
 

 

 

 

 

 

 

 

 

八王子市地域防災計画 
（令和４年修正） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《概要版》 



 

 

■□目 次■□ 

 

１．はじめに【総則】 .................................................................................................................................. 1 

２．災害に備えて【災害予防計画】 ................................................................................................... 16 

３．いざというときの防災活動【応急対策計画】 ........................................................................ 25 

  [震災応急対策計画・風水害応急対策計画・危機管理（大規模事故等応急対策）計画] 

４．災害からの復旧・復興【復旧復興計画】 ................................................................................. 38 

５．東海地震等に備えて【東海地震等対応計画】 ........................................................................ 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

１．はじめに【総則】 

(１)計画の策定方針 

◆計画の目的（地域防災計画とは） 

地域防災計画とは、災害対策基本法第 42 条及び八王子市防災会議条例第２条の規定に基

づいて、八王子市防災会議（会長：八王子市長）が市域の防災に関する業務や対策などを定

めた総合的かつ基本的な計画です。 

計画では、市民の生命、身体及び財産を災害などから保護することを目的とし、八王子市

を主体に、東京都、警視庁、東京消防庁などの防災関係機関、及び市民等との連携により、

八王子市の防災力の向上及び減災を図る対策などを定めています。 

 

◆計画の前提 

本計画は、本編第５章に掲げる「被害想定」、東日本大震災や平成２８年熊本地震など近

年発生した大規模地震、平成２６年２月大雪、平成２７年９月関東・東北豪雨や平成２９年

台風第２１号、令和元年東日本台風などの風水害から得た教訓や、新型コロナウイルス感染

症の流行に伴う課題など、近年の社会経済情勢の変化、及び市民・市議会などの提言を反映

し策定しました。 

 防災対策については、被災者の視点に立って対策を推進し、特に高齢者、障害者、女性、 

子どもなどに対しては、よりきめ細かい配慮が必要となります。東日本大震災以降、防災に 

関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性の参画を拡大し、男女双方など多様 

な性の在り方に配慮した防災対策を推進していくことや、近年の災害で、本来避難すべき避 

難指示等のタイミングで避難せず逃げ遅れにより被災する者が多く発生した状況を踏まえ、 

国の防災基本計画及び東京都地域防災計画の見直しや災害対策基本法の改正が行われており、 

市としてもこうした動向を踏まえて計画を策定しました。 

こうしたことから、災害時に住民が「自らの命は自らが守る」との自覚をもって避難行動

をとり、行政はそれを全力で支援するという、住民主体の取組強化による防災意識の高い社

会の構築に向けた防災対策を推進します。 

 

◆計画で扱う災害の範囲 

 

 

 

(1) 地震災害      (2) 風水害      (3) 大規模事故等 

(4) 火山災害      (5) 原子力災害    (6) 新型インフルエンザ等の特に警戒

が必要な感染症 
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(２)計画の体系 

八王子市地域防災計画は、次のような構成になっています。 

 

八

王

子

市

地

域

防

災

計

画 

 第１編 総則 
計画の理念、市及び防災機関の業務大綱、被害想定や減災目標など、計画全般に関

わる事項を内容としています。  

  

 第２編 災害予防計画 
耐震改修の促進や自主防災組織、町会・自治会等が行う訓練への支援など、災害の

事前対策として平常時に行う防災関連施策をとりまとめています。  

  

 第３編 震災応急対策計画 
発生した場合に最も大きな被害をもたらす震災時の応急対策についてとりまとめて

あり、すべての災害応急対策の基本となります。  

  

 第４編 風水害応急対策計画 
台風、大雨、土砂災害等の風水害時の対策についてとりまとめてあり、警戒段階か

ら応急対策までの総合的な計画としています。  

  

 第５編 危機管理（大規模事故等応急対策）計画 
危険物事故、大規模事故、火山災害、原子力災害、新型インフルエンザや新型コロ

ナウイルス等の未知の感染症に対する応急対策を包含する計画としています。  

  

 第６編 復旧復興計画 
災害発生後の復旧復興に関する基本的事項をとりまとめてあり、東京都と市の役割

分担や復興体制、スケジュール、復興対策案などを内容としています。  

  

 付編 警戒宣言等対応計画 
「東海地震」に係る警戒宣言発令時の対応を内容としており、東海地震情報発表時

の情報連絡や混乱防止措置等が中心となっています。  
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(３)市の責務 

市は、その組織及び機能を挙げて災害対策を講ずるとともに、市民の自発的な自主防災組

織の充実を図り、この八王子市地域防災計画に基づいて、災害の発生、又は災害の拡大を防

止する対策の的確かつ円滑な実施に努めます。 

 

◆市の業務大綱 

（災害予防） 

１ 市防災会議及び市災害対策本部に関すること 

２ 防災に関する組織の整備に関すること 

３ 防災都市づくり事業の推進に関すること 

４ 防災に関する施設及び設備の整備、点検に関すること 

５ 災害対策用資器材及び物資の備蓄、整備に関すること 

６ 市域に存する公共的団体及び自主防災組織の育成、指導並びにボランティア環境整備に

関すること 

７ 事業所防災に関すること 

８ 防災知識の普及と防災に関する教育及び訓練の実施に関すること 

９ 過去の災害から得られた教訓を伝承する活動の支援に関すること 

 

（災害応急対策） 

１ 災害に関する情報の収集、伝達及び被害の調査に関すること 

２ 避難の指示等及び誘導に関すること 

３ 災害時広報及び災害相談の実施に関すること 

４ 被災者に対する救助及び救護措置に関すること 

５ 緊急輸送の確保に関すること 

６ 消防及び水防に関すること 

７ 公共施設・設備の応急復旧に関すること 

８ 医療、防疫、保健衛生、文教、給水等の応急措置に関すること 

９ 外出者の支援に関すること 

10 ボランティアの支援に関すること 

11 防災関係機関との連絡調整に関すること 

12 その他災害発生の防御又は拡大防止のための措置に関すること 

 

（災害復旧・災害復興） 

１ 被災者の生活再建支援に関すること 

２ 施設の災害復旧に関すること 

３ 災害復興に関すること 
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(４)市民・事業者の基本的責務 

◆自助・共助・公助 

市は、災害から多くの生命や財産を守るために、次の３つの理念を重視します。 

 

１ 「自らの生命は自らが守る」という自己責任原則による自助の考え方 

２ 他人を助けることのできる市民の地域における助け合いによって「自分たちのまちは自

分たちで守る」という共助の考え方 

３ この二つの理念に立つ市民と公助の役割を果たす行政とが、それぞれの責務と役割を明

らかにした上で、連携を図っていくことが欠かせないという考え方 

 

◆市民・事業者の基本的責務 

「自助、共助、公助」の理念を推進するために、東京都地域防災計画に準じて市民、事業

者の基本的責務を次のとおり定め、これに基づき、防災対策の推進を図ります。 

 

市 民 １ 市民は、震災時の被害を防止するため、自己の安全の確保に努めるととも

に、相互に協力し、市民全体の生命、身体及び財産の安全の確保に努めなけ

ればならない。 

２ 市民は、次に掲げる事項について、自ら震災に備える手段を講ずるよう努

めなければならない。 

(1) 建築物その他の工作物の耐震性及び耐火性の確保 

(2) 家具類の転倒・落下・移動の防止 

(3) 出火の防止 

(4) 初期消火に必要な用具の準備 

(5) 飲料水及び食糧の確保 

(6) 避難の経路、場所及び方法並びに徒歩による帰宅経路についての確認 

(7) 家族その他の緊急連絡を要する者との連絡手段の確保 

３ 市民は、震災後の市民生活の再建及び安定並びに都市の復興を図るため、

地域社会を支える一員としての責任を自覚し、震災後においては、相互に協

力し、事業者、ボランティア及び市その他の行政機関との協働により、自ら

の生活の再建及び居住する地域の復興に努めなければならない。 

４ 市民は、市その他の行政機関が実施する震災対策事業に協力するとともに、

自発的な震災対策活動への参加、過去の震災から得られた教訓の伝承その他

の取組により震災対策に寄与するよう努めなければならない。 
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事 業 者 １ 事業者は、市その他の行政機関が実施する震災対策事業及び前項の市民が協

働して行う地域の復興に関する活動に協力するとともに、事業活動にあたって

は、その社会的責任を自覚し、震災の防止、震災後の市民生活の再建及び安定

並びに都市の復興を図るため、最大の努力を払わなければならない。 

２ 事業者は、その事業活動に関して震災時の被害を防止するため、事業所に来

所する顧客、従業者等及び事業所の周辺地域における住民（以下「周辺住民」

という。）並びにその管理する施設及び設備について、その安全の確保に努め

なければならない。 

３ 事業者は、東京都帰宅困難者対策条例（平成 25 年４月施行）に基づき、震

災時には、施設の安全等を確認した上で、従業者を事業所内に待機させるなど、

一斉帰宅の抑制に努めなければならない。そのため、あらかじめ、従業者の３

日分の飲料水及び食糧等を備蓄するよう努めなければならない。 

４ 事業者は、あらかじめ、従業者との連絡手段の確保に努めるとともに、従業

者に対して、家族等との連絡手段を確保すること、避難の経路、場所及び方法

並びに徒歩による帰宅経路の確認等の周知徹底に努めなければならない。 

５ 事業者は、その管理する事業所の周辺地域における震災を最小限にとどめる

ため、周辺住民に対する震災対策活動の実施等、周辺住民等との連携及び協力

に努めなければならない。 

６ 事業者は、その事業活動に関して震災を防止するため、東京都及び区市町村

が作成する地域防災計画を基準として、事業所単位の防災計画(以下「事業所防

災計画」という。)を作成しなければならない。 

 

(５)市の概況 

◆位置 

本市は、東京都心から 40 ㎞圏にあり、東京都の西端部に位置しています。 

市役所（元本郷町三丁目 24 番１号）の位置及び本市の隣接市町村は、次のとおりです。 

 

市役所の位置 

東経  139°18′5７″ 

北緯  35°40′00″ 

海抜 126.46ｍ 

隣接市町村 

東 日野市、多摩市 

西 檜原村、神奈川県相模原市 

南 町田市、神奈川県相模原市 

北 あきる野市、福生市、昭島市 
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◆面積、広ぼう及び海抜 

