ２-２３ 報告先 

平日（9:30～18:30） 平日（時間外）・休日              報告先 

手段 応急対策室 宿直室 

（消防防災危機管理センター内） 

電話 03-5253-7527 03-5253-7777 ＮＴＴ回線 

ＦＡＸ 03-5253-7537 03-5253-7553 

電話 *1-7527 *1-7782 消防防災無線 

ＦＡＸ *1-7537 *1-7789 

電話 *1-88-048-500-7527 *1-88-048-500-7778 地域衛星通信 

ネットワーク ＦＡＸ *1-88-048-500-7537 *1-88-048-500-7789 

 

（４） 被害の判断基準 

被害調査要領「被害報告判定基準」（資料編 法令７）に定めるところにより認定

する。 
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第３ 町民への広報 

地震発生時には、被災地や隣接地域の町民に対して、地震災害や生活に関する様々な情

報を提供する必要がある。このため、適切かつ迅速な広報活動を実施する。 

 

実施担当 
秘書広報課、政策財政課、住民参加推進課、埼玉東部消防組合消防

局 

防災関係機関 

杉戸警察署、ＮＨＫさいたま放送局、東武鉄道（株）東武動物公園

駅・杉戸高野台駅、（株）テレビ埼玉、（株）エフエムナックファイ

ブ、自主防災組織 

 

１ 初動期の広報 

地震直後の広報は、町からの直接的な広報（呼びかけ）が町民の混乱を防止する上で

極めて重要であることから、できる限り迅速に直接広報するとともに、あらゆる手段を

用いて広報に努める。 

（１） 初動期の広報の内容 

災害発生直後の広報としては、下記に示す町民の混乱防止情報、生存関連情報を

中心に実施する。（資料編 資料５２） 

 

表 ２-２４ 広報内容 

○災害対策本部の震災対策状況 

○町民に対する避難勧告・指示等に関する事項 

○災害救助活動状況 

○被害状況と被害拡大防止に関する情報 

○埼玉県、警察、自衛隊等の関係機関の震災対策状況 

○公共交通機関の運行状況及び道路交通規制状況 

○電話の通話状況 

○支援情報（避難場所、救護所、救援物資の配布、給水・給食、その他避難生活情報） 

○電気、ガス、水道等の状況 

○流言、飛語の防止に関する情報 

 

（２） 初動期の広報手段 

初動期の広報は、下記の手段により町民に混乱を与えないよう十分に配慮する。 

表 ２-２５ 広報手段 

○防災行政無線による広報 

○広報車 

○ハンドマイク 

○テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関への情報提供による広報 
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２ 生活再建時期の広報 

町民生活の再開の程度は様々な段階があり、それぞれの段階で提供する情報と各種の

広報手段を組み合わせて、それぞれの対象者に広報を実施する。 

（１） 生活再開時期の広報の内容 

広報の内容の時間的流れは次のとおりである。 

 

表 ２-２６ 広報内容 

時期 期間 広報内容 

第1時期 3日～1週間程度 災害発生直後の生存関連情報から、避難生活・通常生活のための

情報が必要となり、初動期広報の項目に加え、生活関連情報、各種

行政施策を、避難場所を中心に広報する。 

○電気、ガス、水道等の復旧状況 

○電気、ガス等の復旧による火災等の二次災害防止に関する情報 

○公共交通機関の復旧情報 

○生活の基礎情報（商店・風呂等の生活情報、行政サービス情報） 

○安否情報 

○相談窓口開設の情報 

第2時期 2～3週間程度 ライフラインの復旧が進むにつれて、被災が軽微であった町民は通

常生活を再開するので、これらの町民に対する通常の行政サービス

に関する情報を広報する。 

第3時期 4週間以後 避難場所での避難生活から仮設住宅での個別の生活を始めるとと

もに、大部分の町民が通常生活を送るような時期になり、被災者向け

情報とそれ以外の町民向け情報を提供する。 

○災害関連の行政施策情報 

○通常の行政サービス情報 

 

（２） 生活再開時期の広報の手段 

この時期に提供する行政関連情報は、行政施策に関連する手続き等、複雑な内容

になるため、保存可能な文字情報としての広報紙による広報を中心に、様々な広報

手段を用いて、迅速かつ的確に広報する。特に広報紙は、被災者にとって特別な装

置等を必要としない重要な情報入手手段として貴重である。 

 

表 ２-２７ 広報手段 

避難場所の町民への 

広報 

○広報紙、臨時広報紙の配布 

○防災行政無線による伝達 

○広報車による広報 

○掲示板への掲出(広報紙、臨時広報紙、伝達情報等) 

避難場所外の町民への 

広報 

○公民館等の公共施設での広報紙の配布及び伝達情報等の掲出 

○報道機関への情報提供による広報 

町外避難者への広報 ○ＦＡＸサービス、パソコン通信、報道機関への情報提供による広報 
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３ 災害時要援護者への広報 

災害情報を的確に入手することが困難な聴覚・視覚障がい者や外国人等の災害時要援

護者に対する広報においては、適切に情報が伝達されるように十分配慮する。 

 

表 ２-２８ 災害時要援護者への配慮 

対象 配慮事項 

障がい者 ○聴覚障がい者に対しては、文字情報（広報紙）やテレビでの文字放送、手話放送テロッ

プ等により広報する。 

○視覚障がい者に対しては、テレビ、ラジオで繰り返し情報を提供するとともに、ボラン

ティア等に協力を要請し、可能な限り点字での広報に努める。 

○各種障がい者支援団体、ボランティア団体と連携し、それらの団体への情報提供を通じ

て広報する。 

外国人 ○外国人団体、ボランティア等と連携し、広報内容の多言語化を図りつつ広報する。 

○報道機関へも多国語放送の協力を要請し、広報が行き届くよう努める。 
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第４ 広聴活動 

被災住民からの相談、要望、苦情等、町民から寄せられる生活上の不安の解消を図るた

め、関係各部と相互に連携して庁舎等に相談窓口を設け、相談活動を実施する。 

また、外国人に対してもボランティア通訳等を配置し、相談に応じる。 

 

実施担当 町民課、環境課、住民参加推進課、その他関係部局 

防災関係機関 
杉戸警察署、東京電力（株）春日部支社、東日本電信電話（株）埼

玉支店、幸手都市ガス（株）、（社）エルピーガス協会、東彩ガス（株） 

 

１ 各種相談窓口の設置 

被災住民からの要望、相談等の早期解決を図るため、関係各部及び関連機関と協力し、

次のような各種相談窓口を設置する。 

 

表 ２-２９ 相談窓口 

○役場、避難所等での相談窓口の設置 

○電話相談窓口の設置 

照会、連絡や相談窓口の設置状況等の連絡については、電話及びＦＡＸ等で対応する。 

○他機関（国、県、防災関係機関等）との共同相談窓口の設置 

国、県、町等による支援事業についての相談及び斡旋について実施する。 

 

２ 相談の内容 

相談の内容は次のとおりとする。 

（１） 安否情報 

安否情報は、同居の家族や町内の住民の間だけでなく、町外に居住する家族、縁

者、知人、仕事関係者等も広く関心を寄せる事項であることから、迅速で的確な情

報の提供を行う。 

（２） ライフライン相談 

ライフラインの被災、復旧状況についての相談を実施する。 

電気、ガス等については関係機関との共同相談窓口を設ける。 

（３） その他再建相談 

生活再建のための経済援助、手続き等の相談は表 ２-３０に示す項目について実

施する。 
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表 ２-３０ 相談項目 

○り災証明書の発行 

○倒壊家屋の処理 

○住宅の応急修理 

○その他生活相談 
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第５ 報道機関への情報提供 

被災地の町民が、適切な判断により行動できるように、テレビ、ラジオ、新聞等の報道

機関との連携を図り、災害情報の迅速で的確な広報を実施する。 

 

実施担当 秘書広報課、政策財政課 

防災関係機関 
ＮＨＫさいたま放送局、（株）テレビ埼玉、（株）エフエムナックファ

イブ 

 

1 災害情報の提供 

報道機関に対して、次の事項を中心に災害情報を提供する。 

個人情報の公開については、十分に配慮の上実施する。 

 

表 ２-３１ 提供する情報の内容 

○地域の被害状況等に関する情報 

○本町における避難に関する情報 

・避難の勧告に関すること 

・避難施設に関すること 

○地域の応急対策活動の状況に関する情報 

・救護所の開設に関すること 

・交通機関及び道路の復旧に関すること 

・電気、水道等の復旧に関すること 

○その他町民生活に必要な情報(二次災害防止情報を含む) 

・給水及び給食に関すること 

・電気、ガス及び水道による二次災害防止に関すること 

・防疫に関すること 

・各種相談窓口の開設に関すること 

 

２ 災害情報の報道依頼 

災害に関する情報を広報するため、テレビ、ラジオの報道機関へ依頼する。 

テレビ、ラジオについては埼玉県を通じて、ＮＨＫさいたま放送局、（株）テレビ埼玉、

（株）エフエムナックファイブに対し放送を要請する。 

ただし、やむを得ない場合は、町から上記機関に対し直接依頼する。 

また、防災行政無線で放送した内容が確認できるフリーダイヤルとメール配信サービ

スを活用する。 
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第３節 応援要請・要員確保 

地震災害の規模が大きく、町単独では応急対策の実施が困難なときは、あらかじめ応援・

協力に関する協定を締結している県、他市町村、各団体、自衛隊等に応援要請を行う。 

また、災害応急対策を遂行する上で不足する労働力については、必要な要員を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 要員確保 

地震災害では、周辺市町も同様の被害を受けるおそれがあるため、各団体・組織等の協

力により、できるだけ町内で必要な要員の確保を図る。 

 

実施担当 
総務課、人権・男女共同参画担当、住民参加推進課、埼玉東部消防

組合消防局 

 

１ 要員確保の方法 

（１） 医療機関、埼玉県利根広域圏以外の公共団体との震災時の応援協定に基づき、

災害時には必要に応じて応援を求める。 

（２） 人員が不足するとき、又は特殊な作業技術者が必要なときの要員は次の中から

状況に応じて的確に確保を図る。 

ア 災害対策本部の部員（消防団員を含む） 

イ 自主防災組織 

ウ 事業所等の自衛消防隊 

エ 作業員の雇上げ、関係会社等への発注 

オ 作業員等の強制従事 

カ 自衛隊員の応援要請 

キ 県職員の応援要請 

 

第３節 応援要請・要員確保 第１ 要員確保 

第２ 町民、自主防災組織等の協力 

第３ 相互応援協力 

第４ 自衛隊災害派遣 

第５ ボランティアの受入れ 
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２ 作業員等の雇上げ、関係会社等への発注 

災害応急対策の実施において、人員が不足、又は特殊な技術が必要なときには、それ

ぞれの応急対策実施機関において作業員等の雇上げ、関係会社等への発注を行う。動員

等に要する経費（賃金等）は、災害救助法適用の場合の要領に準じて行う。 

 

３ 作業員等の強制従事 

災害応急対策の実施が、一般の動員等の方法によって不足し、なおかつ他に供給の方

法がない場合は、次表に従い、強制従事を行う。 

 

表 ２-３２ 命令の対象作業、執行者等 

対象作業 命令区分 根拠法律 執行者 従事対象者 

従事命令 災害救助法 

第24条 

災害救助作業 

（災害救助法 

適用救助） 協力命令 同第25条 

災害応急対策 

作業 

従事命令 

協力命令 

災害対策基本法 

第71条 

県知事 ①医師、歯科医師、薬剤師 

②保健師、助産師、看護師 

③土木、建築技術者 

④大工、左官、とび職 

⑤土木・建築業者、その従業者 

⑥地方鉄道業者、その従業者 

⑦鉄道経営者、その従業者 

⑧自動車運送事業者、その従業者 

⑨船舶運送業者、その従業者 

⑩港湾運送業者、その従業者 

同第65条第1項 町長 

災害応急対策 

作業 

（除災害救助） 

従事命令 

同第65条第2項 

町区域内に住民、又は応急措置を

実施すべき現場にある者 

災害応急対策 

作業 

従事命令 警察官職務執行 

法第4条 

警察官 

その場に居合わせた者、その事物

の管理者、その他の関係者 

消防作業 従事命令 消防法第29条 

第5項 

消防吏員 

消防団員 

火災の現場付近にある者 

水防作業 従事命令 水防法第24条 水防管理者 

水防団長 

消防機関長 

区域内に居住する者、又は水防の

現場にある者 
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第２ 町民、自主防災組織等の協力 

災害発生時に各応急対策を実施するに当たって極めて重要となる町民、自主防災組織及

び事業所等の活動や協力が効果的かつ円滑に進められるための対応等について定める。 

 

実施担当 住民参加推進課、埼玉東部消防組合消防局 

防災関係機関 自主防災組織 

 

１ 町民、事業所等の責務 

町民、事業所等は、自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、自主的な防災活

動に参加する等、防災に寄与するよう努める。 

 

２ 町民としての活動 

町民は、災害が発生したときは、次の活動を行う。 

（１） 身の安全確保 

ア ガラス等で怪我をしないよう、靴を履いて行動する。 

イ 危険区域、危険建物、ブロック塀、窓ガラス・看板等の落下のおそれのあるビル

等に接近しないようにする。 

（２） 出火防止、初期消火活動の協力 

ア 在宅の家族が手分けをして、ガスコンロ、ストーブ、コタツ等火災発生源になる

ガス・電気器具を消し、都市ガス・プロパンガスボンベの元栓、電気のブレーカー

を切る。 

イ 初期消火活動を、以下のとおり実施する。 

 

表 ２-３３ 初期消火活動 

自宅が出火した場合 ①近隣に助けを求めると同時に、消火器等で初期消火を行う。天井に

火が移ったら、部屋のドアや窓を閉め、空気を遮断して避難する。 

②避難の際は、障がい者・高齢者・子ども・病人を優先する。 

③火災が拡大して危険になった場合は、消火活動を中止し避難する。 

自宅が出火しなかった場合 ①近隣家庭に火の始末を呼びかける。 

②火災が発生した場合は、大声で隣近所に応援を求めながら、消火

器、バケツリレー等により、初期消火を行う。 

③火災が拡大して危険になった場合は、消火活動を中止し避難する。 

 

ウ 消防機関への連絡は速やかに行い、都市ガス利用地域では、幸手都市ガス（株）

に火災発生を連絡する。 

（３） 情報を授受したときの速やかな災害対策本部への連絡 

（４） 避難、給食に際しての隣保協力 

（５） 被災者の救出、救護活動の協力 
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（６） 自主防災組織活動の協力 

（７） 住居から一定期間離れる場合における避難先、寄宿先等の表示 

（８） 避難施設入所時、又は移動時における名簿登録 

（９） その他、必要な災害応急対策業務の協力 

 

３ 事業所等としての活動 

事業所等は、災害が発生したときは、次の活動を行う。 

（１） 当該事業所等の出火防止、初期消火活動 

（２） 従業員等の安全確保、避難及び帰宅困難者の措置 

（３） 要請があった場合の地域における救助活動等の協力及び必要資機材等の貸与又は

譲与 

（４） 要請があった場合の地域自主防災組織活動の協力 

（５） その他、要請があった場合の災害応急対策業務の協力 

 

４ 自主防災組織としての活動 

自主防災組織は、防災コミュニティの核となり、地域における防災活動で大きな役割

を担うことから、自主防災組織本部を設置して町災害対策本部と連携を図り、地域の安

全確保、的確な応急活動に努める。（図 ２-１１） 

（１） 自主防災組織の動員 

自主防災組織の会長は、災害が発生し、又は発生のおそれがある場合、被害の規

模等を考慮した上で、非常連絡網に従った連絡を実施する。 

また、昼間だけでなく夜間においても必要最小限の人員の確保に努める。 

（２） 自主防災組織本部の設置・運営 

自主防災組織の会長は、災害が発生し、かつ相当規模の災害が予想される場合、

被害状況の把握、設置場所の安全性の確認を行い、自主防災組織本部を設置すると

ともに、町災害対策本部に報告する。 

自主防災組織本部の実施責任者は会長とし、不在の場合は副会長とする。 

（３） 自主防災組織本部の設置基準 

ア 地域で相当規模の被害が予想される場合。 

イ 相当規模の災害が発生し、町災害対策本部が設置された場合。 
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図 ２-１１ 自主防災組織の構成と活動モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 事業所・自主防災組織に対する活動の要請方法 

（１） 事業所等に対する活動の要請方法 

ア 活動の要請者 

事業所等に対する活動要請は、災害対策本部の関係班においてその協力の必要を

認めたとき、各班長が直接事業所等の責任者に対して行う。 

イ 要請の手続き 

活動要請を行う場合には次の点を明らかにし、活動が円滑に行われるよう配慮す

る。 

ａ 活動の場所、時間（期間） 

ｂ 協力希望の人員 

ｃ 活動の内容 

ｄ 資機材の貸与等の場合は、その必要とする機材等の品名、数量 

ｅ その他参考となる事項 

平常時 災害時 

自
主
防
災
組
織
長 

地
区
住
民 

情報班 

避難誘導班 

救出班 

救急班 

給食給水班 

・防災意識の啓発 

・防災関係機関との連絡方法の確立 

・火災予防の啓発 

・消火資機材の管理、点検 

・救出用資機材の管理、点検 

・応急手当方法等の習熟 

・負傷者の搬送先の確認 

・避難場所、避難経路の把握 

・災害時要援護者の把握 

・給食給水方法の確認 

・給食給水器具の管理、点検 

・給水拠点の把握 

消火班 

・災害情報の収集、伝達 

・防災関係機関との連携 

・火災防止の指示、実施 

・消火活動の指示、実施 

・救出活動 

・被災者の安否確認 

・負傷者の応急手当の指示、実施 

・負傷者の搬送先の指示、実施 

・避難場所、避難経路の安全確認 

・避難誘導の指示、実施 

・給食給水の指示、実施 

・物資調達、配分 

【各班】 

・地域住民のコミュニティの醸成 

・防災訓練の実施 

・資機材の管理、点検 
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ウ 活動決定後の報告 

活動の協力が決定した場合、要請を行った班長等はその内容を本部長（住民参加

推進班）に報告する。 

（２） 自主防災組織に対する活動の要請方法 

ア 活動の要請者 

自主防災組織に対する活動要請は、災害対策本部の関係班においてその協力の必

要を認めたとき、各班長が直接自主防災組織の責任者に対して行う。 

イ 要請の手続き 

活動要請を行う場合には次の点を明らかにし、活動が円滑に行われるよう配慮す

る。 

ａ 活動の場所、時間（期間） 

ｂ 協力希望の人員 

ｃ 活動の内容 

ｄ 調達を必要とする資機材等の品名、数量 

ｅ その他参考となる事項 
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第３ 相互応援協力 

町長は、地震の規模や災害の規模及び初動活動期に収集された情報に基づき、現有の人

員、資機材、備蓄物資等では、災害応急対策又は災害復旧対策を実施することが困難であ

ると判断したときは、関係する法律及び相互応援に関する協定等に基づき、県、地方公共

団体及び防災関係機関等に対して職員の派遣、救援物資の調達等の応援を速やかに要請す

る。 

 

実施担当 
総務課、人権・男女共同参画担当、住民参加推進課、埼玉東部消防

組合消防局 

 

１ 県への応援要請 

知事又は指定地方行政機関に応援、又は応援の斡旋を求める場合は、県（危機管理防

災部消防防災課）に、表 ２-３４に掲げる事項を明記した文書をもって要請する。 

ただし、緊急を要し、文書をもってすることができないときは、口頭又は電話等によ

り要請することとし、事後速やかに文書を送付する。 
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表 ２-３４ 県への応援要請 

要請の内容 事項 備考 

県への応援要請又は 

応急措置の実施の要請 

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、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その他の必要事項 

災害対策基本法 

第68条 

自衛隊災害派遣要請の 

要求 

「第２章 第３節 第４ 自衛隊災害派遣」参照 自衛隊法第83条 

指定地方行政機関、他都県

の職員又は他都県市町村

の職員の派遣、又は斡旋を

求める場合 

①派遣又は派遣の斡旋を求める理由 

②派遣又は派遣の斡旋を求める職員の職種別人

員数 

③派遣を必要とする期間 

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 

災害対策基本法 

第29条、第30条、 

地方自治法 

第252条の17 

ＮＨＫさいたま放送局、 

（株）テレビ埼玉及び 

（株）エフエムナックファイブ 

への放送要請の要求 

①放送要請の理由 

②放送事項 

③希望する放送日時及び送信系統 

④その他必要事項 

災害対策基本法 

第57条 

消防庁長官への緊急消防 

援助隊の要請 

①災害の状況（負傷者、要救助者の状況）及び応

援要請の理由 

②派遣を必要とする期間（予定） 

③応援要請を行う消防隊の種別と人員 

④町への進入経路及び集結場所（待機場所） 

⑤応援消防隊の活動に対する支援能力の見込み 

消防組織法 

第44条 

 

２ 他市町村との相互応援 

（１） 広域相互応援協定の推進 

町長は、町域に係る災害について、適切な応急措置を実施する必要があると認め

たときは、他市町村に対して応援を求めることができる。（災対法第67条） 

応援要請の判断は、おおむね表 ２-３５のような事態に際して行う。 

また、県内で大規模な災害が発生した場合には、近隣の市町村も同時に被災して

いる可能性が高く、応援等が期待できない場合も考えられることから、町長は、近

隣市町及び同時被災の確率が少ない遠隔地との広域的な相互応援協定等の締結を進

めるとともに、応援活動拠点の確保等応援活動が円滑にできるよう環境整備を図る。 

さらに、消防の相互応援協定に基づく相互応援体制の整備に努める。（消防組織法

第39条） 
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表 ２-３５ 応援を求める場合の判断基準 

①被害の拡大防止や被災者の救援のための措置を十分に行えないと判断されるとき。 

②他自治体等の応援を得た方が迅速かつ的確に応急対策活動が行えると判断されるとき。 

③夜間等で被害状況の把握が十分にできない状況下で、職員との連絡が困難であったり、被害報

告が相次いでもたらされるような切迫した事態のとき。 

 

（２） 広域相互応援協定の締結状況 

災害時において、災害応急対策活動の万全を期すため、本町は周辺市町（春日部

市、蓮田市、宮代町、白岡市）と広域相互協定（災害時における相互応援及び避難

場所の相互利用に関する協定）を締結している。（資料編 資料２８） 

また、田園都市づくり協議会を構成する市町（久喜市、蓮田市、幸手市、宮代町、

白岡市）との間で「災害時における相互応援に関する協定書」を取り交わしている。

（資料編 資料２９、３０） 

さらに、災害時における埼玉県内市町村間の相互応援に関する基本協定において、

埼玉県内に災害対策基本法第２条第１号に規定する災害が発生し、被災市町村のみ

では十分な対応ができない場合に備え、埼玉県内全市町村との間で平成１９年５月

１日に、「災害時における埼玉県内市町村間の相互応援に関する基本協定」を締結し

ている。（資料編 資料３１） 

３ 防災関係機関への応援要請 

町は、災害の規模等必要に応じ指定地方行政機関、公共機関等と連携し被害の軽減に

努める。 

（１） 責務 

指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び防災上重要な施設の管

理者等は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、法令・防災業務計画・

県地域防災計画及び本計画の定めるところによりその分掌事務に関わる災害応急対

策を速やかに実施するとともに、町の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行わ

れるよう必要な措置を講ずる。 

（２） 活動体制 

ア 組織等の整備 

指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び防災上重要な施設の管

理者は、それぞれの責務を遂行するために必要な組織を整備するとともに、災害応

急対策に従事する職員の配備及び服務基準を定めておく。 

イ 職員の派遣 

本部長は、災害応急対策又は災害復旧対策のための必要があると認めるときは、

指定地方行政機関の長に対して、その職員の派遣を要請する。 
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第４ 自衛隊災害派遣 

町は、災害の規模が大きく、自力での災害応急対策活動が十分に行えず、被害拡大のお

それのある場合は、自衛隊法（昭和29年法律第165号）第83条の規定に基づき、直ちに

自衛隊に災害派遣の要請を行う。 

 

実施担当 
総務課、人権・男女共同参画担当、住民参加推進課、埼玉東部消防

組合消防局 

防災関係機関 陸上自衛隊 

 

１ 自衛隊派遣要請 

（１） 派遣要請 

本部長は知事に対して自衛隊の派遣要請を依頼する。 

（２） 要請依頼 

ア 依頼方法 

自衛隊の災害派遣要請依頼をしようとするときは、町長が知事に対して文書をもっ

て行う。（表 ２-３６） 

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、電話等により県

を通じて依頼し、事後速やかに文書を送達する。（資料編 法令６、様式２３） 

また、緊急避難、人命救助の場合で、通信途絶等により知事に対して災害派遣要

請をできない場合は、表 ２-３７に示す部隊に直接通報し、事後、所定の手続きを

速やかに行う。 

 

