
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

国土交通省 荒川上流河川事務所

資料２-２

主な取組成果について

令和4年5月27日

荒川水系（埼玉県域）大規模氾濫に関する減災対策協議会

（第９回）



1

主な取組成果

 構成員から寄せられた取り組みの事例について紹介する。

○取組一覧

※本資料で事例を紹介している取組項目

具体的な取組の柱

事項

具体的取組（県・市町調査項目）

１）ハード対策の主な取組

■洪水を河川内で安全に流す対策

1
・優先的に実施する堤防整備、多数の人命被害が生じる区域の堤防強化対策、入間川流域緊急治水対策プロジェ

クトをはじめとする浸水被害軽減対策

2 ・橋梁部周辺対策の実施

3 ・多数の家屋や重要施設等の保全対策等（樹木伐採、河道掘削）

■危機管理型ハード対策

4 ・堤防天端の保護、裏法尻の補強

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

5
・雨量・水位等の観測データおよび洪水時の状況を把握・伝達するための基盤整備・拡充（危機管理型水位計や
CCTVカメラの設置、監視機能強化、ダム放流警報の耐水化等）

6 ・情報伝達手段の改善【鴻巣市、桶川市】

7-1 ・水防活動を支援するための新技術を活用した水防資機材等の配備【羽生市】

7-2 ・水防活動を支援するための新技術を活用した水防資機材等の関係者による共同点検

8 ・排水機場の耐水化や水門・機場等の遠隔操作を確実に行える対策（二重化）の実施【利根導水総合事業所】

9-1 ・浸水時やダムにおいては大規模停電時においても災害対応を継続するための施設整備

9-2 ・浸水時やダムにおいては大規模停電時においても災害対応を継続するための自家発電装置の耐水化等の実施

10 ・河川防災ステーションの整備や円滑な水防活動等の活用方策検討、堤防天端上の車両交換場所等の整備

11-1 広域避難計画に必要となる避難場所の整備【東松山市】

11-2 広域避難計画に必要となる避難路の整備

２）ソフト対策の主な取組　

①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■的確な避難行動を取るための情報提供

12 ・緊急速報メールによるプッシュ型の洪水予報等の情報発信

13 ・水位計、ライブカメラ、河川監視用カメラ、水害リスクラインに基づく洪水予報等の情報提供の拡充

14 ・気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善（水害時の情報入手のしやすさサポート）

15 ・災害時の情報発信における地元メディアとの連携強化

16-1 ・市町村庁舎への情報伝達の充実

16-2 ・災害拠点病院への情報伝達の充実

17 ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説

■避難指示の発令に着目したタイムラインの作成

18 ・氾濫ブロック・区間に応じたきめ細やかな危険水位設定

19 ・氾濫流の広域拡散を考慮した越水・破堤後を含めた、避難指示の発令等に着目したタイムラインの作成

20 ・タイムラインに基づく首長等も参加した実践的な訓練【桶川市、宮代町】

21 ・避難訓練等の実施による避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認及び見直し【川口市、鴻巣市】

■浸水リスク情報の周知、避難行動支援

22-1 ・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図、氾濫シミュレーションの公表【荒川上流河川事務所】

22-2 ・想定最大規模降雨によるダム下流部における浸水想定図の作成

23-1 ・浸水被害軽減地区指定に向けた箇所の抽出及び情報提供の実施

23-2 ・浸水被害軽減地区指定の課題の共有を踏まえた指定

24-1
想定最大規模降雨に対応した水害ハザードマップの作成・周知、訓練等への活用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【川口市、戸田市、富士見市、ふじみ野市、越生町、鳩山町】