市の面積、広ぼう及び海抜は次のとおりで、多摩 26 市の合計面積の約 24％を占めていま

す。 

 

市 全 体  

広 ぼ う  

周 囲   95.8 ㎞ 

東 西   24.3 ㎞ 

南 北   13.4 ㎞ 

海 抜 
最 高   862.7ｍ 

最 低   63.0ｍ 

面 積 市全体  186.38 ㎞２ 

事 務 所  

別 面 積  

本 庁 12.838 ㎞２ 元八王子 12.781 ㎞２ 

浅 川 26.339 ㎞２ 恩 方 37.283 ㎞２ 

由 木 7.816 ㎞２ 川 口 24.290 ㎞２ 

由 木 東  4.086 ㎞２ 加 住 14.515 ㎞２ 

南 大 沢  9.474 ㎞２ 由 井 8.625 ㎞２ 

横 山 6.192 ㎞２ 北 野 5.853 ㎞２ 

館 8.124 ㎞２ 石 川 8.094 ㎞２ 

（市資料 令和３年 4 月 1 日現在） 

 

◆地形、地質 

市域は、西から東へゆるく傾斜した小規模な盆地状の地形をなしています。 

本市を流れる河川は、西高東低の地形にしたがって、ほぼ東方へ流れ、小河川を集めて浅

川となり、多摩川に合流します。本市の低地はこのような河川による侵食によってできたも

ので、市街地は浅川などの流域にあります。 

市街地の北方にある加住丘陵は、西方から流れる谷地川によって南北に分けられ、加住北

丘陵の北方は多摩川に、加住南丘陵の南方は川口川に接しています。川口川と北浅川に挟ま

れた川口丘陵が、また、北浅川と南浅川に挟まれた船田丘陵が東方へ突き出しています。南

浅川の南方には小比企丘陵があり、その南東は湯殿川を挟んで多摩丘陵があります。 

 

(６)被害想定及び市域の災害危険性 

◆地震(被害想定) 

平成 23 年３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）では、震源から

遠く離れた東京においても、液状化や大量の帰宅困難者の発生といった被害が生じました。

このため、東京都は、客観的なデータや最新の科学的知見に基づき被害想定の見直しを行い、

平成 24 年４月「首都直下地震等による東京の被害想定」を東京都防災会議で決定しました。 
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その中で想定されている地震は、「東京湾北部地震（Ｍ 7.3）」、「多摩直下地震（プレ

ート境界多摩地震）（Ｍ 7.3）」、「元禄型関東地震（Ｍ 8.2）」、「立川断層帯地震（Ｍ 

7.4）」の４つです。 

多摩直下地震では、市域の 40.3％で震度６強以上の揺れが想定され、本市に最も大きな被

害を及ぼします。また、立川断層帯地震では、震度７の揺れの範囲が最も広く、市域の 1.7％

が想定されています。 

こうしたことから、「立川断層帯地震（Ｍ 7.4）」を視野に入れつつ、「多摩直下地震（プ

レート境界多摩地震）（Ｍ 7.3）」を、本市の想定地震とします。 

 

種 類 震 源 規 模 震源の深さ 

多摩直下地震 

（プレート境界多摩地震） 
東京都多摩地域 Ｍ7.3 約 20km～35km 

立川断層帯地震 東京都多摩地域 Ｍ7.4 約 2km～20km 

 

【想定された地盤の震動・液状化】 

多摩直下地震が発生した場合、本市では、震度７から震度５強の揺れが想定されています。 

北東部の一部で震度７が想定されていますが、北東部及び南東部は広い範囲で震度６強か

ら６弱となっています。山間部を含む市域の西側は、震度５強となっています。 

また、液状化の可能性がある地域は、市南部の大栗川上流付近の一部、及び湯殿川沿いの

一部、市北部の谷地川沿いの一部、及び浅川の一部が、指摘されています。 

 

【想定される被害】 

多摩直下地震、立川断層帯地震が発生した場合、想定される各種被害は、次のとおりです。 
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8m/s 4m/s 8m/s 4m/s 8m/s 4m/s
３以下

4
５弱
５強
６弱
６強
7

木造
非木造
計
ゆれ
液状化

急傾斜地崩壊
計
ゆれ
液状化

急傾斜地崩壊
木造
非木造
木造
非木造

44 44 24 24 15 15
4.6 4.5 1.7 1.7 1.2 1.1

倒壊建物を含む 6,599 6,428 2,520 2,454 1,668 1,622
倒壊建物を含まない 6,311 6,148 2,410 2,347 1,595 1,551

計 443 438 321 319 477 476
ゆれ・液状化建物被害 291 291 250 250 415 415

急傾斜地崩壊 16 16 16 16 20 20
火災 135 130 54 53 41 40

ブロック塀等 1 1 1 1 1 1
屋外落下物 0 0 0 0 0 0

屋内収容物（参考値） 6 6 6 6 9 9
計 5,341 5,295 4,714 4,708 6,363 6,358

ゆれ・液状化建物被害 4,672 4,672 4,426 4,426 6,140 6,140
急傾斜地崩壊 20 20 19 19 25 25

火災 594 548 214 208 143 138
ブロック塀等 51 51 51 51 51 51
屋外落下物 4 4 4 4 4 4

屋内収容物（参考値） 137 137 144 144 175 175
計 763 750 622 620 823 822

ゆれ・液状化建物被害 567 567 532 532 751 751
急傾斜地崩壊 10 10 10 10 12 12

火災 166 153 60 58 40 39
ブロック塀等 20 20 20 20 20 20
屋外落下物 0 0 0 0 0 0

屋内収容物（参考値） 30 30 31 31 39 39
発生数（人） 128,646 128,068 114,821 114,595 111,931 111,775
発生数（人） 83,620 83,244 74,633 74,487 72,755 72,654
発生数（人） 45,026 44,824 40,187 40,108 39,176 39,121
滞留者数（人） 489,631 489,631 489,631 489,631 - -

徒歩帰宅困難者数（人） 146,971 146,971 146,971 146,971 - -
195 194 188 188 186 186

死者数（人） 216 214 150 149 195 195
発生数（人） 2,060 2,060 1,935 1,935 2,729 2,729

206 206 197 197 195 195
249 248 231 231 228 227

15.1% 15.0% 12.7% 12.7% 12.2% 12.2%
4.6% 4.4% 2.0% 2.0% 1.5% 1.4%

ブロック内全域でSI値が60kine超

ブロック内1/3でSI値が60kine超

※（全般）小数点以下の端数処理の四捨五入により合計値が内訳と合わない場合がある。

災害要援護者

避難生活者数

自力脱出困難者

震度別面積率　（％）

死
者
数

（
人

）

急傾斜地崩壊危険箇所（箇所）

原因別建物半壊棟数
(棟)

焼失率（%）

想　　定　　地　　震

地震の規模　（マグニチュード）
発生条件・時刻
風　　速　（ｍ/ｓ）

夜間人口　　（人）
昼間人口　　(人)
面　　積　　（k㎡）

6,072
688

8
238

15,992
15,034

35,966

冬の昼１２時 冬の朝５時

0.0%

39.4%
20.3%

上水道（断水率・％）
下水道（下水道管きょ被害率・％）

低圧ガス供給支障率・％

多摩直下地震（プレート境界多摩地震）

580,053人
549,417人

186.3
Ｍ７．３

冬の夕方１８時

建物棟数　（棟）

30.8%
100.0%

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

被
　
　
　
害

電力（停電率・％）
通信（固定電話不通率・％）

震災廃棄物体積（万㎥）

31.2%
28.8%

通信（携帯電話不通分布） －

震災廃棄物重量　（万トン）

焼失棟数（棟）

負
傷
者
数

（
人

）

エレベーター閉じ込め台数　（台）

帰宅困難者数

ゆれ　建物半壊棟数
（棟）

13,217
1,817
509

火
 
災

出火件数　（件）

人
 
的
 
被
 
害

避難人口

疎開者人口

う
ち
重
傷
者
数

40.1%
0.2%

118,849

419

ゆれ　建物全壊棟数
（棟）

7,006
6,760

539

原因別建物全壊棟数
(棟)
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8m/s 4m/s 8m/s 4m/s 8m/s 4m/s
３以下

4
５弱
５強
６弱
６強
7

木造
非木造
計
ゆれ
液状化

急傾斜地崩壊
計
ゆれ
液状化

急傾斜地崩壊
木造
非木造
木造
非木造

32 32 18 18 11 11
2.4 2.3 1.1 1.0 0.7 0.7

倒壊建物を含む 3,451 3,322 1,525 1,462 1,043 1,000
倒壊建物を含まない 3,353 3,227 1,482 1,420 1,013 972

計 275 273 210 209 314 313
ゆれ・液状化建物被害 190 190 163 163 270 270

急傾斜地崩壊 13 13 13 13 17 17
火災 71 68 33 32 26 25

ブロック塀等 1 1 1 1 1 1
屋外落下物 0 0 0 0 0 0

屋内収容物（参考値） 6 6 6 6 9 9
計 3,905 3,893 3,502 3,495 4,840 4,835

ゆれ・液状化建物被害 3,547 3,547 3,326 3,326 4,703 4,703
急傾斜地崩壊 16 16 16 16 21 21

火災 297 285 114 108 71 67
ブロック塀等 42 42 42 42 42 42
屋外落下物 2 2 2 2 2 2

屋内収容物（参考値） 138 138 145 145 177 177
計 478 475 405 403 537 536

ゆれ・液状化建物被害 371 371 348 348 490 490
急傾斜地崩壊 8 8 8 8 10 10

火災 83 80 32 30 20 19
ブロック塀等 16 16 16 16 16 16
屋外落下物 0 0 0 0 0 0

屋内収容物（参考値） 30 30 32 32 39 39
発生数（人） 106,673 106,235 100,157 99,942 98,523 98,380
発生数（人） 69,337 69,053 65,102 64,962 64,040 63,947
発生数（人） 37,335 37,182 35,055 34,980 34,483 34,433
滞留者数（人） 489,631 489,631 489,631 489,631 - -

