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中野区地域防災計画（第 41次修正）（案）について 

 

 

中野区防災会議が作成する中野区地域防災計画については、平成 29年 6月に開催され

た防災会議において、第 41次修正方針が承認され、各防災関係機関等へ内容の修正を依

頼した。 

この度、平成 30 年 2 月に開催された防災会議に、各防災関係機関等からの回答と国、

都及び区の取り組みを反映した、計画（素案）を付議し、審議を経て計画（案）となっ

たことから報告する。 

なお、パブリック・コメントを実施して区民から意見を求める予定である。 

 

１ 第 41次修正方針 

中野区地域防災計画（第 41次修正）では、平成 27年（第 40次修正）以降の国、東京

都及び中野区の防災に関する主な取り組みを反映させるため、震災対策計画及び風水害 

対策計画、並びにその他の必要事項を修正することとし、修正にあたっては、今後予想 

される事象に対して最善の対応が図れるよう最新の知見を踏まえたものとした。 

 

２ 主な修正点 

（１）総則 

  ○ 中野区防災体制の特性を追加 

  ○ 主要な修正項目を追加 

 

（２）震災対策計画 

  第２部第１章 地域の防災行動力の向上 

  ○ 帰宅困難者対策訓練の実施を追加 

  第２部第２章 災害に強い都市基盤整備 

  ○ 防災公園及び広域避難場所を追加 

  第２部第３章 物資の確保と輸送準備 

  ○ 物資の確保と輸送準備 



  第３部第１章 災害応急対策の活動態勢 

 ○ 他自治体との協定締結先（茨城県常陸太田市、群馬県みなかみ町）を追加 

  ○ 災害時における受援計画及び受援体制の構築を追加 

  第３部第２章 情報収集・伝達 

  ○ 医療関係機関との情報伝達手段として衛星携帯電話の配備等を追加 

  ○ 緊急情報を迅速に区民へ提供するための文字情報一斉伝達システムを追加 

  第３部第４章 避難者対応 

  ○ 帰宅困難者一時滞在施設の追加 

  ○ 避難行動要支援者対策 

  第３部第６章 物資の確保と供給 

  ○ 食物アレルギー患者に配慮した食料品等の配備・調達を追加 

  第４部第１章 生活の安全確保・安定化 

  ○ 災害廃棄物処理計画の策定を追加 

  ○ 被災者生活再建支援システムの導入を追加 

 

（３）風水害対策計画編 

  第２部第１章 地域の防災行動力の向上 

  ○ 水防法及び土砂災害防止法の一部改正に伴う対応 

○ 土砂災害ハザードマップ等の作成・公表を追加 

  第３部第１章 災害応急対策の活動態勢 

  ○ 中野区タイムライン（防災行動計画）の策定を追加 

  第３部第３章 救出・救助 

  ○ 自宅等の屋内や建物上階への垂直避難指示を追加 

 

３ 今後の予定 

平成 30年 3月下旬 パブリック・コメント手続き実施 

4月中旬 中野区防災会議開催、中野区地域防災計画（第 41次修正）決定 

       6月上旬 中野区地域防災計画（第 41次修正）発行 

 

４ 添付資料 

中野区地域防災計画（第 41次修正）（案）＜修正箇所抜粋版＞ 
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総則 

第１章 計画の方針 

第１節 計画の目的  

この計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号、以下「法」という）

第 42 条の規定に基づき、中野区防災会議（以下「防災会議」という）が作成す

るものであり、中野区の区域にかかる災害に関し、中野区災害対策本部及び防

災関係機関がその全機能を有効に発揮し、区民の協力のもとに、災害予防、災

害応急及び災害復旧等の災害対策を実施することにより、中野区の区域並びに

住民の生命及び財産を災害から保護することを目的とする。 

 

第２節 計画の性格及び範囲 

この計画は、中野区の区域にかかる防災に関し、区及び防災関係機関が処理

すべき事務又は業務を集大成する総合的かつ基本的な計画である。 

この計画の範囲は、法に基づく防災計画、水防法（昭和 24 年法律第 193 号）

に基づく水防計画並びに災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）に基づき都が計

画した災害救助計画のうち、同法第 13 条の規定に基づき都知事から区長に委任

された事項等防災に関する各種計画を包括する総合的計画である。 

 

 



総則 

第２章 計画の運用 
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第２章 計画の運用 

第１節 計画の修正 

この計画は、法第 42 条の規定に基づき、毎年検討を加え、必要があると認め

たときは、これを修正する。したがって、区及び防災関係機関は、関係のある

事項について、防災会議が指定する期日（緊急を要するものについては、その

都度）までに計画修正案を防災会議に提出するものとする。 

 

第２節 他の法令に基づく計画等との関係 

この計画は、総合的かつ基本的な性格を有するものであり、指定行政機関等

が作成する防災業務計画及び東京都地域防災計画に抵触するものであってはな

らない。したがって、それらの計画と抵触することが明らかであると認められ

るときは、防災会議において調整を図るものとする。 

また、中野区内の地域住民等から当該地域内における地区防災計画が提出さ

れた場合には、防災会議において内容の審議及びこの計画への反映の是非を決

定する。 

 

第３節 計画の運用 

区及び各関係機関は、この計画の遂行にあたっては、それぞれの責務が十分

に果たされるよう平素から、自らもしくは関係機関と共同して調査・研究・訓

練その他の方法により計画の習熟に努めなければならない。 

区は、区民、地域の関係団体、事業所等からの被推薦者で構成する中野区防

災対策連絡協議会を設置し、区の防災対策に意見を反映させ、もって事業の円

滑な推進を図るとともに、地域における防災意識の高揚を促進する。 
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第３章 防災機関の業務大綱 
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第３章 防災機関の業務大綱 

 

区及び区の区域における以下の防災関係機関が防災に関して処理する事務又

は業務の大綱を示す。 

（本章では、機関名称以外は変更がないため、機関名のみ記載する。また、

次章以降の機関名称も以下のとおり修正している。） 

１ 区 

２ 都関係機関 

３ 自衛隊 

４ 指定公共機関 

東京電力パワーグリッド㈱荻窪支社 

東京ガス㈱中央支店 

５ 指定地方公共機関 

６ 公共的団体 
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第４章 区及び区民、事業所の責務 

第１節 区の責務 

区は、災害対策のあらゆる施策を通じて、防災関係機関等との連携を図り、

区民の生命、身体及び財産を震災から保護し、その安全を確保するとともに、

発災後の区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。 

 

第２節 区民の責務 

 区民は、自らの身の安全は自らが守る、自分たちのまちは自分たちで守ると

いう防災の基本を自覚し、自ら災害に備える手段を講ずるよう努めなければな

らない。 

 

第３節 事業所の責務 

１ 事業所は、自らの防災対策に万全を期し、区、防災関係機関の実施する防

災事業に協力しなければならない。 

２ 事業所は、地域住民、近隣事業所との連携を強化して、地域の防災力の向

上に努めなければならない。 

３ 事業所は、来所する顧客、従業員並びに管理する施設及び設備について、

その安全性の確保に努めなければならない。 

４ 事業所は、帰宅困難者対策として、通信手段の確保並びに非常食糧等の備

蓄やその他必要な対応策を講じなければならない。 

 



総則 

第５章 中野区の概況・第６章 平成 30 年修正（第 41 次修正）概要 
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第５章 中野区の概況 

第１節 自然環境（詳細は省略） 

第２節 人口と世帯（平成 27 年国勢調査結果参照）（詳細は省略） 

第３節 住環境及び産業（詳細は省略） 

第４節 交通（詳細は省略） 

第５節 中野区防災体制の特性 

区内には、狭隘道路が続く基盤未整備の木造密集市街地が広がり、震災時の

市街地火災や家屋倒壊対策を主要な課題の一つとしている。また、中小河川で

ある神田川、善福寺川、妙正寺川、江古田川の台風やゲリラ豪雨時の水害対策

も課題である。 

自助・共助・公助の連携により、これらの課題に取り組んでいるほか、避難

行動支援など、災害時に配慮が必要な人への対応を充実させ、誰もが安心して

地域生活を送ることを目指す。 

 

 

 