24-2 想定最大規模降雨に対応した水害ハザードマップの優良事例の提供（専門家による支援の実施）

具体的な取組の柱

事項

具体的取組（県・市町調査項目）

２）ソフト対策の主な取組　

①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■浸水リスク情報の周知、避難行動支援

25-1 ・広域避難計画の策定【荒川上流河川事務所、久喜市】

25-2 ・広域避難計画の市町村間の協定締結【荒川上流河川事務所、久喜市】

26
・平常時から住民に水害リスクをわかりやすく伝える「まるごと、まちごとハザードマップ」の推進及び設置事
例や利活用事例の共有【川島町】

27-1 ・要配慮者利用施設の避難計画の作成【川口市】

27-2 ・要配慮者利用施設の避難訓練の支援【志木市、毛呂山町】

28-1 ・避難場所の絶対数が不足する地域における既存施設の避難場所としての活用

28-2 ・避難場所の絶対数が不足する地域における民間施設を活用した事例や調整内容、協定の締結等の情報提供

29 ・応急的な退避場所の確保

30 ・避難訓練への地域住民の参加促進【上尾市、吉川市、白岡市】

31-1 ・高齢者の避難行動の理解促進に向けた取組の実施

31-2 ・要配慮者利用施設等の避難における地域との連携事例の共有

32-1 ・地区防災計画の作成

33-2 ・地域の防災リーダー育成に関する支援

33 ・地域防災力の向上のための人材育成

34 ・水防災に関する説明会の開催【川口市、吉見町】

35 ・教員を対象とした講習会の実施【川越市】

36-1 ・小学生を対象とした防災教育の実施・支援及び先進的な事例の共有【杉戸町】

36-2 ・中学生を対象とした防災教育の実施・支援及び先進的な事例の共有【川島町】

37 ・出前講座等を活用した講習会の実施

38 ・防災施設の機能に関する情報提供の充実

②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組

■より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化

39 ・水防団や地域住民が参加する洪水に対しリスクが高い区間や重要水防箇所の共同点検

40-1 ・水防団強化を目的とした、広報の充実（水防団確保）

40-2 ・水防団強化を目的とした、水防団間での連携・協力に関する検討

40-3 ・水防団強化を目的とした、関係機関が連携した実働水防訓練の実施や訓練内容の改善

41 ・水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定の促進及び具体的な広報の進め方の検討

42 ・地域の建設業者による水防支援体制の検討・構築

■既設ダムの危機管理型運用方法の確立

43-1 ・既存ダムの機能を最大限活用する運用方法の検討

43-2 ・「ダムの柔軟な運用」の運用

44 ・ダム放流情報を活用した避難体系の確立

③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための排水活動の取組

■排水作業準備計画（案）の作成及び排水訓練の実施

45 ・既存排水施設、排水ポンプ車等を活用した排水作業準備計画の策定【荒川上流河川事務所】

46 ・排水作業準備計画に基づく排水訓練の実施【川口市】



１）ハード対策の主な取組
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■対策事例 【鴻巣市】

取組６ 情報伝達手段の改善

担当部署 鴻巣市 危機管理課

連絡先 048-541-1321

関係機関 鴻巣市

取組概要
• 市民等への情報伝達方法の改善
令和元年東日本台風の際には、暴風雨の中、雨戸等を締めてい
たこともあり、防災行政無線による避難勧告が聞き取れなかったと
の意見が多く寄せられました。このことから、今年度、本市として災
害時により確実に情報伝達ができるよう、防災行政無線の放送内
容を屋内で聞くことができる「防災ラジオ」を整備し貸与を行ってい
ます。

無償貸与：自治会長、自主防災会長、民生委員、公共施設、社会
福祉施設等
有償貸与：１台３,０００円で希望者へ貸与
今年度の実施状況（令和３年１１月２５日時点）
無償貸与者へ約７００台貸与 有償貸与者は約５００台貸与

取組内容の工夫点・課題・留意点
工夫点：市民に対し市の広報誌、HP、SNS等を使って防災ラジオ
の周知を図った。

取組による効果

避難所となる施設や、避難確保計画を作成する必要がある社会福
祉施設等にも無償で貸与を行っているため、洪水発生時の適切な
情報伝達ができると考えられる。また、防災行政無線を屋内で受信
したい一般の方にも貸与していることから確実な情報伝達が行える
と考えている。

活用可能な制度等
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標準型ラジオ
文字盤付きラジオ

（聴覚障がいのある方用）

１）ハード対策の主な取組



■対策事例 【桶川市】

取組６ 情報伝達手段の改善

担当部署 桶川市 安心安全課

連絡先 048-788-4926

関係機関 桶川市

取組概要

災害発生時等に自主防災組織等に対して避難情報や避難所開
設情報等を発信し、地域住民の避難行動につなげるため、新たな
情報伝達手段として、固定電話や携帯電話に一斉配信するシステ
ムを導入した。
固定電話や携帯電話の番号を事前に登録することで、自主防災
組織等に対して一斉かつ確実に情報を伝達し、住民の迅速な避難
誘導を図る。

取組内容の工夫点・課題・留意点
発信する情報の選別や発信先

取組による効果
情報伝達手段の多重化、避難誘導体制の整備

活用可能な制度等
特になし
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災害時等情報伝達システム導入

１）ハード対策の主な取組



■対策事例 【羽生市】

取組７－１ 水防活動を支援するための新技術を活用した水防資機材等の配備

担当部署 羽生市 建設課

連絡先 048-561-1121

関係機関 羽生市

取組概要
• 土のうステーションの管理と周知
令和元年東日本台風により、市内の多くの箇所で道路冠水が発
生し宅内への浸水被害の危険が発生した。このような災害時は、重
要水防箇所の確認や道路冠水箇所の通行規制などの作業により、
市民からの要望にすべて対応することが難しい。そこで平成２７年
度より、土のうステーションと呼ばれる土のう置場を設置し、市民自
ら土のうを配置し宅内への浸水を未然に防いでいる。
現在、市内の浸水被害が予測される地域を中心に１２カ所設置

済みである。

取組内容の工夫点・課題・留意点

広報紙やHPなどで市民への周知を実施
年間で４００袋程度の利用が見込まれた

取組による効果

大雨時、職員の優先作業の遂行、作業負担の軽減

活用可能な制度等
特になし
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１）ハード対策の主な取組



■対策事例 【利根導水総合事業所】

取組８ 排水機場の耐水化や水門・機場等の遠隔操作を確実に行える対策（二重化）の実施

担当部署
独立行政法人水資源機構 利根導水総合事業所
第二管理課

連絡先 048-557-1501

関係機関 荒川上流河川事務所、埼玉県、行田市、鴻巣市

取組概要
• 水路改築（14.5km）
• 星川水門新設
• 川面放流口・赤見台放流口新設
• 水門・放流口改築（６箇所）
• 糠田排水機場ポンプ更新・増強（排水量40→50m3/s）

取組内容の工夫点・課題・留意点
• 内水排除を従来の埼玉県主体から機構の一元管理とした。
• 水門、放流口のゲート操作を従来の現地手動操作から事務所
からの遠方操作化を図った。