徒歩帰宅困難者数（人） 146,971 146,971 146,971 146,971 - -
163 162 159 159 158 158

死者数（人） 134 133 98 97 128 128
発生数（人） 1,348 1,348 1,268 1,268 1,782 1,782

147 146 142 142 141 141
179 179 171 171 169 169
9.6% 9.5% 8.4% 8.4% 8.1% 8.1%
2.5% 2.4% 1.2% 1.2% 0.9% 0.9%

ブロック内全域でSI値が60kine超

ブロック内1/3でSI値が60kine超

＊小数点以下の端数処理の四捨五入により合計値が内訳と合わない場合がある。

震災廃棄物体積（万㎥）

出火件数　（件）
焼失率（%）

疎開者人口

う
ち
重
傷
者
数

負
傷
者
数

（
人

）

エレベーター閉じ込め台数　（台）
災害要援護者

震災廃棄物重量　（万トン）

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

被
　
　
　
害

電力（停電率・％）
通信（固定電話不通率・％）

上水道（断水率・％）
下水道（下水道管きょ被害率・％）

低圧ガス供給支障率・％

通信（携帯電話不通分布）

想　　定　　地　　震

地震の規模　（マグニチュード）
発生条件・時刻
風　　速　（ｍ/ｓ）

昼間人口　　(人)
面　　積　　（k㎡）

ゆれ　建物全壊棟数
（棟）

4,417

450

原因別建物半壊棟数
(棟)

夜間人口　　（人）

震度別面積率　（％）

Ｍ７．４
冬の夕方１８時

建物棟数　（棟）

原因別建物全壊棟数
(棟)

50.3%
31.8%
26.9%

―
5.9%

立川断層帯地震

580,053人
549,417人

186.3

冬の昼１２時

28.2%
26.9%

11,688

冬の朝５時

3

458

4,617

1.7%
118,849
35,966

23.5%

19.7%

自力脱出困難者

197
13,581
12,973

158

1,286

人
 
的
 
被
 
害

3,960

509

焼失棟数（棟）

帰宅困難者数

ゆれ　建物半壊棟数
（棟）

死
者
数

（
人

）

避難人口

急傾斜地崩壊危険箇所（箇所）

火
 
災

避難生活者数
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【地域危険度】 

東京都では、地震に関する地域危険度を定期的に調査公表しており、平成 30 年 2 月に公

表された「地震に関する地域危険度測定調査（第８回）」によると、総合危険度ランクが 5

段階のうち、本市はランク３の町丁目が 4地区あるがそれ以外の地区は、ランク１・２の低

い評価となっています。 

 

◆風水害 

市域には、多くの河川や水路が存在し、河川等の洪水による水害は、河川整備が進むにつ

れて減少しています。河川整備の状況は、整備計画に対して国の管理区間では堤防整備率が

約 54％、東京都の管理区間では約 69％となっています。 

水害の危険性については、関東地方整備局が、「想定しうる最大規模の降雨（48 時間雨

量 588 ㎜）」があった場合、河川の氾濫による浸水を「多摩川・浅川・大栗川の洪水浸水想

定区域図」として平成 28 年 5 月に公表しています。 

その他、東京都管理河川のうち、浅川上流、醍醐川、山入川、小津川、城山川、大沢川、

御霊谷川、南浅川、案内川、川口川、山田川、湯殿川、兵衛川、谷地川、大栗川、大田川に

ついては、令和2年（2020年）1月に、秋川については令和２年（2020年）8月に想定雨

量を「想定しうる最大規模の降雨（総雨量690㎜、時間最大雨量153㎜）」とする浸水予想

区域図を公表しています。浸水予想区域図は、想定しうる最大規模の降雨があった場合に、

河川からあふれた水（溢水）と地盤高が低い場所や下水道で処理しきれない所に溜まる水（内

水）を考慮しています。 

また、関東地方整備局が公表した浸水想定区域の範囲において、東京都と同一の想定で地

盤高が低い場所や下水道で処理しきれない所に溜まる水（内水）の浸水予想を、市独自に行

い、令和3年9月に内水浸水予想区域図を公表しました。 

これらの浸水想定（予想）によると、多摩川は高月町及び平町から小宮町にかけての一部

地域が、浅川（国直轄区域）は萩原橋付近から日野市境までの河川沿いの区域が浸水するも

のと想定されているなか、高月町及び平町から小宮町にかけての一部地域では浸水深が

「5.0m以上」となる区域が見られるほか、各河川沿いの一部地域及び地盤高が低い場所では

浸水深が「1.0～3.0ｍ」となる区域が見られます。 

また、建築様式が多様化したことにより個人の住宅等でも半地下式の駐車場や地階を持つ

ものが増えてきており、本市においてもかなりの数が存在しているものと想定されることか

ら、記録的な豪雨や局所的な集中豪雨があった場合の危険性は内在していると考えられます。 

「令和元年東日本台風」では、八王子市では初となる大雨特別警報が発表され、日降水量

としては1976年の統計開始以来、年間を通じて第1位となる392.5㎜（アメダス八王子）、

最大1時間降水量においては10月としては第1位となる47.0㎜の記録的な大雨となり、市内

における人的被害は1件もなかったものの、市内187か所で土砂崩れが発生したほか、建物

の全壊10棟、大規模半壊3棟、半壊12棟、一部損壊（準半壊）48棟、一部損壊（10%未満）

163棟、床上浸水25棟、床下浸水70棟など、市民生活に大きな影響をもたらす被害があり

ました。 
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このような台風や近年多発しているゲリラ豪雨等の風水害においては、市民自らが日頃住

んでいる地域の危険個所などをあらかじめ把握しておくことが、的確な避難（自主避難）に

有効であること、地域に密着している地元消防団による迅速な避難誘導が被害を最小限にと

どめるための大きな力となることなどを教訓として学ぶことができました。そこで、今後は

平時におけるこうした取組を進めていくことが重要であることを改めて認識したところです。 

今後は、河川・水路・公共下水道（雨水）整備などの流下施設対策や雨水貯留浸透施設の

設置などの雨水流出抑制施策の推進とともに、水位・雨量情報の提供やハザードマップの周

知、避難訓練等のソフト対策を総合的治水対策として展開することが不可欠です。 

 
◆土砂災害 

 

市域における土砂災害発生の危険性のある地域は、市西部の山地部と丘陵地の人工改変地

があげられます。 

西部の山地部は、道路などの法面を除けば、大規模な人工がけは少ないものの、宅地周囲

の人工がけは多数あり、土石流による被害も考慮すると、住家に影響のある斜面は著しく広

いものとなります。 

また、市域東部のかなり広い地域を占める丘陵地は、1960 年代から 1970 年代に多数の

開発が行われ、丘陵地の標高は 100 メートルから 200 メートルで、多数の谷により樹枝状

に浸食され、開析が進んでいるため、起伏はかなり大きくなっています。そのため谷埋め地

や切り盛り地盤が多く、土砂災害の発生する可能性のある箇所は少なくありません。 

そこで、土砂災害（がけ崩れ、土石流、地すべり）から国民の生命を守るため、土砂災害

警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12 年５月８日法律第 57

号）が制定され、現在市内でも、東京都によって、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区

域の指定が行われています。区域指定は、土砂災害のおそれがあるとされる土砂災害警戒区

域（イエローゾーン）と土砂災害により市民に大きな被害が生じるおそれがあるとされる土

砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）に二分され、さらに、がけ崩れ、土石流、地すべりの

3 要素別に分類されて指定されます。 

本市では、平成 30年 3 月で市内全域の土砂災害警戒区域の指定が完了しました。土砂災

害防止法では、おおむね５年ごとに地形の改変など社会情勢の変化を反映させるための基礎

調査を行うこととされており、東京都が現地調査を行い、地形や構造物の状態等に変化があ

った場合には、調査結果に基づき区域の指定・変更が行われます。 

 

◆雪害 

 平成 26 年 2 月には、寒気の影響で低温となった日が多く、８日、14 日からと２度にわ

たる大雪に見舞われました。８日から９日にかけては低気圧が日本の南岸を発達しながら通

過したことから広い範囲で大雪や大雨となりました。14 日から 15 日にかけては日本の南海

上を低気圧が発達しながら通過した影響で関東甲信地方は記録的な大雪となり、本市におい

ても独自観測で、最大積雪量 50.5cm を記録し、過去の最大積雪量 44cm（昭和 43 年２月

16 日）の記録を更新しました。 



 

12 

◆複合災害 

市内には、土砂災害特別警戒区域等が分布しています。仮に地震時に斜面崩壊等が生じな

かった場合においても、地盤の緩みやひび割れ等が生じている場合もあり、特に、地震発生

時期が梅雨期間前であった場合などには、その後の長雨や集中豪雨により、斜面崩壊等が生

じる可能性があります。 

また、梅雨期や台風シーズンなど降雨期に地震が発生した場合、雨水ポンプ場等の雨水管

路施設の流下・排水機能が低下し、生活空間に浸水被害が発生する可能性があります。 

 

◆感染症 

 
新型インフルエンザや感染力の高い未知の感染症等の特に警戒が必要な感染症が流行して

いる場合には、避難所の避難者や災害対応に従事している者に感染が広まってしまう可能性

があります。 

 

(７)防災ビジョン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害の軽減を図るため３つの理念「備える」「支える」「つなげる」を掲げ、防災対策を推進しま

す。 

 
 