第６章 平成 30 年修正（第 41 次修正）概要 

第１節 修正趣旨 

中野区地域防災計画（第 41 次修正）では、平成 27 年（第 40 次修正）を行っ

た後の地域防災に関する国、東京都及び中野区等の取り組みを反映させるため、

震災対策計画及び風水害対策計画、並びにその他の必要事項を修正した。 

なお、修正にあたっては、今後予想される事象に対して、最善の対応が図ら

れるよう最新の知見を踏まえたものとした。 

 



総則 

第６章 平成 30 年修正（第 41 次修正）概要 

6 

 

第２節 修正の基本的な考え方 

１ 基本方針 

区民、事業者、関係機関、行政等多様な機関が連携、協力を図りながら基

本目標である「災害から区民の生命と財産を守る」ことの実現を目指す。 

２ 国、都の計画との整合性 

国の防災基本計画、都の地域防災計画のほか、第 40 次修正以降の国、都等

の取り組みを反映した。 

３ 編集方針 

章立ては各関連機関を横断する大きなテーマごとに設定し、現状の把握・

分析、課題の整理を行うことにより対策の方向性や基本方針について各関係

機関と調整を図ったうえで、区を含む各機関における具体的な施策について

取りまとめた。また、人命救助にあたっては 72 時間以内の対応が重要となる

ことから、震災応急対策については各機関の対応事項を発災時から時系列で

整理した。 

 

第３節 強化・推進施策 

基本方針である「災害から区民の生命と財産を守る」ためには、死者、負傷

者、避難者をできる限り減少させるとともに、被災された方々の安全、安心を

確保しなければならない。 

そのためには、自助、共助、公助の強化はもとより、多様な機関の連携協力の

もと、「住宅の倒壊や火災等被害の減少」、「円滑な避難行動の誘導や避難所運営」、

「迅速な復旧・復興支援」を実施するための様々な施策の展開が必要である。 

第 41 次修正にあたっては、第 39 次修正時に設定した「地域の防災行動力の

向上」、「災害に強い都市基盤の整備」、「応急活動の体制整備」、「避難者対応の

充実」、「生活の安全確保・安定化」を基本とし、引き続き各防災関連機関の連

携により、予防、応急、復旧、復興対策の強化、推進を図る。また、平成 27 年

9 月関東・東北豪雨における市民の避難状況、及び平成 28 年熊本地震における

物資支援の混乱を教訓とし、物資の確保と輸送準備、受援体制の構築、避難行

動要支援者対策、風水害避難体制確保、タイムラインの策定の推進により、区

民の生命と生活基盤を守るための取り組みを進めていく。 
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第６章 平成 30 年修正（第 41 次修正）概要 
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強化・推進施策の概要図 

死者数・負傷者数 

・避難者数の減少 
被災者の安全・安心確保 

住宅の倒壊、 

火災等被害の減少 

迅速な復旧 

・復興支援 

円滑な避難行動 

避難所運営 

区民の生命と生活基盤を守る 

自助・共助・公助 
多様な関連機関の 

連携・協力 

 

強化・推進すべき 

施  策 

 

≪予防対策≫ 

 

地域の防災行動力の向上 

 

災害に強い都市基盤の整備 

   

 

≪応急対策≫ 

 

活動体制の整備 

（災害時における受援計画

及び受援体制の構築 

／中野区タイムラインの 

策定） 

 

避難者対応の充実 

（水防法及び土砂災害防止

法の一部改正に伴う対応）

 

≪復旧・復興対策≫ 

 

生活の安全確保・安定化 
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第４節 主な修正項目 

１ 物資の確保と輸送準備 

  これまで物資の確保と供給に関しては、「応急対策計画」に定めているのみ 

 だったが、「震災予防計画」に章を設けて発災前の準備を加えた。 

 

２ 災害時における受援計画及び受援体制の構築 

平成28年熊本地震での広域にわたる他自治体からの受援の混乱を教訓とし、

また、平成 29 年内閣府「地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイ

ドライン」策定を受け、受援に関する基本的考え方を整理し加えた。 

（本案 P9-11） 

 

３ 避難行動要支援者対策 

  平成 25 年災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者名簿の作成が区

市町村の義務となった。これを受けて、避難行動要支援者対策を修正した。 

 

４ 水防法及び土砂災害防止法の一部改正に伴う対応 

平成 29 年５月の水防法改正、同年６月の土砂災害防止法改正によって、浸

水想定区域及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の避難体制の充実が

重要とされた。また、平成 30 年１月に東京都は土砂災害防止法に基づき、中

野区内に土砂災害警戒区域を指定した。これらを受け、風水害編に浸水想定

区域内及び土砂災害警戒区域内に位置する要配慮者利用施設の避難確保計画

作成に関する記述を加えた。更に、土砂災害ハザードマップを作成した。（作

成中） 

（本案 P12-14） 

 

５ 中野区タイムラインの策定 

台風等による風水害の被害を最小に抑えるためには、災害発生を前提とし

て、災害時に発生する状況をあらかじめ想定し、「いつ」、「誰が」、「何をする

か」に着目した防災行動とその実施主体を時系列に整理しておく防災行動計

画（タイムライン）の策定が有効である。風水害編に防災行動計画（タイム

ラインの基本的考え方を加えた。 

 （本案 P15-25） 
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【２ 災害時における受援計画及び受援体制の構築】 

第１編 震災対策計画 

第３部 震災応急対策計画 

 第１章 災害応急対策の活動態勢 

  第２節 具体的な取組み 

 

６ 受援計画の策定 

(1) 受援計画の作成 

発災時には、災害情報収集、医療救護の手配、避難所開設、緊急物資の調

達と配送、遺体処理など、膨大な量のかつ経験のない緊急及び応急対応業務

が発生し、一方で、停止できない平常時業務にも対応する必要がある。中野

区の通常の態勢では処理しきれないことは明白であり、他自治体から職員派

遣を受けて業務を処理していく必要が生じる。円滑に職員派遣を受けるため

には、応援を受ける業務の選択、応援の受付態勢、応援職員の配備方法など、

事前に検討し、計画を作成する。 

応援を円滑に受け入れることで、自らも被災者である職員の睡眠や休憩、

帰宅などを促すことにより、労働安全・衛生面の向上も期待できる。 

(2) 非常時優先業務の実施 

区内で震災などの大規模災害等が発生した場合、区は全庁を挙げて災害に

対応する態勢を直ちに確立する。通常業務は原則として休止し、非常時優先

業務を確実に実施するため、当該業務に必要な人員等を確保するとともに、

非常時優先業務を実施できる態勢を構築する。 

(3) 受援開始の判断 

人的受援は、中野区職員、区民だけでは人的に対応しきれないと災害対策

本部長が判断した場合とする。また、物的受援は、中野区備蓄物資及び市場

調達では対応しきれないと判断した場合とする。 

なお、物的支援は、国・都によるプッシュ型支援の可能性を考慮する。 

(4) 受援担当等の設置 

災害対策本部に受援態勢を統括する受援担当を置く。また、災害対策各部

にも受援担当を置き、統括受援担当との連絡調整を担当する。 



第１編 震災対策計画 

第３部 震災応急対策計画 

第１章 災害応急対策の活動態勢 

10 

 

 

 (5) 受援計画での人的応援への対応 

他自治体等の職員応援を受けることになった場合の基本方針は、次のとお

りとする。 

① 受援期間中の応援職員の指揮命令系統、執務場所の基本的な考え方 

区は、応援職員の受け入れにあたって、応援業務内での指揮命令系統を

あらかじめ明確にする。また、区は、執務場所を用意する。 

② 受援期間中の応援職員宿泊場所 

区は、応援職員の宿泊場所を次の順位で提供する。 

ア 宿泊スペースがある区所有施設 

イ 区営住宅空き室など 

ウ 民間宿泊施設 

③ 受援業務の選定 

区はあらかじめ、積極的に受援を受ける業務を選定し、応援職員に業務

を説明するための資料を用意する。 

④ 受援業務に必要な資機材の手配 

出典：東京都災害時受援応援計画（平成 30 年 1 月）一部修正 

＞ 



第１編 震災対策計画 

第３部 震災応急対策計画 

第１章 災害応急対策の活動態勢 

11 

 