取組による効果
• 内水排除機能増強による浸水被害軽減
• 機構の一元管理及びゲートの遠方操作化による内水排除の迅
速化

活用可能な制度等
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１）ハード対策の主な取組



■対策事例 【東松山市】

取組１１－１ 広域避難計画に必要となる避難場所の整備

担当部署 東松山市 危機管理防災課

連絡先 0493-21-1405

関係機関
東松山市、公益財団法人埼玉県公園緑地協会埼玉
県こども動物自然公園管理事務所、株式会社ＬＩＸＩＬ
ビバ、公益財団法人東松山文化まちづくり公社

取組概要
• 民間施設等の駐車場を活用した緊急避難場所の確保
令和元年東日本台風の際、緊急的な避難場所とされている小中
学校や市民活動センター駐車場が不足したことが課題となっていた。
その対応として、市内に大規模駐車場を保有する民間事業者等と
災害時に緊急避難場所として駐車場利用できるように調整を行い
災害時応援協定締結等を行った。
①岩鼻運動公園駐車場 【駐車可能台数 180台】
②スーパービバホーム東松山モール駐車場 2階・屋上

【駐車可能台数 620台】
③埼玉県こども動物自然公園駐車場 【駐車可能台数 570台】

取組内容の工夫点・課題・留意点

発災時には職員を配置し、トイレなど当該避難場所の既存施設を
有効活用できるよう調整を図った。

取組による効果

緊急避難場所の確保後、台風接近等に伴う当該避難場所開設事
例は無いが、およそ1,300台分の駐車避難場所を確保しているた
め、市民からは安心の声が寄せられている。

活用可能な制度等 特になし。
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１）ハード対策の主な取組



２）ソフト対策の主な取組
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写真・図面
など

■対策事例 【桶川市】

取組２０ タイムラインに基づく首長等も参加した実践的な訓練

担当部署 桶川市 安心安全課

連絡先 048-788-4926

関係機関 桶川市

取組概要

市長、副市長、教育長及び各部長等が参加し、台風接近を想
定した災害対応を検討する図上訓練を行った。

【取組内容】

• 防災行政無線のデジタル化に伴い関連情報を集約し避難情
報等の発令を支援する機能を備えた「防災情報集約システ
ム」の紹介をした。

• 災害対応の初動期に発生が想定される情報の取り扱いと処
理に関する対応について検討した。具体的な内容として
「集中する電話情報の処理」及び「災害対策本部における
情報収集と集約」といった課題に対して討議を行った。

取組内容の工夫点・課題・留意点

防災情報集約システムの有効な活用方法を検討していく必要が
ある。

取組による効果

積極的な課題討議が実施され、災害対応に対する意識の向上を
図ることができた。

活用可能な制度等
特になし
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２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組



■対策事例 【宮代町】

取組２０ タイムラインに基づく首長等も参加した実践的な訓練

担当部署 宮代町 町民生活課

連絡先 0480-34-1111

関係機関 宮代町

取組概要

• 令和3年10月17日に職員を対象に感染症対策を施した避難所開
設実働訓練、及び情報伝達訓練を実施しました。

• 参加者は本部と避難所運営班の職員のほか、自主防災組織、
消防団の方にもご協力をいただき、合計125名による訓練となり
ました。

• 訓練は感染症が蔓延する中での大型の台風による水害を想定
し、自主防災組織の方は地区ごとに消防団と無線機を使用した
情報伝達を行った後、須賀小学校、百間中学校、百間小学校の
3ヶ所へ避難所しました。

• 感染症対策を施したほか、水害タイムラインに基づき、災害対策
本部からの防災情報の発信や水害発生時の避難行動を実施し
ました。

取組内容の工夫点・課題・留意点

「自主防災組織、消防団との情報伝達訓練」から、「職員、自主防
災組織での避難所開設実働訓練」までタイムラインに基づき訓練開
始から一連に流れを訓練することができました。

取組による効果
実際に災害が発生したときに備えることができる。
参加者の防災意識の向上。

活用可能な制度等
特になし
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災害対策本部

職員参集 高所避難部

検温の様子

２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組



２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

避難情報 マイタイムライン

県河川ハザードマップ

■対策事例 【川口市】

取組２１ 避難訓練等の実施による避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認及び見直し、
取組２４－１ 想定最大規模降雨に対応した水害ハザードマップの作成・周知、訓練等への活用、 取組３４ 水防災に関する説明会の開催

担当部署 川口市 危機管理課

連絡先 048-242-6357

関係機関 荒川上流河川事務所、熊谷地方気象台ほか

取組概要
取組の経緯

• 川口市ではハザードマップや防災啓発情報などの防災に関する情
報を「防災本」の発行と配布の形で市民に普及・啓発している。

• 平成３０年１月に発行後、防災本の刷新が久しく行えていなかった
中で、令和３年災害対策基本法の改正に伴う「避難勧告等に関す
るガイドライン」の改定や、県河川におけるハザードマップの想定雨
量変更に伴った刷新を行うこととなった。

取組内容
• 避難情報に関する警戒レベルの変更（避難勧告の廃止）
• 各県河川における想定降雨量の変更
• 住民それぞれにおけるマイタイムラインに関する情報ページを作成
• 刷新された防災本を市民に配布することによって、水害・地震・液状
化ハザードマップ等の情報を改めて市民に対して周知