柱１ 

備える 

柱２ 

支える 

柱３ 

つなげる 
 

減災へ向け、ハード、組織、人材などの面

で充分な準備を行う。同時に、災害時に迅

速な行動ができる体制づくりを進める。 

要配慮者などへの積極的な支援をはじめ、

被災者のニーズに沿った生活支援等の対

応を行う。 

多摩地域をはじめとする近隣自治体や、よ

り広域的な視点に立った自治体間等共助

体制との連携に加え、市民やボランティア

など連携促進行う。 
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≪柱１ 備える≫ 

主な施策 具体的な事項 

① 減災目標に対する取り組み 

② 備蓄・物資配送対策の推進 

③ 情報通信の確保 

④ 減災へ向けたまちづくり 

⑤ 平常時からの防災コミュニティ

構築 

⑥ 原子力災害等への対応 

⑦ 感染症対策 

① 災害シミュレーションの結果を反映した、減災目標に

対する取り組み 

② 食糧、飲料水、毛布等の確保及び物資配送体制の充実 

③ 市民等への情報提供手段の充実 

④ 市民の的確な防災行動に繋がる情報提供の充実 

⑤ 震災に強い施設、住宅づくりの推進 

⑥ 自主防災組織を中心とした防災リーダーの育成及び

防災のまちづくりの推進 

⑦ 実践的な防災訓練によるコミュニティ単位での防災

力向上 

⑧ 地区防災計画の策定の促進と、策定に向けた地域への

支援 

⑨ 避難所における感染症対応の体制整備 

⑩ 放射性物質に係る正確な情報提供の推進 

≪柱２ 支える≫ 

主な施策 具体的な事項 

① 要配慮者対策の推進 

② 共助の活性化 

③ 避難者対策の充実 

④ 医療対策の充実 

① 要配慮者（高齢者・障害者・妊産婦及び乳幼児など）

への特性に沿った積極的な支援の実施 

② 自助から共助へ市民が主体となった支えあい体制の

構築 

③ スタンドパイプの活用による初期消火体制の強化 

④ 女性の視点を踏まえた避難所の管理運営体制の構築 

⑤ 八王子市中心部の災害医療体制の充実（災害拠点病院

の新規指定を東京都に働きかける） 

⑥ 医療機関等の連携促進（市災害医療コーディネーター

を中心とした情報連携） 

⑦ 必要な医療を迅速・的確に提供するための医療体

制・医薬品等の確保 

⑧ 早期の生活復旧へ向けた被災調査の迅速化 

≪柱３ つなげる≫ 

主な施策 具体的な事項 

① 広域での防災体制整備 

② 滞留者対策の推進 

③ ボランティアなどとの連携体制

の整備 

④ 外部機関等への災害に関する円

滑な情報提供 

① 他自治体等からの受援に係る体制の構築 

② 他自治体・事業者との連携によるライフラインの確保 

③ 鉄道等輸送関係事業者や駅周辺集客施設事業者等と

の連携強化 

④ 民間等との連携による一時滞在施設の確保 

⑤ ボランティアの受け入れ体制の構築、市民要望への的
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確な対応 

⑥ 大学コンソーシアム八王子を活用した大学等との連

携強化 

⑦ 情報関係事業者等との連携による支援情報の確実な

発信 

 

(８)減災目標 

減災目標の前提として、東京都が被害想定をした４つの地震のうち、市域の 40.3％で震度

６強以上の揺れが想定され被害が最大となる「多摩直下地震」を採用しています。 

 

≪目標１ 死者の６割減≫ 

１－１ 住宅の倒壊による死者の６割減 

○ 多摩直下地震Ｍ7.3、冬の朝５時・風速８m/s のケースで、揺れ･液状化建物被害を原因

とする死者は 415 人となっているが、減災対策を講じて６割減の 166人とする。 

【減災対策】 

① 建物の耐震化 

② 家具類の転倒・落下・移動防止対策の推進 

③ 救出・救助・救護体制の強化 

④ 情報伝達手段の多様化、迅速化 

 

１－２ 火災による死者の６割減 

○ 多摩直下地震Ｍ7.3、冬の夕方 18 時・風速８m/s のケースで、火災を原因とする死者

は 135 人となっているが、減災対策を講じて６割減の 54 人とする。 

【減災対策】 

① 住宅・建築物・沿道の不燃化と消防活動困難区域の解消 

② 消防力の充実・強化 

③ 市民や事業所の火災対応力の強化 

④ 救出・救助・救護体制の強化 

 

≪目標２ 避難者の４割減≫ 

住宅の倒壊や火災による避難者を４割減 

○ 多摩直下地震Ｍ7.3、冬の夕方 18 時・風速８m/s のケースで、建物被害やライフライ

ン被害に伴う避難人口は 128,646 人（避難生活者 83,620人、疎開者人口 45,026人）

となっているが、これを４割減の 77,188人とする。 
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【減災対策】 

① 建物の耐震化 

② 住宅・建築物・沿道の不燃化と消防活動困難区域の解消 

③ 消防力の充実・強化 

④ 市民や事業所の火災対応力強化 

⑤ 食糧・飲料水の備蓄の推進 

⑥ 被災住宅の応急危険度判定の早期実施完了 

⑦ ライフラインの早期復旧 

 

≪目標３ 建築物の全壊・焼失棟数の６割減≫ 

○ 多摩直下地震Ｍ7.3、冬の夕方18時・風速８m/sのケースで、全壊・焼失棟数は、13,317

棟（全壊数 7,006 棟、焼失数 6,311 棟）となっているが、これを６割減の 5,327 棟と

する。 

【減災対策】 

① 建物の耐震化 

② 住宅・建築物・沿道の不燃化と消防活動困難区域の解消 

③ 消防力の充実・強化 

④ 市民や事業所の火災対応力強化 

 

≪目標４ 帰宅困難者の安全確保≫ 

○ 多摩直下地震Ｍ7.3、冬の夕方 18 時のケースで、八王子市における帰宅困難者は

146,971 人となっているが、「むやみに移動を開始しない」ということを基本原則とし

て、一斉帰宅の抑制など次の対策を実施し、帰宅困難者の安全確保を図る。 

【減災対策】 

① 一斉徒歩帰宅者の発生の抑制 

② 一時滞在施設の確保 

③ 帰宅困難者への情報通信体制整備 

④ 徒歩帰宅者への支援 
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２．災害に備えて【災害予防計画】 

(１)災害に強い都市づくり 

◆地震災害の予防 

市は、地震動による被害及び地震による延焼火災などを防ぐために、建築物及び非構造部

材の耐震不燃化、マンションの耐震化助成制度の活用促進、有効なオープンスペースとして

の公園整備、農地・緑地の保全、並びに消防水利の整備などに取り組み、燃えにくく地震に

強い都市基盤の整備を計画的に推進します。 

また、地盤の液状化、がけ・よう壁・ブロック塀の倒壊、危険物の落下、家具類の転倒・

落下・移動、有毒物の漏えいなどによる被害を防ぐとともに、超高層建築物等における安全

対策、エレベーター対策、長周期地震動対策の強化を講じるために、関係機関と連携して広

報活動、啓発、安全化指導などに努めます。 

 

◆水害の予防 

市は、洪水による災害を防止するため、国や東京都と連携し河川などの整備に取り組んで

いくとともに、排水施設の整備、雨水の流出を抑制する施策の推進、アンダーパス部の冠水

事前対策並びに水防倉庫の適正配置や資器材の充実に努めます。 

また、市が管理する消火栓や水路、公共下水道（雨水）などについては、内水によって浸

水被害の予測される地区などを確認・検証し、優先度を設定しながら、全市的な雨水対策の

計画を検討、策定し整備を行います。 

 

◆土砂災害の予防 

市は、土砂災害のおそれがある斜面などに対し、東京都と連携して危険な区域の指定や防

止工事を促進するとともに、避難体制などを示したハザードマップを作成・活用し、市民等

へ情報提供を行うなど、警戒避難体制の確立を含む総合的な対策を推進します。 

 

◆雪害の予防 

市は、気象庁が発表する大雪注意報、大雪警報等の防災気象情報や降雪状況等について、

多様な手段を活用し、市民の方が適切な行動が取れるよう、情報伝達体制の構築を図るとと

もに、各道路管理者やバス事業者等と連携して除雪できる体制の整備を推進します。また、

自主防災組織に対する資器材助成の品目に除雪作業に有効な資器材の導入を行い、共助によ

る除雪体制の充実を図ります。 
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◆指定避難所（避難所）などの指定・整備 

【指定避難所（避難所）などの指定・整備】 

市は、広範囲に及ぶ火災や有毒ガスなどから身を守るために、大規模な公園などを指定緊

急避難場所（広域避難場所）として指定しているほか、災害が発生、または発生する恐れが

ある時に、災害の危険から命を守るために緊急的に避難をする場所として、市立の全小中学

校、市内の全都立高等学校などを異常な現象の※種類ごとに指定緊急避難場所（一時避難場

所）として指定・整備をしています。 

 

また、災害により家屋などが被害を受けて住めなくなった市民などの受け入れるため、市 

立の全小中学校、市内の全都立高等学校、市民センターなどを指定避難所（避難所）として

指定しています。 

注）指定緊急避難場所及び指定避難所は、地震、土砂災害、洪水等、災害種別によって指定しています。 

指定避難所（避難所）等の詳細は、八王子市のホームページまたは八王子市総合防災ガイドブックに掲載

しているハザードマップをご覧ください。 

 

【指定緊急避難場所、指定避難所以外の避難先の確保・整備】 

市は、市民が災害発生時、又は発生の恐れのある場合、時間的に余裕がないなどの理由か 

ら避難場所等への避難が困難となった場合、公共又は民間施設等を活用し、緊急的かつ一時 

的に受け入れられるよう場所の確保と体制づくりを推進します。 

 

【指定避難所（避難所）及び要配慮者関連施設の安全確保対策】 

土砂災害により被害が想定される指定避難所（避難所）及び要配慮者関連施設について、

代替施設の確保や警戒避難体制の整備等のソフト対策と併せ、必要に応じて土石流対策、地

すべり対策、急傾斜地崩壊対策のハード対策の促進について東京都へ要請します。 

 

【要配慮者用福祉避難所等の指定・整備】 

高齢者、障害者、難病患者等の要配慮者は、一般的な避難所生活には耐えられないことも

想定されます。このため市は、要配慮者のうち支援が必要と判断される方用の福祉避難所等

として、福祉関連施設等と協定を締結しており、今後福祉避難所等の更なる確保を図ります。 

※＜地震＞ 

地震災害が発生した時に、災害の危険から緊急に逃れるため、家族や近隣の避難者

が一時的に集合して様子を見る場所又は避難のための集団を形成する場所として、市

立の小・中学校及び都立高校等の校庭（屋外）を指定しています。 

＜風水害＞ 

風水害による災害が発生する恐れがあり、市が避難指示等を発令した際に、市民等

が立退き避難をする場所として市立の小・中学校、市民センター及び都立高校等の体

育館等（屋内）を指定しています。 

 



 

18 

【一時滞在施設の指定】 

市は、帰宅困難者が帰宅可能になるまで受け入れる施設として駅周辺の市施設や協定を締

結した民間施設等を一時滞在施設として指定しています。今後も駅周辺の公共施設や、民間

事業者等への働きかけにより一時滞在施設の確保に努めます。 

 