表 ２-３６ 知事に対する依頼 

提出先 埼玉県危機管理防災部消防防災課 

提出部数 3部 

記載事項 ①災害の状況及び派遣を要請する理由 

②派遣を希望する期間 

③派遣を希望する人員、車両、船舶、航空機等の概要 

④派遣を希望する区域及び活動内容 

⑤その他参考となるべき事項 

勤務時間内 危機管理課(危機管理担当) 

電話：048-830-8131 

FAX：048-830-8129 

連絡先 

勤務時間外 危機管理防災部当直 

電話：048-830-8111 

FAX：048-830-8119 
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表 ２-３７ 緊急時の連絡先 

部隊名（駐屯地等） 連絡責任者 電話 

時間内 

（8時30分～17時30分） 
第３科長 

大宮 048-663-4241（代） 

内線：435 
陸上自衛隊 

第３２科普通科連隊 

（大宮） 時間外 部隊当直司令 
大宮 048-663-4241（代） 

内線：402 

 

イ 航空機による緊急の人命救助等の要請 

航空機による緊急の人命救助等を要請する場合は、以下の事項を明記する。 

 

表 ２-３８ 航空機による緊急の人命救助等の要請 

項目 内容 

災害一般状況 ①災害発生の日時 

②種類 

③場所 

④原因 

⑤被害状況（人命に関するものは特に症状、病名） 

特別救護要請 

（情報通報のときは除く） 

①要請者 

②要請日時 

③要請内容 

・事由（目的） 

・派遣希望時期又は期間 

・派遣を希望する場所又は区域及び活動内容（輸送の場合は、目的

地及び連絡先を明示） 

・患者の付添、医師の有無その他参考となる事項 

気象情報 ①災害発生現場の気象状況 

注）災害が特に緊急かつ突発的で、要請権者の要請を待っては時機を失すると認められる場合は、

警察、消防機関等一般の救難機関からの災害情報の通知により、又は別に通知のなかった場合

においても自衛隊の部隊の独自の判断によりヘリコプターを派遣することがある。 

 

（３） 災害派遣要請の範囲 

自衛隊の災害派遣を要請できるのは、原則として人命及び財産の救援のために必

要があり、かつ、その事態がやむを得ないと認めるもので、他に実施する組織等が

ない場合に限る。（表 ２-３９） 
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表 ２-３９ 自衛隊の災害派遣要請の範囲 
項目 災害派遣要請の範囲 

被害状況の把握 車両、航空機等状況に適した手段による偵察 

避難の援助 避難者の誘導、輸送等 

避難者等の捜索・救助 
死者、行方不明者、負傷者等の捜索・救助の救急、かつ、他に適当な手段が

ない場合、他の救援作業等に優先して実施する 

水防活動 堤防護岸等の決壊に対する土のうの作成、積込及び運搬 

消防活動 利用可能な消防車両、防火器具を活用した消防機関への協力 

道路又は水路等交通路上

の障害物の排除 
施設の損壊又は障害物がある場合の除去等 

診察、防疫、病虫害防護等

の支援 
大規模な感染症等の発生に伴う応急防疫等（薬剤等は町が準備） 

通信支援 自衛隊の通信連絡に支障のない限度において支援 

人員及び物資の緊急輸送 
緊急を要し他に適当な手段がない場合、救急患者、医師、その他救難活動に

必要な人員及び救援物資の緊急輸送 

炊飯及び給水支援 緊急を要し、他に手段がない場合 

救援物資の無償貸付又は

譲与 

「防衛庁の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する総理庁令」（昭

和33年総理府令第１号）による。 

交通規制の支援 自衛隊車両の通行が輻輳する地点にある自衛隊車両を対象とする。 

危険物の保安及び除去 能力上可能なものについて火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び除去 

その他 
知事が必要と認め、自衛隊の能力で対処可能なものについて関係部隊の長

と協議して決定する。 

 

２ 災害派遣部隊の受入体制 

（１） 他の災害救助復旧機関との競合重複排除 

町長は、自衛隊の作業が他の災害復旧、救助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。 

（２） 作業計画及び資材等の準備 

町長は、自衛隊に対し、作業を要請又は依頼するに当たっては、先行性のある計

画を次の基準により作成するとともに、作業実施に必要とする充分な資材の準備を

整え、かつ、諸作業に関連のある管理者の了解を得るよう配慮する。 

ア 作業箇所及び作業内客 

イ 作業の優先順位 

ウ 作業に要する資材の種類別保管（調達）場所 

エ 部隊との連絡責任者、連絡方法及び連絡場所 

オ 自衛隊との連絡窓口の一本化（円滑、迅速な措置がとれるよう連絡交渉の窓口を

明確にする） 
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（３） 派遣部隊の受入れ 

派遣された部隊に対し、次の施設等を準備する。 

ア 本部事務室 

イ 宿舎 

ウ 材料置場、炊事場（屋外の適当な広さ） 

エ 駐車場（車１台の基準は３ｍ×８ｍ） 

オ ヘリコプター離着陸場（西近隣公園、第二・第三小学校又は大島新田グランド） 

 

３ 自衛隊の自主派遣 

自衛隊の災害派遣は、知事から要請することを原則とするが、要請による災害派遣を

補完する措置として、次のような場合に要請を待たないで部隊を派遣することがある。 

この場合、自衛隊の連絡員等により速やかに知事及び町災害対策本部へ部隊派遣に関

する情報を伝達する。 

 

表 ２-４０ 自衛隊の自主派遣 

○大規模な地震が発生した場合の情報収集のための部隊等の派遣 

○通信の途絶等により埼玉県との連絡が不可能な場合、人命の救助のための部隊の派遣 

○地震災害に際し、特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められる場合の部隊の派遣 

 

４ 派遣部隊の撤収要請 

本部長は、応急・復旧対策の進行状況により、派遣部隊の撤収要請を依頼するときは、

派遣部隊の長と協議の上、知事宛てに依頼する。（資料編 様式２３） 

 

５ 経費の負担区分 

自衛隊の救助活動に要した経費は、原則として派遣を受けた町が負担するものとし、

その内容はおおむね次のとおりとする。 

 

表 ２-４１ 経費負担の内容 

○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 

○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 

○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 

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

○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、自衛隊と町が協議する。 
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６ 災害対策基本法の改正に伴う自衛隊の権限の拡大（「災害派遣を命ぜられた部隊等の自

衛官の権限」法第63条～65条、第82条及び第84条関係） 

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、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、町長及び警察官がその場にいない場合に限り、次の措置をとるこ

とができる。 

また、当該措置をとった場合は、直ちにその旨を町長に通知しなければならない。 

 

表 ２-４２ 自衛隊の措置（町長及び警察官がその場にいない場合） 

○警戒区域の設定並びにそれに基づく立ち入り制限・禁止及び退去命令 

○他人の土地等の一時使用等 

○現場の被災工作物等の除去等 

○住民等を応急措置の業務に従事させること。 
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第５ ボランティアの受入れ 

大規模な地震災害が発生した場合には、行政や防災関係機関のみで対応していくことに

は限界があるため、民間の団体あるいは個人によるボランティアの協力を円滑に得られる

ように、町は杉戸町社会福祉協議会との連携を図る。 

町は、ボランティア活動に係わるコーディネート業務を一元化して行う拠点施設を設置

する等、災害時のボランティア活動の効率化を図る。 

 

実施担当 住民参加推進課、会計課 

防災関係機関 

幸手保健所、日本赤十字社埼玉県支部、農業協同組合、商工会等商

工業関係団体、杉戸町医師会、杉戸町歯科医師会、杉戸町薬剤師会、

病院等経営者、社会福祉協議会、社会福祉施設経営者、自主防災組

織 

 

１ 町内のボランティア編成 

（１） 町内のボランティア団体により、ボランティア組織を編成する。 

（２） ボランティア団体はそれぞれ各団体別に編成し、災害ボランティア活動の実態に

即した編成を行う。 

（３） ボランティア活動は、炊き出しその他災害救助の実施、避難所の維持、清掃作業・

防疫作業の実施、災害対策用物資の輸送及び配分等とする。 

 

表 ２-４３ 協力団体 

○農業協同組合（ＪＡ） 

○商工会等商工業関係団体 

○杉戸町医師会・杉戸町歯科医師会・杉戸町薬剤師会 

○杉戸町社会福祉協議会 

○杉戸町赤十字奉仕団 

○区長会 

○自主防災会 

○ボーイスカウト 

○明るい社会づくりの会 

○その他 

 

２ 活動内容の例示 

活動内容について、次のとおり例示する。（表 ２-４４、表 ２-４５） 
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表 ２-４４ ボランティアの活動内容 

ボランティアの種類 活動内容 

避難者誘導ボランティア 避難者の誘導避難 

緊急ボランティア 被災者の救出及び救護 

炊き出しボランティア 被災者の炊き出し 

避難所ボランティア 避難所に収容した被災者の世話 

物資配給ボランティア 食料、衣料その他給与物資を被災者に配布 

通訳ボランティア 外国人に対し通訳 

その他 被災者の家財等の監視、義援金品の募集及びその受付事務 

 

表 ２-４５ 想定される専門職ボランティアの種類と活動内容（参考） 

活動内容 専門職ボランティアの種類 

消火救助 消防職団員ＯＢ 

情報の伝達 アマチュア無線技士 

安否確認 民生・児童委員 

広報 
外国語通訳者、点字通訳者、手話通訳者、インターネットノウハウの

保有者 

医療救護 
医療機関、薬局（問屋を含む）、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保

健師、助産師、救急救命士 

救出 ダイバー、漁船等小型船舶保有者（緊急輸送） 

二次災害の防止 
建築物の応急危険度判定士、斜面判定士、民間防災エキスパート、

危険物取扱者、消防設備士 

重要道路の確保 土木建設業者 

交通整理 警備業者 

緊急輸送 
バス、タクシー、運送業者、航空機、船舶、特殊車両等の操縦・運転の

資格者 

食料、生活必需品等の確保 関係業者 

災害時要援護者の生活支援 
介護福祉士・社会福祉士、保育士、ホームヘルパー、ソーシャルワー

カー 

清掃・し尿処理・防疫 関係業者 

遺体の処理・搬送・埋葬 関係業者 

注）この表は、活動内容別に考えられる専門職を例示したものである。２つ以上の活動内容に関係す

る専門職については、主となる活動内容に掲げた。また、上記の表は現在一般的な資格等を中心

に作成したものであり、これらの他にも専門的な知識・技能を要する活動や特定の分野に特化し

た活動について、専門職ボランティアの活動領域を想定することができる（例：避難所の管理、防

犯、情報の収集・処理） 

 



震災編 

第２章 災害応急対策計画 

 ２-59 

３ ボランティアの受入体制（図 ２-１２） 

（１） 受入窓口の設置 

杉戸町社会福祉協議会は、災害発生後直ちに町と連携してボランティアの活動拠

点となる災害ボランティア支援センターを設置する。災害ボランティア支援センター

の運営は杉戸町社会福祉協議会とボランティア団体等が主体となって行い、ボラン

ティアの受入れ、派遣ボランティアの種別、人数の振り分け等ボランティアのコー

ディネート業務を行う。 

（２） ボランティアの派遣要請 

ボランティアが不足する場合は、県災害ボランティア支援センターに派遣を要請

する。 

（３） 活動拠点の提供 

ボランティア活動が円滑かつ効率的に行われるよう、必要に応じて公共用地、建

物等をボランティアの活動拠点として提供する。 

（４） 記録と保険への加入 

ア ボランティア活動に参加したボランティア団体等の活動を記録する。 

ａ 団体の名称及び人員（個人参加の場合は個人名） 

ｂ 活動の内容及び期間 

イ ボランティアの名簿を県に提出し、ボランティア保険加入手続きを要請する。 

県に提出する名簿は以下の事項を記入する。 

ａ 受入日 

ｂ 氏名 

ｃ 住所 

ｄ 電話番号 

ｅ 活動予定期間 
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図 ２-１２ ボランティアの受入・連携体制 
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第４節 消防活動 

地震に伴って発生する、火災や危険物の漏えい等による二次災害を防止するため、消防

機関による迅速な応急対策活動や危険物管理者等による安全措置を講ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 消防活動 

地震災害時には、同時多発的に火災が発生する等大きな被害が予想される。それらの被

害を軽減し、二次災害を防止するため、配備動員体制を明確にするとともに、早期に初動

体制を確立し、迅速かつ円滑な消防活動を行えるよう消防体制を定める。 

なお、消防活動全般については、埼玉東部消防局が「埼玉東部消防局消防計画」等に基

づき実施するものとするが、本節においては、町および杉戸町消防団等が実施する消防活

動の基本事項について定める。 

 

実施担当 住民参加推進課、消防団、消防局 

 

 

１ 消防活動の方針 

（１） 消火活動 

地震災害時に二次的に発生する火災に対処するため、消防の総力をあげて、出火

防止と火災の早期鎮圧及び延焼拡大の防止を図る。 

（２） 救急救助活動 

地震災害時には、家屋の倒壊、障害物の落下、自動車事故、危険物・毒劇物等の

漏えい等により複合的に被害が発生することが予想される。このことから、消防の

人員、資機材を活用し救急救助活動を最優先に実施し、人命の安全確保に努める。 

（３） 安全避難の確保 

火災の発生件数が多く、大部分の延焼火災の鎮圧が困難と予想される地域につい

ては、町民の安全避難を確保するため活動する。 

 

２ 初動体制の確立 

地震災害時における初動体制を速やかに確立するため、消防団の初動措置を次のよう

に定める。 

第４節 消防活動 第１ 消防活動 

第２ 危険物の対策 

第３ 応援要請 
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消防団長は、町内で震度5強以上の地震が発生したとき、及び東海地震等の警戒宣

言が発令された場合は、指揮連絡体制を確立し、非常配備体制を確保するため、住

民参加推進課に消防団本部を設置する。なお、消防団本部の設置に当たっては、住

民参加推進課長等との連携を図る。 

ア 非常参集 

本町域で震度5弱以上の地震を覚知した消防団員は、「杉戸町消防団震災出動計

画」に基づき消防分団拠点施設に自発的に参集し、早期に活動体制をとる。各分団

長は、参集途上における周辺の被害状況を消防団員から集め、消防団本部へ伝達し、

指示を受ける。また、状況に応じて消防団本部は、各分団長を通じて消防団員の召

集命令を伝達する。 

 

イ 出動体制の確保 

消防車両の安全確保を図り、ホースの車両積載数を増やすとともに、救助資機材

等を積載し、出動体制を整える。 

 

ウ 出火防止の広報 

管轄区域内における火気始末、出火防止等の広報を実施する。また、実施する際

は自治会及び自主防災組織等の協力を得て実施する。 

 

エ 初期消火活動 

火災を発見した場合には、直ちに消防局（署）に通報するとともに、消火活動に

従事する。なお、出火件数が多い場合は、適宜、付近の自治会及び自主防災組織等

の協力を求める。 

 

オ 救出活動 

地震による家屋の倒壊、障害物の落下等による救急、救助事案の発生を覚知した

場合には、直ちに消防局（署）に通報するとともに、被災者の救出、搬送等支援活

動を実施する。また、活動実施に当たっては、付近の自治会及び自主防災組織等の

協力を求める。 
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２ 消防団による消防活動 

ア 情報の収集 

消防署による活動を補佐し、早期の災害情報の収集を行う。 

表 ２-４６ 情報収集内容 

○火災の発生場所、程度及び延焼方向 

○危険物、高圧ガス等の大量流出及び火災危険の状況 

○大規模救急救助事案の発生場所及び程度 

○家屋等の損壊状況 

○河川、堤防の決壊状況 

○道路、橋梁等の被害状況及び交通障害 

○重要対象物の被害状況 

○その他消防活動上の必要事項 

 

  イ 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、出火した場合は自主防災組織等と協力して初期消火を図る。 

 

ウ 消火活動 

地域における消火活動や主要避難路確保のための消火活動を、単独若しくは消防

署と協力して行う。 

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。 

 

表 ２-４７ 同時多発火災発生時の原則 

避難場所及び避難路確保 

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場

所及び避難路確保の消防活動を行う。 

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

域を優先に消防活動を行う。 

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

消防活動を行う。 

市街地火災消防活動優先の 

原則 

大工場、大量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

活動を優先とし、それらを鎮圧した後、部隊を集中して消防活動に当

たる。 

重要対象物優先の原則 重要対象物周辺と他の一般市街地から同時に出火した場合は、重要

対象物の防護上に必要な消防活動を優先する。 
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表 ２-４８ 火災現場活動の原則 

火災規模と対比して消防力が優勢

と判断したとき。 

積極的に攻勢的現場活動により火災を鎮圧する。 

火災規模と対比して消防力が劣勢

と判断したとき。 

住民の安全確保を最優先とし、道路、河川、耐火建築物、空地

等を活用し、守勢的現場活動により延焼を阻止する。 

 

エ 救急救助 

消防署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。 

 

オ 避難誘導 

避難の指示・勧告がなされた場合は、これを住民に伝達するとともに、関係機関

と連絡を取りながら住民を安全に避難させる。 

 

カ 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署と協力して行う。 
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第２ 危険物等の対策 

地震に伴って発生する危険物の漏えい等による二次災害を防止するため、石油類等危険

物貯蔵所及び取扱所等は以下の措置を講ずる。 

 

実施担当 消防局・署 

防災関係機関 
杉戸警察署、幸手都市ガス（株）、（社）エルピーガス協会、東彩ガ

ス（株） 

 

１ 応急措置 

石油類等危険物貯蔵所及び取扱所等は、埼玉東部消防組合消防局による次の措置が適

正に行えるように協力する。 

（１） 危険物の流出あるいは爆発等のおそれのある作業及び移送の停止と、施設の応急

点検、出火等の防止措置 

（２） タンク破壊等による流出及び異常反応、浸水等による広域拡散の防止措置と応急

対策、危険物による災害発生時の自主防災活動 

（３） 被害状況を把握し、状況に応じて、従業員や周辺地域住民に対する人命安全措置

並びに災害対策本部、杉戸町危険物防火安全協会等関係機関及び自主防災組織との

連携活動 

 

 

 

 

 

 



震災編 

第２章 災害応急対策計画 

 ２-66 

 

第３ 応援要請 

大規模な地震の発生により、火災防御活動、救急救助活動等において現有の消防力では

対応できないと判断される場合、他の消防機関への応援要請を行う。 

 

実施担当 
総務課、人権・男女共同参画担当、住民参加推進課、埼玉東部消防

組合消防局 

 

１ 緊急消防援助隊に対する応援要請 

町長は、震災が発生し、町の消防力では対応することが困難であると判断した場合は、

消防組織法（昭和23年法律第186号）第39条の消防相互応援協定に基づく応援、及び

第44条に基づく緊急消防援助隊の応援要請を行う。 

 

図 ２-１３ 緊急消防援助隊に係る応援要請の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 消防相互応援協定等による応援要請 

町長は、町及び埼玉東部消防組合消防局の消防力で十分な活動が困難である場合には、

あらかじめ締結した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。 

なお、消防相互応援協定及び近隣市町消防本部応援協定によるものは消防長も要請で

きる。 

表 ２-４９ 応援協定 

応援協定 消防機関 

埼玉県下消防相互応援協定 

（代表消防機関 さいたま市消防本部 

 ＴＥＬ048-833-1231） 

埼玉県内各消防本部 

近隣市町消防本部応援協定 

（埼玉東部消防組合消防局） 

春日部市消防本部 

近隣市町消防相互応援協定 

（埼玉東部消防組合消防局） 

久喜市、春日部市、宮代町、幸手市 

消防庁長官 

埼玉県知事 

災害発生市町村長 

（市町村長に委任を 

受けた消防長） 

緊急援助隊の 

属する 

都道府県知事 

緊急消防援助隊の 

属する都道府県市町村 

（緊急消防援助隊） 

近隣消防本部 

埼玉県内各消防本部 

（出動要請） 

（出動要請） 

（応援要請） （応援決定通知） 

（応援要請連絡） （応援決定連絡） 

（応援協定に基づく応援出動） 

（出動要請） 

（出動） 
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３ 県知事を通した応援要請 

町長は、町及び埼玉東部消防組合消防局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。 
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第５節 救援・救護活動 

大規模な災害発生時には、火災、建物の倒壊等により、救助・医療を必要とする傷病者

が発生する。このため、救援・救護の初動体制を確立し、関係医療機関、各防災関係機関

との密接な連携のもとに一刻も早い医療救護活動を実施する必要がある。 

また、町民の安全な避難・誘導を図り、飲料水、食料、生活必需品等の物資を給与する

とともに、仮設住宅等の設置により、被災者の保護を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 救急・救助 

地震災害のため、生命や身体が危険な状態にある者、又は生死不明の状態にある者に対

しては捜索を行い、救助・保護する。 

地震発生直後においては、広域的に多数の人命救助の要請が発生することが予想される

ため、町は埼玉東部消防組合消防局をはじめとする関係機関、自主防災組織等との連携の

もと、総力をあげて救急・救助活動に当たる。 

 

実施担当 住民参加推進課、埼玉東部消防組合消防局 

防災関係機関 幸手保健所、杉戸警察署、陸上自衛隊、自主防災組織 

 

第５節 救援・救護活動 第１ 救急・救助 

第２ 医療救護 

第３ 避難・誘導 

第４ 避難所の開設・運営 

第５ 災害時要援護者対策 

第６ 帰宅困難者支援 

第７ 飲料水・生活用水の供給 

第８ 食料の供給 

第９ 生活必需品の供給 

第１０ 住宅対策 

第１１ 遺体の捜索・処理・埋葬 

第１２ 防疫・保健衛生 
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１ 救急・救助活動の基本方針 

（１） 救命活動の優先 

人命の救助及び救命活動を優先して実施する。 

（２） 重傷者優先の原則 

救命を必要とする負傷者を優先して処置し、その他の負傷者はできる限り自主的

な処置を行わせるとともに、他の防災関係機関との連携の上、救急・救助活動を実

施する。 

（３） 災害時要援護者優先の原則 

負傷者が多数の場合の救急・救助活動は、幼児及び老人等の災害時要援護者を優

先して実施する。 

（４） 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・救助事案が併発している場合は、火災現

場付近を優先して救急・救助活動を実施する。 

（５） 救急・救助の効率重視の原則 

同時に多数の救急・救助事案が併発している場合は、救命効果の高い事案を優先

し、多数の人命を救護できる事案を優先に効率的な救急・救助活動を実施する。 

 

２ 救急・救助出動 

（１） 救助出動の優先順位 

複数の救助事案を覚知した場合の優先順位は、おおむね次による。ただし、事故

の規模等からこれらにより難い場合はこの限りでない。 

表 ２-５０ 救助出動の優先順位 

①危険物、毒劇物、可燃性ガスの流出及び漏洩事故 

②不特定多数の者を収容する建築物の倒壊事故 

③列車、電車の衝突事故、転覆事故 

④一般建物、工作物（橋梁等）の倒壊事故 

⑤その他の事故 

 

（２） 救急・救助事案の現場に出動途上の留意事項 

救急・救助事案の現場への出動途上には、次の事項に留意する。 

 

表 ２-５１ 救急・救助事案の現場に出動途上の留意事項 

○火災を発見した場合は直ちに本部に報告し、消防団、地域の住民に協力を求める。 

○出動先の救助事案よりも重大で優先順位が高い救助事案を発見した場合は、その内容を本部

に報告し、順位の高い現場に出動する。 

○救急・救助出動の途上でも、災害事案の発見に努める。 
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３ 救急・救助活動 

埼玉東部消防組合消防局の計画に基づくものとするが、基本的な活動は以下のとおり

である。 

（１） 救助の順位と効率の重視 

消防署の救助は救命措置を必要とする者を優先に救出し、軽傷者は消防団及び付

近の住民等に協力を求めて救出を行う。 

ただし、活動人員に比較して多数の要救助者がある場合は容易に救助できる者を

優先とし、短時間に一人でも多く救出する。 

（２） 火災現場付近における救出 

救助事案が火災現場付近とそれ以外の場所にあった場合は、火災現場付近の救出

を優先して実施する。 

（３） 応急救護所の設置 

負傷者が多数発生している場合は、現場に応急救護所を設置して救護活動を行う。 

（４） 消防団員及び一般住民への協力要請 

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

消防団員及び付近の住民等に指示し、現場付近の応急救護所、又は医療機関に搬送

させる。 

（５） 負傷者の搬送 

負傷者の救急搬送は、救命を必要とする者を優先として安全かつ傷病に適応する

医療機関等に搬送する。 

（６） 負傷者に対する救急措置 

負傷者に対する救急措置は救命の措置を必要とする者を優先とし、その他の負傷

者は消防団員等の協力を得て、自主的な応急手当を行わせる。 

（７） 災害時要援護者の救出 

高齢者、障がい者、病人等の災害時要援護者の状況確認を行い、必要に応じて、

一時集合避難場所から収容避難所、又は地区防災センターに誘導する。 

（８） 危険が予想される地域の監視 

危険の予想される地域については、消防署員及び消防団員による監視を行う。 

（９）救急・救助活動時の留意事項 

救急・救助活動の実施にあたり、次の事項に留意する 

 