• 危機管理課が行っている事業である防災出前講座において防災本
を用いて防災情報の普及・啓発を実施

取組内容の工夫点・課題・留意点

計画の作成方法に焦点を絞った内容ではなく、専門家から河川や
気象に関連する情報をご説明頂き、総合的な観点から施設の防災
対策について、理解を深めていただく機会とした点。

取組による効果
効果については確認途中。

活用可能な制度等
特筆すべきものはなし 11



■対策事例 【鴻巣市】

取組２１ 避難訓練等の実施による避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認及び見直し

担当部署 鴻巣市 危機管理課

連絡先 048-541-1321

関係機関 鴻巣市

取組概要

• 令和３年度鴻巣市総合防災訓練で災害対応図上訓練を実施。
令和元年東日本台風を経て作成した水害タイムラインを基に時
点ごとの対応を各部で検討した。

• 図上訓練の中では、令和２年９月配布の鴻巣市水害ハザード
マップを基に避難指示を発令する対象区域の見直しを行い、住
民の逃げ遅れがないように対象地区と発令のタイミングの確認
をした。

• 災害対策本部による災害対応図上訓練に平行して、指定避難所
の小学校で避難所開設訓練を行った。地元自治会、自主防災会
から参加者を募り、コロナ禍の避難所の開設について説明実施。

• 令和３年５月の災害対策基本法一部改正についても説明し、避
難情報の発令のタイミング等について説明を行った。

取組内容の工夫点・課題・留意点

避難所開設訓練を平行して実施し、避難所の状況報告等を行うこ
とで本部と避難所の連携を図った。

取組による効果

災害シナリオの時点ごとの対応を各部で検討し、課題や対応の確
認を行ったことで、災害時の対応の指針となった。

活用可能な制度等

埼玉県の市町村主催の図上訓練への県職員派遣等の支援制
度を活用

12

２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

災害対応図上訓練

避難所開設訓練

・ シナリオを基に対応を検討

・ 令和元年東日本台風の時
点ごとの市内の状況や、予想
される被害について確認

・ 避難所の状況について報
告を受ける（混雑状況等）

・ 今後の災害対応方針を確
認

・ 市職員以外に、自治会、自
主防災会より参加者を募り実
施

・ 協定によるドローンを用い
た情報収集訓練を実施し、本
部へ映像を報告
・ VACAV MAPSを使い避難
所の混雑具合を発信
・ 災害用Wi-FiとWEBEXを
使用し、避難所の現状を報告

報
告

令和元年東日本台風の検証結果を基に見直しを実施



■対策事例 【荒川上流河川事務所】

取組２２－１ 想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図、氾濫シミュレーションの公表

担当部署 荒川上流河川事務所 防災情報課

連絡先 049-246-6384

関係機関 荒川上流河川事務所、44市町

取組概要

• 荒川上流管内図に記載の浸水区域を令和元年東日本台風に更
新（現行は昭和33年9月の浸水区域）。

• 減災対策協議会の構成機関である44市町から、令和元年東日
本台風時の浸水区域情報を収集し、浸水区域を整理中。

• 整理結果は管内図に掲載すると共に、本協議会内で共有を図る
予定。

取組内容の工夫点・課題・留意点

浸水区域を作成の上、自治体照会を実施し内容の精査を図る
予定。

取組による効果

広域を含む避難を行う際の参考情報、また、住民に対する危険
性の啓発情報となる。

活用可能な制度等
特になし 13

令和元年台風19号に伴う大雨に
よる浸水推定段彩図
〈国土地理院〉

【令和元年東日本台風時の浸水区域の整理】

２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

令和元年台風19号に伴う
浸水実績
〈さいたま市の例〉

水害統計システム
〈国土交通省〉



■対策事例 【戸田市】

取組２４－１ 想定最大規模降雨に対応した水害ハザードマップの作成・周知、訓練等への活用

担当部署 戸田市 危機管理防災課

連絡先 048-441-1800

関係機関 戸田市

取組概要

• 災害に関する情報を一つにまとめた、ハザードブックを改訂し、
全世帯に配布した。

• 今回の改訂では、次の内容を追加した。
(1)避難情報の更新

(2)広域避難の考え方を追加

(3)マイ・タイムラインを追加。

(4)県管理河川のハザードマップの掲載及び水害リスク情報図

に基づく、その他河川のマップの掲載

取組内容の工夫点・課題・留意点

避難情報の更新など、重要な情報が更新されたことから、全市民
に情報が行き届くよう、全世帯配布を実施した。

取組による効果
市民一人ひとりの災害への意識の向上と備えの充実

活用可能な制度等
特になし
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２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組



■対策事例 【富士見市】

取組２４－１ 想定最大規模降雨に対応した水害ハザードマップの作成・周知、訓練等への活用

担当部署 富士見市 危機管理課

連絡先 049-251-2711

関係機関 富士見市

取組概要

• 令和２年５月２６日に埼玉県が公表した県管理河川の浸水想定
区域図の反映を行うとともに、令和元年台風１９号からの教訓に
関する事項・最新の防災に関する知見・情報の反映をし、富士
見市防災ガイドブックを改定

• 裏表紙に、実際に市民の方が記入していただく「マイ・タイムライ
ン記入シート」を掲載
P.23に記入例及び記入するために必要な情報等を掲載し、記
入方法について周知