区は、相互応援協定締結自治体や応援協定締結団体など、あらかじめ受

援業務の取り決めをしている場合は、災害時に必要な装備、受援業務に必

要な資機材、基本的な事務用品の手配も依頼する。 

また、受援業務担当部署は定期的に必要な資機材などの在庫を確認する。 

⑤ 受援業務に必要な職種や専門性の事前確認 

区は、受援業務を選定したのち、当該業務に従事する職員に必要な知識、

資格等を整理しておく。 

(6) 受援計画での物的応援への対応 

他自治体等から物的応援を受けることになった場合の基本方針は、次のと

おりとする。 

① 物資の受け入れ、搬送にあたっては、東京都と十分な連携をとる。 

② 国及び都からは、プッシュ型物資応援があることを想定し対応を用意す

る。 

③ 個人による義援物資は受け付けないことを原則とし、物資の仕分けや腐

敗物処理に必要になる人員を他業務に活用するように努める。 

④ 物資の輸送手段、運営は民間事業者への委託を検討する。 
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【２ 水防法及び土砂災害防止法の一部改正に伴う対応】 

第２編 風水害対策計画 

第２部 風水害予防計画 

 第１章 地域の防災行動力の向上 

  第３節 具体的な取組み 

 

１ 防災に関する知識等の普及啓発 

区は、災害履歴、地形図、浸水予想区域図、洪水ハザードマップ、土砂災

害ハザードマップ等を活用して、地域の防災対策に関する情報を提供する。 

 

(1) 雨量・河川水位情報等の提供（詳細は省略） 

(2) 神田川洪水予報の伝達（詳細は省略） 

(3) 洪水ハザードマップ等の作成・公表 

東京都は「東京都都市型水害対策検討会」においての検討結果を踏まえ、

河川や下水道の整備水準を上回る大雨が降った場合を想定し、地域の水害に

対する危険性をあらかじめ周知し、住民が自ら避難等の対策を講ずる目的と

して、洪水ハザードマップの基礎となる「神田川流域浸水予想区域図」を平

成 13 年８月に作成、公表した（平成 15 年７月に一部修正）。 

区は、この「神田川流域浸水予想区域図」を参考に、神田川や妙正寺川で

大規模な洪水があった場合に、区民が迅速に避難すること等により、洪水に

よる被害を最小限にするため、中野区洪水ハザードマップを平成 14 年９月に

作成・公表した。 

中野区洪水ハザードマップには、シミュレーションに基づく浸水予想区域

及び浸水の深さ、避難所などを掲載している。 

(4) 土砂災害ハザードマップ等の作成・公表 

東京都は、土砂災害防止法に基づき、平成 30 年１月、中野区内に土砂災害

警戒区域を指定した。これに伴い中野区は、同法に基づき土砂災害ハザード

マップを作成・公表した。（作成中） 

(5) 簡易水防工法の推進 

家庭等での比較的簡単に入手できる物品を利用した、応急的な簡易水防工

法等の防災教育を推進する。 
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２ 浸水想定区域内に立地する要配慮者利用施設の安全対策 

(1) 避難確保計画の作成と避難訓練の実施の義務化等 

区は、浸水想定区域内に立地する要配慮者利用施設に対して、避難確保計

画作成を指示するとともに、正当な理由なく指示に従わなかった場合には、

その旨を公表することができる。 

また、当該計画に定められているところにより、避難訓練を実施する義務

が課せられている。 

(2) 浸水想定区域内に立地する要配慮者利用施設 

浸水想定区域内に立地する要配慮者利用施設は、資料編に記載する。 

 

３ 急傾斜地の安全対策 

(1) 土砂災害警戒区域等の指定 

東京都は、大雨で土砂災害の危険性が高まったとき、迅速で適切な避難行

動がとれるよう土砂災害警戒区域等の指定などを進める。土砂災害特別警戒

区域の指定により、特定の開発行為の抑制、建築物の構造規制を行い、土砂

災害危険箇所の増加抑制と建物の安全性を高め、土砂災害による人的被害を

防止する。中野区には、21 か所の土砂災害警戒区域が指定され、その内、11

か所が土砂災害特別警戒区域に指定されている。 

(2) 避難確保計画の作成と避難訓練の実施の義務化等 

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域内の要配慮者利用施設に対し

て、避難確保計画作成と避難訓練実施が義務化された。そのため、要配慮者

利用施設は、避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を

区へ報告する。また、区は積極的に作成及び訓練実施を支援する。 

避難確保計画が未作成の場合、区は作成することを求めるなど指示を行い、

指示に従わなかった場合には、その旨を公表することができる。 

 (3) 土砂災害避難態勢の整備 

区は、土砂災害防止法に基づき、土砂災害警戒区域ごとに、次の事項を作

成する。 

① 土砂災害に関する情報の収集及び伝達並びに予報または警報の発令及び

伝達に関する事項 

② 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

③ 土砂災害にかかわる避難訓練の実施に関する事項 

④ 土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設に対し、急傾斜地の崩壊等が発

生するおそれがある場合に、要配慮者施設を利用している者の円滑かつ迅

速な避難を確保するために、土砂災害警戒情報、大雨注意予報及び警報の
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情報の提供が必要と判断された場合、速やかに当該情報を提供する。 

⑤ 土砂災害警戒区域にある要配慮者利用施設は、資料編に記載する。 

(4) 土砂災害避難勧告等発令基準 

区は、躊躇なく避難勧告等を発令するため、あらかじめ判断基準を定める。 
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【３ 中野区タイムラインの策定（１）】 

第２編 風水害対策計画 

第３部 風水害応急対策計画 

 第１章 災害応急対策の活動態勢 

  第２節 具体的な取組み 

４ 風水害における中野区防災行動計画（以下、「中野区タイムライン」とする。） 

(1) タイムライン概念の整理 

① タイムラインの定義 

災害発生を前提として、災害時に発生する状況をあらかじめ想定し、「い

つ」、「誰が」、「何をするか」に着目して、防災行動とその実施主体を

時系列に整理しておくものである。 

② タイムライン策定の背景 

平成24年10月29日、米国ニュージャージー州・ニューヨーク州に上陸し

たハリケーン・サンディは、大都市を直撃、地下鉄や地下空間への浸水を

はじめ、交通機関の麻痺、ビジネス活動の停止など、近年発生した災害の

中でも極めて甚大な被害をもたらした。ニューヨーク州知事らは、「被害

の発生を前提とした防災」として事前にタイムラインを策定しており、タ

イムラインをもとに住民避難に対する対策を行ったことで、ハリケーンに

よる被害を最小限に抑えることができた。 

このことをきっかけに、日本でもタイムライン策定の重要性が広く認識さ

れるようになった。 

 

③ タイムライン策定の効果 

タイムラインの策定による効果として、次の項目が国土交通省によって

紹介されている。 

ア 災害時、実務担当者は「先を見越した早め早めの行動」ができる。ま

た、意思決定者は「不測の事態の対応に専念」できる。 

イ 「防災関係機関の責任の明確化」、「防災行動の抜け、漏れ、落ちの防

止」を図ることができる。 

ウ 防災関係機関間で「顔の見える関係」を構築できる。 

エ 「災害対応のふりかえり（検証）、改善」を容易に行うことができる。 
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(2) 中野区タイムライン 

① 想定する気象事象 

タイムラインにおいては、近年の日本の気象状況（気候変動による気象

災害の激甚化・頻発化）に対応し、台風性豪雨、線状降水帯豪雨、ゲリラ

豪雨を要因とする降水により大雨警報（浸水害）、大雨警報（土砂災害）又

は大雨警報（浸水害、土砂災害）が発令される状況を想定する。 

各降水の特色は、次の表のとおりである。 

 