◆地域防災力の向上 

【地域住民による自主防災体制の強化】 

市は、災害による被害を軽減するために、自主防災組織や町会・自治会など地域コミュニ

ティの防災体制を強化します。その一つとして、自主防災組織は地域における防災活動の中

核を担う存在であり、このため、防災指導員育成研修会などによる防災リーダーの育成や必

要な資器材の助成を通じて、自主防災組織の結成促進及び活性化に努めています。 

 

【地区防災計画策定の推進】 

地区防災計画は、一定の地区内の居住者及び事業者（以下「地区居住者等」という。）が

共同して行う自発的な防災活動に関する計画であり、地区居住者等が策定し、提案した場合

には、市（防災会議）は、市地域防災計画との整合性が図られているか等を確認し、市地域

防災計画に認定し、自助・共助による地域の自発的な防災活動を促進します。市は、地区居

住者等が地区防災計画を策定する際には、必要に応じて助言等を行い、未策定の地区に対し

ては、計画策定に向けた普及啓発を積極的に推進します。 

 

◆多目的防災拠点の整備 

【北野多目的広場】 

16 号バイパス等の主要幹線道路に近接するオープン

スペースを災害時の地域の避難場所として機能保全に努

めています。また、マンホールトイレ、防災倉庫を活用し

た地域内輸送拠点としての機能の保全にも努めており、併

せて、災害時にはヘリコプター臨時離発着所として活用す

るほか、自衛隊の災害派遣部隊の活動拠点として位置付け

ます。 

 

◆市街地の整備 

【東京都立多摩産業交流センター】 

市は、旭町・明神町地区周辺まちづくりの推進として、都立多摩産業交流センターの整備

にあわせ、旭町・明神町地区の一体的なまちづくりを進めています。このなかで、一時的な

避難スペース等の防災機能を持った広場施設の整備を推進します。 
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【八王子医療刑務所跡地】 

市は、JR 八王子駅南口の南に位置する、八王子医療刑務所跡地を活用し、防災機能を備

えた公園として、ミュージアム、ライブラリ、交流スペースが一体となった複合機能施設の

整備を進めています。 

災害時、大規模な延焼火災等における避難場所等の強化のため、広域避難場所として指定

するほか、八王子駅周辺に滞留した帰宅困難者の受入れ対策のため、一時滞在施設として活

用ができるよう推進します。 

 

◆ライフライン施設などの災害対応力の強化 

上下水道、電気、ガス、電話、鉄道、道路などの施設につい

ては、各事業者・管理者が耐震化などの各種防災対策を推進し、

そのサービス機能の災害対応力の強化に努めます。 

 

◆再生可能エネルギーの利活用促進 

再生可能エネルギーは、災害時にも発電等が可能なことから、市内の公共施設等において、

太陽光発電や蓄電池等を用いた自立・分散型による災害時の活用方法の実現に向けた検討を

進めます。 

 

(２)災害に強い体制づくり 

◆情報の収集・伝達及び広報体制の整備・強化 

災害時に迅速・的確な情報収集と防災関係機関相互の確実な情報伝達のため、通信・連絡

手段の多ルート化を進めるとともに、市民への情報提供のための防災行政無線や J-ALERT

（全国瞬時警報システム）・緊急速報メールなどのほか、SNSを活用した災害情報発信・収

集手法の強化、孤立可能性地区への衛星

携帯電話等の配備、全避難所及び一時滞

在施設へ特設公衆電話の設置を進めます。 

また、ドローン等を活用した体制の整

備など、今後様々な資機材の活用を研究

します。 

 

 

◆消防活動、救助・救急、医療体制の整備 

【初動医療体制の整備・充実】 

市は、医療救護活動拠点等の確保、市医師会・市歯科医師会・市薬剤師会・柔道整復師会
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との連携強化、市災害医療コーディネーター・市災害薬事コーディネーターの任命と情報連

絡体制の構築、医療チームへの派遣要請体制の整備等を推進します。 

 

【消防団の機能強化・充実】 

消防団の機能を強化・充実させるため、訓練の充実、資器材確保、器具置場の耐震化、団

員の確保を行います。 

  

◆災害時の相互協力・応援体制の整備・強化 

 

【受援体制の整備】 

市は、広域かつ著しく大規模な震災の発生時において、協定等による他自治体等からの応

援を迅速かつ効果的に受けることができるよう、令和２年１月に策定した「八王子市災害時

受援応援計画」に基づいた体制の整備を図ります。 

 

【市域の大学等との協力体制の強化】 

市内には、20 以上の大学等（大学・短期大学・高等専門学校）が存在し、約９万人の学

生が学んでおり、全国でも有数の学園都市となっています。市は、こうした地域特性を活か

すため、大学コンソーシアム八王子との連携などにより、学校間における連携体制の構築や

市域の大学等の学生の力を災害時に活用できる体制の整備を図ります。 

 

【ボランティア等との災害時連携・協力体制の整備】 

災害時にボランティア等に広く協力を求めるためには、

平常時から市民活動を促進・支援し、行政との信頼関係や

連携の仕組みを構築しておく必要があります。このため、

市は、これらボランティアやＮＰＯなどとの連携・協力や

災害時の受け入れ方法及び活動拠点等について体制の整備

を図ります。 

 

【民間物流事業者等との連携の強化】 

市は、民間物流事業者等のノウハウ、マンパワー、物流施設を活用し、救援物資の供給が

迅速かつ円滑に実施できるよう、体制整備に努めます。 
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◆避難行動要支援者の避難支援体制の確立 

【避難行動要支援者の避難支援体制の強化】 

市は、内閣府が作成した「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」（令和 3

年５月改訂）に基づき、福祉関係団体等の協力を得ながら避難行動要支援者の「個別避難計

画」の作成を進め、避難行動要支援者の把握や救助体制の強化など避難行動要支援者の安全

確保に係る相互協力体制の整備を図ります。 

また、自主防災組織等を中心とした避難行動要支援者の避難支援対策に関する訓練を実施

するなど、地域の防災行動力の向上に努めます。 

 

【避難行動要支援者に関する情報の把握】 

市は、高齢者、障害者等の避難行動要支援者の安否を確認し、避難誘導を行うため、関係

機関や福祉関係団体等の協力を得ながら、平常時より避難行動要支援者に関する情報の把

握・共有、避難誘導体制の整備を図ります。 

 

【在宅人工呼吸器使用者対策の強化】 

市は、自主防災組織、町会・自治会等と連携して、平常時より在宅人工呼吸器使用者を把

握し、災害時人工呼吸器使用者リスト及びマップの作成に努めるとともに、災害時個別支援

計画の作成に努めます。 

 

◆滞留者対策 

【帰宅困難者のための一時滞在施設の確保】 

市は、帰宅困難者が帰宅可能になるまで受け入れる施設

として駅周辺の市施設や協定を締結した民間施設等を一

時滞在施設として指定しています。今後も駅周辺の公共施

設や、民間事業者等への働きかけにより一時滞在施設の確

保に努めます。 

 

【駅周辺滞留者対策の強化】 

市及び八王子駅周辺滞留者対策推進協議会は、災害関連情報等の提供を行うため、駅周辺

滞留者に交通情報・一時滞在施設の開設情報等を提供する情報拠点（八王子駅南口総合事務

所内及びクリエイトホール消費生活センター内）の設置及び対応が円滑に行えるように、初

動に必要な資器材等を配備するなど、運営体制の整備を図るとともに、※東京都帰宅困難者

対策条例について、ホームページ、パンフレット等により普及啓発に努めます。 

※ 市民は、災害時にはむやみに移動を開始せず、安全を確認した上で、職場、学校及び一時滞在施設等に待

機するとともに、家族その他の緊急連絡を要する者との連絡手段を確保し、安全確認後の徒歩帰宅に備え、

あらかじめ、徒歩による帰宅経路の確認、歩きやすい靴などその他必要な準備をする。また、事業所等は、

従業員が当該施設内に一定期間待機するために必要な水、食糧、生活必需品等の備蓄（３日分）に努めると

ともに、あらじめ、従業員との連絡手段を確保する等を定めた条例。 
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◆水の確保・給水体制、備蓄体制の整備 

【応急給水体制の構築、備蓄の充実】 

市は、東京都と連携し、市内 19 か所の災害時給水ステーシ

ョンにおける災害時の具体的な給水方法等について、市民への

周知を図ります。また、小・中学校及び市民センター等を、災

害時における市民への救援救護対策活動の拠点として整備し、

防災倉庫の設置、初期救援対策及び避難所運営のために必要な

資器材・物資等の備蓄を進めます。あわせて、市内大規模小売

店舗等との災害時協力体制の充実を図ります。 

このほか、水、食糧、簡易トイレ、その他生活必需品等について、最低３日分、出来れば

1 週間分程度を各家庭・事業所において備蓄するよう啓発を図ります。動物飼養者に対して

も、ペットフード等を備蓄するよう啓発を図ります。 

 

【要配慮者・女性の視点等に配慮した備蓄の推進】 

被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、市は、要配慮者

や女性・子どもなど様々な避難者のニーズに対応した物資（お粥や液体ミルクなど）の確保

に努めます。また、市民が各自のニーズに合ったものを備蓄するよう周知・啓発を行います。 

 

【近年の災害や新型インフルエンザ等感染症対策に必要な備蓄品の配備】 

市は、大規模停電時に活用できる蓄電池等の配備を順次行っています。また、新型インフ

ルエンザ等で避難所内における感染の拡大を防ぐため室内用テントの配備も行っており、今

後も継続的に配備を進めます。 

 

◆外国人対策の推進 

【災害時における外国人支援センターの設置・運営及びコミュニケーション支援】 

市は、災害が発生した際、必要に応じて外国人支援センターを設置し、外国人向けの情報

の収集・提供、外国人相談、語学ボランティアの派遣など、災害時における外国人への総合

的な支援を行います。また、日本語に不慣れな外国人にも必要な情報が正確に伝わるよう、

多言語化に加え、やさしい日本語やピクトグラム等の活用に努めていくほか、避難所におけ

る多言語対応の充実を図るため、コミュニケーション支援ボードや、ICT の活用を進めると

ともに、語学ボランティア等の確保・育成を行います。 
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(３)災害に強い人づくり 