• 令和３年５月に全戸配布を実施

取組内容の工夫点・課題・留意点

マイ・タイムラインの記入例を明確に示すことで、記入方法を分か
りやすくした

取組による効果
ハザードマップ及びマイ・タイムラインを周知することができた

活用可能な制度等

15

県管理河川の浸水想定区域の変更に
伴い、ハザードマップを改訂

↑裏表紙にマイ・タイムライン記入シートを
掲載
←p.23にマイ・タイムライン記入例を掲載
し、記入方法について周知

２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組



■対策事例 【ふじみ野市】

取組２４－１ 想定最大規模降雨に対応した水害ハザードマップの作成・周知、訓練等への活用

担当部署 ふじみ野市 危機管理防災課

連絡先 049-262-9017

関係機関 ふじみ野市

取組概要
【背景】

• 県が想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域等を指定した
ことに伴い、本市の浸水想定区域も変更となった。

• 災害対策基本法改正に伴い、避難情報等（警戒レベル）が変更
となった。

【実施状況】
• 7月に改訂完了。
• 市報へ改訂の概要を掲載し、全戸配布を実施。

【実施内容】
• 避難情報等（警戒レベル）の基準変更
• マイタイムラインの追加
• 感染症対策に考慮した文言の追加
• ペットに関する記載の追記

取組内容の工夫点・課題・留意点
新たに外国語版のハザードマップを作成し、併せてWEBハザード
マップ（多言語版）を公開した。

取組による効果
市民の迅速かつ的確な避難行動が期待できる。

活用可能な制度等
特になし

16

２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組



■対策事例 【越生町】

取組２４－１ 想定最大規模降雨に対応した水害ハザードマップの作成・周知、訓練等への活用

担当部署 越生町 総務課

連絡先 049-292-3121

関係機関 越生町

取組概要

越生町では、ハザードマップや防災情報を１冊にまとめ掲載した
「越生町防災マップ」を作成中。令和４年３月末に全戸配布予定。

• B４サイズで作成（一回り大きくすることで目立つようにした）

• 「水害・土砂災害ハザードマップ」のほか、「地震による地域の危
険度マップ」、「ため池ハザードマップ」を掲載

• 各自が避難行動を意識できるようマイタイムラインを掲載

• 災害種別ごとの対策や災害時の感染症対策、防災情報の取得
方法等、災害時に役立つ情報を掲載

取組内容の工夫点・課題・留意点

取組による効果

活用可能な制度等

17

【表紙】

２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組



担当部署 鳩山町 総務課

連絡先 049-296-1214

関係機関 鳩山町

取組概要
• 洪水・土砂災害ハザードマップを改訂し、令和4年当初に全戸配
布する予定

• 埼玉県が令和2年5月に公表した「水害リスク情報図」の内容を
追加

• マイ・タイムラインの作成を促すため、チェックシートを掲載

• 持ち運び及び閲覧が容易になるよう、冊子（A4版）タイプのもの
に変更

取組内容の工夫点・課題・留意点

既存ハザードマップの内容に埼玉県の「水害リスク情報図」の内
容を重ね合わせることで、地域の想定浸水深等が容易に確認
できる。

取組による効果
防災意識の向上

活用可能な制度等
特に無し 18

２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■対策事例 【鳩山町】

取組２４－１ 想定最大規模降雨に対応した水害ハザードマップの作成・周知、訓練等への活用



■対策事例 【荒川上流河川事務所】

取組２５－１ 広域避難計画の策定、 ２５－２ 広域避難計画の市町村間の協定締結

担当部署 荒川上流河川事務所 防災情報課

連絡先 049-246-6384

関係機関 荒川上流河川事務所

取組概要

• 想定最大規模降雨による荒川・入間川氾濫を想定し、荒川上
流域のブロックごとの広域避難の基本事項(広域避難者数、広
域避難先、移動計画等)を検討する広域避難検討会(Cブロッ
ク：鴻巣市、羽生市、行田市、北本市、桶川市)を開催。

• 広域避難検討会(Cブロック)では、今後は広域避難検討会の
協議結果を参考に、個別自治体間での広域避難のための協
定締結推進を目指す。

• 令和3年度においては、避難元自治体の広域避難に関する対
策の取組状況や課題状況を把握するための聞き取り調査や
避難元自治体分科会も実施。

• また、広域避難のためのタイムライン検討の一環として、熊谷
地方気象台と連携した広域避難の必要性を判断する基準案
検討のための調整協議を実施。

取組内容の工夫点・課題・留意点

広域避難検討については、関係自治体、県の参加する検討会
や熊谷地方気象台と連携しての検討を行った。

取組による効果

次年度以降は、関係自治体の協定締結支援検討を開始できる
状況となった。

活用可能な制度等
特になし 19

広域避難タイムライン検討イメージ

広域避難検討会(Cブロック)の開催概要

２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組



■対策事例 【久喜市】

取組２５－１ 広域避難計画の策定、 ２５－２ 広域避難計画の市町村間の協定締結

担当部署 久喜市 消防防災課

連絡先 0480-22-1111

関係機関 さくら観光バス株式会社、有限会社北関東観光

取組概要

• 令和元年８月８日、さくら観光バス株式会社と「災害時における
バス利用・施設の一部提供等に関する協定」を締結。災害時等
に帰宅困難者・避難者をバスにより避難させることや、一時避難
場所として施設の一部及び車両を使用することが可能となった。