項目 
降水種別 

台風性豪雨 線状降水帯豪雨 ゲリラ豪雨 

事象説明 

（気象庁 HP 天

気予報等で用

いる用語より

引用） 

北西太平洋に存在する

熱帯低気圧のうち、低

気圧域内の最大風速が

およそ 17m/s（34 ノッ

ト、風力８）以上のも

の。気象庁は、12、24、

48 及び 72 時間後の台

風の中心位置と72時間

以内に暴風域に入るお

それがある領域の予想

と暴風警戒域を「台風

の進路予報表示」とし

ている。また、５日先

までの台風の進路を示

す際には、24、48、72、

96 及び 120 時間後の台

風の中心位置の予想を

予報円で示している。

次々と発生する発達し

た雨雲（積乱雲）が列

をなした、組織化した

積乱雲群によって、数

時間にわたってほぼ同

じ場所を通過または停

滞することで作り出さ

れる、線状に伸びる長

さ 50～300km 程度、幅

20～50km 程度の強い降

水を伴う雨域。 

局地的大雨、集中豪雨

など。局地的大雨は、

急に強く降り、数十分

の短時間に狭い範囲に

数十mm程度の雨量をも

たらす雨のことであ

る。集中豪雨は、同じ

ような場所で数時間に

わたり強く降り、100mm

から数百mmの雨量をも

たらす雨のことであ

る。 

降水継続時間 長い 

（10～20 時間） 

断続的に続く 

（5～10 時間） 

非常に短い 

（１～２時間） 

降水範囲 台風の目のまわり、外

側200～600kmのところ

には帯状の降雨帯があ

り、断続的に激しい雨

が降ったり、ときには

長さ 50～300km 程度、

幅20～50km程度の雨雲

の範囲 

限定された範囲 
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項目 
降水種別 

台風性豪雨 線状降水帯豪雨 ゲリラ豪雨 

竜巻が発生する。 

降雨強度及び 

累積降水量 

10mm/hr～30mm/hr 

非常に多い 

30mm/hr～50mm/hr 

多い 

50mm/hr～100mm/hr 

少ない 

降水状況 

イメージ 

 

時間降水量は小さいが

長期間続く。 

 

強い雨が長時間続く。 降水量は多いが短時間

で終わる。 

予測の 

可能性 

台風発生時点から位置

を把握し、予測できる。

発生の予測は困難だ

が、「高解像度降水ナウ

キャスト（雨雲レーダ

ーの一種）」により、５

分おきの雨雲の位置を

確認でき、ゲリラ豪雨、

線状降水帯の要因とな

る積乱雲を監視するこ

とができる。 

同左 

水位変化 

状況 

上流で長期間の降雨が

あった場合、水位下降

に時間がかかる。 

強い雨が継続する場

合、水位下降に時間が

かかる。 

水位の上昇、下降とも

に短時間である。 

中野区での 

事例 

平成５年８月台風11号

主な被害等は資料編 

参照 

平成17年９月４日の大

雨 

主な被害等は資料編参

照 

 

全国での 

災害事例 

平成 28 年８月台風 10

号（岩手県岩泉町） 

平成26年８月豪雨広島

土砂災害 

平成 20 年７月 

神戸市都賀川水難事故

降雨量の分布出典：豪雨・豪雪の気象学 朝倉書店
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【参考】平成 17 年９月４日大雨 雨雲の状況 

 

② 想定される被害 

想定する気象事象に基づき、降水種別に想定される被害とその対応特徴は、

次の表のとおりである。 

 

 降水種別 

台風性豪雨 線状降水帯豪雨 ゲリラ豪雨 

想定される被害 

長期間広範囲の降水に

より、河川氾濫が起き

る。 

降水量が多く、地盤が

緩むため崖崩れなど土

砂災害発生の可能性が

高くなる。 

降水を下水道及び河川

で処理しきれなくな

り、内水氾濫による浸

水被害が想定される。

強い雨が長時間続くこ

とにより、河川氾濫が

起きる。強い雨により、

地盤が緩み崖崩れなど

土砂災害発生の可能性

が高くなる。 

短時間に大量の降水が

あり、下水道及び河川

では処理しきれずに、

短時間ではあるが、内

水氾濫による浸水被害

が想定される。 
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想
定
さ
れ
る
対
応
特
徴 

避難 

対応 

避難準備情報等の発令

時期の予測と準備がで

きる。降水の中での避

難誘導を避けることが

できる。 

避難準備情報等の発令

時期の予測ができない

ため、降水の中での避

難誘導が考えられる。

避難準備情報等の発令

時期の予測ができな

い。短時間でやむため、

降水時間中に、排水後

対応（消毒要請対応）

準備の必要がある。 

土のう 

要請対応 

台風が近づくにつれ

て、降水開始前の何日

かで土のう要請が増え

ていく。 

降水が続く中で土のう

要請が頻発する。 

降り始めと同時に土の

う要請が発生する。要

請に対応できる前に雨

が上がる。 

 

③ 中野区タイムライン策定目的 

区は、平成17年９月大雨による水害を教訓として区内の法指定河川であ

る神田川、善福寺川、妙正寺川を対象とするタイムラインを策定し、災害

時にはこのタイムラインに従って防災関係機関と連携し行動する。 

中野区内の法指定河川（神田川・善福寺川・妙正寺川）は市街地内河川

の特徴として、流路と市街地を守る護岸があり、氾濫までの所要時間、氾

濫後の排水時間が短いことが特徴である。このため、氾濫時点で避難を必

要とする区民の安全確保行動が終了していること、及び氾濫前に区の氾濫

後対応（消毒要請対応など）態勢ができていることを策定目的とする。次

項で述べる想定する災害によって、安全確保行動を開始すべき時点、氾濫

後の対応態勢をとるべき時点などが異なることから、それぞれの降水に対

応するタイムラインを策定し、災害時にこのタイムラインに沿って行動す

る。 

④ タイムラインの実施主体 

タイムラインの実施主体には、区災害対策本部、神田川、善福寺川及び妙

正寺川を管理している東京都第三建設事務所及び警視庁、東京消防庁を防

災行動実施主体として掲載し、災害時には連携して行動する。また、あわ

せて区民も防災行動実施主体として記載する。 

⑤ タイムラインの留意点 

タイムラインは、想定した災害や被害状況に基づくものであり、策定され

たとおりに事態が進行するとは限らないことに留意する。 

また、気象状況の変化及び市街地状況の変化に応じて、継続的に見直しを

行い、改善していくものである。 

タイムラインは資料編に記載する。
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【３ 中野区タイムラインの策定（２）】 

第２編 風水害対策計画 

第３部 風水害応急対策計画 

 第２章 情報収集・伝達 

  第２節 具体的な取組み 

 

３ 区民等への情報提供 

 

【風水害時の中野区ホットライン】 

すべての
区有施設

避難勧告等※など
発令判断

気象情報

区長 防災担当

.緊急地震速報

ジェイコム中野と連携した
防災情報の放送

.緊急速報メール
（エリアメール）

音声情報
一斉伝達システム

音声自動応答
サービス

中野区防災情報メールマ
ガジン

ホームページ、
ソーシャルメディア等

文字情報
一斉伝達システム

固定電話

携帯電話

タブレット端末

テレビ

気象庁
民間気象

会社

東京都総務局
総合防災部

第三建設事務所

東京都建設局
河川部

1.緊急地震速報受信機

洪水予報
パソコン

固定電話

携帯電話 地域防災
住民組織
（防災会）

☎

☎

避難所開設状況など返信

ラジオ

☎

共
同
発
表

※避難準備情報（高齢者等
避難開始）、避難勧告、避難
指示（緊急）の総称

中野区河川監視
カメラ

東京都河川監視
カメラ

リアルタイム雨量
（10分単位）の観測

災害対策本部施設情報班
現地河川監視情報

水
位
情
報

発信元

ホットライン（双方向送受信
が可能な直接連絡手段）

受信先
伝達経路

情報機器

情報伝達手段

凡例

地域ホットライン（双方向送受信
が可能な直接連絡手段）

情報収集

情
報
収
集

防災行政無線
全国瞬時警報

システム（Ｊアラート）

災害情報共有システムＬ
アラート

 
 

 

区長は、気象庁及び第三建設事務所から直接電話によるホットライ

ンによって、避難勧告等の発令にあたっての助言を受けることができ

る。発令は、各種情報伝達手段によって区民に伝達される。地域防災

住民組織（防災会）との間には、緊急情報電話伝達システムにより、

直接情報を伝達するホットラインを設ける。同システムでは、情報を

受け取った地域防災住民組織（防災会）から避難所開設状況などの情

報の返信を受けることができる。 
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【参考】中野区タイムラインの基本イメージ 

 

①【台風性

豪雨】 
気象状況 
水位状況 

タイムライン 
(防災行動 
目標時間の目
安（国土交通
省「大規模水
災害に関する
タイムライン
（防災行動計
画）の流れ」を
参考にした目
安であり、台風
の動きを限定
して考えるも
のではない。） 