表 ２-５２ 救助・救出活動時の留意事項 

○倒壊した家屋からの救出作業は、あらかじめ確保してある救助用資機材（チェーンソー、鋸、バー

ル、かけや、ジャッキ、ロープ等）や身近な道具、器具等を利用し、救出作業を行う。 

○救助活動に当たっては、二次災害を引き起こさないよう、できる限り革手袋・ヘルメット・長袖シャ

ツ・防塵マスク等を着用するとともに、作業の安全性を確保する（余震の影響も注意する）。 
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４ 応援要請 

災害の状況に応じて必要があると認めるときは、時期を逸することなく、「第２章 第

３節 応援要請・要員確保」に基づいて、各機関への応援要請を行うとともに、各機関

の動員数、場所、提供可能な資機材等について調整を図る。 

 

５ 行方不明者の捜索活動 

建物の倒壊や火災等により多数の行方不明者の発生が予想される場合は、速やかに行

方不明者の安否を確認することが必要である。 

（１） 行方不明者の安否確認 

地域住民及び警察等の協力を得て、行方不明者の安否を確認する。行方不明者の

確認は、住民基本台帳と照合の上で行う。 

（２） 行方不明者の捜索 

行方不明者の捜索は、災害の規模等の状況を踏まえて、警察署、自衛隊等の関係

機関や自主防災組織、ボランティア、地域住民の協力を得て実施する。 

 

６ 災害救助法が適用された場合の費用等 

災害救助に要した経費は、「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（平成13年埼玉県告示第393号）」の範囲内において、町が県に請求する。 
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第２ 医療救護 

地震災害により負傷者が多く発生するとともに、医療機関の機能が停止し、著しく医療

活動の不足をきたすことが予想される。そのため、応急的な医療、助産活動を実施し、避

難者を保護する。 

 

実施担当 福祉課、子育て支援課、健康増進課、埼玉東部消防組合消防局 

防災関係機関 

幸手保健所、杉戸警察署、関東運輸局埼玉運輸支局、陸上自衛隊、

日本赤十字社埼玉県支部、日本通運（株）埼玉支社、東武鉄道（株）

東武動物公園駅・杉戸高野台駅、（社）埼玉県トラック協会、（社）

埼玉県バス協会、（社）埼玉県乗用旅客自動車協会、杉戸町医師会、

杉戸町歯科医師会、杉戸町薬剤師会、病院等経営者、自主防災組織 

 

１ 医療情報の収集・伝達 

傷病者等を迅速かつ的確に後方医療機関へ搬送するためには、収容先医療機関の被災

状況や、空き病床数等の情報を把握し、傷病者の搬送先を決定する必要がある。 

そのため町は、応急救護所及び後方医療施設である病院に無線等の資機材を設置し、

連絡体制を整備することにより、的確な搬送を行う。 

 

２ 医療救護体制 

人命救助を最優先とし、医師会、関係医療機関及び医療関係団体の協力を得て、緊急

に必要な治療を受けられる体制を整備する。保健センターに医療救護本部を設置すると

ともに保健センターとすぎとピアの２箇所に救護所を設置し、円滑な医療救護活動を行

う。 

（１） 保健センターに医療救護本部を直ちに開設する。 

（２） 保健センター及びすぎとピアに看護師、又は保健師を派遣し、災害時応急救護セ

ンターを開設する。学校施設の場合は保健室を利用する。 

（３） 健康増進班は活動の可能な町内の病院・診療所の把握を行い、災害時応急救護セ

ンターとあわせて住民に広報する。 

（４） 本部は、災害の程度が町の能力を越えると認めたときは、知事（保健医療部長）

及びその他関係機関に協力を要請する。 

（５） 災害時における協力を要請しておいた元看護師・保健師等の医療救護ボランティ

アは、災害対策本部の指示により、病院、災害時応急救護センターにおいて医療救

護活動に従事する。 
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３ 医療及び助産の救護対象、範囲等 

（１） 対象 

ア 医療を必要とする状態にあって、災害のため医療の途を失ったもの。 

イ 災害発生日前後１週間以内の分娩者で、災害のため助産の途を失ったもの。 

（２） 医療の内容 

ア 診察 

イ 薬剤又は治療材料の支給 

ウ 処置、手術その他の治療及び施術 

エ 病院又は診療所への収容 

オ 看護 

（３） 助産の内容 

ア 病院への搬送 

イ 分娩の介助 

ウ 分娩前後の処置 

エ 薬剤又は治療材料の支給 

 

４ 医療救護活動 

（１） 救護所ではトリアージ（負傷者の程度別選別）と簡単な応急手当てを行う。 

（２） 医療を必要とする重症者等は、速やかに病院へ搬送する。 

（３） 自宅療養中の慢性疾患等の患者や妊産婦が、必要な治療を受けたり、急な出産等

に対応できるようにする。 

（４） 環境の急変等から病状が悪化し、入院の必要な精神障がい者に対しては、県内の

精神科医療機関の協力を得ながら、専門医の立会いのもとで適正な措置を行う。 

（５） 医薬品等は、町内薬局で調達する。必要な場合は、周辺市町村の薬局で調達する。

（資料編 資料４４） 

（６） 血液が必要なときは、日赤埼玉県支部に依頼して確保する。 

 

５ 負傷者等の搬送体制（図 ２-１４） 

負傷者等の救護医療機関への一次搬送及び後方医療機関への二次搬送は次のとおりと

する。 

（１） 一次搬送方法 

大規模な地震による被害の場合、傷病者の搬送に困難が生じるため、原則として

次の方法の順で一次搬送を実施する。 

ア 健康増進班が埼玉東部消防組合消防局に配車・搬送を要請する。 

イ 公用車、町内救護医療機関又は各応急救護所で使用している自動車により搬送す

る。 
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ウ 各応急救護所の班員、消防職員、その他町の職員により担架やリヤカーで搬送す

る。 

エ 自主防災組織、事業所等の協力を得て搬送する。 

（２） 救護医療機関の受入要請 

福祉班、健康増進班及び埼玉東部消防組合消防局は、協力して救護医療機関の被

災状況と収容可能ベッド数を速やかに把握し、各医療機関に収容スペース確保等の

受入体制の確立を要請する。 

また、負傷者が一医療機関に集中しないように配慮する。 

（３） 二次搬送体制 

次の体制により二次搬送を実施する。 

ア 町内救護医療機関で対応できない傷病者の町外・県外の高度医療機関への搬送は、

福祉班、健康増進班、埼玉東部消防組合消防局及び救護医療機関等が協力して実施

する。 

イ 必要に応じて埼玉県に防災ヘリコプターの要請を行い、防災ヘリコプターによる

搬送を実施する。 

なお、ヘリポートは、西近隣公園、杉戸第二小学校、杉戸第三小学校グランド、

大島新田グランドの中央にＨマークを石灰等（明瞭な一色とすること）で描き、着

陸場所を明示する。 

（４） 後方医療機関の受入要請 

本部長は、県及び相互応援協定を締結している市町等へ要請し、町外及び県外の

収容可能な医療機関を把握し、救護医療機関に必要な情報を伝達する。 
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図 ２-１４ 負傷者の救援・救護フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 後方医療体制 

町は、病院等を後方収容施設としてあらかじめ指定し、体制の整備を行う。 

また、応急救護所からの搬送ルートの整備を行い、応急救護所間あるいは応急救護所

と病院との間の密接な情報交換を行う。 

（１） 搬送体制 

町は、応急救護所では対応できない重傷者や特殊医療を要する患者については、

あらかじめ協定等により定めておいた後方医療機関に搬送する。 

（２） 広域医療協力体制 

町は、多数の負傷者の対応による医師の不足及び医薬品や医療資機材の不足等の

諸問題に対し、県内他地域及び県外地域からの広域医療協力体制により対応すべく

整備を進める。 

 

災害時応急 

救護センター 

 

保健センター 

すぎとピア 

町内病院 

負傷者発生場所 
［担架、徒歩等］ 

［救急車搬送］ 

［ヘリコプター等搬送］ 

《救急隊》 

・応急手当 

・トリアージ 

《応急医療班》 

・診察 

・応急措置 

・トリアージ 

［車両等搬送］ ・治療 

・入院 

一次搬送 

二次搬送 
〈ヘリポート〉 

・西近隣公園 

・杉戸第二小学校 

・杉戸第三小学校 

・大島新田グランド 

町外・県外病院 
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７ 精神科救急医療の確保 

県及び町は、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、県

内の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。 

 

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、災害の事態が急迫して知事による医療・助産活動の実

施を待つことができず、町が医療・助産活動に着手しているときに要した経費は、「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（平成13年埼玉県告示第

393号）」の範囲内において、町が県に請求する。 
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第３ 避難・誘導 

地震災害時に、危険区域にある町民を安全地域に避難させるため、避難誘導を的確に実

施するための対策を定める。 

 

実施担当 

住民参加推進課、福祉課、子育て支援課、健康増進課、教育総務課、

学校教育課、社会教育課、町史編さん室、杉戸町生涯学習センター、

杉戸町立図書館、埼玉東部消防組合消防局 

防災関係機関 
杉戸警察署、病院等経営者、社会福祉施設経営者、学校法人、自主

防災組織 

 

１ 避難の流れ 

地震発生時、町民が自ら避難する場合、又は町職員等が町民を避難誘導する場合は、

以下のとおりとする。（資料編 資料３７、３８） 

（１） 一時集合避難場所（地区ごとに指定された場所）への避難 

地震発生直後において、町民の自主的判断で避難が必要な状況が発生する場合、

又は火災延焼や土砂災害等の危険が迫り、町からの避難勧告・指示が発令された場

合、町民は一時集合避難場所に避難する。被害が大きい場合は、収容避難所又は地

区防災センターに移動する。 

一時避難場所に集合した町民は、自主防災組織等を中心に組織化し、周辺の状況

に注意する。 

この段階で、火災等の危険がなく、自宅が被害を免れた、又は自宅の被害が軽微

な町民は、各自の自宅に帰宅する。 

（２） 収容避難所（中学校、高等学校、公民館に設置する避難所、１４箇所）への避難 

一時収容避難場所で組織化した後、地域の危険が去っていない場合、又は避難勧

告・指示が出されている場合、町民は一団となって収容避難所へ避難する。 

また、避難所の安全性が確保された場合、倒壊や焼失等により自宅に帰宅できな

い被災者を収容避難所で収容する。 

引き続き長期の避難が必要な場合は、地区防災センターに移動する。 

（３） 地区防災センター（小学校区ごとに各小学校に設置してある地区の防災活動の拠

点となる避難場所、６箇所）への避難 

被害が大きい場合、又は避難所生活が長期化する場合、町民は地区防災センター

へ移動する。長期にわたる避難生活はここで行う。 
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２ 避難の勧告、指示 

（１） 実施責任者、措置、基準 

避難の勧告及び指示の実施責任者、措置、実施の基準は次のとおりである。実施

者は関係機関へ通知する。また、実施者から通知を受けた災害対策本部は、速やか

に内容を住民に周知する。 

 

表 ２-５３ 避難に係る実施責任者 

区分 実施責任者 根拠法令 災害の種類 要件 

勧告・ 

指示 

町長 災害対策基本法 

第60条 

災害全般 災害が発生若しくは発生するおそれが

ある場合又は町民の生命若しくは身体

を災害から保護し、その他災害の拡大

を防止するために、特に必要があると

認めるとき及び急を要するとき。 

知事、 

知事の命を 

受けた県職員 

水防法第29条、 

地すべり等防止法 

第25条 

洪水 

地すべり 

河川のはん濫により著しい危険が切迫

していると認められるとき。 

水防管理者 水防法第29条、 洪水 

警察官 災害対策基本法 

第61条、警察官 

職務執行法第4条 

災害全般 

危険が切迫した場合において町長が避

難の指示をすることができないと判断し

たとき、又は町長からの要求があったと

き。 

指示 

派遣自衛官 自衛隊法第94条 災害全般 災害の状況により特に急を要する場合

で、警察官がその現場にいないとき。 

避難勧告：その地域の居住者等を拘束するものではないが、居住者等がその勧告を尊重することを

期待して、避難のための立ち退きを勧め、又は促すものである。 

避難指示：被害の危険が目前に切迫している場合に使い、勧告よりも拘束力が強い。 

 

（２） 避難のための勧告及び指示の内容 

避難のための勧告及び指示の内容は次のとおりである。 

 

表 ２-５４ 避難のための勧告及び指示の内容 

○要避難対象地域 

○避難先 

○避難理由 

○避難経路 

○避難時の注意事項等 

 

（３） 勧告・指示の周知 

避難の勧告・指示をした者、又は機関は、広報車による伝達のほか報道機関、警

察、自主防災組織等の協力を得て、直ちに対象地域の住民等に伝達し、避難の周知

を行う。 
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（４） 警戒区域の設定 

町長は、地震が発生し、又は発生しようとしている場合において、町民の生命、

又は身体に対する危険を防止するため、特に必要があると認めるときは警戒区域を

設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立ち入りを制限、

若しくは禁止、又は当該地域からの退却を命ずることができる。 

なお、警察官は町職員が現場にいない場合、又はこれらから要請があった場合は、

この職権を実施することができる。 

また、自衛官は町職員及び警察官がその場にいない場合に限り、警戒区域の設定

並びにそれに基づく立ち入り制限、禁止及び退却命令の措置を講ずることができる。

ただし、当該措置を講じたときは直ちにその旨を町長に通知しなければならない。 

（５） 関係機関相互の通知及び連絡 

避難のための立ち退きを指示、若しくは勧告をしたときは、次の要領に従って関

係機関に通知、又は報告する。（表 ２-５５、表 ２-５６） 

 

表 ２-５５ 連絡方法 

町長の措置 町長 → 知事（消防防災課） 

○災害対策基本法に基づく措置 

警察官 → 警察署長 → 町長 → 知事（消防防災課） 

警察官の措置 

○警察官職務執行法（職権）に基づく措置 

警察官 → 警察署長 → 県警察本部長 → 県公安委員会 → 

町長 → 知事（消防防災課） 

自衛官の措置 自衛官 → 町長 → 知事（消防防災課） 

 

表 ２-５６ 知事への報告事項 

○災害の態様及び被害の状況 

○指示、又は勧告を発した日時 

○地域名、又は対象人員 

○避難場所 

 

３ 避難誘導 

町、警察、自主防災組織等が、避難誘導に当たる。 

（１） 避難誘導の方法 

避難誘導は、次の事項に留意して行う。 

ア 傷病者、障がい者、高齢者、幼児、妊婦等の災害時要援護者の避難を優先して行

い、災害時要援護者が居宅に取り残されることがないよう配慮する。 

イ 災害の状況に応じて、避難路及び避難所（地区一時集合場所から収容避難所又は

地区防災センターに移動するかどうか）を検討・決定し、移動の場合は避難誘導を

行う。決定後、災害対策本部に連絡する。 
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ウ 避難路は２箇所以上とし、できる限り危険な道路、橋、堤防、その他新たに災害

発生のおそれのある場所を避け、安全な経路を選定する。この場合なるべく身体壮

健者、その他適当な者に依頼して避難者の誘導措置を講ずること。 

エ 地区防災センター職員及び収容避難所職員は消防団、警察と連携して、広報車あ

るいはメガホン等を利用して徒歩で、避難路及び避難所の周知を行う。 

オ 危険な地点には、標示、縄張りを行うほか、状況により誘導員を配置し安全を期

する。 

カ 避難は原則として徒歩によるが、高齢者、幼児、児童、傷病者、障がい者、又は

歩行困難者は状況によって車両等による輸送を行う。 

キ 誘導中は、事故防止に努める。 

ク 避難誘導は、収容先での救援物資の配給等を考慮し、できれば自治会、町内会等

の単位で行う。 

ケ 避難終了後、地区防災センター職員及び収容避難所職員、消防団、警察等は巡視

を行い、立退きに遅れた者等の有無を確認し、救出する。 

コ 避難の勧告及び指示に従わない者については、説得し緊急避難させる。説得に応

じない場合で、人命救助のために必要があるときは、警察官の措置を要請する。 

（２） 避難順位 

避難順位は、おおむね次の順位による。 

 

表 ２-５７ 避難順位 

①傷病者、障がい者 

②高齢者、幼児、児童、妊婦 

③上記以外の一般住民 

④防災従事者 

 

（３） 避難時の留意点 

避難に当たっては、特に表 ２-５８に示す事項を遵守するように指導する。 
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表 ２-５８ 避難時の留意点 

○自主的な判断で避難が必要な状況が発生した場合は、避難の勧告・指示を待たずに速やかに

地区一時集合避難場所等、安全な場所に避難する。 

○避難するときは、ガスの元栓・電気のブレーカーを閉じる。 

○氏名票（住所、氏名、生年月日、血液型を記載したもの）を携行する。 

○2食分位の食料、着替え、水筒、タオル、チリ紙、照明具、救急薬品、携帯ラジオ等を携行する。 

○服装は軽装とし、素足を避け、帽子、頭巾、雨具及び必要に応じて防寒具等を携行する。 

○貴重品以外の荷物は携行しない。 

○非常持ち出し品については、平素から用意しておく。 

 

（４） 災害時要援護者の避難誘導 

福祉班は、高齢者、障がい者、乳幼児及び日本語を解さない外国人等の災害時要

援護者が確実に避難できるよう、次の対策を講ずる。 

ア 家族介護等で避難することができないが、避難所で生活できる人は、一般の避難

所に収容する。 

イ 家族介護等で避難することができず、避難所で生活できない人は、災害時要援護

者用避難所に収容する。 

ウ 家族介護等で避難はできるが、避難所で生活できない人は、災害時要援護者用避

難所に収容する。 

エ 寝たきり等施設での生活が必要な人は、社会福祉施設での対応を要請する。 

オ 災害時要援護者に配慮した広報を実施する。 

カ その他、町民は、地域の災害時要援護者に留意し、安全に避難できるよう相互に

協力する。 
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第４ 避難所の開設・運営 

避難者の一時的な生活を確保し、避難生活を適切に支援するための対策を定める。 

 

実施担当 

住民参加推進課、福祉課、子育て支援課、健康増進課、都市施設整

備課、産業団地拡張推進室、教育総務課、学校教育課、社会教育課、

町史編さん室、杉戸町生涯学習センター、杉戸町立図書館、学校給

食センター、会計課、議会事務局、行政委員会、埼玉東部消防組合

消防局 

防災関係機関 社会福祉施設経営者、学校法人、自主防災組織 

 

１ 避難所の開設 

地震災害により住居を失った者、あるいは避難しなければならない者を収容・保護す

るため、施設管理者又は地区防災センター職員、収容避難所職員は、直ちに地区防災セ

ンター、収容避難所を開設する。（資料編 様式９～１３） 

避難所の開設については、事後の救助事務に支障をきたさないよう災害救助法の定め

る実施基準に準じて次のように実施する。 

（１） 開設の趣旨 

地震災害のため、現に被害を受け、又は受けるおそれのある者で、避難しなけれ

ばならない者を一時的に収容し保護するため、避難場所を開設する。 

（２） 開設の時期 

ア 災害発生により、被災者の避難の必要を認めるとき。 

イ 災害発生のおそれがあり、避難勧告以上の指示等が出されたとき。 

ウ その他必要と認めるとき。 

（３） 収容対象者 

ア 住居が被害を受け、居住の場を失った者 

イ 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 

ウ 避難勧告・指示が発せられた場合等により、緊急避難の必要がある者 

（４） 開設の方法 

ア 避難所の開設基準 

本部長は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に、避難所の全

て、又は一部を開設する。 

イ 避難場所開設の公示等 

本部長は、避難場所を開設したときその旨を公示し、避難場所に収容すべき者を

誘導し、保護しなければならない。 
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ウ 避難場所開設の知事への報告 

本部長は、避難場所を設置した場合には、直ちに表 ２-５９に示す事項を埼玉県

知事に報告する。  

表 ２-５９ 知事への報告内容 

○避難場所開設の目的 

○箇所数及び収容人員 

○開設期間の見込み 

 

（５） 支出費用 

災害救助法が適用された場合は、避難場所開設のための支出費用を、「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（平成13年埼玉県告示第

393号）」の範囲内において、町が県に請求する。 

（６） 福祉避難所 

災害時要援護者のための福祉避難所をすぎとピアに開設する。 

 

２ 避難所の運営 

地区防災センター及び収容避難所の運営は、災害対策本部が必要な支援を行い、自主 

防災組織等避難者の協力を得て運営する。また、避難所と災害対策本部の通信連絡手段 

の確保に努める。 

町は、それぞれの避難場所に収容されている避難者に係る情報及び避難場所で生活せ

ず食事のみ受取に来ている被災者等に係る情報の早期把握に努め、国等への報告を行う

ものとする。また、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障がい者福祉サービス事業

者等は、災害時要援護者の居場所や安否の確認に努め、把握した情報について県、関係

機関等に報告するものとする。 

（１） 管理者 

避難所の管理者は原則として避難施設の管理者とする。ただし、初動期において

は、地区防災センター、又は収容避難所の指揮者とする。 

（２） 運営対策 

ア 運営にあたっては、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にする。 

イ 避難者名簿を作成し、災害対策本部へ報告する。災害対策本部は避難情報の提供

や郵便局（株）（郵便物の配達のため）等必要な所へ情報を提供する。（資料編 様

式１３） 

ウ 高齢者、障がい者、傷病者、乳幼児、妊婦、外国人等の災害時要援護者への対応

を優先する。 
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エ 女性や災害時要援護者をはじめとした避難者に配慮し、男女別更衣室、男女別ト

イレ、授乳場所、クールダウンスペース等は開設当初から設置するよう努める。 

女性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 

レの設置場所に配慮し、注意喚起に努める。また、女性の相談員、福祉相談員を 

配置若しくは巡回させ、女性や災害時要援護者のニーズの変化に対応できるよう 

配慮する。 

なお、女性に対する相談員の配置や相談窓口の開設。運営に当たっては男女共

同参画担当や民間団体を積極的に活用する。 

オ 保健師等の巡回や健康相談、医療救護活動と連携した健康管理を行う。 

カ 防疫活動による感染症の発生予防等の衛生管理を行う。 

キ 個人、家族のプライバシーを尊重する。 

ク 冬季の暖房器具、防寒衣類、寝具等、季節により配慮をする。 

ケ 掲示板、広報紙の配布、ラジオ・テレビの設置、相談窓口の設置等により、避難

住民へ情報の提供を行う。 

コ 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を鑑み、居室への動物の持

ち込みは原則禁止とし、敷地内の屋外に飼育専用スペースを設置し飼育させること

とする。ただし、施設の別棟に収容スペースがある場合には当該避難所に生活する

避難者の同意のもとに、居室以外の部屋に専用スペースを設け飼育させることがで

きる。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。 

サ 次表を参考とした担当を決め、避難生活をできるだけ快適に過ごせるように努め

る。（表 ２-６０、表２-６１）  

表 ２-６０ 避難所運営担当（参考） 

担当 主な業務 

管理責任者 対策本部との協議、各担当班への指示 

副管理責任者 避難者の相談、避難生活全般 

情報収集・広報担当 災害対策本部との連絡、各種情報周知 

給食担当 給食班体制確立、給食配分 

医療担当（健康管理） 生活環境整備 

救援物資担当 見舞品、救援物資の受入れ、配分 

ボランティア担当 業務指示、受入体制 

防犯・施設管理担当 火災予防計画、防犯体制、トイレの水運搬・清掃、ゴミ掃除、入浴体制指示 
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表 ２-６１ 災害時要援護者への配慮 

①担当職員、社会福祉協議会ホームヘルパー、民間のホームヘルパー、民生委員等による実態

調査の実施 

②すぎとピアを要援護者の避難所として指定、受入体制の整備 

③専門的な介護を要する要援護者の一時入所措置 

④避難者の障がいや身体の状況に応じた保健師・ホームヘルパー等の派遣 

⑤高齢者、障がい者、乳幼児等、女性等のために必要と思われる物資等の例示 

 高齢者…紙おむつ、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 

 乳幼児…タオル、紙おむつ、おしりふき等の衛生用品、哺乳瓶、粉ミルク、お湯、離乳食、沐浴用

たらい、ベビーベッド、小児用薬、乳児用衣料、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、バリアフリートイ    

                       レ 

 病弱者・内部障がい者…医薬品や使用装具、オストメイトトイレ、気管孔エプロン、人工咽頭、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 

知的・精神・発達障がい者…医薬品、嚥下しやすい食事、紙おむつ、洋式トイレ、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、生理用品などの衛生用品 

 妊産婦…マット、組み立てベッド 

 外国人…外国語辞書、対訳カード 

 

３ 避難所の閉鎖 

避難所は、災害が収まり、かつ避難する必要もなく、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。 

なお、避難所を閉鎖した場合は、速やかに県、関係機関等に報告する。 

 

４ 避難所管理・運営マニュアルの作成 

 町は、災害時における避難所の迅速かつ円滑な管理・運営等を図るため県が策定した

「避難所の運営に関する指針」に基づき、住民、施設管理者、その他の関係機関とともに、

地域の実情に応じた適切なマニュアルの作成に努めることとする。 
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第５ 災害時要援護者対策 