• 令和３年９月２８日、有限会社北関東観光と「災害時等における
バスの利用に関する協定」を締結。市の要請により、避難者を避
難所等の安全な場所へ避難させることや、一時的な避難場所と
してバスを利用することが可能となった。

取組内容の工夫点・課題・留意点
特になし

取組による効果

広域避難のための移動手段がない方や、避難行動に支援が必
要な方等のより一層の安全の確保が期待できる。

活用可能な制度等
広域避難訓練への参加協力等

20

２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

さくら観光バス株式会社

有限会社北関東観光

風水害時におけるバスの利用に関する協定の締結



担当部署 川島町 総務課

連絡先 049-299-1753

関係機関 川島町

取組概要

町では、水害時に町内全域が浸水することから、町民の水害に対
する危機意識の向上を図るため、令和2年度に、町内の公共施設
や小中学校に浸水深を表示した看板を設置した。さらに、令和3年
度は、追加で公共施設のほか、商業施設やコンビニエンスストアな
ど、より町民の目に触れる機会が多い場所に看板を設置した。

取組内容の工夫点・課題・留意点
設置場所（公共施設以外）の施設所有者と交渉に時間を要する。

取組による効果

多くの町民の目に触れることにより水害時の危機意識の向上が
図れる。

活用可能な制度等
特になし

21

２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■対策事例 【川島町】

取組２６ 平常時から住民に水害リスクをわかりやすく伝える「まるごと、まちごとハザードマップ」の推進及び設置事例や利活用事例の共有

JA農産物直売所コンビニ（セブンイレブン）

カインズホーム



担当部署 川口市 危機管理課

連絡先 048-242-6357

関係機関 荒川上流河川事務所、熊谷地方気象台ほか

取組概要
取組の経緯
• 本市の避難確保計画は左記の表のとおり、741の対象施設のうち、

586施設が作成済であった。（作成率79％）
• 令和3年度内に作成率100％とするため、以下の取組を実施。
取組内容

• 計画未作成の施設を対象とした講習会を令和4年1月26日に開催。
• 講習会は荒川上流河川事務所、熊谷地方気象台を招きご講演。
• 講習会では避難確保計画の一部を会場で作成。その他は持ち帰り、
各施設にて作成していただく方式とした。

講習会後の取組

• 提出期限を2月末とし、3月中に未提出の施設に提出を促す。
• 講習会不参加の施設に対して、講習会資料の送付、講習会動画を
動画配信サイトにて公開し、作成のフォローを行っている。

• 年度内に提出がない施設は、水防法等に基づき、「指示書」を通知。
それでもなお提出がない場合は、HP等に公表をする旨を検討して
いく。

取組内容の工夫点・課題・留意点

計画の作成方法に焦点を絞った内容ではなく、専門家から河川や
気象に関連する情報をご説明頂き、総合的な観点から施設の防災
対策について、理解を深めていただく機会とした点。

取組による効果
効果については確認途中。

活用可能な制度等
特筆すべきものはなし 22

講習会資料 講習会の様子

高齢者
施設

障害者
施設

学校 学童 保育所 幼稚園 病院 計

対
象
施
設

287 151 61 40 148 29 25 741

作
成
済

242 119 57 0 148 2 18 586

本市の作成状況（令和3年10月1日時点）

２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■対策事例 【川口市】

取組２７－１ 要配慮者利用施設の避難計画の作成



■対策事例 【志木市】

取組２７－２ 要配慮者利用施設の避難訓練の支援

担当部署 志木市 防災危機管理課

連絡先 048-473-1111

関係機関 浸水想定区域内要配慮者施設

取組概要

• 令和３年５月に水防法等が改正され、避難確保計画に基づく避
難訓練を実施した場合には、施設管理者から市長に対して、訓
練結果を報告することが義務化されたことに伴い、本市では、令
和３年12月24日までに訓練を実施するよう浸水想定区域内要
配慮者施設管理者へ通知をした。

• しかしながら、令和３年２月の段階で、訓練未実施施設が複数箇
所あったことから、訓練実施施設の一部を対象にヒアリングを実
施し、本計画に基づく訓練事例集等を作成した。

• 具体的な内容として、避難確保計画を作成することをはじめ、訓
練手法の紹介や、実際の訓練事例として10施設（保育園施設部
門（３施設）、障がい者施設部門（２施設）、高齢者施設部門（５施
設））を事例集に取り入れた。

• なお、訓練事例集等を発出後、いくつかの施設から訓練実施報
告書の提出があったことから、多少の効果はあったと考えており、
引き続き、全施設が訓練実施をするよう促していく。

取組内容の工夫点・課題・留意点

本市で関係する部署と横断的に連携し、各施設へヒアリングを実
施したこと。コロナ禍での訓練実施手法が課題。

取組による効果
浸水想定区域内要配慮者施設における訓練促進

活用可能な制度等
なし
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２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組