各実施主体がとる主な防災行動 

区 東京都 東京消防庁 警視庁 区民等 

・災害対応体制の実効
性の確保 

・情報の収集・分析 
・避難対策 
・広報の円滑化と情報

の発信 
・避難所等における生

活環境の確保など 
・雨量、水位等観測 
・一級河川の維持修繕

及び維持管理 

・洪水予報等の発表 
・雨量、河川水位の監視
・河川水位、気象情報

の伝達 
・水防管理団体への水

防資機材の供与 
・水防管理団体への技

術的支援 

・水火災及びその他災
害の救助、救急情報
に関すること 

・水火災及びその他の
災害の予防、警戒並
び防御に関すること

・人命の救助及び救急に
関すること 

・出動/巡視/点検/水防作
業 

・被害実態把握と各種
情報の収集に関する
こと 

・交通規制に関すること
・被災者の救出及び避

難誘導に関すること
・行方不明者の捜索及

び調査に関すること
・死体の調査等及び検視
に関すること 

・公共の安全と秩序の
維持に関すること 

・避難等自身の安全確
保 

・初期消火、救援・救
護等の活動への協力 

台風発生 -120 時間 情報の収集・伝達 情報の収集・伝達 情報の収集・伝達 情報の収集・伝達 情報の収集 

大雨洪水注意
報発令 

― 
・風水害早期監視態勢
・情報連絡態勢 
・雨量、水位等の観測

・気象情報の伝達 
・雨量、河川水位の観測・
監視 

（DISにより関係各局、区
市町村、気象庁、警視庁、
東京消防庁においても、
リアルな情報を入手2）

DIS：東京都災害情報システム

― ― ― 

大雨洪水警報
発令 

-24 時間 

・情報連絡態勢 
・災害対策本部設置 
・避難準備情報・高齢

者等避難開始発令 
・水防上注意を要する

箇所の巡視・警戒 
・記録的短時間大雨情

・洪水予報の発表・伝達
・水位周知情報の発
表・伝達 

・土砂災害警戒情報 
・ホットラインによる
情報提供 

・出動/巡視/点検/水防
作業 

・巡視点検 
 

避難誘導 高齢者等避難開始 
避難 
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報も発令された場合
などに避難勧告発令

・避難勧告等の発令等
・避難誘導 
・水防活動と並行して、

区内各河川の施設、
特に危険箇所を重点
的に巡視し、被害箇
所については直ちに
都に報告するととも
に、被害状況に応じ
て、応急措置、また
は応急復旧の作業を
速やかに施工する。

 -（1～３）時間 ・避難勧告等の発令
・気象庁と共同で氾濫
危険情報を発表（神
田川） 

 
避難誘導  

  
・避難勧告等の発令 
・避難誘導 

・気象庁と共同で氾濫
危険情報を発表（善
福寺川・妙正寺川）

  
 

区内河川 
氾濫危険水位

突破 
（被害発生）

目標時間 
（ゼロアワー） 

・水防本部（都）へ水防
資機材等の支援要請 

・第 1 次非常配備態勢
（救急等の応急活動
に直ちに対処できる
態勢） 

・堤防決壊に準ずべき
事態が発生した場
合、直ちに関係機関
に通報する。 

・技術支援のための職
員派遣 

・水防資機材の提供 

・堤防決壊に準ずべき
事態が発生した場
合、直ちに関係機関
に通報する。 

・堤防決壊に準ずべき
事態が発生した場
合、直ちに関係機関
に通報する。 

・避難誘導 
・交通規制 

屋内安全確保を含む避
難の完了 

市街地浸水 ― 

・避難所等における生
活環境の確保など 

・被害が甚大な時は都
が応急復旧を実施 

・小規模なものに関し
ては、技術支援 
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②【線状 

降水帯豪雨】
気象状況 
水位状況 

タイムライン 
(防災行動目
標時間の目安 
（平成 17年９
月４日大雨対
応時の記録に
よる） 

各実施主体がとる主な防災行動 

区 東京都 東京消防庁 警視庁 区民等 

①台風性豪雨と同じ 

突発的に強い
雨の降水開始

 情報の収集・伝達 情報の収集・伝達 情報の収集・伝達 情報の収集・伝達 情報の収集 

大雨洪水注意
報発令 

（9月 4日 
15 時 11 分） 

・風水害早期監視態勢
・雨量、水位等の観測

・気象情報の伝達 
・雨量、河川水位の観
測・監視（DISにより
関係各局、区市町村、
気象庁、警視庁、東京
消防庁においても、リ
アルな情報を入手2）

DIS：東京都災害情報システム

   

大雨洪水警報
発令 

（9月 4日 
20 時 11 分） 

・情報連絡態勢     

 
(9 月 4 日 
21 時 23 分) 

妙正寺川系 1回目の
避難勧告 

    

 
（9 月 4日 
21 時 30 分） 

災害対策本部設置 
（初動配備態勢） 

    

市街地浸水  

避難準備情報・高齢者
等避難開始発令 
避難勧告発令 
避難指示（緊急）発令

― ― 
避難誘導 
交通規制 

 

神田川善福寺
川合流地点警
戒水位突破

（9月 4日 
21 時 40 分） 

第一次非常配備態勢
    

 
（9 月 4日 
21 時 41 分） 

神田川系 1回目の 
避難呼びかけ 
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（9 月 4日 
21 時 50 分） 

妙正寺川系２回目の
避難勧告 

    

 
（9 月 4日 
22 時 23 分 

神田川系 2回目の 
避難呼びかけ 

    

 
（9 月 4日 
22 時 32 分） 

妙正寺川系３回目の
避難勧告 

    

 
（9 月 4日 
22 時 43 分） 

神田川系 3回目の 
避難呼びかけ 

    

  
・避難所等における生

活環境の確保など 
― 救出救助 

被災者の救出 
交通規制 

被害実態把握 

 

 
（9 月 5日 
2 時 8 分） 

北原橋付近住民に 
避難勧告 

   
 

 
（9 月 5日 
2 時 53 分） 

北原橋付近住民に 
避難指示 

  避難誘導 
交通規制 

 

大雨洪水警報
解除 

（9月5日5時
6分） 

  
  

 

 
（9月5日8時
30 分） 

第二次非常配備態勢    
 

 
（9 月 5 日 18
時 15 分） 

第一次非常配備態勢    
 

本表の記載内容のうち、斜体文字は、当時の記録（別冊参考９）から確認できたものである。 
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③【ゲリラ豪雨】 
気象状況 
水位状況 

タイムライン 
(防災行動 

目標時間の目安 

各実施主体がとる主な防災行動 

区 東京都 東京消防庁 警視庁 区民等 

①台風性豪雨と同じ 

突破的に降水開始 

２時間 

情報の収集・伝達 情報の収集・伝達 情報の収集・伝達 情報の収集・伝達 情報の収集 

大雨洪水警報発令 
記録的短時間大雨

情報 

風水害早期監視態勢
情報連絡態勢 

情報の収集・伝達 情報の収集・伝達 情報の収集・伝達 情報の収集 

 

情報連絡態勢 
災害対策本部設置 
避難準備情報・高齢
者等避難開始発令 
避難勧告発令 
避難指示（緊急）発令

ホットラインによる
情報提供 

― ― 
高齢者等避難開始

避難 

区内河川氾濫危険
水位突破 

目標時間 
（ゼロアワー） 

 ― ― 
避難誘導 
交通規制 

屋内安全確保を含む
避難の完了 

市街地浸水 ― 
・避難所等における生

活環境の確保など
― 救出救助 

被災者の救出 
交通規制 

被害実態把握 
― 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中野区地域防災計画（案） 

修正箇所抜粋版 

平成 30 年修正（第 41 次修正） 

 

中野区防災会議 

連絡先：中野区 都市基盤部 防災分野  

 