高齢者、障がい者、傷病者、乳幼児、妊婦、外国人等、災害時に迅速かつ適切な行動を

とることが難しく、また、必要な情報を得にくい等、災害時にハンディキャップのある人々

に対しては、十分な予防対策を行うとともに、災害発生時には、地域ぐるみで支援体制を

とるようにする。 

実施担当 

住民参加推進課、福祉課、子育て支援課、健康増進課、教育総務課、

学校教育課、社会教育課、町史編さん室、杉戸町生涯学習センター、

杉戸町立図書館、埼玉東部消防組合消防局 

防災関係機関 

幸手保健所、日本赤十字埼玉県支部、杉戸町医師会、杉戸町歯科医

師会、杉戸町薬剤師会、病院等経営者、社会福祉協議会、社会福祉

施設経営者、学校法人、自主防災組織 

１ 社会福祉施設等における安全確保対策 

町は、施設管理者と連携して社会福祉施設の入所者・利用者の安全を確保する。 

（１） 施設職員の確保 

施設管理者は、あらかじめ整備した緊急連絡網を活用し、職員の動員・参集を迅

速に実施して緊急体制を確保する。 

（２） 被害状況の把握 

施設の管理責任者は、災害の規模、入所者・利用者・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、災害対策本部へ報告する。 

（３） 避難誘導の実施 

施設管理者は、避難誘導計画に基づき、入所者の救助及び避難誘導を迅速に行う。 

また、施設入所者の救助及び避難誘導を援助するため、自主防災組織、ボランティ

ア団体等に協力を要請する。 

（４） 受入先の確保及び移送 

町は、医療施設及び社会福祉施設等の受入先や搬送車両を確保し、施設入所者の

移送を援助する。 

（５） ライフライン優先復旧 

町は、社会福祉施設機能の早期回復を図るため、ライフライン関係機関に対し、

水道、電気、ガス等の優先復旧について要請する。 

（６） 巡回サービスの実施 

町は、自主防災組織及びボランティア団体等の協力を得ながら巡回班を編成し、

被災した入所者の状況や二一ズを把握し、必要な援助を実施する。 

２ 在宅災害時要援護者の安全確保対策 

町は、民生委員、自主防災組織等と連携して在宅災害時要援護者の安全を確保する。 

（１） 安否確認 
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福祉班は、各居宅に取り残された災害時要援護者の安否確認を実施する。その際、

あらかじめ作成した在宅の災害時要援護者の「名簿」あるいは「要援護者マップ」

等を活用し、民生委員、社会福祉協議会等の協力を得ながら行う。 

また、保護者のいない児童等の実態把握に努め、関係機関及び地域の町民等と協

力して、保護、生活支援、心のケア等必要な措置を講ずる。 

（２） 救助活動の実施 

普段から、災害時要援護者の把握に努め、各地区の自主防災組織、消防団等の協

力のもとに、優先的に救助、避難を行う。 

近隣住民・自主防災組織と地区防災センターは、居宅に取り残された災害時要援

護者の迅速な発見に努める。 

（３） 受入先の確保及び移送 

必要な場合には、災害時応急救護センター（すぎとピア）への移動、社会福祉施

設（特別養護老人ホーム等）への緊急入所、病院への入院等の措置をとる。 

（４） 生活救援物資の供給 

災害時要援護者の被災状況を把握し、災害時要援護者向けの食料、飲料水、生活

必需品等の備蓄物資を調達及び供給する。配布を実施する際には、配布場所や配布

時間を一般被災者とは別に設ける。 

（５） 情報提供 

点字による防災マニュアル等、普段から防災情報の提供に努めるとともに、災害

発生時には近隣の人々が中心になり、直ちに必要な情報提供を行い避難等に協力す

る。 

応急対策時には、聴覚障がい者には文字情報（広報紙、ＦＡＸ等）と手話により、

視覚障がい者には音声情報（電話、防災行政無線、テレビ、ラジオ等）と点字によ

り、情報提供を行う。 

（６） 相談窓口の開設 

町は、町庁舎や公民館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、医師及びソーシャルワーカー等を配置し、総合的な相談に応じる。 

（７） 巡回サービスの実施 

職員、民生委員、ホームヘルパー及び保健師等により巡回班を編成し、災害時要

援護者の状況及び二一ズを把握し、介護、メンタルケア等の巡回サービスを実施す

る。 

３ 外国人の安全確保 

言葉の支障により、災害時の必要な情報を得にくい在住外国人の被害状況や安否を近

隣住民から把握し、安全確保に必要な措置を的確に実施する。 

（１） 避難誘導の実施 
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町は、避難勧告・指示を発令した場合には、広報車や防災行政無線を活用して外

国語による広報を実施し、外国人に対して速やかに避難誘導を実施する。 

（２） 安全確認の実施 

町は、自主防災組織、防災関係組織等の情報を基に、外国人登録者名簿等を活用

し、外国人の安否を確認する。その調査結果を、埼玉県に報告する。 

（３） 情報提供 

町は、広報紙、テレビ、ラジオ、ガイドブック等を活用し、外国語による情報提

供を実施する。 

また、ボランティア通訳等の協力を得ながら、チラシ、情報誌等の発行による生

活情報を随時提供する。 

（４） 各種相談 

町は相談窓口を開設し、職員やボランティア通訳者等の協力を得ながら、外国人

に対して総合的な相談に応じる。 

 

 

第６ 帰宅困難者対策 

地震が発生した直後は、火災や余震による落下物等で非常に危険な状態である。さらに

鉄道が停止し、外出先から人々が一斉に帰宅した場合、主要駅で大きな混乱が生じる。こ

のため、「むやみに移動を開始しない」という基本原則の周知・徹底を図り、家族等への安

否確認の連絡体制、企業や学校などでの一時的滞在、鉄道事業者東武鉄道（株）東武動物

公園駅・杉戸高野台駅周辺での一時的滞在施設の確保などの対策を実施する。 

また、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

交通手段の確保等の対策を実施する。 

実施担当 秘書広報課、政策財政課、住民参加推進課 

防災関係機関 

ＮＨＫさいたま放送局、東武鉄道（株）東武動物公園駅・杉戸高野

台駅、東京電力（株）春日部支社、東日本電信電話（株）埼玉支店、

（株）テレビ埼玉、（株）エフエムナックファイブ 

町は、「自らの安全は自ら守る」、「むやみに移動を開始しない」ことを基本とし、安否確

認用リーフレットの配布、九都県市のホームページの啓発活動を実施する。 

また、大規模災害により交通が途絶した際の徒歩帰宅者を支援するため、ガソリンスタ

ンドやコンビニエンスストア、外食店舗、ファミリーレストランなどを帰宅支援ステーショ

ンとして、トイレ、水道水、情報を提供する内容の協定を県で締結している。 

１ 帰宅困難者への情報提供 

（１） 帰宅困難者への情報提供 

帰宅困難者にとって必要な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、

安否を気づかう家族への連絡体制を確保する。（表 ２-６２） 
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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） 

表 ２-６２ 帰宅困難者への情報提供等 

実施機関 項目 対策内容 

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 

○危機管理・災害情報ブログによる情報提供 

○緊急速報メールによる発生直後の注意喚起 

町 誘導 ○徒歩帰宅者の誘導、簡易地図等の配布 

○緊急速報エリアメールによる情報提供 

東武鉄道（株） 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 

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） 

○特設公衆電話の設置等 

各携帯事業者 安否確認手段の提供 ○災害用伝言板 

ＮＨＫさいたま放送局、 

（株）テレビ埼玉、 

（株）エフエムナックファイブ 

情報の提供 ○帰宅困難者向けの情報提供 

（県内の被害状況、安否情報、交通関係の被

害復旧、運行情報） 

（２） 帰宅困難者対策協議会（仮称）の設置 

県、町、東武鉄道（株）、駅周辺事業者、杉戸警察等で構成する帰宅困難者対策協議

会（仮称）を設置し、平常時から災害に対する情報交換等を実施し、災害時に迅速な

対応が可能となる連絡体制を構築する。 

２ 一時滞在施設の確保 

（１） 東武動物公園駅・杉戸高野台駅周辺における一時滞在施設の確保 

  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行き場所が無い者を一時的に滞在させるため

の施設を確保する。一時滞在施設は、公共施設や民間施設を問わず、幅広く安全な施

設を確保する。 

  また、駅周辺から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。 

（２） 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。このため、一時滞在施設に必要な物資を備蓄する。なお、一時滞在施設に備蓄を

確保できない場合には、避難所等からの備蓄物資の提供方法をあらかじめ決めておく。 

 （３） 災害救助法の適用の検討 
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   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。 

３ 企業・学校等における帰宅困難者対策 

（１）企業等における帰宅困難者対策 

   企業等は、発生時に自社従業員等の安全確保、保護のため、一斉帰宅行動を抑制

する必要がある。また、自社従業員等を一定期間留めるために、家族の安否確認や

飲料水、食料等の備蓄や災害時のマニュアル作成など体制整備に努める。 

   また、企業等は、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

員等同様な対応が取れるよう対策を検討する。 

   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。 

（２）学校における帰宅困難者対策 

   学校は、発生時に児童・生徒等の安全確保、保護に万全を期すとともに、保護者が

帰宅困難者となって、保護者による児童・生徒等の引き取りが困難な場合や、生徒等

の帰宅が困難な場合に備えて、一定期間校舎内に留める対策を講じる必要がある。こ

のため、飲料水、食料等の備蓄や災害時のマニュアル作成など体制整備に努める。 

   また、災害時における学校と保護者との連絡方法についてあらかじめ定めておく。 

４ 帰宅支援 

（１） 帰宅活動への支援 

帰宅行動を支援するために、代替輸送の提供や徒歩帰宅者への休憩所の提供等を実施

する。（表 ２-６３） 

表 ２-６３ 帰宅困難者への支援 

実施機関 項目 対策内容 

一時滞在施設の提供 公共施設等の一部を休憩所・トイレとして開放 

飲料水、食料の配布 一時滞在施設等において、飲料水、食料の配布 

一時休憩所提供の要請等 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 

県、町 

 

代替輸送の提供 バス輸送の実施 

東武鉄道（株） トイレ等の提供 トイレ等の提供 

東京電力（株） 

春日部支社 

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 

（２） 帰宅途上における一時滞在施設の確保 

  多数の徒歩帰宅者に対して、帰宅途上の道路沿いに休憩する場所が必要となる。地

域の避難所は、地元の避難者で満員になる可能性が高いため、可能な限り地域の避

難 
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第７ 飲料水・生活用水の供給 

町は、地震災害に伴い飲料水の供給が途絶え、又は汚染等により飲料に適する水を得る

ことができない場合は、最小限度必要な飲料水の応急給水を行い、あわせて水道施設の応

急復旧対策活動を実施する。 

 

実施担当 
住民参加推進課、産業課、農業委員会、商業活性化推進室、上下水

道課（経営総務担当、水道担当） 

防災関係機関 埼玉県東部環境管理事務所、幸手保健所 

 

１ 給水の実施 

（１） 応急給水計画と応急復旧計画の策定 

町は水道の被害状況を迅速かつ的確に把握し、応急給水と応急復旧の計画をたて

る。 

（２） 飲料水等の確保 

ア 災害をまぬがれた水道施設を稼働し、飲料水を確保する。 

イ ろ水機により、貯水槽等の水を浄化し、飲料水として供給する。 

ウ 地震による水質悪化、汚染が懸念されるため、飲料にする場合は、煮沸消毒や消

毒剤の添加等、消毒を徹底した上で応急給水する。 

エ 町だけで水の確保が不可能な場合は、近隣市町、県、国、その他の関係機関の応

援を要請する。 

 

表 ２-６４ 上水道施設 

施設名 責任者 水源の種別 

1日最大給水

量 

（㎥／日） 

配水池容

量（㎥） 

1/2配水

池容量（㎥） 

第一配水場 上下水道課長 表流水（県水） 5,000 2,500 1,250 

第二配水場 上下水道課長 
地表水（県水） 

・地下水（自己水） 
3,200 1,490 745 

第三配水場 上下水道課長 表流水（県水） 14,000 9,570 4,785 

 

表 ２-６５ 飲料水兼用耐震性貯水槽 

設置場所 所在地 貯水量（トン） 

杉戸町立杉戸小学校 内田2-9-28 100 

杉戸西近隣公園 高野台西4-1 100 

杉戸町役場 清地2-9-29 100 

杉戸町南テニスコート 杉戸町堤根4089-1 60 

（３） 給水体制 

ア 被災地、又は必要と認められる地域に給水所を設置する。 
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イ 給水車（２トン×１基）、給水タンク（１トン）、ポリ容器（10リットル・20リッ

トル用）、ポリ袋（4リットル・10リットル用）等により運搬給水する。 

ウ 給水期間は原則として災害発生の日から復旧完了までとする。 

（４） 給水方法 

ア 病院、診療所、救護所等の重要施設への給水は、優先的に確保する。 

イ 幼児や高齢者に特に配慮して給水を行う。 

ウ 給水場所、給水時間等を住民に周知する。 

エ 給水目標 

災害発生後の応急給水に要する給水量は、次に示すように、飲料水を得られない

ものに対し１人1日３リットルを目標とした給水を行い、順次１人１日20リットル

を目標に増量する。なお、最終的には水道施設の仮設や応急復旧により、１人１日

250リットルを目標に給水量の増大を図る。 

 

表 ２-６６ 応急給水の目標水量 

地震発生からの期間 目標水量 町民の水の運搬距離 主な給水方法 

地震発生直後～3日 3㍑／人・日 おおむね1㎞以内 耐震性貯水槽、タンク車 

4～10日 20㍑／人・日 おおむね250ｍ以内 配水幹線付近の仮設給水栓 

11～15日 100㍑／人・日 おおむね100ｍ以内 配水支線上の仮設給水栓 

16～21日 
被災前給水量 

（250㍑／人・日） 
おおむね100ｍ以内 仮配管からの各戸給水共用栓 

 

２ 給水施設の応急復旧 

（１） 被害箇所の調査と復旧 

町長は、上水道、簡易水道、簡易給水施設、公共井戸及び一般の井戸の被害状況

調査並びに復旧工事が６日以内に完了するよう実施する。 

（２） 資材の調達 

復旧資材は、町長の要請に基づいて知事が斡旋する。 

（３） 技術者の斡旋 

応急、復旧工事を実施するため町長から技術者等の斡旋要請があれば知事が斡旋

する。 

 

３ 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（平成13年埼玉県告示第393号）」の範囲内において、町が県に請求する。  
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第８ 食料の供給 

全町的な被害を受けた場合、当初の１日は各家庭・地区において備蓄した食料により、

対応できるようにするとともに、町においても食料の備蓄を行う。被災者及び災害救助従

事者に対し、供給の必要が生じたときには、町は町内の関係業者、自主防災組織及び県と

の相互連携により、食料の供給を行う。 

実施担当 
住民参加推進課、産業課、農業委員会、商業活性化推進室、学校給

食センター、埼玉東部消防組合消防局 

防災関係機関 
幸手保健所、埼玉県春日部農林振興センター、関東農政局、関東経

済産業局、農業協同組合、商工会等商工業関係団体、自主防災組織 

 

１ 食料の供給計画 

災害時に、被災者及び災害救助に従事する者に対して供給する食料について、救助限

度に必要な食料の確保とその供給を確実に期する。 

（１） 災害時における食料の給与 

災害時における被災者等に対する食料の給与は、原則として次により実施する。 

ア 食料の給与は、町長が実施する。 

イ 給与の内容は次のとおりとする。 

ａ 被災者及び災害救助従事者に対する給食、又は食料の供給 

ｂ 米穀の供給機構が混乱し、通常の供給が不可能となった場合、知事の指定を受

けて、被害を受けない住民に対して行う米穀等の応急供給 

ウ 給与する食品の品目は、次のとおりとする。 

ａ 前号ａにあっては、米穀（米飯を含む）乾パン、食パン等の主食のほか、必要

に応じて漬物、野菜等の副食、味噌、醤油、食塩等の調味料についても給与する

よう配慮する。なお、乳児に対する給与は、原則として調整粉乳とする。 

ｂ 前号ｂにあっては、原則として米穀とするが、消費の実情等によっては乾パン

及び乳製品とする。 

（２） 食品給与計画の策定 

町長は、災害時の食品給与の円滑を期すため、食品の調達（備蓄を含む）、輸送、

集積地、炊き出し及び配分等に関する計画を内容とする食品給与計画を策定してお

く。 

 

２ 食品調達計画 

（１） 事前協議 

町長は、食品の調達に関する計画の策定に当たっては、被災者想定に基づく必要

数量等を把握の上、調達先、調達数量、輸送方法、その他必要事項について、生産

者、販売業者及び輸送業者等と十分協議し、その協力を得て実効性の確保に努める。 
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（２） 食料の調達 

ア 備蓄倉庫の備蓄品と農業協同組合（ＪＡ）、民間業者等の協力により、食料（主食、

副食、調味料）を確保する。 

イ 町の調達食料に不足が生じたり調達不可能な場合は、「供給割当申請書」によって、

災害応急米穀を知事に要請する。また、必要に応じて、広域応援協定市町への応援

を行う。（資料編 様式１４） 

ウ 町長は、交通、通信の途絶、被災地の孤立等、災害救助法が適用され、応急食料

が必要と認められる場合は、あらかじめ知事から指示されている範囲内で関東農政

局地域課長、又は災害救助用米穀等を保管する倉庫の責任者に対し、「災害救助法又

は国民保護法が発動された場合における災害救助用米穀等の緊急引渡要領」（平成

18年6月15日付総合食料局長通達）に基づき応急用米穀等の緊急引き渡しを要請し

供給する。 

エ 町長は、米穀以外の食品の給与を行う必要が生じたときは、あらかじめ策定した

計画に基づいて調達を行うが、なお不足を生ずる場合は、知事に食品の調達を要請

することができる。 

 

３ 食料の集積場所 

役場等、避難所及び交通、連絡に便利な公共施設等を災害時における食料等の集積場

所とする。（資料編 資料４２） 

 

４ 食料の供給体制 

（１） 供給対象者の把握 

ア 避難所の責任者は、次により対象者を把握し、本部へ報告する。 

 

表 ２-６７ 対象者 

○避難指示等に基づき、避難場所に収容された人 

○住家が被害を受け、炊事の不可能な人 

○旅行者、町内通過者で、他に食料を得る手段のない人 

なお、財産管理上の都合その他で、家を空けることができない被災者にもできる限り及ぶよう努力

する。ただし、親せき・知人宅等へ寄留し、そこで食事の提供を受けられる人、あるいは勤務先等で

救済措置の講じられる人を除く。 

イ 住宅の被害、電気・ガスの供給停止等により、炊事のできない在宅者については、

関係機関及び自主防災組織等の協力により把握する。 

ウ 災害救助従事者については、各部の協力により把握する。 
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（２） 配給基準 

災害応急対策の進展の状況により、当初は調理を必要としない食料品を供給し、

その後は栄養のバランス、食べやすさ等に考慮し、生鮮食料品、調理した食料品を

供給していく。供給基準は次のとおりとする。 

なお、食物の供給に際しては、災害時要援護者に配慮して実施する。 

 

表 ２-６８ 配給基準 

品目 基 準 

米穀 被災者 

応急供給受配者 

災害救助従事者 

１食当たり精米２００ｇ以内 

１人１日当たり精米４００グラム以内 

１食当たり精米３００ｇ以内 

乾パン 

食パン 

調整粉乳 

１食当たり 

１食当たり 

乳児１日当たり 

１包（１１５ｇ入り）以内 

１８５ｇ以内 

２００ｇ以内 

 

（３） 食料の引渡し、受領等 

食料の引渡し、又は受領等について、物品名、数量等を確認の上、以下の書類を

作成し、適切な管理を行う。 

ア 物品輸送引渡書、物品受領書（資料編 様式１５） 

イ 食料調達状況（資料編 様式１６） 

ウ 輸送状況（資料編 様式１７） 

（４） 町民への広報 

情報が住民に行き渡るよう、広報に努める。 

（５） 炊き出し 

ア 炊き出し責任者は産業課長とする。 

イ 速やかに炊き出しが行えるよう、給食センター、避難所内の調理場等を確保し、

炊き出しを行う。 

ウ 炊き出し要員が不足する場合は、地域の自主防災組織、青年会、ボーイスカウト、

日赤奉仕団、自衛隊等の協力を要請する他、ボランティアの協力を求める。さらに、

炊き出しの実施が困難な場合は、県へ協力を要請する。 

エ 町長は、炊き出し、食品の配分その他食品の給与を実施したとき（県の協力を得

て実施した場合も含む）は、実施状況を速やかに知事に報告する。 
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５ 災害救助法が適用された場合の措置 

災害救助法が適用された場合の給食活動に係わる費用や期間等については、「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（平成13年埼玉県告示第393

号）」による。（資料編 法令５） 
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第９ 生活必需品の供給 

被災者に対し、衣類、その他生活必需品を供給する必要が生じた場合、県及び防災関係

機関との協力により、速やかに支給する。 

 

実施担当 
住民参加推進課、健康増進課、産業課、農業委員会、商業活性化推

進室 

防災関係機関 

幸手保健所、埼玉県春日部農林振興センター、関東農政局、関東経

済産業局、郵便事業（株）・郵便局（株）、農業協同組合、商工会等

商工業関係団体、自主防災組織 

 

１ 供給対象者の把握 

災害によって住家に被害を受け、日常生活に欠くことのできない「被服、寝具、その

他の衣料品及び生活必需品」を喪失、又はき損し、しかも物資の販売機構の混乱により

資力の有無にかかわらず、これらの家財を直ちに入手することができない状態にある者

を対象とする。 

 

２ 生活必需品の範囲 

寝具、衣類（肌着、くつ下等）、炊事道具、食器、保育用品（哺乳びん、紙おむつ等）、

日用品（石鹸、歯ブラシ、ちり紙、生理用品等）、光熱材料（マッチ、ロウソク、懐中電

灯、液化石油ガス等） 

 

３ 物資の確保 

（１） 役場、すぎとピア、学校等に備蓄し、災害時に供給する。 

（２） 販売店、製造所等の協力を要請し、必要物資を確保する。 

（３） 町による調達が難しい場合は、県及び近隣市町からの応援を要請する。 

 

４ 集積場所 

（１） 役場、すぎとピアを災害時における生活必需品の集積場所として選定する。 

（２） 郵送されてきた物資については、災害時における郵便局（株）、杉戸町間の協力

に関する覚書に基づき、事前開封と仕分け、配布を委託するとともに、町は保管場

所の確保、各避難所の名簿提供等を行い、スムーズな配達・供給を行う。 

 

５ 災害救助法が適用された場合 

本町に災害救助法が適用されたときは、被災者に対する物資の調達及び支給について

も町長が行う。 

（１） 産業班は各物資の調達及び保管数量を確認し、地域別配布計画を作成する。 
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（２） 配分計画に基づき、区長等の協力を得て速やかに被災者に配布する。 

（３） 不足分について県に調達を要請する。 

（４） 災害救助法が適用された場合の生活必需品の供給に係わる費用や期間等について

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（平成13

年埼玉県告示第393号）」による。（資料編 法令５） 

 

６ 災害救助法の適用に至らない場合 

災害救助法の適用に至らない場合は、災害救助法が適用された場合の給与に準じて、

町長が実施する。 
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第１０ 住宅対策 

余震等による二次災害を防止するために、速やかに家屋の被害状況を把握するとともに、

応急修理の実施、応急仮設住宅の建設を行う。 

 

実施担当 都市施設整備課、産業団地拡張推進室、建築課 

防災関係機関 埼玉県杉戸県土整備事務所 

 

１ 住宅の被害状況調査 

二次災害の防止、応急修理、応急仮設住宅の建設のために、建設経済部建築班が建築

士会に応援を要請し、住宅の被害状況を調査する。被害が大きく、町だけでは対応でき

ない場合は、県に応援を要請する。 

 

２ 被災家屋の応急修理 

（１） 住宅の応急修理の対象となる者 

災害によって住家が半壊、又は半焼し、そのままでは当面の日常生活を営むこと

ができない者を対象とする。 

ここにいう住家とは、社会通念上「住家」と称せられる程度のものであることを

要せず、土蔵、小屋等であっても現実に居住し、住家としての役割を果たしている

ような場合は住家とする。 

自らの資力をもって、日常生活に必要な最小限度の部分の応急修理をすることが

できない者に対して行うものとし、これらの者を例示すれば、次のとおりである。 

ア 生活保護法の被保護者及び要保護者 

イ 特定の資産のない高齢者、障がい者等 

ウ 前各号に準ずる者 

（２） 住宅の応急修理の方法 

居室・炊事場、便所等、最低限日常生活に欠くことのできない部分に対し、災害

救助法に基づき応急修理を実施する。 

ア 住宅の応急修用は、木材、釘、トタン等を使って、大工あるいは技術者が応急修

理を実施すること。したがって、被災者本人に現金や木材等の材料を分給して応急

修理を行わせること等は許されない。 

イ 応急修理の対象となる住家の選定は、特に慎重に行うべきで、真に法による修理

を実施する以外に修理の方法のない者を十分調査の上決定すること。 

ウ 応急修理は居室、炊事場、便所等のように生活上欠くことのできない部分のみを

対象とする。 

エ 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。 
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（３） 住宅の応急修理の対象数 