◆市民相互の協力による自主防災体制の強化 

災害による被害を軽減するには、自主防災組織や町会・

自治会など地域コミュニティの防災体制を強化し、災害時

に地域住民が救出・救助、初期消火及び避難所運営支援な

どの防災活動に積極的に取り組む必要があります。とりわ

け、自主防災組織は地域における防災活動の中核として重

要なことから、市は、防災指導員育成研修会などによる防

災リーダーの育成に努めるとともに、地区防災計画策定に

向けての推進を図ります。 

 

◆防災知識の普及や意識の高揚 

市は、総合防災ガイドブックやホームページを通して、指定緊急避難場所（広域避難場所、

一時避難場所）・指定避難所（避難所）などの位置、災害時の行動基準、災害に対する備え

などを周知するほか、地域への出前講座の講師としての職員派遣や防災 DVD の貸出しなど

を行っており、今後も、市民への防災広報の充実に努めます。 

 

◆防災教育の推進 

市は、学校、幼稚園・保育園及び事業所などに対し、

地震の揺れを体験できる起震車の派遣や資料提供を

行います。また、東京都や消防署が行っている防災教

育について、広く市民への周知を図るとともに、東京

都、消防署と連携して防災教育を推進します。 

 

◆消防団の救出・救護活動能力の向上 

消防団は、消防署、市、自主防災組織や地域住民との間をつなぐ存在であり、公助を担う

消防機関であり、「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」では、将来に

わたり地域防災力の中核として欠くことのできない代替

性のない存在でもあると定めています。 

市は、消防団の応急救護資器材（担架・救急カバン等）

の増強・充実を図り、応急手当指導員等を養成するとと

もに、簡易救助器具等を整備し、地域住民に救出・救護

知識及び技術を習得させるための教育訓練を行います。 
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◆防災訓練の実施 

市は、防災関係機関と連携して毎年、総合防災訓練を行うほか、水防訓練などの個別訓練

を行います。また、市、消防団及び消防署は、要請により、自主防災組織、町会自治会等地

域住民、学校などが実施する防災訓練に対し、訓練の指導・助言及び参加を行います。 
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３．いざというときの防災活動【応急対策計画】 

[震災応急対策計画・風水害応急対策計画・危機管理（大規模事故等応急対策）計画] 

 

ここでは、災害の発生による被害を最小限にするための基本的な体制や対応について記載

しています。 

災害には、地震や大規模事故のように突発的に発生するものや、台風など、ある程度事前

予測が可能なものとがあり、被害範囲も局地的なものから広域にわたるものまで様々です。

地域防災計画は、このような災害の特性、規模などに合わせて柔軟な対策がとれるよう「震

災」、「風水害」、「危機管理（大規模事故等）」の災害種類別に作成しています。 

(１)市の防災体制 

 

 

◆災害対策本部 

地震が発生したときは、適切な対策活動を行うために、市域の震度や被害状況に応じて災

害警戒本部や災害対策本部を設置し、必要な職員の配備を行います。 

災害対策本部などでは、市と防災関係機関との調整を行い、関係職員は、定められた役割

分担に基づいて対策活動を行います。また、市の各事務所は、必要に応じ、地域における災

害対策活動拠点（事務所本部）としての役割を担います。 

なお、夜間や休日などに震度 6 弱以上の大規模地震が発生したときは、職員の参集にも多

くの時間と困難を要することが予想されるため、通常の体制とは異なる大規模地震非常体制

をとり、初期応急活動を行います。 
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◆水防本部 

台風や大雨、大雪などで災害が発生するおそれがあるときは、災害対策本部の設置前の段

階として水防本部を設置し、警戒・防御活動を行います。 

また、台風や大雨、大雪などでは、時間を追って被害が拡大していく傾向があるため、水

防本部を「水防警戒本部」と「水防対策本部」の２段階体制とし、警戒活動や局地的被害に

対処する段階から柔軟・迅速に対応を図るようにしています。 

 

◆危機管理本部 

自然災害とは別に、市民に直接影響する可能性がある鉄道・航空機などの大規模事故、テ

ロ・集団食中毒などの重大事件や緊急事態、火山災害、原子力災害、新型インフルエンザ（新

型コロナウイルス等）に対しては、危機管理本部を設置して情報収集、総合調整を行い、必

要な対応を行います。 

また、さらに状況の悪化が見込まれるときなどには、状況に応じ、災害対策本部を設置し

て、当該危機に適した救助、避難、医療救護、広報などの対策活動を行います。 

 

(２)情報収集、広報活動 

◆地震・気象情報の収集 

市内に設置された地震計や雨量計による観測データや東京都などを通じて伝達される各種

注意報・警報などにより、地震・気象情報などを迅速に把握します。 

 

◆初期の被害情報の収集 

災害初期の情報を迅速に把握し、災害対策を実施する体制を整えるため、市内各事務所を

情報収集・伝達の拠点とします。また、参集途上又は対策活動中の職員は、把握した情報を

迅速に報告するとともに、必要に応じて調査のため職員を現地に派遣します。 

なお、ドローン等による被害情報の収集が必要と認められる場合は、関係機関と連携し、

被害情報の収集を行うほか、ＬＩＮＥ等のＳＮＳも活用し、市民からの情報収集も行います。 

 

◆危険箇所情報などの収集 

大雨などにより土砂災害のおそれがある危険箇所や余震により二次災害のおそれがある危

険建物などについては、その状況を把握し、必要に応じて警戒活動や安全措置を行います。 

特に、浸水想定区域内等の要配慮者が利用する施設についての現状を把握し、施設管理者

が洪水時に適切な対応ができるよう、洪水予報等の円滑かつ迅速な伝達に努めます。 
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◆災害広報 

大規模な災害時には、防災行政無線、広報車、ケーブルテレビ、コミュニティ FM、市ホ

ームページ、防災情報メール、ソーシャルメディアなどの様々な媒体を活用して、災害情報、

被害状況、復旧の見通し、生活関連情報などについて広報します。広報に際しては、災害発

生後の時間経過に応じて必要な情報を的確に提供することに努めます。 

 

(３)応援要請 

◆自衛隊、他市町村などへの応援要請 

大規模な災害が発生し、市だけでは対応できないとき

は、東京都に自衛隊の災害派遣要請を依頼します。自衛

隊は、緊急を要する場合、その判断に基づき自主派遣し、

救援活動を行うことができます。 

また市は、相互応援協定に基づき、他市町村や民間団

体などに対して、応援・協力を要請します。 

 

◆ボランティアなどの受け入れ、支援 

大規模な災害時には、市は社会福祉協議会と連携し、災害ボランティアセンターを設置し、

一般のボランティアやＮＰＯ（非営利活動団体）の受け入れを行い、連絡調整や活動支援を

行います。 

 

(４)救助活動・消防活動 

◆救助活動 

地震など大規模な災害が発生したときは、市や警察署、消防署などの防災関係機関が連携

して被災者の救助活動を行います。 

市民、自主防災組織、事業所の皆さんは、二次災害の発生に注意しながら、連携して救助

が必要な人の発見・通報に努めるとともに、可能

な限り救助活動に協力して救助にあたりましょ

う。 
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◆消防活動 

消防署、消防団は、市民の安全確保を最重点に消火活

動を行い、全力をあげて延焼拡大の阻止に努めますが、

大規模な地震発生時には、火災が市内各所で同時発生す

ることが予想され、市民、自主防災組織、事業所などの

皆さんによる出火防止措置、初期消火活動が重要となり

ます。 

そこで、市民、自主防災組織、事業所の皆さんは、火

災が発生したときは、街頭消火器やスタンドパイプなど

を活用し初期消火活動にあたりましょう。 

 

(５)医療救護活動 

◆医療情報の収集伝達体制 

市は、医療救護活動拠点を設置し、市災害医療コーディネーター・市災害薬事コーディネ

ーターの助言を受け、市医師会、市歯科医師会、市薬剤師会・柔道整復師会及び東京都等と

連携して、人的被害及び医療機関（診療所、歯科診療所及び薬局）の被災状況や活動状況等

を把握し、市災害医療コーディネーター・市災害薬事コーディネーターに報告します。    

また、緊急医療救護所の設置状況や医療機関の活動状況を市民に周知します。 

 

◆緊急医療救護所等の設置 

市は、市災害医療コーディネーターの助言を受け、

市内の医療救護活動等を統括・調整するとともに、被

害状況に応じて、緊急医療救護所等の設置場所を決定

し、必要に応じてモバイルファマシーを活用します。 

注）緊急医療救護所の設置は、15 か所となります。詳細につ         

いては、八王子市のホームページをご覧ください。 

 

◆医療救護活動の実施 

市職員及び市医師会員等は、発災直後から負傷者が多数発生した災害現場等又は負傷者

が殺到する病院等の近接地などに緊急医療救護所を設置します。また、必要に応じて避難

所医療救護所で医療救護活動を実施します。 

 

◆重症者の搬送 

緊急医療救護所等から災害拠点病院等への重症者の搬送は、消防署等のほか、市内医療機
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関の所有する病院救急車による搬送を要請するとともに、必要に応じて市職員が、車両を確

保し搬送します。また、必要に応じ、市災害医療コーディネーターと地域災害医療コーディ

ネーターとの協議のうえ、市内病院が所有するＤＭＡＴカーや緊急医療用ヘリコプターによ

る搬送を要請します。 

 

◆被災者の保健対策 

市は、初動・応急期は、避難所からの医療相談に関する電話窓口を設置し、復旧期以降は

保健師、栄養士、歯科衛生士その他必要な職種からなる保健活動班を編成し避難所等に派遣

することで、被災者の健康保持を推進します。 

また、必要に応じて、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、助産師等による巡回診療を行い、

市の編成で不足するときは、東京都へ保健活動班の派遣を要請します。 

 

◆山間部における医療救護活動 

山間部においては、地震等により道路の寸断や通信線の断線が発生し、集落が孤立するお

それがあります。地区に医療施設がないなど十分な治療ができない状況においては、ヘリコ

プターによる搬送手段を活用し、負傷者を災害拠点病院等へ搬送するほか、医療スタッフの

派遣、医療資器材の搬送により対処します。 

 

(６)交通・輸送対策 

◆交通規制の実施 

都内に震度６弱以上の地震が発生し、かつ大規模な被害が発生したときは、警視庁により、

所定の区域又は路線に交通規制が行われ、一般の車両は通行禁止となります。 

 