■対策事例 【毛呂山町】

取組２７－２ 要配慮者利用施設の避難訓練の支援

担当部署 毛呂山町 総務課

連絡先 049-295-2112

関係機関 毛呂山町

取組概要

浸水想定区域近くにある福祉避難所において避難所開設訓練を
実施。要配慮者の避難受入れ方法や開設方法について情報共有
を図った。

取組内容の工夫点・課題・留意点
新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた取組とした

取組による効果
災害発生時、迅速な避難行動がとれる

活用可能な制度等

24

２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組



担当部署 上尾市 危機管理防災課

連絡先 048-775-5140

関係機関 上尾市

取組概要

避難所開設において、①必ずしも開設の動きが具体的に記述さ
れていない、②実際に現場で開設作業を行う際に必要な情報を参
照することが難しい、③複数人での分散作業がしづらい、④事前の
知識が無い人にはマニュアルの活用が難しい、⑤必要な資器材や
様式、掲示物が整理されていないという課題がある。
この課題を解消するために、避難所開設に必要な活動の手順書
と、使用する様式等を、活動毎にファイルケースに整理した避難所
開設キットを導入した。

取組内容の工夫点・課題・留意点

女性や要配慮者の意見を取り入れたこととそれを動画化したこと
が工夫点である。

取組による効果

導入の利点として、①現場に居合わせた人でも開設作業が可能
になる、②避難所開設作業が具体化・統一化されることで作業の漏
れをなくすことができる、③各避難所での訓練ツールとして活用す
ることで、自主防災会や職員のスキルアップにつながるほか、自主
防災会の主体的な避難所運営を促すことができる、といったものが
挙げられる。

活用可能な制度等
なし 25

写真・図面
など

避難所開設キット

避難所開設キットを使った訓練動画

２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■対策事例 【上尾市】

取組３０ 避難訓練への地域住民の参加促進



■対策事例 【吉川市】

取組３０ 避難訓練への地域住民の参加促進

担当部署 吉川市 危機管理課

連絡先 048-982-9471

関係機関 吉川市

取組概要
【今までの経緯・背景】

吉川市では災害時における住民との協力体制に確立に重点を置
いた実践的な訓練を実施するため、「自助・共助」をテーマに、減災
意識、地域コミュニティによる減災力の向上を図ることを目的として
いる。

【訓練内容】
コロナ禍における避難所開設運営訓練の実施

【 対象会場】
２箇所（公共施設、小学校）

【対象自治会】
１７自治会

取組内容の工夫点・課題・留意点

事前に訓練を重ね、訓練当日には避難所開設から運営に至るま
で、すべて自治会の方々に実施していただいた。

取組による効果

コロナ禍における避難所でのトリアージ、ゾーニング方法について
周知を図れた。また、参加した市民から避難所運営についての質
疑や改善点等の意見交換を実施した

活用可能な制度等
特になし 26

２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

各自治会の役員の方々によ
る避難所運営（受付）の状況

災害時に使用する防災
資機材の組み立て訓練

災害時応援協定団体提供の
一時避難所視察



■対策事例 【白岡市】

取組３０ 避難訓練への地域住民の参加促進

担当部署 白岡市 安心安全課

連絡先 0480-92-1111

関係機関 白岡市

取組概要
①市職員避難所開設・運営訓練（８月４日、５日）
１ 目的
災害時に市民の方が安心して避難所に避難できるよう、新型コロナウイルスなど
の感染症を踏まえた、避難所の開設・運営に従事する市職員の知識及び技術の
向上を目的とした職員訓練を実施した。
２ 対象者
各課等から選出された避難所運営職員 １２９名
②自主防災組織役員避難所開設・運営訓練（９月１５日、１６日）
１ 目的
避難所の開設、運営に御協力いただく自主防災組織などの役員の皆様の知識
及び技能の習得を目的とした訓練を実施した。
２ 対象者
自主防災組織から選出された役員 ３３名
③感染症等を踏まえた避難所開設・運営訓練（１０月３日）
１ 目的
台風等の災害や新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応など、昨今の社会
状況等を踏まえた訓練を行った。
２ 対象者
市職員２４名、行政区、自主防災組織役員、２９名

取組内容の工夫点・課題・留意点
継続して訓練を実施する

取組による効果
避難所を運営する職員と住民が顔を合わせる機会となった。

市職員のマンパワーの限界や避難者が避難所を運営することの周知と
なった。

活用可能な制度等
－

27

２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組



■対策事例 【吉見町】

取組３４ 水防災に関する説明会の開催

担当部署 吉見町 総務課

連絡先 0493-54-1505

関係機関 吉見町区長会、吉見町

取組概要

令和３年３月に新たに策定した、『吉見町防災ハザードマップ』の
周知に加え、災害時の適切な避難行動（分散避難、在宅避難）や、
日頃からの防災対策など、町民の防災意識の向上を目的に開催し
た。

町内の各行政区集会所へ町職員が出向き、ハザードマップの説
明会を実施したほか、集会所での説明会に参加できなかった町民
のため、ハザードマップを説明する動画を作成し、町民会館で上映
を行った。
また、吉見町公式Youtubeチャンネル
（https://www.town.yoshimi.saitama.jp/kurashi_tetsuzuki/bosai/2
167.html）でも説明動画を公開し、広く周知啓発を行っている。
説明会開催後には、町民から多くの意見や質問が寄せられたこと
から、町民の防災意識の向上が図れたと考えている。

取組内容の工夫点・課題・留意点

より多くの方に参加してもらえるよう、各行政区単位で説明会を
開催したほか、説明動画の上映会やYouTube配信を行った。
分散避難の必要性・重要性について説明した。

取組による効果

説明会後、町民から多くの意見や質問が寄せられたことから町民
の防災意識の向上が図れたと考えている。

活用可能な制度等
特になし
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２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組