青字：各豪雨の重点事項

【台風性豪雨】時間に余裕をもって、確実に区域全域の住民の生命を守る、被害を最小限に抑える

【台風性豪雨】

１．災害対応体制の実効性

の確保
２．情報の収集・分析 ３．避難対策

４．広報の円滑化と情報の

発信

５．避難所等における生活

環境の確保

６．応援の受入れ体制の確

保

災対指令部

災対総務部

災対指令部【再掲】

災対地域部

災対建設部

（災対指令部【再掲】

（避難勧告等発令）

避難所開設（災対地域部）

災対教育部

災対指令部【再掲】

災対地域部【再掲】

災対地域部（地域班・応急

班）

災対保健福祉部

災対指令部【再掲】

強い雨が長時間続くことに

より、河川氾濫が起きる、

強い雨により、地盤が緩み

崖崩れなど土砂災害発生の

可能性が高くなる。

➢全庁的な水害対応業務の

実施体制の確保

➢水害を踏まえた職員の参

集体制の確保

➢独立した災害対策本部事

務室の確保

➢重要な情報を確実に受

信・発信できる機器の確保

➢長期化を踏まえた職員動

員体制の検討

➢水害対応チェックリスト

の作成

➢関係機関との“顔の見える

関係”の構築

➢各種情報の収集、分析体

制の強化

➢ホットラインの活用

➢避難勧告等の発令

➢平時から住民や施設管理

者への情報提供

➢住民や施設管理者への情

報伝達

➢要配慮者等の避難の実効

性の確保

➢報道機関への対応ルール

の明確化

➢住民からの問合せ窓口の

一元化

➢避難所運営体制の確立

➢避難所運営業務の整理

➢外部応援が想定される災

害対策業務の把握

➢災害時相互応援協定の締

結

➢受援体制の整備（受援調

整組織を設置し対応を一元

化）

➢受援体制の整備（応援を

必要とする業務の整理）

極めて甚大な災害の発生が

予見される等の場合は、気

象台から、電話連絡によ

り、市町村長（ホットライ

ン）や市町村職員に能動的

に警戒を呼びかけ。「地域

における気象防災業務のあ

り方（報告書）」H29.8か

ら引用

・洪水予報等の発表

・雨量、河川水位の監視

・河川水位、気象情報の伝

達

・水防管理団体への水防資

機材の供与

・水防管理団体への技術的

支援

・風水害及の救助、救急情

報に関すること

・風水害の予防、警戒並び

防御に関すること

・人命の救助及び救急に関

すること

・出動/巡視/点検/水防作業

・被害実態把握

・交通規制

・被災者の救出と避難誘導

・行方不明者の捜索及び調

査

・死体の調査等及び検視

・公共の安全と秩序の維持

・避難等自身の安全確保

・初期消火、救援・救護等

の活動への協力

平常時

（夜間・休日連絡態勢含

む）

➢水害対応チェックリスト

の作成

・無線情報連絡員待機

・当番職員待機

➢関係機関との“顔の見える

関係”の構築

➢平時から住民や施設管理

者への情報提供

➢要配慮者等の避難の実効

性の確保

➢報道機関への対応ルール

の明確化 ➢避難所運営業務の整理

➢外部応援が想定される災

害対策業務の把握

➢災害時相互応援協定の締

結

情報の収集・伝達 情報の収集・伝達 情報の収集・伝達 情報の収集

水害時の避難場所、避難経

路の確認

災害時台風発生 -120時間
➢各種情報の収集、分析体

制の強化

情報の収集 情報の収集

台風上陸予報3日前 -72時間

大雨洪水注意報発令 ―

風水害早期監視態勢
風水害早期監視態勢(24

名）

➢全庁的な水害対応業務の

実施体制の確保

■災対指令部（12名態勢）

■災対建設部（12名態勢）

➢重要な情報を確実に受

信・発信できる機器の確保

気象情報の提供 情報の収集 情報の収集 情報の収集 情報の収集

■河川監視カメラによるリ

アルタイム観察

■東京都災害情報システム

■民間気象会社を利用して

水位情報の収集

○上流部リアルタイム雨量

（10分間単位）の観測情報

収集

・気象情報の伝達

・雨量、河川水位の観測・

監視

（DISにより関係各局、区

市町村、気象庁、警視庁、

東京消防庁においても、リ

アルな情報を入手）

DIS：東京都災害情報シス

テム

災対建設部（建設班）土の

う作成運搬隊の出動準備

ポンプ排水隊の出動準備

大雨洪水警報発令 -24時間

■情報連絡態勢（131名態

勢）

■災対指令部（56名態勢）

災対総務部（9名態勢）

■災対建設部（44名態勢）

（➢全庁的な水害対応業務

の実施体制の確保）

■災対地域部（19名態勢） 災対地域部（地域班）（15

名態勢）

・出動/巡視/点検/水防作業 避難誘導

交通規制

それぞれの主な対策 それぞれの主な防災行動

区の主な対策（対応局面別）と対応する災対部

凡例➢：内閣府（平成29年）「市町村のための水害対応ガイドライン」から引用、■中野区災害応急対策マニュアル（風水害編）記載事項、
行動主体

気象状況

水位状況

区の態勢

水位状況

被災状況

タイムライン

防災行動目標時間の目安

（国土交通省「大規模水災

害に関するタイムライン

（防災行動計画）の流れ」

を参考にした目安であり、

台風の動きを限定して考え

るものではない。）

気象庁

（東京管区気象台）
東京都 東京消防庁 警視庁 住民等

以上をまとめて【河川水位

情報・気象情報の収集】と

1



【台風性豪雨】時間に余裕をもって、確実に区域全域の住民の生命を守る、被害を最小限に抑える

【台風性豪雨】

１．災害対応体制の実効性

の確保
２．情報の収集・分析 ３．避難対策

４．広報の円滑化と情報の

発信

５．避難所等における生活

環境の確保

６．応援の受入れ体制の確

保

災対指令部

災対総務部

災対指令部【再掲】

災対地域部

災対建設部

（災対指令部【再掲】

（避難勧告等発令）

避難所開設（災対地域部）

災対教育部

災対指令部【再掲】

災対地域部【再掲】

災対地域部（地域班・応急

班）

災対保健福祉部

災対指令部【再掲】

区の主な対策（対応局面別）と対応する災対部

凡例➢：内閣府（平成29年）「市町村のための水害対応ガイドライン」から引用、■中野区災害応急対策マニュアル（風水害編）記載事項、
行動主体

気象状況

水位状況

区の態勢

水位状況

被災状況

タイムライン

防災行動目標時間の目安

（国土交通省「大規模水災

害に関するタイムライン

（防災行動計画）の流れ」

を参考にした目安であり、

台風の動きを限定して考え

るものではない。）

気象庁

（東京管区気象台）
東京都 東京消防庁 警視庁 住民等

情報連絡態勢

（地域本部に職員を参集さ

せ、応急班の活動拠点を準

備し、万が一の住民避難を

可能とする態勢）

➢重要な情報を確実に受

信・発信できる機器の確保

避難準備・高齢者等避難開

始発令5時間前に

➢避難所開設指示

➢避難所運営体制の確立

災対指令部（報道班）（1

名態勢）

避難所開設準備開始

【河川情報・気象情報の収

集】

災対地域部地域班

過去の風水害地域の監視・

情報収集

雨量、河川水位の監視

河川水位、気象情報の伝達

・防災行政無線／ジェイコ

ム防災放送／ホームページ

／ソーシャルメディア／防

災情報メールマガジン／エ

リアメール／音声自動応答

／Ｊアラート／Ｌアラート

による広報／文字情報一斉

伝達システム／緊急情報一

斉電話伝達システム

職員参集状況確認

地域本部開設状況確認

車両確保

関係機関参集状況確認

初動配備態勢

（必要な初動活動の準備と

危険が予測される地域を警

戒巡視する体勢）

参集基準：

①中野区又は上流域に「大

雨若しくは洪水注意報」、

又は「大雨若しくは洪水警

報（特別警報）」が発表

②台風接近

③降雨状況、降雨予測から

河川の巡回等の監視が必

要、限定された地域で風水

害発生のおそれ、又は風水

害が発生し応急対策実施の

必要

初動配備態勢の指示

（災害対策本部設置）（➢

独立した災害対策本部事務

室の確保）

東京都・気象庁合同発表に

よる危険水位情報発表が

あった場合、(１～3）時間

以内で避難対応できる準備

を速やかに始める。

災対指令部（60名態勢）

災対建設部（56名態勢）

災対地域部（82名態勢）

災対教育部（9名態勢）

災対指令部（報道班）（3

名態勢）

災対地域部（地域班・応急

班）（70名態勢）

災対保健福祉部（5名態

勢）

極めて甚大な災害の発生が

予見される等の場合は、気

象台から、市町村長（ホッ

トライン）や市町村職員に

能動的に警戒を呼びかけ。

【河川情報・気象情報の収

集】

以上をまとめて【住民への

情報提供】という 
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【台風性豪雨】時間に余裕をもって、確実に区域全域の住民の生命を守る、被害を最小限に抑える