住宅の応急修理の対象数は、住家が半壊、又は半焼した世帯の数の３割以内とす

る。 

（４） 住家の応急修理のための費用の範囲 

住家の応急修理のため支出できる費用は、原材料費、大工、賃金職員等の雇上費、

材料の輸送費及び工事事務費の一切の経費とする。 

（５） 応急修理の期間 

住宅の応急修理は、災害発生の日から１箇月以内に完了すること。 

（６） 期間の延長 

災害救助法が適用された場合で、一般基準の期間内で修理を完成することが困難

な場合は、知事を通じて厚生労働大臣の承認を受け、必要最小限度の期間を延長す

ることができる。ただし、期間延長の承認申請は、必ず応急修理の期間内に次の事

項を明らかにして行うこと。 

ア 延長を要する期間 

イ 期間の延長を要する地域 

ウ 期間の延長を要する具体的理由 

エ 期間の延長を要する地域ごとの応急修理戸数等 

（７） 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、町が県に請求する。 

 

３ 応急仮設住宅の供与 

災害救助法に基づき、応急仮設住宅の供与を次のように行う。 

（１） 供与対象世帯数 

住家が全壊（焼）流出し、居住する住家がない者であって、自らの資力では、住

宅を得ることができない者（世帯単位）とする。 

（２） 応急仮設住宅の建設 

次の要領により、応急仮設住宅を建設する。 

 

表 ２-６９ 応急仮設住宅の設置要領 

設置戸数 全壊（焼）、又は流失した世帯の３割以内とする。 

規模 一戸当たり  29.7m2（9坪）とする。 

費用限度額 一戸当たり  2,401,000円以内とする。 

（整地費、建築費、附帯工事費、賃金職員等顧上費等の一切の経費） 

建物の構造 軽量鉄骨組立方式とする。 
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（３） 設置予定場所 

倉松公園（48,000m2）等、公有地を設置予定場所とし、次の事項に留意する。 

ア 災害地の応急措置の用に供するときは、国有財産の無償貸与を受けることができ

ることとなっているが、財務大臣宛てに普通財産の貸付を申請する必要がある。（国

有財産法第22条） 

イ 電気・ガス・水道等供給施設の布設可能な場所 

ウ 交通機関、教育機関等社会施設のうち便利な場所 

（４） 応急仮設住宅の入居 

応急仮設住宅への入居者の選定については、住民の不公平感のないように努める。 

ア 入居基準 

応急仮設住宅への入居者の選定は次の基準により行う。 

ａ 住居が全焼、全壊、又は流失した者であること。 

ｂ 居住する住家がない者であること。 

ｃ 自らの資力をもってしては、住宅を確保することのできない者であること。 

イ 入居者の選定基準 

災害の規模に応じて、その都度知事、又は町長が定める。基準を例示すれば、次

のとおりである。 

ａ 生活保護による被保護者、要保護者 

ｂ 特定の資産のない失業者 

ｃ 特定の資産のない母子世帯 

ｄ 特定の資産のない老人、傷病者、障がい者 

ｅ 特定の資産のない勤労者 

ｆ 特定の資産のない小企業者 

ｇ 前各号に準ずる経済的弱者 

ウ 高齢者、障がい者等の入居優先 

高齢者、障がい者等の災害時要援護者を優先的に入居させる。 

エ 使用貸借契約の締結 

入居させる際は入居対象者に対し、応急仮設住宅の趣旨、遵守事項等について十

分認識させ、「応急仮設住宅使用貸借契約書」を締結する。 

（５） 仮設住宅の運営管理 

仮設住宅での生活が長期化すると、町民の生活環境に関する種々の不満が発生す

るため、入居者の要望を聴取し仮設住宅における生活環境の向上に努める。 

（６） 公営住宅の斡旋 

応急仮設住宅が不足する場合は、県及び他市町等と協議し、県営住宅、市町営住

宅等の公営住宅への入居斡旋を行う。 
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（７） 災害救助法が適用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町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（平成13年埼玉県告示第393号）」の範囲内において、町が県に請求す

る。（資料編 法令５） 

（８） 災害救助法が適応された場合の留意点 

ア 災害発生の日から20日以内に着工するものとし、その供与期間は、完成の日から

２年以内とする。 

イ 私有地の借上による使用料は、救助費の対象とならない。 
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第１１ 遺体の捜索・処理・埋葬 

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ので、こ

れらの捜索、処理、埋火葬等を適切に実施する。 

 

実施担当 福祉課、子育て支援課、環境課、埼玉東部消防組合消防局 

防災関係機関 杉戸警察署、陸上自衛隊、日本赤十字社埼玉県支部 

 

１ 遺体等の捜索 

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、町が、県・警察本部・関係機関等の協力のもとに実施する。 

（１） 捜索の依頼、届出の受付 

所在の確認ができない町民に関する問い合わせや行方不明者の捜索依頼、届出の

受付は、以下のとおり実施する。 

ア 行方不明者に関する相談窓口を町民班（町民課）に設置する。 

イ 行方不明者の詳細情報を聞き取る。（住所、氏名、年齢、着衣その他の特徴） 

ウ 避難場所の収容者リスト等を確認する。 

エ 災害対策本部で把握している災害の規模、被災地の状況、安否情報等により、既

に死亡していると推定される者の名簿を作成する。 

（２） 捜索対象者 

遺体等（行方不明の状況にあり、既に死亡していると推定される者を含む）とす

る。 

（３） 捜索の方法 

災害による遺体等の捜索は、消防部、警察官、自衛隊等の関係機関が一致協力し

て実施する。発見した遺体については、災害発生に伴って開設された遺体安置所に

収容する。 

（４） 関係市町への要請 

町のみの捜索が困難であり、近隣市町の応援を要する場合、又は遺体が流出等に

より他市町村に漂着していると思われるときは、漂着が予想される市町村に対し捜

索の依頼を要請する。要請に当たっては、次の事項を明らかにする。 

ア 遺体が埋没又は漂着していると思われる場所 

イ 遺体数及び氏名、性別、容貌、特徴、着衣等 

ウ 応援を要請する人員、又は船艇、器具等の種別 

（５） 捜索の期間 

捜索は、災害発生の日から10日以内で完了する。 
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（６） 期間の延長 

災害救助法が適用された場合で、災害発生の日から11日以上経過しても、遺体の

捜索を打ち切ることが困難な場合は、知事を通じ厚生労働大臣の承認を受けて必要

最小限度の期間を延長することができる。ただし、期間延長の承認申請は、必ず遺

体の捜索期間内に、次の事項を明らかにして行う。 

ア 延長を要する期間 

イ 期間の延長を要する地域 

ウ 期間の延長を要する具体的理由 

エ 期間を延長することによって捜索されるべき遺体数 

（７） 費用 

費用は、捜索のための機械器具の借り上げ費、修繕費、輸送費及び人夫賃として、

当該地域における通常の実費とする。 

 

２ 遺体の処理 

災害により死亡した者の遺体に関する処理（埋葬を除く）を行う。 

（１） 遺体の処理 

ア 遺体を発見した場合は、直ちに警察に連絡届出を行い、医師による検案及び警察

による検死（見分）を受ける。 

イ 警察により引渡しを受けた遺体については、杉戸町医師会の協力を得て洗浄、縫

合、消毒等の所定の措置を施し、身元の判明した場合は遺族、親族に引き渡す。 

ウ 遺体の身元識別のため、又は死亡者が多数のため短期間に埋葬できない場合は、

死体収容所（検視所・安置所）を確保し、関係機関に周知する。 

（２） 遺体の身元確認 

ア 身元不明者の身元確認には、警察、地元住民の協力を得て行う。 

イ 身元確認を終えた遺体は、遺体処理票及び遺留品処理票を作成し、納棺する。 

ウ 縁故者による遺体引取りの申出があった場合には、十分調査の上引き渡す。 

（３） 遺体の収容・一時保存 

ア 延焼火災等により身元不明遺体が多く発生した場合には、身元確認に長期間を要

する場合も考えられることから、寺院等に集中安置室を設定し、身元不明遺体を収

容する。 

イ 搬送車両、棺、ドライアイス等は葬祭業協同組合に手配を要請し、不足を生じた

ときは県に対し斡旋を依頼する。 

（４） 期間 

災害発生の日から１０日以内に行う。 
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（５） 特別基準の設定 

災害救助法が適用された場合で、一般基準の期間内で処理を打ち切ることが困難

な場合は、知事を通じ厚生労働大臣の承認を受けて必要最少限度の期間を延長する

ことができる。ただし、期間延長の承認申請は、必ず埋葬の実施期間内に、次の事

項を明らかにして行う。 

ア 延長を要する期間 

イ 期間の延長を要する地域 

ウ 期間の延長を要する具体的理由 

エ 期間の延長を要する処理すべき遺体の数等 

（６） 費用 

遺体の処理に係る費用については、次のとおりとする。 

 

表 ２-７０ 費用 

遺体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用 一体あたり3,300円以内 

既存の建物を 

利用する場合 

当該施設の借り上げ費について通常の実費 遺体の一時保存のための費用 

既存の建物を 

利用できない 

場合 

一体あたり5,000円以内 

（ただし、死体の一部保存にドライアイスの購入

費等の経費が必要な場合は、当該地域における

通常の実費を加算することができる） 

遺体処理のため必要な輸送及び人夫賃 当該地域における通常の実費 

 

３ 遺体の埋・火葬 

災害の際死亡した者に対して、その遺族が混乱のため、資力の有無にかかわらず埋葬

を行うことが困難な場合、又は死亡した者の遺族がいない場合に、遺体の応急的な埋・

火葬を実施する。 

（１） 火葬の方法 

ア 遺体を火葬に付す場合は、遺体収容所から埼葛斎場に移送する。 

イ 遺骨は遺留品とともに、納骨堂又は寺院等に一時保管を依頼し、身元が判明しだ

い縁故者に引き渡す。 

 

表 ２-７１ 火葬場 

名称 所在地 電 話 能力 

埼葛斎場組合 春日部市内牧1431 048-752-3441 21体/日 

越谷市斎場 越谷市大字増林3989-1 048-960-6800 

（市民部 市民課 斎場） 

不明 

広域利根斎場組合 

メモリアルトネ 

加須市川口4-3-5 0480-65-8234 12体/日 
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（２） 埋葬の方法 

ア 収容した遺体が多数のため火葬場で火葬に付すことができない場合は、寺院、公

園その他適当な場所に仮埋葬する。 

イ 仮埋葬した遺体は、早期に火葬に付し、墓地又は納骨堂に、埋葬又は収蔵する。（資

料編 資料４３） 

（３） 期間 

災害発生の日から１０日以内に完了する。 

（４） 特別基準の設定 

災害救助法が適用された場合で、一般基準の期間内で埋葬を打ち切ることが困難

な場合は、知事を通じ厚生労働大臣の承認を受けて必要最小限度の期間を延長する

ことができる。ただし、期間延長の承認申請は、必ず埋葬の実施期間内に次の事項

を明らかにして行う。 

ア 延長を要する期間 

イ 期間の延長を要する地域 

ウ 期間の延長を要する具体的理由 

エ 期間の延長を要する地域ごとの埋葬を要する遺体数等 

（５） 身元不明遺体の仮埋葬 

家族・縁故者の判明しない遺骨は、寺院に一時保管を依頼して、家族・縁故者等

が分かり次第引き継ぐ。無縁の遺骨は、無縁墓地に埋葬する。 

火葬又は仮埋葬した遺骨は、遺留品とともに遺骨遺留品保管所に保管し、１年以

内に引取人の判明しないときは、身元不明遺体として町の定める場所に移管する。 

なお、行旅死亡人については福祉課で所管する。 

（６） 災害救助法を適用した場合の遺体の埋・火葬の基準 

ア 埋・火葬の実施 

ａ 埋葬については町内、火葬については埼葛斎場組合を原則として実施する。 

ｂ 遺体が他の市町村（法適用地域外）に到着した場合で、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取

らせるが、法適用地が混乱のため引き取る暇がないときは、町は知事の行う救助

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。 

ｃ 遺体の身元が判明していない場合で、被災地から漂着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ｂに準じて実施する。 

イ 費用 

次の範囲内において、災害の際死亡したものを対象にして実際に埋葬を実施する

者に支給する。（表 ２-７２） 
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表 ２-７２ 費用の限度額 

大人（１２歳以上）  ：  201,000円以内 

小人（１２歳未満）  ：  160,800円以内 

 

ウ 支出できる費用 

遺体の埋・火葬に要した費用は、「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（平成13年埼玉県告示第393号）」の範囲内において町が県に

請求できる。（資料編 法令５） 

 

４ 広域応援体制による対応 

震災の規模が大きく、町での対応のみでは遺体等の捜索、火葬等が困難な場合には、

速やかに県、他市町村に対し応援を要請する。 
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第１２ 保健衛生 

被災地においては、衛生条件が悪化し、感染症等が蔓延するおそれや、長期にわたる避

難生活により健康状態が悪化するおそれがあるため、感染症等の防止措置や被災者に対す

る防疫及び保健衛生活動を実施する。 

また、被災時に飼育が困難になるペットや管理が必要な危険動物に対する保護対策につ

いても実施する。 

 

実施担当 健康増進課、環境課 

防災関係機関 幸手保健所、杉戸町医師会、杉戸町歯科医師会、杉戸町薬剤師会 

 

１ 感染症予防活動 

町は、幸手保健所、医師会等の協力を得て感染症予防活動を行う。 

（１） 実施体制 

ア 町は、被害の程度により、防疫班の人員と必要な資材を確保し、幸手保健所、医

師会等の協力を得て感染症予防活動を行う。 

イ 町独自で処理不能の場合には、隣接市町、幸手保健所等の応援を求めて実施する。 

 

（２） 活動内容 

活動内容は、表 ２-７３に示すとおりである。 

 

表 ２-７３ 実施方法 

実施方法 内   容 

検病疫学調査 
○主として保健師を中心として聞きこみにより在宅患者の調査を行い、発見した

場合は感染源等を調査する。 

健康診断 ○消化器疾患に重点を置き、発生、又は疑いのある地域住民について検便実施 

清掃 ○伝染家屋内外、便所、給水給食施設の清掃 

消毒 

○浸水家屋、下水、避難場所の便所、井戸等を対象に、薬品による消毒を実施

する。 

○一 対象となる場所の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、

十分な消毒が行えるような方法により行うこと。 

二 消毒を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及

び環境への影響に留意すること。 

そ族・昆虫の 

駆除 

○汚染地区の蚊・ハエ発生場所に対する薬品の散布及び発生原因の除去 

○必要に応じ、ねずみ駆除 

予防接種 

○定期、臨時接種とも町長が実施するが臨時の場合、県が実施する。 

○感染症予防上必要があると認められるときは、予防接種法第６条の規定による

臨時予防接種の実施を知事に求める。 
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（３） 防疫用資機材の確保 

防疫用資器材は、町の保有する資器材を使用するとともに、不足分は町内薬局（資

料編 資料４４）から調達する。さらに不足する場合は、県に対し確保を依頼する。 

（４） 避難所の防疫措置 

ア 衛生に関する協力組織 

避難所を開設したときは、県の指導の下に避難所の防疫の徹底を図る。この場合、

衛生に関する協力組織を作るよう指導し、その協力を得て防疫の万全を期する。 

イ 衛生消毒剤の配置等 

避難所及び被災地について、衣服の日光浴、消毒液による消毒、消毒液の適当な

場所への配置、手洗いの励行等につき指導する。 

（５） 保健指導 

ア 幸手保健所と連携し、医師、保健師が避難所、被災地区、仮設住宅等を巡回し、

健康相談・保健指導を行う。 

イ 避難所、仮設住宅等での被災者の生活環境の状況（復旧活動に十分な活力が養わ

れるよう、食生活、衣類・寝具、室温・換気、睡眠・休養、居室・便所、入浴、プ

ライバシー等）を把握し、適切な指導・助言及び処置を行う。 

（６） 報告、記録、整備 

町は、災害防疫活動を実施したとき、また完了した時には、幸手保健所を経由し

て県に報告する。 

 

２ 保健衛生活動 

町は、幸手保健所が実施する保健衛生活動に協力する。 

幸手保健所長が実施する保健衛生活動は、次のとおりである。 

 

表 ２-７４ 保健所長が実施する保健衛生活動 

食品衛生監視 ○救護食品の監視指導 

○飲料水の簡易検査 

○その他食品に起因する被害発生の防止 

栄養指導 ○被災者に対する栄養相談 

○災害時の影響・食生活支援の情報提供 

メンタルケア対策 ○発症あるいは症状が悪化した精神障がい者の相談 

○精神科医療機関の紹介 

○医療機関等への搬送手段について調整 

○町、精神科医療機関、社会福祉施設との連絡調整 

○被災者の精神保健福祉相談 
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３ 動物愛護 

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。 

町は関係機関と協力して、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。 

（１） 被災地域における動物の保護 

町は、所有者不明の動物、負傷動物等を、幸手保健所、獣医師、その他関係機関

等と協力の上保護し、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 

町は、幸手保健所、獣医師と協力して、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等、動物の愛護及び環境衛生の維持に努める。 

（３） 情報の交換 

町は、幸手保健所や獣医師、その他関係機関等と連携して、次の情報を収集、提

供する。 

ア 各地域の被害及び避難所での動物飼育状況 

イ 必要資機材、獣医師の派遣要請 

ウ 避難所から動物保護施設への動物の預け入れ希望 

エ 他都県市への連絡調整及び応援要請 

（４） その他 

「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」に規定する危険な動物等が逸走した

場合は、動物園及び警察の協力を得て収容、管理する。 
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第６節 教育・保育対策 

地震災害時において、幼児、児童及び生徒の生命並びに身体の安全と教育活動の確保に

万全を期すため、応急教育や被災した児童・生徒等への適切な措置を講ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 応急教育 

地震災害時においては、児童、生徒の安全確保を最優先するとともに教育活動を確保し、

学校教育の目的を達成するため、早期再開に必要な応急措置を迅速かつ的確に講ずる。 

 

実施担当 
教育総務課、学校教育課、社会教育課、町史編さん室、杉戸町生涯

学習センター、杉戸町立図書館、学校給食センター 

防災関係機関 学校法人 

 

１ 地震災害時の対応 

町は、所管する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。 

校長は、災害発生直後、次に掲げる措置を講ずる。 

（１） 課業中の場合 

ア 児童、生徒の安全確保と被害状況の把握 

地震発生と同時に、教職員等は、児童、生徒に状況に応じた適切な指示を行い、

安全を確保する。 

各火元責任者は危険箇所等の施設点検を行い、必要な対策を講ずる。 

施設外での活動中の場合は、引率責任のある職員等が児童、生徒を安全な場所へ

誘導したのち、校長等へ連絡する。 

校長は、災害の規模、児童、生徒及び職員、施設設備の被害状況を速やかに把握

し、必要に応じて救援を依頼するとともに、防災本部と町教育委員会（高等学校の

場合は県教育委員会）へ報告する。 

また、校長は、あらかじめ定められた方法により、保護者に被害状況と児童、生

徒の安否を知らせる。 

第６節 教育・保育対策 第１ 応急教育 

第２ 応急保育 

第３ 公民館等の文教施設の対策 

第４ 文化財対策 
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イ 児童、生徒の避難 

校長は状況に応じ、適切な避難誘導の指示を与え、教職員等は児童、生徒を安全

な場所に避難させる。 

負傷者が出た場合、必要な応急手当てを行うとともに、医療措置が必要な場合に

は医療機関に搬送する。 

ウ 臨時休校等の措置 

校長は、教育委員会等の指示により、小中学生については、通学路の安全を確認

後、保護者の出迎え等適切な方法により下校させる。また、状況に応じ、臨時休校

等の適切な措置をとり、児童等及び保護者に連絡する。 

（２） 課業時間外の場合 

ア 被害状況の把握 

地震発生後、校長及び非常召集した教職員は、施設設備の被害状況及び周辺状況

を速やかに把握し、教育委員会へ報告する。 

イ 児童、生徒の安全確保 

非常召集した教職員は、児童、生徒及び教職員の安全確認を電話等の方法により

確認する。 

児童、生徒が登校中に災害が発生した場合は、電話、防災無線等により児童、生

徒の安全を保護者に連絡する。 

児童、生徒が在宅中に災害が発生した場合には、電話連絡網を使い、学級担任が

家庭との連絡をとり、児童、生徒の安否を把握する。必要に応じて、家庭訪問によ

り、安否を確認する。 

ウ 臨時休校等の措置 

校長は、被害状況に応じ、臨時休校等の適切な措置を講じ、あらかじめ定められ

た方法により保護者へ連絡し、その措置内容について教育委員会へ速やかに報告す

る。教育委員会は、被害の状況に応じ、保護者への連絡方法として報道機関等の活

用も検討する。 

（３） 臨時休校等の措置に対する対策 

ア 登校前の措置 

児童、生徒の登校前に災害が発生した場合で、県教育委員会が児童、生徒の非常

措置を必要と判断したときは、電話連絡網、放送機関及び杉戸町防災行政無線等を

通じてその周知徹底を図る。 

イ 登校後の措置 

ａ 災害が発生した場合、校長の判断により町教育委員会等と協議し、必要に応じ

て休校措置をとる。 

ｂ 帰宅させる場合は気象状況、災害の状況等を充分に把握し、児童、生徒の生命

の安全について万全を期する。 
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ｃ 児童、生徒を保護者に引渡す時は、引き渡しカードで確認し、直接引渡しを原

則とする。 

 

２ 学校施設の応急復旧 

校長は、地震発生後速やかに教育活動を再開できるよう必要な措置を講ずる。 

（１） 学校の応急措置 

校長は、教職員を非常召集し、あらかじめ定めた方法により危険防止のために必

要な応急措置を講ずる。 

（２） 施設の応急措置 

被害の程度を迅速に把握し、応急処理可能な場合はできるだけ速やかに補修し、

教育の実施に必要な施設・設備の確保に努める。 

校舎の全部、又は大部分が被害を受け教育の実施が困難な場合は、早急に校舎の

再建、仮校舎の建設の計画を立て、この具体化を図る。 

 

３ 避難場所となった場合の措置 

（１） 避難所開設の場合 

ア 避難所が開設される小中学校では、避難所の開設及び運営に積極的に協力し、学

校管理に必要な職員を確保して万全の体制を確立する。避難所に指定されている高

等学校については、町は施設管理者の協力を要請する。 

イ 避難者による自主的な運営やボランティアの協力がスムーズに図られるよう学校、

地域、保護者間で十分に意志疎通を図る。 

（２） 避難が長期にわたる場合、又は避難が全施設に及ぶ場合 

学校教育に支障を生じる場合においては、災害対策本部は学校長等と協議し、必

要な措置をとる。 

 

４ 教育活動の再開 

校長等は、災害状況に応じて臨機に応急教育計画を作成し、適切に指導する。応急教

育については、町教育委員会に報告するとともに児童、生徒及び保護者に周知徹底を図

る。 

（１） 実施場所 

学校施設に被害が出た場合及び避難所として提供した場合には次の場所で教育を

再開する。 

ア 同一学校内の被災をまぬがれ、利用できる教室等 

イ 最寄りの学校、又は公共施設 

ウ 町が設置する応急仮設校舎 
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（２） 教職員の確保 

災害により教員に不足が生じたときは、次の方法による。 

ア 不足教員は当該学校で確保し、できない場合は町内の学校で確保する。 

イ 本町で確保できない場合は、県教育委員会に補充配置を要請する。 

（３） 給食等の措置 

ア 学校給食施設・設備が被災した場合は、速やかに応急処理を行い給食実施に努め

る。 

イ 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。 

ウ 学校が地域住民の避難所として使用される場合、当該学校給食施設・設備は被災

者用炊き出しにも供されることが予想されるので、学校給食及び炊き出しの調整に

留意する。 

エ 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。 

オ 給食物資納入業者の被害状況を調査し、給食センターの被害状況とあわせて応急

措置をとるとともに状況に応じて学校給食を中止する。 

（４） 授業再開に当たっての留意事項 

ア 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、当該教育委員会と連絡し、教科書及び教材の供与に協力する。 

イ 被災地区の教育委員会は、被災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。 

ウ 前記連絡網の確立を図り、指示事項の徹底を図る。 

エ 応急教育計画に基づき、学校に収容できる児童・生徒等を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。 

オ 避難した児童・生徒等については職員の分担を定め、地域ごとに実情を把握し、

避難先を訪問する等して、前記エに準じた指導を行う。 

カ 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、当該教育委員

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。 

キ 校長は、災害の推移を把握し、当該教育委員会と緊密に連絡の上、できるだけ早

期に平常授業を行うものとし、その時期については早急に保護者に連絡する。 

 

５ 学用品の調達及び支給 

災害により教科書、及び学用品を滅失、又はき損した者については、町が調達及び支

給を行う。 

（１） 支給の方法 

教育委員会は各校長と緊密な連絡をとり、支給の対象となる児童、生徒を調査把

握し、支給を必要とする学用品の確保を図り、各校長を通じて支給する。 
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（２） 支給品目 