◆運転者のとるべき措置 

交通規制が行われた場合は、避難などには車両は使用しない、通行禁止区域内の車両は速

やかに道路外へ移動又は道路の左側端に停車するなどの措置が必要となります。運転者は、

警察、市などが行う広報の指示に従ってください。 

 

◆緊急輸送 

緊急輸送に必要な車両、燃料などは、市で保有するもののほか、東京

都トラック協会などに協力を要請して確保します。また、緊急時におけ

る重症者の医療機関への搬送などは、ヘリコプターの派遣要請並びに臨

時ヘリポートの設置で対処します。 
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◆地域内輸送拠点の設置 

民間業者などから物資の調達や、東京都や他市町村などからの救援物資を効率良く配送す

るために地域内輸送拠点を開設し、ボランティアなどの協力を得て、物資の受け入れ、仕分

け、保管などを行います。 

 

(７)避難対策 

◆避難の指示 

避難の指示等の広報伝達は、防災行政無線、防災情報メール、緊急速報メール、ソーシャルメ

ディア、広報車、市職員・消防団員による巡回等のほか、関係地域のすべての人に伝わるように、

ケーブルテレビやテレビ･ラジオ等放送機関その他報道機関の協力を得るなど、あらゆる手段を活

用するよう努めます。また、高齢者、障害者、難病患者等の要配慮者に対しては、地域住民等

の協力を得て確実に伝達できるよう配慮します。 

 

◆避難所の開設 

避難所の開設は、市が指定している指定避難所（避難所）の中から必要に応じて開設を決

定することを基本とし、市職員が施設管理者等の協力を得て開設、教職員や避難所となる施

設の職員などと連携して避難者の受け入れを行います。避難所では、必要に応じて、飲料水、

食糧並びに毛布などの生活物資を提供するほか、災害に関する情報の提供や相談受付など、

避難生活の支援を行います。 

 

◆風水害時の避難場所開設 

風水害時における避難場所の開設は、地震時とは異なり、災害によって被害が発生する前

に災害規模を予想し、準備を進める必要があります。 
市は、開設が必要な避難場所数等は、下表のとおりに想定される災害の規模によって２段

階のプランに分け、円滑な避難場所の開設・運営を行う準備体制行います。 

※令和２年７月から災害の規模によって開設する避難場所を定め、その基準名称を「レベル１、レベ

ル２」としていたが、国が定めた避難を促す判断基準の名称「警戒レベル１から５」と混同するこ

とから令和 4 年 4 月 1 日より市が定めた避難場所を開設する基準名称を「プラン 1、プラン２」に

変更します。 

プラン 避難場所数 想定する災害の規模 

プラン

１ 

26 施設 

程度 

大雨、洪水、暴風警報の発表の可能性が高く、かつ市内に被害が

想定され、高齢者等避難または避難指示を発令する見込みが高い

場合 

プラン

２ 

43 施設 

程度 

プラン 1 の状況かつ、特別警報の可能性が示唆されているなど、

事前の気象状況等によって、市内の広範囲で明らかに大きな被害

が想定される場合 
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◆感染症流行時における避難所開設 

 新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等の特に警戒が必要な感染症が流行して

いるときに避難所を開設する際は、以下の内容に沿って集団感染を防ぐため感染防止対策の

徹底を図ります。 

１ 可能な限り多くの避難スペースの確保 

２ 在宅避難等の周知 

３ 避難者の健康状態の確認 

４ 発熱、咳等の症状が出た避難者のための専用スペースの確保 

５ 手洗い、咳エチケット等の徹底 

６ 避難所の衛生環境確保 

７ 十分な換気の実施、スペースの確保 

 

なお、感染症対策は、流行している感染症によって注意すべきことが変わることから、国

や東京都の通知に基づき柔軟な対応に努めます。 
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◆福祉避難所の開設 

市は、発災時、迅速に福祉避難所を開設できるよう、協定先施設等と連携した対応を行う

などで多様な避難所の確保に努めます。 

 

◆緊急避難先開設 

発災時、避難所等への避難が困難となった被災者の緊急的かつ一時的な避難先として、事

前に協定等で締結した公共又は民間施設等を開設します。 

なお、市民がその場に留まる期間は、周囲の危険が無くなり、自宅や避難所等に移動が可

能になった時までとします。 

 

◆避難所の運営 

避難所の運営は、避難所運営職員が教職員等の協力を得て実施します。 

避難所生活が長期化するときは、災害ボランティアセンター等と連携して、ボランティア

を活用するとともに、自主防災組織、町会・自治会等にも運営の協力を要請し、避難所運営

が円滑かつ統一的に行われるよう連携を図り、避難者自身による自主運営の形態が確立でき

るよう努めます。 

なお、運営にあたっては、多様な性の在り方を踏まえ、男女双方が参画するとともに、

責任者やリーダー等に女性を複数名加えるようなどの配慮を行います。 

 

◆避難所生活環境の整備 

市は、避難所生活環境を良好に保つとともに長期への対応として、「相談窓口の設置」「避

難所の運営における女性の参画の推進」、「男女のニーズの違い等、男女双方など多様な性

の在り方の視点等への配慮」、「静脈血栓塞栓床（エコノミークラス症候群）の発生予防に

向けた注意喚起の実施」、「同行避難動物の把握及び鳴き声や臭い等に配慮した飼育管理の

実施」、「自主運営体制の構築」、「プライバシーの保護」等の対策を行います。 

 

◆指定避難所以外の被災者への対策 

市は、在宅避難、車中泊、野外テント泊等への被災者に

係る情報把握に努め、必要な措置を講じます。また、町会・

自治会の会館等、市の指定する避難所以外の施設に避難し

ている被災者等に対しても情報収集に努め、可能な限り指

定避難所に準じて物資の提供等を行います。 
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◆滞留者対策 

市は、八王子駅周辺滞留者対策推進協議会と連携し、クリエイトホール消費生活センター、

八王子駅南口総合事務所内に情報拠点を開設し、駅周辺滞留者に交通情報、一時滞在施設の

情報などを提供するとともに、一時滞在施設の開設が必要になった場合には、あらかじめ指

定した一時滞在施設の施設管理者に開設を要請し受け入れを行います。 

 

(８) 避難行動要支援者などへの対策 

◆避難行動要支援者への支援 

市は、関係機関や福祉関係団体等の協力を得て、避難行動要支援者の安否と所在の確認を

行うとともに、必要とする支援ニーズの把握を行い、必要な介護・介護要員、資器材などの

確保に努めます。 

なお、災害対策基本法に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、

避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、

避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、避難行動要支援者

名簿の情報を提供することができることに留意します。 

 

◆外国人への支援 

市は、避難所における日本語に不慣れな外国人に対するコミュニケーションが円滑に図れ

るよう、コミュニケーション支援ボードや、ＩＣＴの活用など、避難所における多言語対応

を支援します。 

 また、日本語に不慣れな外国人の避難状況を踏まえ、必要に応じて、開設した避難所の中

から多言語支援強化施設を選定し、指定します。 

 

(９)生活救援活動 

◆飲料水などの供給 

大規模な震災により断水した場合には、最小限の飲料水

として、１日１人あたり３リットルを基準として応急給水

を行います。 

応急給水は、既設の給水所・配水所などの市内 19 か所

の給水拠点で行うことを基本としていますが、状況によっ

ては車両輸送や避難所等での給水活動を行います。 
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市内の災害時給水ステーション（給水拠点） 

 施設名 所在地  施設名 所在地 

１ 鑓水給水所 鑓水 401 ２ 西寺方給水所 西寺方町

1006-167 

３ 狭間給水所 狭間町 19９4-478 ４ 犬目第二給水所 犬目町 710 

５ 高月給水所 高月町 2240 ６ 散田給水所 散田町 2-6-1 

７ 東浅川給水所 東浅川町 674 ８ 寺田配水所 寺田町 1359-4 

９ 元八王子配水所 元八王子町

3-2750-487 

10 北野給水所 北野町 595-3 

11 南陽台配水所 南陽台 3-5-1 12 楢原給水所 楢原町 1294-3 

13 暁町配水所 暁町 3-3-1 14 久保山配水所 久保山町2-15-1 

15 大船給水所 七国 3-56-1 16 鑓水小山給水所 鑓水 2-92 

17 南大沢給水所 南大沢 4-1942 18 都立陵南公園 

（震災対策用応急給水槽） 
長房町 1572 

19 椚田ポンプ所 椚田町 545 

 

◆食糧、生活物資の供給 

避難者など自宅での生活ができなくなった市民や帰宅困難者などに対しては、必要に応じ、

避難所において食糧や毛布などの生活物資を提供します。 

これらの食糧、生活物資は、市の備蓄品や事前に協定を締結している市内の事業者などか

らの調達、他市からの救援などにより確保します。 

 

(10)住宅対策 

◆建物などの応急危険度判定 

大規模な地震が発生したときは、余震などによる二次災害を防止するため、被災した建物

や宅地を対象に応急危険度判定を行い、該当する建物などに危険、要注意などの表示を行い

ます。 

なお、応急危険度判定は、人命の安全を確保するために緊急に行うものであり、罹災証明

のための被害調査ではありません。（被害調査については、別途行うこととなります。） 
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◆仮設住宅の建設など 

災害により住宅を失い、自らの資力では住宅を確保できない被災者などのために、仮設住

宅の建設、被災住宅の修理、公共住宅・民間住宅の借り上げなどを行い、住居の確保を図り

ます。 

なお、建設型応急住宅の割り当てに際しては、地域コミュニティーなどに配慮し割り当て

ることとします。なお、必要戸数の確保が困難な場合には、東京都との調整を踏まえ区市町

村相互間で融通し合います。 

 

(11)保健衛生・清掃活動 

◆保健衛生対策 

感染症の発生等を予防するため、必要に応じて被災地や避難所の消毒などの保健衛生対策

を東京都等と連携して行います。 

また、大気汚染対策として、建物倒壊に伴う大気汚染やアスベストの飛散について市民へ

の周知を行うとともに、倒壊建物所有者及び解体施工者に対し、建物解体の際には、有害大

気汚染物資やアスベストの飛散防止に関する指導を行います。 

 