【台風性豪雨】

１．災害対応体制の実効性

の確保
２．情報の収集・分析 ３．避難対策

４．広報の円滑化と情報の

発信

５．避難所等における生活

環境の確保

６．応援の受入れ体制の確

保

災対指令部

災対総務部

災対指令部【再掲】

災対地域部

災対建設部

（災対指令部【再掲】

（避難勧告等発令）

避難所開設（災対地域部）

災対教育部

災対指令部【再掲】

災対地域部【再掲】

災対地域部（地域班・応急

班）

災対保健福祉部

災対指令部【再掲】

区の主な対策（対応局面別）と対応する災対部

凡例➢：内閣府（平成29年）「市町村のための水害対応ガイドライン」から引用、■中野区災害応急対策マニュアル（風水害編）記載事項、
行動主体

気象状況

水位状況

区の態勢

水位状況

被災状況

タイムライン

防災行動目標時間の目安

（国土交通省「大規模水災

害に関するタイムライン

（防災行動計画）の流れ」

を参考にした目安であり、

台風の動きを限定して考え

るものではない。）

気象庁

（東京管区気象台）
東京都 東京消防庁 警視庁 住民等

【住民への情報伝達】

➢報道機関への対応ルール

の明確化

➢住民からの問合せ窓口の

一元化

東京都・警察・消防その他

の防災関係機関との連絡及

び調整

➢ホットライン（気象庁／

東京都危機管理監／東京都

第三建設事務所）による情

報提供・助言・勧告を活用

ホットラインによる情報提

供

急傾斜地、崖地、擁壁等危

険個所の巡回調査態勢

急傾斜地、崖地、擁壁等危

険個所の巡回調査

6隊

－（１～３）

時間
【住民への情報伝達】 避難支援のための態勢

東京都と合同で氾濫危険情

報を発表（神田川）

気象庁と合同で氾濫危険情

報を発表（神田川）

東京都と合同で氾濫危険情

報を発表（善福寺川・妙正

寺川）

気象庁と合同で氾濫危険情

報を発表（善福寺川・妙正

寺川）

避難準備・高齢者等避難開

始発令（➢避難勧告等の発

令

避難誘導

交通規制

高齢者避難開始

避難準備開始

屋内安全確保を含めて、避

難完了

東京都第三建設事務所と環

状7号線地下調整池への流

入に関するホットライン

第三建設事務所：

環状7号線地下調整池への

流入に関するホットライン

区内河川氾濫危険水位突破 ゼロアワー

第1次非常配備態勢

災対指令部（66名態勢）

災対総務部（35名態勢）

➢長期化を踏まえた職員動

員体制の検討

災対地域部（243名態勢）

災対建設部（77名態勢）

災対地域部（地域班・応急

班）（222名態勢）

災対指令部(報道班）（7名

態勢）

災対保健福祉部（21名態

勢）

避難誘導

交通規制

➢ホットラインの活用
ホットラインによる情報提

供

・避難勧告発令

救助要請

東京都・警察・消防その他

の防災関係機関との連絡及

び調整

救助要請対応

土のう要請

土のう要請対応
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【台風性豪雨】時間に余裕をもって、確実に区域全域の住民の生命を守る、被害を最小限に抑える

【台風性豪雨】

１．災害対応体制の実効性

の確保
２．情報の収集・分析 ３．避難対策

４．広報の円滑化と情報の

発信

５．避難所等における生活

環境の確保

６．応援の受入れ体制の確

保

災対指令部

災対総務部

災対指令部【再掲】

災対地域部

災対建設部

（災対指令部【再掲】

（避難勧告等発令）

避難所開設（災対地域部）

災対教育部

災対指令部【再掲】

災対地域部【再掲】

災対地域部（地域班・応急

班）

災対保健福祉部

災対指令部【再掲】

区の主な対策（対応局面別）と対応する災対部

凡例➢：内閣府（平成29年）「市町村のための水害対応ガイドライン」から引用、■中野区災害応急対策マニュアル（風水害編）記載事項、
行動主体

気象状況

水位状況

区の態勢

水位状況

被災状況

タイムライン

防災行動目標時間の目安

（国土交通省「大規模水災

害に関するタイムライン

（防災行動計画）の流れ」

を参考にした目安であり、

台風の動きを限定して考え

るものではない。）

気象庁

（東京管区気象台）
東京都 東京消防庁 警視庁 住民等

排水要請

➢長期化を踏まえた職員動

員体制の検討
排水要請対応

消毒要請

消毒要請対応

■消毒計画に基づき被災地

域に出動し消毒作業を実施

する。業者委託事務を処理

する。地域本部を活動拠点

とする。
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　青字：各豪雨の重点事項

【線状降水帯豪雨】限られた時間の中で、区域全域の住民の生命を守る・被害を最小限に抑える

【線状降水帯

豪雨】

１．災害対応体制の実効性

の確保
２．情報の収集・分析 ３．避難対策

４．広報の円滑化と情報の

発信

５．避難所等における生活

環境の確保

６．応援の受入れ体制の確

保

災対指令部

災対総務部

災対指令部【再掲】

災対地域部

災対建設部

災対指令部【再掲】（勧避

難告等発令）

災対地域部

（避難所開設）

災対教育部

災対指令部【再掲】

災対地域部【再掲】

災対地域部（地域班・応急

班）

災対保健福祉部

災対指令部【再掲】

強い雨が長時間続くことに

より、河川氾濫が起きる、

強い雨により、地盤が緩み

崖崩れなど土砂災害発生の

可能性が高くなる。

➢全庁的な水害対応業務の

実施体制の確保

➢水害を踏まえた職員の参

集体制の確保

➢独立した災害対策本部事

務室の確保

➢重要な情報を確実に受

信・発信できる機器の確保

➢長期化を踏まえた職員動

員体制の検討

➢水害対応チェックリスト

の作成

➢関係機関との“顔の見える

関係”の構築

➢各種情報の収集、分析体

制の強化

➢ホットラインの活用

➢避難勧告等の発令

➢平時から住民や施設管理

者への情報提供

➢住民や施設管理者への情

報伝達

➢要配慮者等の避難の実効

性の確保

➢報道機関への対応ルール

の明確化

➢住民からの問合せ窓口の

一元化

➢避難所運営体制の確立

➢避難所運営業務の整理

➢外部応援が想定される災

害対策業務の把握

➢災害時相互応援協定の締

結

➢受援体制の整備（受援調

整組織を設置し対応を一元

化）

➢受援体制の整備（応援を

必要とする業務の整理）

極めて甚大な災害の発生が

予見される等の場合は、気

象台から、電話連絡によ

り、市町村長（ホットライ

ン）や市町村職員に能動的

に警戒を呼びかけ。「地域

における気象防災業務のあ

り方（報告書）」H29.8か

ら引用

・洪水予報等の発表

・雨量、河川水位の監視

・河川水位、気象情報の伝

達

・水防管理団体への水防資

機材の供与

・水防管理団体への技術的

支援

・風水害の救助、救急情報

に関すること

・風水害の予防、警戒並び

防御に関すること

・人命の救助及び救急に関

すること

・出動/巡視/点検/水防作業

・被害実態把握

・交通規制

・被災者の救出と避難誘導

・行方不明者の捜索及び調

査

・死体の調査等及び検視

・公共の安全と秩序の維持

・避難等自身の安全確保

・初期消火、救援・救護等

の活動への協力

平常時

（夜間・休日連絡態勢含

む）

➢水害対応チェックリスト

の作成

・無線情報連絡員待機

・当番職員待機

➢関係機関との“顔の見える

関係”の構築

➢平時から住民や施設管理

者への情報提供

➢要配慮者等の避難の実効

性の確保

➢報道機関への対応ルール

の明確化 ➢避難所運営業務の整理

➢外部応援が想定される災

害対策業務の把握

➢災害時相互応援協定の締

結

情報の収集・伝達 情報の収集・伝達 情報の収集・伝達 情報の収集

水害時の避難場所、避難経

路の確認

大雨洪水注意報発令
（－6時間

　　～ー１時間）

風水害早期監視態勢 風水害早期監視態勢(24

名）

➢全庁的な水害対応業務の

実施体制の確保

■災対指令部(12名態勢）

■災対建設部(12名態勢)