教科書、文房具、通学用品その他であるが、被災の状況により適宜実情に応じて

調達支給する。 

（３） 学用品の調達 

教科書については、埼玉県教育委員会と協議の上、指定業者に納入させる。文房

具については、町内業者から調達する。 

（４） 支給の費用・期間等 

教科書の発行に関する臨時特別措置法第２条第１項に規定する教科書、及び教科

書以外の教材で、教育委員会に届出、又は承認を受けて使用している教材を供与す

るための実費や文房具、及び通学用品については、小学生及び中学生各１人につき

「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（平成13年埼

玉県告示第393号）」に定める額以内とする。なお、給与の期間は、災害発生の日か

ら教科書（教材を含む）については1箇月以内、文房具・通学用品については15日

以内とする。 

（５） 災害救助法が適用された場合の費用等 

学用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（平成13年埼玉県告示第393号）」の範囲内において、町が県に

請求する。 

 

６ 授業料の減免、奨学金貸与の措置 

（１） 被災により授業料の減免が必要と認められる者については、関係条例及び規則の

定めるところにより授業料減免の措置を講ずる。 

（２） 被災により修学に著しく困難を生じ奨学金の貸与が必要と認められる者について

は、貸付けについて特別の措置を講ずる。 
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第２ 応急保育 

地震災害時における保育所児童、及び保護者のいない児童の生命、及び身体の安全確保、

並びに保育の確保を図るために必要な応急措置を講ずる。 

 

実施担当 福祉課、子育て支援課、健康増進課 

 

1 応急保育の実施 

町立保育所長（民間保育園長を含む）は、地震災害時における児童の生命及び身体の

安全確保を図るため、町立保育所における必要な応急措置を講ずる。 

 

２ 地震災害時の対応 

（１） 緊急避難の措置 

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） 保育所の管理等の措置 

所長はまず、児童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

する。さらに、職員を指揮して応急対策を実施し、保育所の管理等万全な措置を講

ずる。 

 

３ 応急保育の体制 

（１） 児童の被災状況調査 

所長は、児童の被災状況を調査する。 

（２） 職員及び保護者に対する指示事項の徹底 

所長は、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、職員及び保

護者にその指示事項の徹底を図る。 

（３） 応急保育計画に基づく保育 

所長は、応急保育計画に基づき、受入可能な児童を保育所において保育する。 

状況に応じ、保育所等では、両親の負傷や居住家屋の倒壊等で一時的に家庭によ

る保育が困難な低年齢児童等の夜間保育を行う。 

（４） 早急な保育再開の措置 

避難所等に保育所を提供したため、長期間保育所として使用できないときは、本

部事務局と協議して早急に保育ができるよう措置する。 

（５） 平常保育の再開 

所長は、災害の推移を把握し、本部事務局と緊密な連絡の上、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。 
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４ 育児用品の確保 

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、幼児用肌

着等の育児用品を確保する。また、埼玉県及び国を通じて、関係業者に提供等を要請す

る。 

 

 

第３ 公民館等の文教施設の対策 

地震災害時における入館者、施設利用者及び職員の生命並びに身体の安全確保を図るた

めに必要な応急措置を講ずる。 

 

実施担当 
教育総務課、社会教育課、町史編さん室、杉戸町生涯学習センター、

杉戸町立図書館 

 

１ 地震災害時の対応 

施設の管理者は、地震発生時には、状況に応じた適切な指示を行い、入館者、施設利

用者及び職員の安全を確保する。 

 

２ 入館者等の安全確認 

施設の管理者は、負傷者の有無を確認し、必要な措置を講ずる。 

 

３ 被害状況の把握 

被害状況を把握し、災害対策本部及び町教育委員会に報告する。 

 

４ 避難所の開設及び運営の協力 

当該施設を避難所として提供した場合は、町及び地域の自主防災組織等と連携して避

難所の開設及び運営に協力する。 
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第４ 文化財対策 

国、県及び町指定文化財に被害の発生を確認したときは、次の措置を講ずる。 

 

実施担当 
教育総務課、社会教育課、町史編さん室、杉戸町生涯学習センター、

杉戸町立図書館 

 

１ 情報の収集・伝達 

（１） 被害情報の把握に努め、県教育委員会等の関係機関へ報告し、指示を受けるとと

もに、所有者・管理者に必要な指示を与える。 

（２） 将来の復旧対策・予防対策を見据えて、被害状況を記録する。 

 

２ 入館者の安全対策 

（１） 展示施設では入館者の避難誘導等を行い、入館者の安全を確保する。 

（２） 負傷者には応急手当を施すとともに、医療機関と連携のもと、適切な対応を行う。 

 

３ 収蔵・保管施設の応急対策 

（１） 収蔵・保管施設の安全点検を行い、被災状況に応じた応急措置を講ずる。 

（２） 災害の拡大を防止し、震災応急対策が円滑に実施できるように、危険物・障害物

を撤去する。 

 

４ 応急対策 

（１） 国、県指定文化財は、埼玉県教育委員会に報告し、指示を受ける。所有者又は管

理者は、県教育委員会の指示に従って応急措置を講じ、被害の拡大を防ぐ。 

（２） 上記のことを進めるに当たっては、被害の状況に応じ、覆い屋の仮設、支柱、筋

かい等の補修を行うほか、防護柵等を設け、指定文化財であることを明示する。 

（３） 町指定文化財に当たっては、所有者又は管理者が町教育委員会に報告し、その指

示を受けながら上記（１）、（２）に準じて措置する。 

（４） 移動可能な指定文化に被害が生じると判断されたときは、所有者は管理者の理解

を得て管理体制の整った公共施設に一時的に保管する。 
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第７節 交通対策 

震災時に、交通の混乱を防止し、消火活動、救急・救助活動、支援物資の供給等の緊急

輸送が迅速に行えるよう、被災の状況、交通の確保状況により緊急性及び重要度の優先順

位を見極めた緊急輸送を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 緊急輸送の基本方針 

震災時の応急対策活動を効率的に行うため、緊急輸送道路の機能を迅速に回復するとと

もに、輸送手段等を的確に確保し、活動人員や救援物資等の円滑な輸送を行う。 

 

実施担当 
財産管理課、住民参加推進課、都市施設整備課、産業団地拡張推進

室、埼玉東部消防組合消防局 

防災関係機関 

杉戸警察署、関東運輸局埼玉運輸支局、関東地方整備局、陸上自衛

隊、日本通運（株）埼玉支社、東武鉄道（株）東武動物公園駅・杉

戸高野台駅、（社）埼玉県トラック協会、（社）埼玉県バス協会、（社）

埼玉県乗用旅客自動車協会 

 

１ 基本方針 

緊急輸送は、原則として次の順位により行う。 

（１） 町民の安全を確保するために必要な輸送 

（２） 被害の拡大を防止するため必要な輸送 

（３） 災害応急対策を円滑に行うために必要な輸送 

 

２ 輸送対象 

各段階における輸送対象は、おおむね表 ２-７５に示すとおりである。 

 

 

第７節 交通対策 第１ 緊急輸送の基本方針 

第２ 緊急輸送路の確保 

第３ 交通規制 

第４ 緊急輸送手段の確保 
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表 ２-７５ 輸送対象 

第１段階 

（被災直後） 

第２段階 

（おおむね被災から１週間後まで） 

第３段階 

（おおむね被災から１週間後以降） 

①救助・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政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電力、ガス、水道施設保安要員等初

動の災害対策に必要な人員・物資等 

④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 

 ①食料、水等生命の維持に必要な物資 

②疾病者及び被災者の被災地外への輸送 

③輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

  ①災害復旧に必要な人員及び物資 

②生活必需品 
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第２ 緊急輸送路の確保 

災害発生後、消火活動、救急・救助活動、支援物資の供給等の緊急輸送を迅速に行うた

め、緊急輸送路の確保に努める。 

 

実施担当 住民参加推進課、都市施設整備課、産業団地拡張推進室 

防災関係機関 杉戸警察署、関東運輸局埼玉運輸支局、関東地方整備局 

 

１ 被害情報の収集・伝達 

（１） 国道・県道については、杉戸警察署及び道路管理者は地震発生後直ちに災害時緊

急輸送路（国道４号、国道４号バイパス等）の被害情報（道路、橋梁等の被害状況、

交通規制の状況、渋滞状況等）を収集し、速やかに県警察本部及び関係機関に連絡

する。 

（２） 町道については、杉戸警察署及び都市施設整備班が緊急に調査を行い、災害対策

本部及び関係機関に報告する。 

 

２ 交通障害物の除去 

道路管理者は、道路上の落下物や倒壊家屋等の障害物の除去、通行の障害となる路上

放置車両の撤去等を行う。 

道路等の障害物の除去は、緊急輸送路線（国道４号、国道４号バイパス等）を優先し

て実施する。 

 

３ 迂回路の選定 

緊急輸送路が一部損壊している場合は、迂回路を選定して輸送経路を確保する。ただ

し緊急輸送路に指定されている国道・県道については、各道路管理者と協議して迂回路

を選定する。 
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第３ 交通規制 

地震発生直後の町民の避難路及び緊急輸送路を確保するため、交通規制を実施する。 

 

実施担当 都市施設整備課、産業団地拡張推進室、埼玉東部消防組合消防局 

防災関係機関 杉戸警察署、関東運輸局埼玉運輸支局、陸上自衛隊 

 

１ 災害発生直後の交通規制の実施要領 

町は、地震発生直後に避難路及び緊急輸送道路を優先的に確保するため、直ちに次の

ような交通規制等の措置を実施する。 

（１） 交通規制実施要領 

ア 交通要員にあっては、広報、検問、交通整理等、多目的任務を含めて実情に応じ

た要員を配置する。 

イ 規制路線にあっては、通行止め用の道路標識を設置するほか、ロープ、セーフティ

コーン、照明器具等の装備資機材も活用する。 

ウ 緊急輸送道路において、被災者と緊急通行車両が競合した場合は、原則として緊

急通行車両を優先して誘導する。その他の道路においては、被災者を優先して誘導

する。 

（２） 町民への自動車使用の自粛及び交通規制の周知 

町は、避難等に際して自動車を利用しないよう強く町民に呼びかけ、車両の通行

抑制と自粛措置を講ずる。 

また、緊急輸送道路の指定等の幹線道路の交通規制について周知し、交通の混乱

防止に努める。 

（３） 町内の交通規制 

町は、町内の道路が次のような場合、交通規制を実施し、警察署長及び関係機関

に報告する。 

ア 町内の道路破損、欠壊。 

イ 除去できない障害物がある場合。 

ウ 沿道の建物に倒壊のおそれがあり、交通に危険を及ぼすおそれがあると認められ

た場合。 

エ その他の事由により交通が危険であると認められた場合。 

オ 町内の緊急輸送道路を確保する場合。 

（４） 被災地区への流入抑制 

道路交通の混乱防止及び緊急輸送道路を確保するため、被災区域への流入抑制の

ための交通整理、交通規制等を実施する。 
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２ 交通規制の方法 

交通規制の方法には、次のような場合がある。 

（１） 災害対策基本法に基づいて標識を設置して実施する場合 

災害対策基本法に基づく標識の設置については、交通規制の区域又は区間の入口

や交差点付近に設置し、車両の運転者に対して交通規制の内容を周知する。 

（２） 現場警察官の指示によリ実施する場合 

緊急を要するため、標識を設置する時間がない場合、又は標識を設置して実施す

ることが困難な場合は、現場警察官の指示により実施する。 

（３） 道路法による町道の交通規制の場合 

ア 標識を設置して実施する場合 

町道において道路法による交通規制を実施した場合、警察署長に連絡の上、規定

の規制標識を立てる。 

イ 現場職員等の指示により実施する場合 

緊急のため規定の標識を設置することが困難又は不可能な場合、通行を禁止又は

制限したことを明示するとともに、適当な迂回路を設定して、職員等をもって現場

において誘導する。 

 

３ 交通規制の実施時期と法適用 

（１） 災害発生直後の交通規制（地震発生直後から1週間程度） 

災害発生直後は、人命の救助、混乱の防止等を目的として、交通規制を実施する。 

地震発生直後の時期は、道路交通は混乱し、被害が拡大するおそれがある。この

ような混乱状況の中では、町民等の安全かつ迅速な避難、負傷者の救援救護、消防

車等のための緊急輸送道路の確保が中心となるので、道路被害の状況に応じて交通

規制を迅速に実施する。 

（２） 復旧期の交通規制（地震発生から1週間後以降） 

ア 交通規制法の切替え 

復旧期に入ると、被災者への生活物資の補給、復興物資の輸送、ライフラインの

復旧等の活動が本格化し、道路の補修も進み、道路交通利用者も増大することから、

応急対策を中心とした災害対策基本法による交通規制から道路交通法による交通規

制に切り替える。 

イ 交通規制の緩和等の見通し 

災害の復旧状況及び被災地域の二一ズを把握し、復旧期の輸送事情に対応した交

通規制の強化、又は段階的な規制緩和等の見直しを実施する。 

ウ 交通規制の解除 

復旧活動のための優先交通が必要でなくなったときは規制を解除する。規制の解

除は、災害の規模、被災状況及び道路の復旧状況に応じて弾力的に運用する。 
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４ 交通規制の法的根拠 

交通規制の法的根拠は、次に示すとおりである。 

 

表 ２-７６ 交通規制の法的根拠 

根拠法令 実施者 範囲 

災害対策基本法 

第76条～第76条の4 

公安委員会 

警察官 

自衛官 

消防吏員 

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。 

道路交通法 

第4条～6条 

公安委員会 

警察署長 

警察官 

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。 

道路法 46条 道路管理者 道路の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認

められる場合、又は道路に関する工事のためやむを得ないと

認めるとき。 
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第４ 緊急輸送手段の確保 

災害時の応急対策に必要な人員、及び物資の輸送並びに被災者の避難を、迅速かつ円滑

に実施するため・必要な車両等の緊急輸送手段を確保し、円滑な輸送を行う。 

 

実施担当 
財産管理課、住民参加推進課、都市施設整備課、産業団地拡張推進

室、埼玉東部消防組合消防局 

防災関係機関 

日本通運（株）埼玉支社、東武鉄道（株）東武動物公園駅・杉戸高

野台駅、（社）埼玉県トラック協会、（社）埼玉県バス協会、（社）埼

玉県乗用旅客自動車協会 

 

１ 緊急輸送車両の確保 

（１） 実施方法 

ア 町有車両を充てるが、不足する場合は民間輸送業者等の協力を得て補充する。（資

料編 資料４７、４８） 

イ 燃料の調達・供給は、町内の業者に協力を要請しておき、給油場所を指定し供給

する。 

（２） 緊急通行車両の確認申請 

町は、交通規制が実施された場合に備え、町が使用する緊急車両について、事前

届出を県公安委員会に申請する。（資料編 法令８） 

（３） 応援要請 

車両が不足する場合に、相互応援協定を締結している市町及び県に対して応援を

要請する。 

 

２ 緊急輸送車両の確認 

大規模地震の発生時は、交通規制により一般車両の通行を禁止又は制限し、緊急通行

車両を優先して通行させる。 

（１） 緊急通行輸送車両の要件 

緊急通行車両は、次の事項に該当する。 

ア 警報の発令及び伝達、並びに避難の勧告又は指示に関するもの 

イ 消防、水防、その他の応急措置に関するもの 

ウ 被災者の救援、救助、その他の保護に関するもの 

エ 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関するもの 

オ 施設及び設備の応急の復旧に関するもの 

カ 清掃、防疫、その他の保健衛生に関するもの 

キ 犯罪の予防、交通の規制、その他災害時における社会秩序の維持に関するもの 
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ク 前各号に揚げるもののほか、災害の発生の防御、又は拡大の防止のための措置に

関するもの 

（２） 確認機関 

危機管理防災部（埼玉県） 公安委員会（各警察署） 

（３） 確認手続き等 

緊急通行（輸送）車両の実施責任者及び当該車両の使用者は、確認機関による審

査を受け、災害対策基本法施行規則第６条に規定する標章及び証明書の交付を受け

る。（資料編 様式１８～２１） 

なお、交付を受けた標章は当該車両の前面の見やすい場所に掲出する。 

 

３ その他の輸送手段 

（１） 鉄道 

町長は、応急対策に必要な人員、資機材等の輸送について、東武鉄道（株）に車

両の増発等の協力を要請する。 

（２） ヘリコプターによる輸送 

町長は、陸上輸送による緊急輸送が難しい場合や緊急を要する場合は、県にヘリ

コプター派遣を要請する。なお、ヘリポートのマーク、指定地及びヘリコプター搭

乗時の注意事項は、次のとおりとする。（図 ２-１５、表 ２-７７～表 ２-７９） 

 

図 ２-１５ 陸上ヘリポートの接地帯標識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考：色彩は明瞭な一色とすること 

 

＜根拠＞ 

航空法施行規則別表第５（第７９条関係） 

 ４ 接地点標識及び接地帯標識 

  二 陸上ヘリポートの場合 

0.45以上 

2以上 

3
以
上
 

0.3以上 

半径2以上 

接地帯標識 

進入方向 

進入方向 

［単位：メートル］ 
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表 ２-７７ 災害時緊急離着陸場 

名 称 所在地 電話 防災訓練時の使用 

杉戸西近隣公園 高野台西４－１ 35-0419 可（条件付） 

大島新田グランド 大字本島2467-6付近 － 可 

 

表 ２-７８ 飛行場外離着陸場 

名 称 所在地 電話 防災訓練時の使用 

杉戸町立杉戸第二小学校 大字倉松 600 34-6231 可 

杉戸町立杉戸第三小学校 大字堤根2777 32-0909 可 

 

表 ２-７９ ヘリコプター搭乗時における注意事項 

①ヘリコプターが離着陸するときは、絶対に着陸帯に近づかない。 

②安全地帯であっても飛散物（帽子、書類等）は、手で押さえ飛ばされないようにする。万一飛ばされ

た場合については、勝手に拾いに行く等の行動はしない。 

③ローター回転中のヘリコプターは大変危険でありヘリポート内に入ったとき、また入ってからの行動

については、すべて隊員の指示に従う。 

④ヘリコプターの後方へは絶対に近づかない。 

⑤衣服のボタンやチャックはきちんと閉める。 

⑥乗り降りは姿勢を低くし、隊員の誘導に従う。 

⑦ドアの開閉は隊員が行うので、不必要な所には手を触れない。 

⑧その他、不明な点があれば隊員の指示に従う。 

 

４ 災害救助法を適用した場合の応急救助のための輸送 

災害救助法による応急救助のための輸送カの確保は、次の基準により実施する。 

（１） 実施責任者 

町長 

（２） 輸送の範囲 

被災者の避難・医療及び助産・被災者の救出、飲料水等の供給、救助用物資、死

体の捜索及び遺体処理のための人員資材の輸送 

（３） 費用 

当該地域における通常の実費 

（４） 期間 

当該救助の実施が認められる期間 
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第８節 都市施設の応急対策 

都市生活の基盤をなす道路、交通、ライフライン等の都市施設が、地震により被災した

場合、都市機能が麻痺し、住民の生活や社会活動に極めて大きな影響を与える。このため、

各防災機関においては相互に連携を図り、災害応急対策及び広報活動を迅速に実施する。 

 

 

 

 

 

 

第１ 公共施設等 

道路、橋梁、河川、鉄道等の公共施設が地震により損壊した場合は災害応急対策活動に

重大な支障を及ぼすことから、防災関係機関と協力して迅速な応急・復旧対策を実施し、

災害応急対策の実行に万全を期する。 

 

実施担当 都市施設整備課、産業団地拡張推進室、建築課 

防災関係機関 

埼玉県杉戸県土整備事務所、埼玉県総合治水事務所、関東地方整備

局、東武鉄道（株）東武動物公園駅・杉戸高野台駅、病院等経営者、

社会福祉施設経営者、学校法人 

 

１ 公共建築物 

公共建築物は、災害応急対策の活動拠点等の防災拠点となることから、平時より耐震

性を高め万一被災した場合には優先的に復旧し、災害応急対策に支障をきたさないよう

にする。 

（１） 安全性の調査 

被災建築物応急危険度判定により建築物の安全性を調査し、二次災害の防止を図

り、拠点としての使用が可能であるかの判断を行う。 

（２） 優先復旧 

調査の結果、応急措置により使用可能な建築物については、災害応急対策上拠点

となるため、優先的に復旧を行う。 

（３） 応援協力 

応急措置を行うにあたり、人員、資機材が不足する場合は、県災害対策本部に要

請を行う。 

 

第８節 都市施設の応急対策 第１ 公共施設等 

第２ ライフライン 
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２ 道路及び橋梁 

道路及び橋梁は、災害応急対策上、消防、救援・救護はもとより、物資、対策要員の

輸送施設として重要な役割を果たすことから、速やかに応急措置を実施する。 

また、災害応急対策に際しては、緊急輸送路となる道路を優先的に行う。 

（１） 国、県道 

関東地方整備局北首都国道事務所杉戸国道出張所及び杉戸県土整備事務所に通報

し、災害応急対策を速やかに実施するよう要請する。 

（２） 町道 

ア 道路のパトロール、道路被害状況の把握 

町道のパトロール等により道路の被害状況を把握し、道路の亀裂・陥没、損壊等

の箇所について速やかに応急措置を講ずる。パトロール要員が不足するときは、町

内の建設業関連の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、県災害対策本部と調整する。 

イ 応援の要請 

関東地方整備局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）。 

ウ 応急対策 

ａ 復旧の基本方針 

○ 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。 

○ 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。 

○ 道路に被害を受けた場合には、速やかに県災害対策本部に報告し、直ちに排

土作業、盛土作業、渥青乳剤鋪装作業等、その他被害状況に応じた応急復旧作

業を行い、交通路の確保に努める。 

○ 被害の状況により応急措置ができない場合は、所轄警察署等関係機関と連絡

の上、通行止め又は交通規制の標示等の必要な措置を講ずる。 

○ 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。 

○ 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。 

ｂ 町道の応急対策 

○ 路面の亀裂・地割れについては、土砂、砕石等を充填する。なお、状況によっ

ては仮舗装を行う。 

○ 路面の大きな陥没については、土砂、砕石等により盛土する。 

○ 路面やのり面の崩壊については、土のうや杭打等の工法により行う。 
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○ 崖くずれによって通行が不能となった道路については、重機械（ブルドーザー、

ショベル等）により崩壊土の排土作業を行う。 

○ 落下した橋梁若しくはその危険があると認められた橋梁、又は被害状況によ

り応急復旧ができない橋梁については、所轄警察署等関係機関に連絡の上、通

行止め、若しくは交通規制の標示等の必要な措置を講ずる。 

なお、応急復旧は、落橋部分に、木資材、H形鋼をかけ渡し、敷板を敷き並べ、

土砂をかぶせて実施する。また、状況によっては中間に仮橋脚を設ける。 

エ 広報 

通行不能箇所、迂回路、復旧見込み等の広報を行う。 

 

３ 河川・水路 

（１） 河川施設のパトロール、河川被害状況の把握 

水防活動と並行して町内の河川施設、特に危険な箇所を重点的にパトロールする。

堤防及び護岸が被害を受けた場合、一級河川については関東地方整備局利根川上流

河川事務所・江戸川河川事務所、及び杉戸県土整備事務所に通報するとともに、必

要に応じて応急措置を講ずる。 

（２） 町管理河川施設の災害応急対策 

堤防及び護岸の破壊等については、クラック等への雨水の浸透による破損を防ぐ

ため、ビニールシート等で覆うとともに、速やかに復旧計画を立てて復旧する。 

また、水門及び排水機等の破損あるいは故障・停電等により運転が不能になった

場合、土のう、矢板等により応急に仕切りを実施し、移動ポンプ車等を動員して内

水の排除を実施する。 

 

４ 鉄道 

鉄道施設が被災した場合については、最寄りの駅、又は当該鉄道施設の管理者に通報

し、災害応急対策の実施を依頼する。 

また、当該路線による輸送が望めない場合は、復旧対策と平行して列車の折り返し運

転、又は自動車輸送等の対策を講ずる。 

 

５ その他公共施設等 

（１） 不特定多数の人が利用する公共施設 

ア 施設利用者等を、あらかじめ定められた避難所に誘導し、混乱防止及び安全確保

に万全を期する。 

イ 施設ごとに再開計画を策定し、早急に再開する。 
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（２） 医療救護活動施設 

ア 各施設であらかじめ策定した計画に基づき、患者の生命保護を最重点に対応する。 

イ 施設の責任者は通信手段の確保に努めるとともに、状況に応じて必要な措置をと

り万全を期する。 

（３） 社会福祉施設 

ア 社会福祉施設は、被災後速やかに施設内外を点検し、必要な場合には応急修理を

行い、安全を確保する。 

イ 施設の責任者は、職員の状況、施設建物の被害状況を把握し、必要に応じて施設

の応急計画を策定する。 

ウ 施設独自での復旧が困難である場合は、関係機関に連絡し、援助を要請する。 

エ 被災しなかった施設は、援助を必要とする施設に積極的に協力し、入所者の安全

を確保する。 
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第２ ライフライン 

住民の生活確保、速やかな応急・復旧活動の基本として、被害を受けた水道、電気、通

信等のライフラインの速やかな応急修理を行う。 

 