◆動物救護 

市は、東京都や獣医師会等関係団体と連携して、飼育動物の同行避難に対応するため、避

難所における避難者の飼育動物について、「飼育者と避難所責任者が協議し、避難所におけ

る動物の飼育場所を設定」「飼育動物の適正な自主管理についての広報」などの対策を行い

ます。 

 

◆災害時トイレ対策 

市は、大規模災害が発生した際に、状況に応じて避難所等

に仮設トイレ、マンホールトイレを設置します。なお、設置

にあたっては、保健衛生、生活環境、女性、要配慮者の利用

などに配慮します。また、帰宅困難者に対しては、八王子駅

などの主要駅に必要に応じ仮設トイレを設置します。 

 

◆し尿やごみの収集・処理 

市は、仮設トイレの設置状況や処理施設の被害状況、当面の処理能力等を考慮し、し尿収

集・処理計画を策定し、必要な体制を確保して、し尿収集・処理を実施します。 

また、ごみについては、「生ごみ等腐敗しやすい廃棄物については優先的に収集・処理す

ること」「一時集積場については、中間処理設備の設置等による減量化、資源の分別・リサ

イクルに努めるとともに、定期的に消毒を実施すること」などに留意して、生活ごみを収集
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車、ダンプ等で収集・搬送し、処理します。 

 

◆災害廃棄物処理 

市は、災害の状況に応じて災害廃棄物の発生量を推計するとともに、公費負担による災害

廃棄物処理の対象となる範囲を定め、「八王子市災害廃棄物処理計画」に基づき、災害廃棄

物を含めた災害廃棄物処理実行計画を策定・公表し、災害廃棄物処理マニュアルに基づき対

応します。 

 また、仮置場の設置時期や目的、分別の徹底のほか、東京都や多摩地域の市町村、または

協定締結先の他の自治体等にも災害廃棄物処理に係わる協力を広く求めます。 

 

◆遺体の安置、火葬 

災害で多数の方が亡くなられた場合は、遺体収容所を設置し、警察や医師が遺体を調べて

身元などを明らかにした上で、ご遺族に引き渡します。身元不明の遺体は、引取人の発見に

努めるとともに、引取人がない場合は、市で埋火葬を行います。 

 

(12)震災・風水害におけるその他の対策 

◆文教対策 

災害時には、園児、児童、生徒の安全確保と安否確認を行うとともに、施設や教職員など

の被害状況を把握し、学用品の支給や状況に応じた教育環境の整備を講じて、速やかな授業

などの再開を図ります。 

 

◆ライフライン施設などの対策 

上下水道、電気、ガス、電話、鉄道、道路などの施設が被害を受け、そのサービス機能が

停止又は低下したときは、各事業者、管理者などは、相互に連携・協力して、代替サービス

の提供並びに機能回復に努めるとともに、復旧措置を講じます。 

 

◆社会公共施設等の対策 

災害対策上重要な役割を果たす市庁舎、公共施設、社会福祉施設等については、災害時に

利用者等の安全確保、施設機能の保全、回復等の応急対策を行うとともに、余震等による倒

壊、部材の落下等から生じる二次災害を防止するため、各管理者が、早期に被害状況を把握

し、使用できるかどうかを応急的に判定します。 
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◆災害警備活動 

市は、警察署、消防署、自主防災組織等と連携し、放火・窃盗その他の犯罪防止のため巡

回パトロールを行います。また、災害の状況に応じて、防犯協会に対し、避難所及び被災地

における防犯活動への協力を要請します。 

 

(13)火山災害対策 

本市に被害を及ぼすおそれがある火山としては、富士山、箱根山があります。富士山、箱

根山は、今後 100 年程度の中長期的な噴火の可能性及び社会的影響を踏まえ、「火山防災の

ために監視・観測体制の充実等の必要がある火山」として、平成 21 年６月に火山噴火予知

連絡会によって選定されています。 

八王子市から富士山山頂火口までの距離があるため、溶岩流や火砕流などの被害を受ける

ことはありませんが、広範囲な降灰に起因する被害が想定されます。富士山等の噴火により、

本市に降灰等の被害が及ぶ場合は、関係機関と連携し、降灰対策を中心とした活動を行いま

す。 

 

(14)原子力災害対策 

東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故において、発電所から離れている東京に

おいても、様々な影響を受けた経験を踏まえるとともに、市内又は近隣における放射線使用

施設や核燃料物質輸送車両の事故に対応するため、災害事象別に定められた対策活動を実施

する必要があります。 

そこで、原子力災害に関する情報収集や市民への迅速で正確な情報を提供する体制を整備

し、市民の不要な混乱の防止及び市民生活の安心・安全の確保を中心とした活動を行います。 

 

(15)新型インフルエンザ等対策 

新型インフルエンザや新型コロナウイルス等の未知の感染症などの対策については、政府

による新型インフルエンザ等緊急事態宣言が出されたときには、新型インフルエンザ等対策

特別措置法（以下「特措法」という。）を受けて制定した「八王子市新型インフルエンザ等

対策本部条例」及び新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき対応します。 

また、特措法に定めの無いような感染症により、市民の健康被害や社会的影響が懸念され

るような場合には、「八王子市新型インフルエンザ等対策本部条例」及び新型インフルエン

ザ等対策行動計画に準じて対応します。 
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４．災害からの復旧・復興【復旧復興計画】 

(１)災害復旧 

◆被災者への生活再建支援 

被災した市民が、一刻も早く自力で生活できるよ

うに、市及び関係機関は、罹災証明書の発行、義援

金の受け入れ・配分、災害弔慰金や被災者生活再建

支援法に基づく支援金などの支給、災害援護資金の

貸与、租税の減免や郵便・電話料金の免除などの各

種支援措置を行います。 

 

 

 

 

 

◆罹災証明書・被災証明書の発行 

「被災証明書」の発行受付は、被災者相談窓口で

行い、「罹災証明書」の発行受付は、被災者相談窓

口とは独立した、罹災証明書発行専門の窓口を設置

し実施します。 

罹災証明発行等体制の整備に関しては、国が標準

的なものとして示した「災害に係る住家の被害認定

基準運用指針」に基づく住家被害認定調査手法や、

罹災証明書発行体制等についてガイドライン化し、

市における平時での業務手順等の確認や、協定の締

結及びシステムの整備等事前対策の充実と標準化を

図ります。また、東京都の統一システムを活用して

業務を標準化し、都内自治体との連携を強化します。 

その他、事前準備として、消防署との合同訓練や情報交換を行うこと、職員研修を実施す

ることで、災害時調査等に従事する要員を確保し、罹災証明書を迅速に発行するための全庁

的な体制の構築を図ります。 

 

◆公共施設の災害復旧 

大規模な災害により被災した公共施設は、法律による財政支援を受けて迅速な災害復旧事

業を行います。 
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(２)災害復興 

◆災害復興総合計画の策定 

市は、国復興基本方針及び都復興方針に即して、復興後の市民生活や市街地形成のあり方

及びその実現に至る基本的戦略を明らかにした「八王子市災害復興基本方針」を策定・公表

後、その基本方針に基づき、災害復興総合計画及び特定分野計画を策定します。 

 

◆復興事業の推進 

地域づくりに関する分野の復興は、平常時から進めるまちづくり計画を活かしながら、被

害状況を的確に反映することができるよう被害状況の早期把握に努めるとともに、被害状況

や地域特性に応じた災害復興総合計画を策定し、速やかな事業の実現を図ります。事業の実

施にあたっては、関連諸制度を活用しながら、良好で安全なまちなみの形成を図ります。 

被災した市民・事業者及び被災地域の健全な回復は、計画の原案策定から実施までの各過

程で、「都市復興」と「生活復興」の二つについて国・東京都等と連携して進めます 

 

◆都市復興対策 

市は、災害復興基本方針に基づき、都市の復興を迅速かつ円滑に行うため、「被災前の調

査」から「復興事業の推進」までのプロセス（期間）を基本とする都市の復興対策を実施し

ます。なお、プロセスの手順の詳細については、「八王子市震災復興マニュアル」に定めた

ものとします。 
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５．東海地震等に備えて 

【東海地震等対応計画】 

(１)東海地震等対策 

大規模地震対策特別措置法に基づき、東海地震（震源：駿河湾沖、マグニチュード８程度）

が発生した場合、木造建築物等に著しい被害を生ずるおそれのある震度６弱以上の地震動を

受けると推定される地域が「地震防災対策強化地域」として指定されています。 

八王子市はこの強化地域ではありませんが、都内は隣接地域として最大で震度５強程度の

揺れが予測されており、震度５程度であってもある程度の被害を受ける可能性があることや、

東海地震は、国内で想定されている地震で唯一、発生の直前予知の可能性があるとされてい

る地震であることから、地域防災計画では、主に東海地震に関連する情報や警戒宣言が発せ

られた場合の混乱防止や被害軽減を目的とし、「付編 東海地震等対応計画」を定めています。 

この東海地震に関連する情報は、「確度の高い予測は困難」との理由で平成 29 年 11 月

1 日、「東海地震に関連する情報」の発表を終了し、同日から「南海トラフ地震に関連する

情報」の発表を行う運用を開始しました。 

しかし、東海地震発生の可能性については、従来と変わらないものであり、対策としては

継続する必要があることから、引き続きこの「東海地震等対応計画」を規定し続けるものと

します。 

 

(２)南海トラフ地震に関連する情報 

 

南海トラフ地震は、駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界を震源域として概ね 100

～150 年間隔で繰り返し発生してきた大規模地震で、前回の南海トラフ地震（昭和東南海地

震及び昭和南海地震が発生してから 70 年以上が経過しました。   

内閣府が公表した南海トラフ巨大地震による市町村別最大震度分布によると、本市は最大

で震度５強が想定されています。 

 気象庁は、平成 29 年 11 月１日から、「南海トラフ地震に関する情報」の運用を開始に

伴い「東海地震に関連する情報」の発表は行わないこととなりました。 

 なお、本市は最大で震度５強と想定されていることから「南海トラフ地震に係る地震防災

対策の推進に関する特別措置法」での推進地域には指定されていないため、南海トラフ地震

の対策としては「第２編 災害予防計画」、「第３編 震災応急対策計画」、「第６編 復

旧復興計画」により対処します。 
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