■対策事例 【川越市】

取組３５ 教員を対象とした講習会の実施

担当部署 川越市 教育委員会

連絡先 049-224-5483

関係機関 川越市

取組概要
• 気象状況により発生する気象情報等と、それに伴う市の対応、
避難所運営班、市教育委員会、学校の動きについて、時系列に
示した、「川越市立学校 防災タイムライン」を作成した。

• 令和３年５月に、市立学校校長を対象に、「川越市立学校 防災
タイムライン」についての説明会を実施し、災害時における市の
対応及びそれに伴う学校の動きについて、周知徹底を図った。

• 令和３年７月に行った、市防災危機管理室主催の避難所運営班
へ向けた避難所設営・運営における説明会でも、「川越市立学
校 防災タイムライン」の趣旨と活用について説明した。その後、
避難所運営班が担当校を訪問し、各学校の実態に合ったタイム
ラインを完成させた。

取組内容の工夫点・課題・留意点

• 毎年度の更新が必要で、今後は地域の動き等についても記載し
ていくことが必要である。

取組による効果

• 市と学校の連携を「見える化」することで、災害時に取るべき判
断・行動が明確になる。

活用可能な制度等
• 特になし 29

２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

令和２年度文部科学省委託事業（埼玉県教育委員会再委
託事業）「学校安全総合支援事業」での取組の一つとして、
専門家を招聘し、モデル校の校長の意見も取り入れながら
川越市教育委員会と川越市防災危機管理室が協働で作成
した「川越市立学校防災タイムライン（水害編）」

• この防災タイムラインには、地震災害編もあり、上記のも
のをひな型にして、学校ごとに実態に応じた防災タイム
ラインがある。



■対策事例 【杉戸町】

取組３６－１ 小学生を対象とした防災教育の実施・支援及び先進的な事例の共有

担当部署 杉戸町 くらし安全課

連絡先 0480-33-1111

関係機関 杉戸町

取組概要
• 令和3年4月に広報紙と一緒に洪水ハザードマップを全戸配布

• 町内の小中学校に洪水ハザードマップを校内に掲示

• 洪水ハザードマップの活用した防災講座の実施

取組内容の工夫点・課題・留意点
課題としては、学校側からの講座開催の依頼を待ちに頼る

取組による効果
災害に対する日ごろの備え

活用可能な制度等
杉戸町まなびっちゃすぎと塾
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２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組



■対策事例 【川島町】

取組３６－２ 中学生を対象とした防災教育の実施・支援及び先進的な事例の共有

担当部署 川島町 総務課

連絡先 049-299-1753

関係機関 川島町

取組概要
町内の中学校３年生を対象に防災教室を開催した。

水害や地震から身を守るため、町のハザードマップを参考に、町
の被害想定や水害時の町外への広域避難の大切さ、マイタイムラ
インの作成方法、災害時に使用する町の災害備蓄品を手に取って
学習した。

取組内容の工夫点・課題・留意点
学習時間の確保

取組による効果
自然災害から命を守る知識が身につく。

家庭内で家族と防災について話し合う機会が生まれ、以って町民
の防災意識の向上に繋がる。

活用可能な制度等
特になし

31

２）① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組



■対策事例 【荒川上流河川事務所】

取組４５ 既存排水施設、排水ポンプ車等を活用した排水作業準備計画の策定

担当部署 荒川上流河川事務所 防災情報課

連絡先 049-246-6384

関係機関 荒川上流河川事務所

取組概要
• 排水ポンプ車を活用した排水作業準備計画について、平成28年
度から順次検討を実施

• 令和3年度において、氾濫特性等から荒川上流域を全13ブロッ
クに分割した区域のうち、検討対象とした荒川沿川に位置する
9ブロックの排水作業準備計画について以下の検討を実施。
• 集結場所の設定
• アクセスルートの選定
• 燃料給油所の整理
• 排水ポンプ車の配置可能箇所の設定
• 排水作業による効果の感度分析
• 排水作業準備計画図の作成
• 排水対応タイムラインの作成

取組内容の工夫点・課題・留意点
「排水作業準備計画作成の手引き R2.5」を参照し、資料の更新を
実施し、最新の基準に合わせている。

取組による効果
排水作業計画書の作成により、効率的な排水作業が可能となる。

活用可能な制度等
特になし
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２）③ 一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための排水活動の取組

アクセスルート図 給油所位置図

排水対応タイムライン



写真・図面
など

■対策事例 【川口市】

取組４６ 排水作業準備計画に基づく排水訓練の実施

担当部署 川口市 河川課

連絡先 048-280-1210

関係機関 川口市

取組概要

• 埼玉県から操作委託を受けている柳根排水機場の操作におい
て、操作マニュアルに基づき、台風上陸前に排水機場の操作確
認を行っている。

取組内容の工夫点・課題・留意点

令和元年東日本台風の経験を受け、台風上陸前の体制が定まっ
ていないかったため、操作マニュアルを作成し、操作確認を行った。

取組による効果

台風上陸前に排水機場の操作確認を行うことで、トラブルを未然
に防ぐことができる。

活用可能な制度等
特になし。

33

・令和３年度（２０２１年）台風に備え、
排水機場エンジン稼働までの操作確
認を行った状況。

・埼玉県から操作委託を受けている
柳根排水機場の操作において、マ
ニュアルに基づく操作確認を行った
状況。

２）③ 一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための排水活動の取組