実施担当 上下水道課 

防災関係機関 
東京電力（株）春日部支社、東日本電信電話（株）埼玉支店、幸手

都市ガス（株）、（社）エルピーガス協会、東彩ガス（株） 

 

１ 上水道 

（１） 町（上水道班）は、速やかに被害状況を把握して応急復旧計画をたてる。 

（２） 原則として、配水場に近い水道管から順次、応急修理を行うが、医療施設、避難

所、福祉施設等の復旧作業は優先的に行う。 

（３） 震災後、直ちに町内の水道工事業者を確保するとともに、必要な管類等の資器材

を確保する。（資料編 資料４５） 

（４） 応急復旧資器材が不足する場合は、指定水道工事業者及び他市町村の支援を受け、

資器材を確保する。 

（５） 電気、ガス、下水道等の施設間で被災状況等を相互に情報交換し、的確・円滑な

復旧に努める。 

（６） 避難所等に仮設給水栓を設置する。 

 

２ 下水道 

（１） 町（下水道班）は、速やかに被害状況を把握して応急復旧計画をたてる。 

（２） 原則として、最下流部の下水道から順次、応急修理を行うが、医療施設、避難所、

福祉施設等の復旧作業は優先的に行う。 

（３） 震災後、直ちに町内の下水道工事業者を確保するとともに、必要な管類等の資器

材を確保する。（資料編 資料４６） 

（４） 応急復旧資機材が不足する場合は、指定下水道工事業者及び他市町村の支援を受

け、資機材を確保する。 

（５） 電気、ガス、上水道等の施設間で被災状況等を相互に情報交換し、的確・円滑な

復旧に努める。 

 

３ 電気 

（１） 東京電力（株）春日部支社は、災害時に、速やかに応急修理ができるよう、被害

状況の早期把握体制を確立する。 
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（２） 東京電力（株）春日部支社は、復旧計画の策定にあたって、災害状況、各設備の

被害状況、各設備の被害復旧の難易度を勘案して、供給上復旧効果の最も大きいも

のから行う。 

（３） 東京電力（株）春日部支社は、災害による断線、電柱の倒壊、折損等による公衆

感電事故や電気火災を未然に防止するため、一般公衆に対し次の事項を中心にテレ

ビ・ラジオ・新聞等の報道機関を通じて広報活動を行う他、広報車等により直接当

該地域へ周知する。 

ア 無断昇柱、無断工事をしないこと。 

イ 電柱の倒壊、折損、電線の断線、垂下等設備の異常を発見した場合は、速やかに

当社事業所に通報すること。 

ウ 断線、垂下している電線には絶対にさわらないこと。 

エ 浸水、雨漏りなどにより冠水した屋内配線、電気器具等は危険なため使用しない

こと。 

オ 屋外に避難する時は安全器またはブレーカーを必ず切ること。 

カ 電気器具を再使用する時は、ガス漏れや器具の安全を確認すること。 

キ その他事故防止のため留意すべき事項。 

 

４ 通信 

（１） ＮＴＴ（東日本電信電話（株）埼玉支店） 

県を通じて、災害時の通信利用制限と緊急通話の優先・確保、特設公衆電話の設

置、速やかな被害状況の把握、復旧計画の作成と広報、早期の復旧工事の実施等を

要請する。 

（２） 町防災行政無線 

ア 防災行政無線移動系親局が被災した場合には、車載型移動局を代用するとともに、

基地局の仮復旧を行う。 

イ 防災行政無線固定系親局が被災した場合は、広報車等で代用するとともに、至急、

復旧を図る。 

（３） 県防災行政無線 

万一通信施設が被災した場合は、可搬型移動局を代用するとともに、職員による

仮復旧を行う。 

 

５ 都市ガス（幸手都市ガス（株）） 

（１） 町（災害対策本部）への震災による被害状況の情報提供と、復旧計画の広報を要

請する。 

（２） 二次災害のおそれがある場合は、ガスの供給を停止し、安全を確認する。 
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第９節 廃棄物対策 

被災地における生活ごみ、し尿及び災害に伴って発生した倒壊家屋等の廃棄物（以下「災

害廃棄物」という）を迅速かつ適切に処理し、環境衛生の保全と被災地の早期復興を図る。 

 

 

 

 

 

 

第１ 災害廃棄物処理 

震災時には家屋の倒壊や火災等により、災害廃棄物が大量に発生するため、これらを速

やかに処理し二次災害を防止するとともに、応急対策活動の円滑な実施を図る。 

 

実施担当 環境課、埼玉東部消防組合消防局 

防災関係機関 埼玉県東部環境管理事務所、埼玉県杉戸県土整備事務所 

 

１ 住宅関係障害物の除去 

住宅関係障害物除去とは、災害救助法でいう「災害によって住居、又はその周辺に運

ばれた土石、木材等で、日常生活に著しい障害を及ぼしているものの除去」をいい、地

震による家屋等の破壊後の瓦礫等とは異なる。 

なお、必要に応じて、埼玉県杉戸県土整備事務所に応援要請を行う。 

（１） 活動方針 

ア 障害物の除去は、町長が行う。 

イ 一時的に、町保有の器具及び機械を使用して実施する。 

ウ 労力又は機械力が不足する場合は、県（県土整備事務所）に要請し、隣接市町か

らの派遣を求める。 

エ 労力又は機械力が大幅に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。 

オ 効果的に除去作業を進めるために、建設業界との事前の協定締結等により、協力

体制を整備しておく。 

（２） 災害救助法を適用した場合の実施基準 

ア 対象 

住家に運び込まれた士石、竹木等の障害物の除去は、以下の条件に該当する住家

を早急に調査した上で実施する。 

ａ 障害物のため、当面の日常生活を営むことができない状態にあるもの。 

ｂ 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。 

第９節 廃棄物対策 第１ 災害廃棄物処理 

第２ 一般廃棄物処理 
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ｃ 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。 

ｄ 住家が半壊又は床上浸水したものであること。 

ｅ 原則として、当該災害により直接被害を受けたもの。 

イ 対象者の選定 

障害物除去対象者の選定は町で行う。 

また、障害物除去戸数は半壊及び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。） 

ウ 費用 

ロープ、スコップ等の必要な機械・器具等の借上費又は購入費、輸送費及び人夫

賃等とし、1戸当たり133,900円以内とする。 

エ 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、町長は、その結果を

県へ報告する。 

（３） 実施方法 

ア 町長は消防団、建設業者等の協力を得て作業班を編成して障害物の除去に当たる。 

イ 必要に応じて住民の協力、自衛隊の派遣を要請する。 

ウ 障害物除去に必要な機械・器具は、町内建設業者等から調達する。 

（４） 障害物の処理場 

交通に支障のない、国・県・町有地（倉松集積場等）とするが、適当な場所がな

い場合は民有地を使用する。この場合、所有者に速やかに連絡、承諾を受ける。 

 

２ 災害廃棄物処理 

地震災害時には、災害廃棄物が大量に発生することが予想される。そこで、町は以下

に示す計画に従い、廃棄物処理に必要な体制や仮置場の確保を図る。 

（１） 災害廃棄物発生量の推定 

震災時においては、倒壊家屋等の大量の災害廃棄物が発生するため、その発生量

を事前に予測し、必要な機材や仮置場（倉松集積場等）の確保を図る。 

（２） 処理体制の確保 

ア 実施体制 

瓦礫等の災害廃棄物の処理は、原則として次の要領で実施する。（表 ２-８０） 
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表 ２-８０ 災害廃棄物の処理要領 

対象 処理要領 

住宅・建築物系 

（個人中小企業） 

原則として建物の所有者が解体・処理を実施するものとし、町は処理・処分

に関する情報の提供を実施する。 

大企業の事業所等 自己で処理する。 

公共・公益施設 施設の管理者において処理する。 

 

イ 災害廃棄物の排出 

倒壊家屋から、モルタル、コンクリートブロック、瓦等がかなり排出されるので、

自治会単位等の地域別に排出場所を指定し収集する。廃棄物の排出場所と方法につ

いて町民に広報する。 

ウ 処理の推進と調整 

国、県、関係市町及び関係者の協力により「災害廃棄物処理推進協議会」を設置

し、災害廃棄物の処理状況の把握、搬送ルートや仮置場及び最終処分場の確保を図

る。 

 

（３） 処理対策 

災害廃棄物はリサイクルを考慮して、可能な限り現場において分別し、仮置場に

搬入する。その後、分別した種類ごとに最終処理を実施する。 

 

表 ２-８１ 分別処理の方法 

区分 処理方法 

木質系廃棄物 ○木造家屋等から発生する木質系廃棄物は、木材、金属、不燃物等の荒分

別を実施した後、仮置場に搬入する。 

○可燃物のうち柱材等は、できるだけリサイクルするとともに、その他可燃物

は焼却する。 

○必要に応じ、相互応援協定を締結している市町に処分を要請する。 

コンクリート系廃棄物 ○コンクリート系廃棄物は、コンクリート塊、金属、可燃物の荒分別を実施し

た後、仮置場に搬入する。 

○不燃物のうちコンクリート塊・金属等はできるだけリサイクルするとともに、

その他不燃物は最終処分場に搬送する。 

有害廃棄物 ○倒壊家屋等の解体によって発生するアスベスト等の有害廃棄物は、解体

業者等に適正な処理を行うよう埼玉県東部環境管理事務所と連携し対応

する。 

○大気汚染・水質汚染物質等の有害物質の対策については、埼玉県東部

環境管理事務所と連携して対応する。 

 

（４） 費用の負担 

町長は、災害の規模や状況によっては、被災者の経済的負担の軽減を図るため、

埼玉県及び国に対して公費負担の措置を要請する。 
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第２ 一般廃棄物処理 

被災地のごみ及びし尿を迅速かつ適切に処理し、環境衛生の万全を図る。 

 

実施担当 環境課 

防災関係機関 埼玉県東部環境管理事務所 

 

１ ごみ処理 

地震災害時には、通常のごみに加え、一時的に家具等の大量の粗大ごみが排出される

ため、家庭系、事業系ともに、通常のごみと倒壊家屋等の廃棄物類と分別して排出させ、

ごみの排出場所を分ける等の措置を講ずる。 

（１） 実施体制 

災害時におけるごみ収集及び処理を実施する。なお、本町の処理能力を越えるご

みが排出された場合は、県、近隣市町村及び民間の廃棄物処理業者等の協力を得て、

ごみ処理施設の確保を図る。 

（２） 施設の応急措置 

地震発生直後に建物及びプラント被害や液状化等の地盤災害による被害状況を調

査把握し、必要な措置を講ずる。 

（３） ごみ収集の方法 

ア ごみの収集計画の広報 

ごみの収集の曜日や排出区分のルールを守るよう、ごみ収集の計画等を地区自治

会又は報道機関を通じて、町民に対し協力を呼びかける。 

イ 腐敗性の高いごみ 

腐敗性の高い可燃ごみは、被災地における防疫上、委託業者等の協力を得て最優

先で収集、運搬し、処理施設等へ搬入する。 

ウ ごみの分別 

ごみの分別は、適正処理できるよう分別する。なお、分別収集に当たっては、適

切な広報により、町民に分別排出を呼びかける。 

エ 夜間の収集 

道路交通の状況によっては、夜間のごみの収集も実施する。 

オ 避難場所のごみ対策 

避難場所では、保健衛生面から毎日収集等を実施し、段ボール、梱包材料等、一

時的大量に排出されるものは、再利用とリサイクルを図る。 

（４） ごみの仮置場 

処理施設での処理能力を超える大量のごみが発生した場合は、周辺の環境、交通

の利便、被災地の状況等に留意し、仮置場を確保する。 
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（５） ごみ処理・処分 

ア ごみ処理施設での処理 

ごみ処理施設が受入可能となった時点から、仮置場に一時的に集積したごみを含

め、処理施設に搬入し、順次処理・処分する。 

イ 隣接市町へのごみ処理の要請 

町長は、処理しきれないほど多量のごみが排出された場合、あるいはごみ処理施

設が被害を受け稼働しない場合は、近隣市町等へごみ処理を要請する。 

 

表 ２-８２ ごみ貯溜所 

名称 所在地 電話 処理能力 

環境センター 大字木津内577 38-0401 126トン/24h 

倉松集積場 大字清地1331-1 32-5374 ― 

リサイクルセンター 大字木津内413-1 38-4183 3トン/5ｈ 

 

２ し尿処理 

地震災害時には、電気・水道等のライフラインが一時的にストップし、また、交通障

害等によりし尿の適正処理が不可能となることが予想されることから、緊急時における

し尿の適正な処理を迅速かつ的確に実施する。 

（１） 実施体制 

地震災害時のし尿収集が町の処理能力を超える場合は、浄化槽清掃等の許可業者

の協力を得るほか、近隣市町及び埼玉県へ応援を要請する。 

（２） 施設の応急措置 

地震発生直後に建物及びプラント被害や液状化等の地盤災害による被害状況を調

査把握し、必要な応急措置を講ずる。 

（３） 収集方法 

被災地域の状況に応じて町の委託業者と緊密な連絡を図り、避難場所等、被災集

中地区を重点的に収集を行う。 

（４） 処理等の方法 

町長は近隣市町に対して、し尿処理の応援を要請する。 
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（５） 仮設トイレの設置・管理 

ア 避難場所への仮設トイレの設置 

被害状況、避難者数及び水洗トイレの使用の可否等について、避難場所の状況を

判断し、応急仮設トイレを設置する。 

イ 在宅者のための仮設トイレの設置 

ライフラインの被害により、水洗トイレが使用不可能な被災者のために、公園等

の拠点に仮設トイレを設置し、既設の公衆便所とあわせてし尿を処理する。 

ウ 災害時要援護者への配慮 

必要な仮設トイレの設置に当たっては、災害時要援護者に配慮して行う。 

（６） 仮設トイレの調達 

町が備蓄している仮設トイレが不足したとき、仮設トイレの調達を次の要領で実

施する。 

ア 流通在庫の調達 

仮設トイレの流通在庫を関係業者から調達する。 

イ 埼玉県及び隣接市町等への要請 

埼玉県及び相互応援協定を締結している隣接市町等へ、備蓄してある仮設トイレ

の借上げを要請する。 
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第１０節 東海地震の警戒宣言に伴う対応措置 

大規模地震対策特別措置法に基づく東海地震について、本町及び関係防災機関のとるべ

き事前措置の基本的事項を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 東海地震に関する警戒宣言の概要 

大規模地震対策特別措置法（昭和53年法律第73号）は、大規模地震の発生が予想さ

れ、当該地震が発生した場合に著しい災害が生じるおそれのある地域を地震防災対策強

化地域（以下「強化地域」という。）として指定し、強化地域に係る地震観測体制の強化

及び防災関係機関や事業所等における地震防災体制の整備等により、被害の防止、軽減

を図ろうとするものである。 

同法に基づき、昭和54年8月に静岡県を中心とする６県（静岡、神奈川、山梨、長野、

岐阜、愛知）の167市町村が強化地域に指定された。なお、平成14年4月に、東京都及

び三重県の62市町村が追加指定され、強化地域は8都県263市町村となっている。 

埼玉県域は、東海地震が発生した場合、震度5弱から5強程度に予想されることから、

強化地域には指定されていないが、東京都など隣接する周辺地域において警戒宣言が発

令されることに伴う社会的混乱が懸念される。 

このため、本町は、東海地震の発生に備え、社会的混乱の防止と地震被害を最小限に

とどめることを目的として、東海地震の警戒宣言に伴う対応措置を定める。 

 

実施担当 住民参加推進課 

 

１ 基本的な考え方 

対応にあたっての基本的な考え方は、次のとおりである。 

（１） 警戒宣言発令中においても、都市機能は極力平常どおり確保する。 

（２） 警戒宣言の発令に伴う社会的混乱の発生を防止するとともに、町民の生命、身体、

財産の安全を確保するため、東海地震による被害を最小限にとどめるための防災措

置を講ずる。 

第１０節 東海地震の警戒宣言に

伴う対応措置 

第１ 東海地震に関する警戒宣言の概要 

第２ 東海地震注意情報発表から警戒宣言

発令までの対応措置 

第３ 警戒宣言に伴う措置 
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（３） 原則として、警戒宣言発令時から地震が発生するまでの間にとるべき対応措置を

定めるものとする。なお東海地震注意情報が発表されてから警戒宣言の発令までの

間においても、社会的混乱防止のため、必要な措置を講ずる。 

（４） 災害発生後の対策は、本計画（震災編）により対処する。なお、災害発生前の対

策についても、必要に応じて本計画（震災編）により対処する。 

（５） 本町域は、地震防災対策強化地域ではないことから大規模地震対策特別措置法が

適用されないため、本節の策定及び実施に関しては、行政指導及び協力要請により

対応する。 

 

２ 前提条件 

計画策定にあたっての前提条件は、次のとおりである。 

（１） 警戒宣言の発令時刻 

警戒宣言が発令される時刻は、原則として最も社会的混乱が予想される社会経済

活動の盛んな平日の昼間（概ね午前10時～午後2時）とする。ただし、各機関の対

策遂行上、特に考慮すべき時間帯がある場合は、個別に対応策を考慮する。 

（２） 予想震度 

町内の震度は、地質地盤によって異なるが震度５弱～５強程度とする。 

 

３ 東海地震に関する情報の種別 

東海地震に関する情報は、次のとおりである。 

 

表 ２-８３ 東海地震に関する情報 

情  報 内   容 

東海地震に関連す

る調査情報（臨時） 

東海地震の前兆現象について、直ちに評価できない場合等に気象庁から関

係機関に伝達される情報。 

東海地震注意情報 東海地震の前兆現象である可能性が高まったと認められる場合に気象庁か

ら関係機関に伝達される情報。 

東海地震予知情報 強化地域に係る大規模な地震発生のおそれがあると認められたときに気象

庁から関係機関に伝達される情報。 

警戒宣言 内閣総理大臣が東海地震予知情報の報告を受け、地震防災応急対策を緊

急に実施する必要があると認めたとき、閣議を経て発するものである。 

強化地域内の居住者等に対する警戒体制を取るべき旨の公示及び地震防

災応急対策に係る措置を取るべき旨の通知であり、関係機関に内閣府から通

知される。 
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第２ 東海地震注意情報発表から警戒宣言発令までの対応措置 

気象庁が強化地域等で常時監視している観測データに異常が認められ、東海地震の前兆

現象である可能性が高まったと認められる場合は東海地震注意情報が発表される。 

このため、注意情報発表に伴う社会的混乱を防止する観点から、実施すべき必要な措置

について定める。 

 

実施担当 関係部局 

防災関係機関 

東京電力（株）春日部支社、東日本電信電話（株）春日部支社、日

本赤十字社埼玉県支部、ＮＨＫ埼玉放送局、日本通運（株）埼玉支

店、東武鉄道（株）東武動物公園駅・杉戸高野台駅、（社）埼玉県ト

ラック協会、幸手都市ガス（株）、（株）テレビ埼玉、（株）エフエム

ナックファイブ、杉戸町医師会、杉戸町薬剤師会、社会福祉施設経

営者、学校法人 

 

１ 東海地震注意情報の伝達 

（１） 伝達系統及び伝達手段 

県からの東海地震注意情報の伝達系統及び伝達手段は、図 ２-１６のとおりであ

る。 

 

図 ２-１６ 東海地震注意情報伝達系統図 
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（２） 伝達体制 

町は、県から東海地震注意情報の通知を受けたときは、直ちにその旨を庁内に伝

達するとともに、防災関係機関及び住民に対して情報を伝達する。 

各防災関係機関は、県から東海地震注意情報の通報を受けたとき、又は報道機関

による報道に接したときは、直ちに機関内部及び出先機関に伝達するとともに、必

要な関係機関等に伝達する。 

（３） 伝達事項 

伝達事項は、次のとおりである。 

 

表 ２-８４ 東海地震注意情報に関する伝達事項 

○東海地震注意情報又は東海地震注意情報に基づき政府が準備行動を行う意思決定を行った旨

の消防庁からの連絡内容 

○警戒宣言が発令されることを考慮して必要な体制をとること等 

○東海地震注意情報の解除された旨の連絡内容 

○その他必要と認める事項 

 

２ 活動体制の準備 

町及び防災関係機関は、東海地震注意情報を受けた場合は、直ちに災害対策本部等の

準備等必要な措置を講じるとともに、社会的混乱の発生に備えるものとする。 

（１） 町 

本町は、東海地震注意情報の通知を受けたときは、「第２章 第１節 第１ 活動

体制」（表 ２-１参照）に従い、警戒体制の第二配備をとるものとする。 

（２）防災関係機関 

東海地震注意情報の通知を受けたときは、直ちに要員を確保し、必要な体制をと

るものとする。 
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第３ 警戒宣言に伴う措置 

東海地震が発生するおそれがあると認められた場合に、東海地震予知情報が発表される。

これをうけて、警戒宣言等の対応がとられる。 

ここでは、警戒宣言が発せられた場合における社会的混乱を防止するとともに、地震発

生に備え、被害の未然防止及び軽減を図るため、警戒宣言の発令から地震発生までの間又

は地震発生のおそれがなくなるまでの間においてとるべき措置について定める。 

 

実施担当 関係部局 

防災関係機関 

東京電力（株）春日部支社、東日本電信電話（株）春日部支社、日

本赤十字社埼玉県支部、ＮＨＫ埼玉放送局、日本通運（株）埼玉支

店、東武鉄道（株）東武動物公園駅・杉戸高野台駅、（社）埼玉県ト

ラック協会、幸手都市ガス（株）、（株）テレビ埼玉、（株）エフエム

ナックファイブ、杉戸町医師会、杉戸町薬剤師会、社会福祉施設経

営者、学校法人 

 

１ 警戒宣言、東海地震予知情報の伝達、広報 

町は、県から警戒宣言の発令及び東海地震予知情報の連絡を受けた場合は災害対策本

部を設置し、直ちに庁内、関係防災機関及び住民等に伝達する。 

（１） 伝達系統及び伝達手段 

県からの警戒宣言及び東海地震予知情報の伝達系統及び伝達手段は、図 ２-１７

のとおりである。 

 

図 ２-１７ 警戒宣言及び東海地震予知情報伝達系統図 
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（２） 伝達体制 

町は、県から警戒宣言及び東海地震予知情報を受けたときは、直ちにその旨を庁

内に伝達するとともに、防災対策上重要な機関、団体等に伝達する。町民に対して

は、防災行政無線や広報車により伝達する。 

（３） 伝達事項 

伝達事項は、次のとおりである。 

 

表 ２-８５ 警戒宣言及び東海地震予知情報に関する伝達事項 

○警戒宣言通知文 

○東海地震予知情報に関する情報文 

○警戒宣言発令に伴いとるべき措置事項 

○警戒解除宣言に関する通知（地震が起こらないで解除になる場合） 

○その他必要と認める事項 

 

２ 活動体制 

町及び防災関係機関は、警戒宣言及び東海地震予知情報を受けた場合は、直ちに災害

対策本部等の準備等必要な措置を講じるとともに、社会的混乱の発生に備える。 

（１）町 

「第２章 第１節 第１ 活動体制」（表 ２-１参照）に従って非常体制を取り、

地震災害は発生した場合、速やかに応急対策ができるように準備する。 

また、災害対策本部への動員は、「第２章 第１節 第２ 職員の動員」（表 ２-６

参照）に従う。 

（２）防災関係機関 

防災関係機関の活動体制は、表 ２-８６のとおりである。 



震災編 

第２章 災害応急対策計画 

 ２-146 

 

表 ２-８６ 防災関係機関の活動体制 

防災関係機関 活動体制 

日本赤十字社 

埼玉県支部 

（１） 非常体制１号配備 

警戒宣言が発令された場合は、別に定めた「日本赤十字社埼玉県支部災害応

急対策計画」第３活動体制に基づき、速やかに非常体制第１号配備の活動体制

を整える。 

（２） 災害警戒本部 

非常体制１号配備の活動体制に移行すると同時に、支部に災害警戒本部を設

置し、主に次の業務を行う。 

ア 非常無線通信体制と統制局の設置 

情報の収集、伝達の迅速確実を期するため、赤十字業務用無線局は傍受体

制を整えるものとし、支部基地局（にっせきさいたま）が統制局となる。 

イ 救護班の待機 

さいたま、小川、深谷の各赤十字病院（以下「赤十字病院」という。）に対し

て、初動救護班各１個班の待機を指示する。 

ウ 血液業務 

赤十字血液センターに対して、採血業務を一時中止し、献血者に対し広報を

行うとともに、供給体制を強化するように指示し移動中の採血車、供給移動中

の車両は早急に業務を終了して帰還させるよう指示する。 

杉戸町医師会 救護隊の設置準備を行う。 

東武鉄道(株) （１） 警戒宣言が発令されたら、鉄道事業本部長（東上業務部長）は、対策本部

を設置する。 

（２） 災害発生後には、本部長の指示で防災計画に基づき、災害対策本部を設

置する。 

東日本電信電話

（株）埼玉支店 

情報連絡室を設置する。 

東京電力(株) 

春日部支社 

速やかに支部を設置する。 

ガス供給事業者 地震災害対策本部を設置する。 

資料：埼玉県地域防災計画（震災対策編）平成19年3月より抜粋 

３ 広報 

町は防災関係機関と連携し、警戒宣言発令に伴う社会的混乱の発生の防止と、地震に

よる被害とその拡大を防止し、町民、事業所等のとるべき措置を周知させるため広報活

動を積極的に行う。 

防災関係機関による広報活動は、表 ２-８７のとおりである。 
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表 ２-８７ 防災関係機関による広報活動 

防災関係機関 広報活動 

ＮＨＫ 

埼玉放送局 

東海地震注意情報の発表から、発災までの間、テレビ、ラジオ、ＦＭにより放送

を次のとおり行う。 

（１） 東海地震注意情報の発表から警戒宣言発令まで 

ア 東海地震注意情報の解説 

イ 強化地域、観測データの解説 

ウ 混乱防止呼びかけ 

エ 防災知識の紹介 

（２） 警戒宣言発令から発災まで又は警戒宣言解除まで 

ア 警戒宣言の内容について解説 

イ 強化地域ならびに周辺地域の動向 

ウ 混乱防止呼びかけ 

エ 公共団体等の応急対策実施状況 

オ 鉄道、道路、航空等の交通状況 

カ その他防災関連広報の諸事項 

（株）テレビ埼玉 東海地震注意情報の発表から、警戒宣言解除まで、ＵＨＦ電波により次のとお

り放送し、県民に対して広報を実施する。 

（１） 東海地震注意情報の発表及びその内容解説 

（２） 警戒態勢をとるべき旨の告知 

（３） 災害対策基本法第57条に基づき、知事からの要請がある場合は、定時放

送を中止して、これらについて広報を行う。 

（４） 県災害対策本部の設置と活動体制について、および他防災機関の活動に

ついて 

（５） 警戒宣言が発令された場合には、それについての内容解説 

（６） 電気、ガス等による火災予防についての告知 

（７） その他、混乱防止についての告知 

（株）エフエムナックファイブ 東海地震注意情報の発表から、又は警戒宣言解除までの間、ＦＭ電波により

次のとおり放送し、県民に対し広報を実施する。 

（１） 東海地震注意情報の発表及びその内容解説 

（２） 混乱防止呼びかけ 

（３） 防災知識の紹介 

（４） 警戒宣言が発令された場合には、それについての内容解説 

（５） 県災害対策本部の設置と活動体制について 

（６） 県内および隣接都県の鉄道、道路、航空等の交通状況 

（７） 電気、ガス等による火災予防についての告知 

（８） その他防災関連広報の諸事項 

東武鉄道（株） （１） 列車の運行状況、駅の混雑状況の情報、および時差通勤、通学の呼びか

け等を、テレビ、ラジオ、新聞各社に依頼する。 

（２） 警戒宣言が発令されたときは、車内放送や駅放送、駅掲示板により、警戒

宣言発令や列車運行状況を案内する。 
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防災関係機関 広報活動 

東日本電信電話

（株）埼玉支店 

（１） ラジオ、テレビ等による広報 

ア 電話の輻輳による混乱防止広報 

警戒宣言の発令により電話の輻輳が発生した場合は、重要な通信を確保す

るために必要に応じ、電話利用者に対し電話の利用制限等について協力を

求める必要がある。このため東日本電信電話（株）は、ＮＨＫ、テレビ埼玉に対

して次の協力依頼を行うこととする。 

イ 放送依頼文 

「東海の地震の警戒宣言が発令されたため○○地方の電話は大変にこみ

あってかかりにくくなっております。防災などの緊急の電話がかかりやすくする

ため○○地方への電話の利用は見合わせてください。」 

ウ 東日本電信電話（株）においては、警戒宣言が発令された時、その旨を営

業窓口、局前に掲示する。 

東京電力（株） （１） 広報の内容 

ア 万一の停電に備え懐中電灯、トランジスタラジオ等を用意してください。 

イ 使用中の電気器具のコンセントをできるだけ抜き、火災発生を防いでくださ

い。 

ウ 屋外に避難するときは、必ず安全器又はブレーカーを切ってください。 

エ たれさがった電線には絶対に触れないでください。また発見した場合は、最

寄りの営業所にお知らせください。 

オ 浸水した屋内配線、電気器具等は危険ですので使用しないでください。 

カ ご連絡くだされば技術員が検査にうかがいます。 

（２） 広報媒体 

テレビ、ラジオ、新聞、ＰＲ車、パンフレット等 

ガス供給事業者 警戒宣言が発せられた場合、可及的速やかに次のとおり需要家に対する広報

活動を実施する。なお、警戒宣言が解除されるまでの間、随時同様の広報を反覆

する。 

（１） 広報の内容 

ア 一般需要家に対して 

ａ 緊急時におけるガス栓の閉止 

ｂ 警戒宣言時のガス供給の継続 

ｃ 強震時におけるガスの供給停止 

ｄ ガス設備及びガス器具の取扱い上の注意事項等 

イ 特定需要家に対して 

ａ ガス器具の使用の抑制依頼 

ｂ 地震発生時の遮断バルブによるガス供給遮断の要請 

（２） 広報の方法 

ア 広報車により巡回し、広報内容を直接需要家に呼びかける。 

イ テレビ、ラジオ等の報道機関に対し、広報内容の報道を要請する。 

資料：埼玉県地域防災計画（震災対策編）平成19年3月より抜粋 
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４ 公共輸送対策 

防災関係機関による公共輸送対策は、次のとおりである。 

 

防災関係機関 輸送対策 

東武鉄道（株） 

 

防災関係諸機関、報道機関、並びにＪＲ各社との協力のもとに、地域の実

情に応じ、可能な限り運転を行う。ただし、駅等で混乱が発生し、人命に危

険をおよぼすおそれがある場合、又は、踏切支障等が発生した場合は、やむ

を得ず列車の運転を中止する場合がある。 

第１ 運行措置方針 

１ 警戒宣言発令当日の運行措置 

警戒宣言が発せられたときは、現行ダイヤを使用し、減速運転を行う。

なお、これに伴う列車の遅延は、運転整理により対応するため、一部列車

の間引運転を行うので、輸送力は平常ダイヤより減少する。 

２ 警戒宣言発令の翌日以降、発災又は警戒解除宣言までの運行措置地震ダ

イヤ（仮称）をあらかじめ作成し、減速運転を行う。なお、地震ダイヤは、

一部列車の運転中止等を考慮するので、輸送力は平常ダイヤよりかなり減

少する。 

第２ 乗客集中防止対策 

警戒宣言が発せられた場合、旅客が集中し大混乱が発生することが予想さ

れるので旅客の集中を防止するため、次の措置をとる。 

１ 平常時から、運行計画の概要、旅行の見合わせ、時差退社の協力につい

ての広報を行う。 

２ 警戒宣言時に、報道機関を通じ運転状況の報道、時差退社等の呼びかけ

を行う。 

３ 駅において、放送、掲示等により協力を要請する。 

第３ 旅客の安全を図るための措置 

１ 状況により警察官の派遣を要請する。 

２ 状況により、階段止め、改札止め等入場制限を行うとともに旅客の誘導、

一方通行等の措置を早めに行う。 

３ 適切な場内放送等により、旅客の鎮静化に努める。 

資料：埼玉県地域防災計画（震災対策編）平成19年3月より抜粋 

 

５ 教育、病院、福祉施設対策 

（１） 教育施設 

公立の小学校、中学校、高等学校、特殊教育諸学校及び幼稚園は警戒宣言が発令

されたときは、次のような措置を講じて児童・生徒等の生命の安全確保について万

全を期する。 

なお、学校以外の公立の教育施設も警戒宣言が発令されたときは、これらに準じ

て利用者の生命の安全確保について万全を期する。 

ア 情報の収集伝達等 

ａ 警戒宣言が発令されたときは、校長は直ちに対策本部（自衛防災組織本部）を

中心に、関係機関と連携を図り、情報を収集し、職員に周知させる。 
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ｂ 職員は、児童・生徒等に対し警戒宣言が発令されたことを知らせ、適切な指示

をする。この際、児童・生徒等に不安動揺をあたえないよう配慮する。 

イ 授業の中止等 

ａ 警戒宣言が発令されたときは、すべての授業又は学校行事を直ちに打ち切る。 

ｂ 学校は、警戒解除宣言が発令されるまでの間、休業（園）する。 

ウ 児童・生徒等の保護 

職員は、児童・生徒等の所在を確認の上、次のように措置する。 

 

表 ２-８８ 児童・生徒等に対する措置 

教 育 施 設 措   置 

幼稚園 園児は園内で保護し、名簿により人員・氏名を確認の上、直接保護者に引き

渡す。 

小・中学校 名簿により児童・生徒の人員・氏名を確認の上、通学班・下校班等あらかじめ

学校が実情に応じて定めた方法により帰宅させる。なお、心身に障がいのある

児童・生徒については、特殊教育諸学校に準ずる。 

高等学校 名簿により児童・生徒の人員・氏名を確認の上、帰宅させる。なお、交通機関

等の利用者については、できるだけその状況を把握し、適切な方法で帰宅させ

るようにする。 

特殊教育諸学校 ○スクールバスで通学している児童・生徒 

緊急連絡網により、通学区域毎に、保護者に帰宅時刻及び引き取りの所定

の場所を連絡し、その所定の場所で名簿により確認の上、直接保護者に引き渡

す。 

また、スクールバス運行に当たっては、その状況に応じて、学校の職員が添

乗するなどして、児童、生徒を保護者に安全かつ速やかに引き渡せるよう連絡

及び引渡しの方法を工夫する。 

○スクールバス以外で通学している児童・生徒 

徒歩又はスクールバス以外の交通機関を利用し、あるいは介添により通学し

ている児童生徒については、校内で保護し、保護者に緊急連絡網等により連絡

し、名簿により確認の上、直接保護者に引き渡す。 

○寄宿舎に入舎している児童・生徒 

学校から寄宿舎に帰し、寄宿舎内で保護し、緊急連絡網等により保護者に連

絡し、名簿により確認の上、直接保護者に引き渡す。 

 

エ 校内防災対策 

校内防災計画に基づき、特に次の事項に留意して学校の安全に万全を期する。 

ａ 出火防止措置 

地震災害での二次災害を防止するため、職員室、給食調理室、理科室、家庭科

室等の火気使用場所及び器具を点検する。 

なお、電気及びガスの設備についても点検し、不要な電源及び元栓を閉じる。 

ｂ 消火設備の点検と作動確認 

消火用水、消火器等について点検する。 
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ｃ 非常持出品の確認と準備 

重要な書類及び物品は、耐火書庫又は耐火倉庫に収納し、施錠する。ただし、

耐火書庫等に収納できない場合は、その書類等を点検し、非常災害時に搬出でき

るよう整理保管する。 

ｄ 化学、工業薬品の管理 

火災・有害ガス発生のおそれがある薬品は、所定の保管庫に収納・施錠し、転

倒防止対策がとられていることを確認する。 

ｅ 家畜の管理 

農業高校等においては、家畜が逃走しないよう措置する。 

オ 事前の指導連絡事項 

ａ 学校と児童・生徒等の保護者間の緊急連絡網を整備しておく。 

ｂ 警戒宣言が発令されたときは、前記ウの区分により、児童・生徒等を直ちに帰

宅させるか、保護者に直接引き渡すかをあらかじめ保護者に知らせる。 

ｃ 登校前に警戒宣言が発令されたときは、登校しないようあらかじめ保護者及び

児童・生徒等に知らせる。 

ｄ 保護者が引き取りに来ない場合は、職員が送りとどける等の方策を講じる。 

ｅ 特殊教育諸学校においては、通学地区が広範であり、通学方法が複雑多岐であ

ることから、学校、寄宿舎、スクールバスの相互連携及び保護者との連絡体制を

整え、綿密かつ確実に組織化し、情報の伝達方法等について周知徹底を図る。 

カ 私立学校等 

私立の小学校、中学校、高等学校、幼稚園等についても公立学校等に準じた措置

を講じて園児、児童・生徒の生命の安全確保について万全を期する。 

（２） 病院施設 

ア 患者に対する措置 

警戒宣言発令の情報を把握したら、直ちに関係医療団体及び公的医療機関に対し

て本計画（震災編）に基づく体制に移行できるよう備えるとともに、入院患者に対

して安全措置を講ずるよう協力を依頼する。また、外来患者に対しては可能な限り

診療業務を行い、町民の不安をなくすよう協力を依頼する。 

イ 防災措置等 

病院は、それぞれ地震対策についての計画に従った活動体制に速やかに移行する

ための準備体制に入る。 

その他、とくに震災対策については二次災害対策が重要であり、防災対策並びに

毒劇物等の薬品管理及び放射性物質等の危険物管理についても万全を期する。 
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（３） 福祉施設 

大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発せられた場合、社会福祉施設に

あっては、正確な情報の収集に当たるとともに、防災組織及び対応策の確認、設備・

機材の点検を行っていくことが必要である。 

また周囲の状況から避難すべきであると判断された場合は、指定された避難所へ

避難を開始する。 

ア 情報活動 

ａ 情報収集 

町、防災関係機関からの情報の収集に当たる。 

また、ラジオ、テレビ放送からの情報を収集する。 

ｂ 情報伝達 

情報伝達に当たっては、次の点に注意する。 

 

表 ２-８９ 情報伝達に当たっての注意事項 

○情報は正確かつ迅速に伝達されるよう努めるとともに、入所者が動揺しないよう定期的に伝達す

るなど配慮すること。 

○地震発生に伴う避難等の内容を周知しておくこと。 

○保護者からの照会に対し正確な情報を提供できるよう努めること。 

○警戒宣言発令時の措置内容について入所者及び保護者に対し徹底しておくこと。 

○放送設備が使用不能になった場合の伝達方法を定めておくこと。 

 

ｃ 報告 

警戒宣言に対応して取った措置について、町等に連絡する。 

ｄ 情報責任者 

情報の収集、伝達、報告を行う際は責任者を定め、町等との連絡に当たる。 

イ 防災組織の確認 

警戒宣言が発せられたとき、必要な要員を確保し、迅速・的確に防災措置を行う

ための組織編成及び活動について、あらかじめ作成されている計画に基づき、その

対応策の再確認を行うことが必要である。 

計画が作成されていない施設にあっては、表 ２-９０のような体制で役割分担を

決める。 
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表 ２-９０ 組織体制と役割分担（例） 

組 織 体 制 役   割 

情報班 ○町等からの情報収集 

○テレビ、ラジオによる情報収集 

○入所者に対する情報伝達 

○町等への報告 

消火班 ○火気使用器具類の安全点検 

○油類等の保管状況点検 

○ガスボンベの転倒防止 

○消火器具類及び消防設備の点検 

○危険物、火気設備等に対する応急措置 

避難誘導班 ○避難経路、避難所の確認 

○避難器具の準備 

非常持出班 ○非常持出品の持出し準備 

救護班 ○救急医薬品の準備 

 

ウ 対応策の確認 

各施設においては、上記の防災組織に応じた役割に従い行動するとともに、特に

次の点に注意する。 

ａ 非常口、非常階段、避難経路、避難所を確認する。 

ｂ 保護者との連携を図り、入所者を家族等に引き渡す場合、いつ、どこで、どの

ような方法で行うか明確にする。 

ｃ 地震の発生時における職員の指示の方法や入所者の行動の仕方を明確にする。 

ｄ 非常用の器具（携帯ラジオ、懐中電灯、ロープなど）や医薬品の準備する。 

ｅ 食糧、飲料水、生活必需品についても、必要最小限のものを災害時に持ち出せ

るよう配慮する。 

エ 施設の設備の整備及び点検 

整備点検を行う重要なものは次のとおりであるが、施設の実態に応じて必要なも

のを追加する。 

ａ 火気使用設備器具 

火気使用は極力制限し、防火措置を講ずる。やむを得ず使用する場合について

は、地震が発生した際、直ちに消火できるよう措置を定めておく。 

ｂ 発火流出等のおそれのある危険物 

ｃ 消火用設備 

ｄ 落下、倒壊危険のあるもの 

特に屋内にある転倒危険家具等について必要な措置を行う。 

ｅ 工事中の建築物等の保安措置 
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オ 避難 

地震情報及び火災等の危険性により施設から避難所へ避難すべきであると判断さ

れる場合又は町長等から避難指示があった場合は、避難所へ避難行動を指示する。 

避難所に到達した場合は人員を確認し、避難状況について町長に報告する。 

カ 保育所等の園児の扱い 

警戒宣言の発令中は、保護者において保護することを原則とする。 

ａ 保育中の園児は利用者名簿を確認のうえ保護者に引き渡す。 

ｂ 警戒解除宣言が発令されるまでの間は保護者において保護するよう依頼する。 

ｃ 引き取りのない園児は園において保護する。 

ｄ 園児の引き取りについて事前に十分な打ち合せをする。 

 

６ ライフライン対策 

（１） 電話 

ア 警戒宣言発令下における応急対策業務の基本的な考え方 

ａ 警戒関係機関等の重要通話を確保し、また一般市民の情報にも大きな支障をき

たさないことを基本として必要な地震防災応急対策を実施する。 

ｂ 平常業務については、緊急あるいは重要度の高いものを重点に実施する。 

イ 応急対策業務 

東日本電信電話（株）埼玉支店が実施する業務は、表 ２-９１のとおりである。 
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表 ２-９１ 東日本電信電話（株）埼玉支店が実施する応急対策業務 

業  務 内   容 

ダイヤル通話 ①ダイヤル通話の確保 

警戒宣言等が発令されると強化地域を中心に防災関係機関等からの情報

連絡、対策指示等の通話および一般市民による家族間の連絡等の通話が集

中的に発生し、輻輳することが予想される。このような場合に次の対策を実施

する。 

防災関係機関、報道関係機関等の災害時優先電話の通話を確保する。 

②発信通話の制限 

災害時優先電話等の通話を確保するため、一般の通話を制限する。 

③対地別の通話の制限 

強化地域および周辺地域に対し、輻輳状況により通話の制限をする。 

トーキー案内 警戒宣言発令時および災害発生時に伴う輻輳により、接続不能となった場

合、トーキー案内を行う。 

【用語例】 

①大規模地震に係る警戒宣言等発令時又は発災後輻輳直後 

「こちらはＮＴＴです。ただいま電話は、大変混み合ってかかりにくくなってい

ます。ご迷惑をおかけしておりますが、平常に戻るまでには相当時間がかかる

見込みです。ご了承下さい。」 

②災害伝言ダイヤルサービス提供時 

「こちらはＮＴＴです。ただいまおかけになった方面の電話は大変混み合って

かかりにくくなっています。安否などの連絡用に災害伝言ダイヤルサービス提

供開始いたしました。ご利用の場合は“171”をダイヤルして下さい。」 

手動通話 ①非常、緊急通話を確保する。 

②“104”の番号案内業務は、前記アｂ項に準じて取り扱う。 

電報 強化地域内に向けて発信する電報は、遅延承知のものに限り受け付ける。 

営業窓口 通常の営業時間中、営業窓口を可能な限り開いておく。 

なお、警戒宣言が発令された旨を窓口、局前掲示板等により利用者に周知

する。 

サービスオーダー工事 可能な限り行う。 

“113”試験台業務 可能な限り業務を取扱う。 

工事の中断等 警戒宣言発令により工事の責任者の判断に基づき工事中の措置を行う場

合には、必要な保安措置及び安全措置を行う。 

資料：埼玉県地域防災計画（震災対策編）平成19年3月より抜粋 

（２） 電力 

東京電力（株）春日部支店は、以下の対策を講ずる。 

ア 基本方針 

電力は、地震災害応急対策の実施をはじめとするすべての活動の基盤となるもの

であるため、警戒宣言が発せられた場合においても、原則として供給を継続する。 

イ 要員 

非常災害対策支部構成員は、東海地震注意情報が発せられた場合、あるいは警戒

宣言発令の情報を知ったときは、速やかに所属する事業所に参集する。 
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ウ 資機材の確保 

警戒宣言が発せられた場合、支部は、工具、車両、舟艇、発電車、仮送電力用の

資機材等を整備、確保して応急出動に備えるとともに、手持資機材の数量確認及び

緊急確保に努める。 

エ 電力施設の予防措置 

東海地震注意情報に基づき、電力施設については表 ２-９２に揚げる予防措置を

講ずる。この場合において地震発生の危険性に艦み、作業上の安全に十分配置した

判断を行うものとする。 

 

表 ２-９２ 電力施設が講ずる予防措置 

予防措置 内容 

特別巡視・特別点検等 東海地震注意情報に基づき、電力施設に対する特別巡視、特別点検、

機器調整等を実施する。 

通信網の確保 保安通信設備の点検、整備を行い、必要に応じて緊急時運用体制の確立

を行う。 

また、ＮＴＴ、鉄道、警察、消防、諸官庁等との連携を密にし、通信網の確

保に努める。 

応急安全措置 仕掛り工事及び作業中の各電力施設については、状況に応じた設備保

全及び人身安全上の応急措置を実施する。 

社外者の避難誘導 警戒宣言が発せられたときは、変電所等への見学者、訪問者に対して、

関係市町村と連携のうえ、連絡並びに避難方法の徹底を図る等、的確な

安全措置を講ずる。 

 

（３） ガス 

ガス供給事業者は、以下の対策を講ずる。 

ア ガスの供給 

警戒宣言が発せられた場合においても、原則として、ガスの製造・供給はそのま

ま継続することとし、地震発生時の二次災害の防止又は軽減を図るための応急措置

を迅速かつ的確に講じ得る全社体制を確立する。 

イ 人員、資機材の点検確保 

ａ 人員の確保と配備 

勤務時間内、時間外及び休日におけるあらかじめ定められた動員計画に基づき、

保安要員を確保し、警戒体制を確保する。 

ｂ 各種資機材の点検確保 

復旧工事用資機材及び食料、飲料水、医療品等の点検整備を行う。 
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ウ 施設等の保安措置 

ａ 導管網ブロック化措置の準備 

○ 防災・供給センターの指示により、Ｋブロック等のバルブ遮断が迅速かつ円

滑にできる体制を確立する。 

○ 地域事業本部は、防災・供給センターの指示に基づき、要員の現場出動及び

事業所との無線交信による緊急措置の準備を行う。 

ｂ 放散措置の準備 

放散要員が速やかに指定の放散拠点へ出動し、放散の措置が迅速かつ円滑にで

きる体制を講じる。 

ｃ その他の保安措置 

○ 緊急遮断装置・放散設備・用水設備・保安用電力に必要な予備電源等の点検

整備及び機能の確認を行う。 

○ 保安通信設備の通信状態の確認を行う。 

○ 工事の一時中止と工事現場の安全措置を講じる。 

（４） 上水道 

町は県と連携して、居住者等が緊急貯水を実施することに留意し、増加する需要

に対処するとともに、震災発生後における必要な飲料水の供給を確保継続するため、

次の措置を講ずる。 

ア 他の地方公共団体からの応援給水を含む応急給水活動の準備を行う。 

イ 水道施設の安全点検を実施し、二次災害防止措置の準備を行う。 

ウ 応急復旧体制の準備を行うものとする。 

 

７ 生活物資対策 

（１） 物資供給の準備 

ア 食料 

ａ 食品等の調達を速やかに行えるよう、関係機関からの情報を備蓄保管責任者に

対して伝達する。（資料編 資料４２、５１） 

ｂ 非常災害時の炊き出し等に関する協定を締結している株式会社東洋食品に対し

て、情報の伝達を行う。（資料編 資料１１） 

イ 生活必需品 

ａ 町内の備蓄倉庫に保管してある生活必需品の数量の再確認を行い、供給の準備

を行う。（資料編 資料４２、５1） 

ｂ 生活必需品等の調達予定先に対して、保有物資についての在庫量の確認を行い、

発災に備えて保管の要請をする。 
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ウ 医薬品類 

ａ 町内の備蓄倉庫に保管してある医薬品類の数量の再確認を行い、供給の準備を

行う。（資料編 資料４２、５1） 

ｂ 医薬品類の調達予定先に対して、保有物資についての在庫量の確認を行い、発

災に備えて保管の要請をする。（資料編 資料１２、４4） 

（２） 買占め、売惜しみ防止の呼びかけ 

ア 町民生活上必要な物資を確保するため、百貨店、スーパーマーケット等小売店に

対して、警戒宣言が発令された場合においても極力営業するよう要請する。 

イ 警戒宣言発令後も買占め、売惜しみをしないよう生活必需品等に係る事業者に呼

びかける。なお、これらの点については、平常時から呼びかけを行う。 

（３） 輸送車両等の確保 

輸送に必要な車両等は、各部局で保有する車両等を第１次的に確保する。（資料編 

資料４８） 

さらに不足を生ずる場合においては、輸送関係機関に対して協力を要請する。（資

料編 資料１３、４７） 
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