➢重要な情報を確実に受

信・発信できる機器の確保

気象情報の提供 情報の収集・伝達 情報の収集・伝達 情報の収集・伝達 情報の収集

■河川監視カメラによるリ

アルタイム観察

■東京都災害情報システム

■民間気象会社を利用して

水位情報の収集

○上流部リアルタイム雨量

（10分間単位）の観測情報

収集

・気象情報の伝達

・雨量、河川水位の観測・

監視

（DISにより関係各局、区

市町村、気象庁、警視庁、

東京消防庁においても、リ

アルな情報を入手）

DIS：東京都災害情報シス

テム

・気象庁からのホットライ

ンによるきわめて甚大な災

害の発生予見の把握

・線状降水帯の可能性判断

のため、【河川水位情報・

気象情報の収集】

極めて甚大な災害の発生が

予見される等の場合は、気

象台から、市町村長（ホッ

トライン）や市町村職員に

能動的に警戒を呼びかけ。

線状降水帯の確認後

(－2時間～－１時間）

線状降水帯と確認次第、情

報連絡態勢参集指示、引き

続き初動配備態勢に入るこ

とも指示

情報連絡態勢参集職員、引

き続き初動配備態勢参集職

員に、状況に関する情報提

供

区の主な対策（対応局面別）と対応する災対部

凡例➢：内閣府（平成29年）「市町村のための水害対応ガイドライン」から引用、■中野区災害応急対策マニュアル（風水害編）記載事項
行動主体

気象庁

（東京管区気象台）
東京都 東京消防庁 警視庁 住民等

タイムライン

防災行動目標時間の目安

一般的には降水継続時間５

～10時間、ただし、中野区

での実績である平成17年9

月4日の大雨での経験をも

とにして、大雨注意報発令

から同警報発令まで5時

間、警報発令から氾濫危険

水位突破まで１時間とす

る。

気象状況

水位状況

区の態勢

水位状況

被災状況

それぞれの主な防災行動それぞれの主な対策

以上をまとめて【河川水位
情報・気象情報の収集】と
いう 
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　青字：各豪雨の重点事項

【線状降水帯豪雨】限られた時間の中で、区域全域の住民の生命を守る・被害を最小限に抑える

【線状降水帯

豪雨】

１．災害対応体制の実効性

の確保
２．情報の収集・分析 ３．避難対策

４．広報の円滑化と情報の

発信

５．避難所等における生活

環境の確保

６．応援の受入れ体制の確

保

災対指令部

災対総務部

災対指令部【再掲】

災対地域部

災対建設部

災対指令部【再掲】（勧避

難告等発令）

災対地域部

（避難所開設）

災対教育部

災対指令部【再掲】

災対地域部【再掲】

災対地域部（地域班・応急

班）

災対保健福祉部

災対指令部【再掲】

区の主な対策（対応局面別）と対応する災対部

凡例➢：内閣府（平成29年）「市町村のための水害対応ガイドライン」から引用、■中野区災害応急対策マニュアル（風水害編）記載事項
行動主体

気象庁

（東京管区気象台）
東京都 東京消防庁 警視庁 住民等

タイムライン

防災行動目標時間の目安

一般的には降水継続時間５

～10時間、ただし、中野区

での実績である平成17年9

月4日の大雨での経験をも

とにして、大雨注意報発令

から同警報発令まで5時

間、警報発令から氾濫危険

水位突破まで１時間とす

る。

気象状況

水位状況

区の態勢

水位状況

被災状況

■情報連絡態勢（131名態

勢）

■災対指令部（56名態勢）

災対総務部（9名態勢）

■災対建設部（44名態勢）

（➢全庁的な水害対応業務

の実施体制の確保）

■災対地域部（19名態勢） 災対地域部（地域班）（15

名態勢）

・出動/巡視/点検/水防作業 避難誘導

交通規制

情報連絡態勢

（地域本部に職員を参集さ

せ、応急班の活動拠点を準

備し、万が一の住民避難を

可能とする態勢）

➢重要な情報を確実に受

信・発信できる機器の確保 ➢避難所開設指示

➢避難所運営体制の確立

災対指令部（報道班）（1

名態勢）

避難所開設準備開始

【河川情報・気象情報の収

集】

災対地域部地域班

過去の風水害地域の監視・

情報収集 ・雨量、河川水位の監視

・河川水位、気象情報の伝

達

職員参集状況確認

地域本部開設状況確認

車両確保

関係機関参集状況確認

初動配備態勢

（必要な初動活動の準備と

危険が予測される地域を警

戒巡視する体勢）

参集基準：

①中野区又は上流域に「大

雨若しくは洪水注意報」、

又は「大雨若しくは洪水警

報（特別警報）」が発表

②台風接近

③降雨状況、降雨予測から

河川の巡回等の監視が必

要、限定された地域で風水

害発生のおそれ、又は風水

害が発生し応急対策実施の

必要

初動配備態勢の指示

（災害対策本部設置）（➢

独立した災害対策本部事務

室の確保）

次の場合、避難対応できる

準備を速やかに始める。

・東京都・気象庁合同発表

による危険水位情報発表が

あった場合

・高解像度降水ナウキャス

トにより、線状降水帯の要

因となる積乱雲など、気象

庁から警戒の呼びかけが

あった場合

災対指令部（60名態勢）

災対建設部（56名態勢）

災対地域部（82名態勢）

災対教育部（9名態勢）

災対指令部（報道班）３名

態勢） 災対地域部（地域班・応急

班）（70名態勢）

災対保健福祉部（5名態

勢）

極めて甚大な災害の発生が

予見される等の場合は、気

象台から、市町村長（ホッ

トライン）や市町村職員に

能動的に警戒を呼びかけ。

・そのほか、区内に影響を

及びす線状降水帯の発生を

把握した場合

災対建設部(建設班）土のう

作成運搬隊の出動準備

線状降水帯と確認次第、避

難準備・高齢者等避難開始

発令 避難誘導

交通規制

高齢者避難開始

避難準備開始

屋内安全確保を含めて、避

難完了

大雨洪水警報発令 ー1時間
【河川情報・気象情報の収

集】
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　青字：各豪雨の重点事項

【線状降水帯豪雨】限られた時間の中で、区域全域の住民の生命を守る・被害を最小限に抑える

【線状降水帯

豪雨】

１．災害対応体制の実効性

の確保
２．情報の収集・分析 ３．避難対策

４．広報の円滑化と情報の

発信

５．避難所等における生活

環境の確保

６．応援の受入れ体制の確

保

災対指令部

災対総務部

災対指令部【再掲】

災対地域部

災対建設部

災対指令部【再掲】（勧避

難告等発令）

災対地域部

（避難所開設）

災対教育部

災対指令部【再掲】

災対地域部【再掲】

災対地域部（地域班・応急

班）

災対保健福祉部

災対指令部【再掲】

区の主な対策（対応局面別）と対応する災対部

凡例➢：内閣府（平成29年）「市町村のための水害対応ガイドライン」から引用、■中野区災害応急対策マニュアル（風水害編）記載事項
行動主体

気象庁

（東京管区気象台）
東京都 東京消防庁 警視庁 住民等

タイムライン

防災行動目標時間の目安

一般的には降水継続時間５

～10時間、ただし、中野区

での実績である平成17年9

月4日の大雨での経験をも

とにして、大雨注意報発令

から同警報発令まで5時

間、警報発令から氾濫危険

水位突破まで１時間とす

る。

気象状況

水位状況

区の態勢

水位状況

被災状況

・防災行政無線／ジェイコ

ム防災放送／ホームページ

／ソーシャルメディア／防

災情報メールマガジン／エ

リアメール／音声自動応答

／Ｊアラート／Ｌアラート

による広報／文字情報一斉

伝達システム／緊急情報一

斉電話伝達システム

急傾斜地、崖地、擁壁等危

険個所の巡回調査態勢

➢報道機関への対応ルール

の明確化

➢住民からの問合せ窓口の

一元化

急傾斜地、崖地、擁壁等危

険個所の巡回調査

6隊(重点調査区域優先）

東京都・警察・消防その他

の防災関係機関との連絡及

び調整

➢ホットライン（気象庁／

東京都危機管理監／東京都

第三建設事務所）による情

報提供・助言・勧告を活用

ホットラインによる情報提

供

－１時間 東京都と合同で氾濫危険情

報を発表（神田川）

気象庁と合同で氾濫危険情

報を発表（神田川）

東京都と合同で氾濫危険情

報を発表（善福寺川・妙正

寺川）

気象庁と合同で氾濫危険情

報を発表（善福寺川・妙正

寺川）

【住民への情報伝達】

災対建設部（建設班）土の

う作成運搬隊の出動準備

ポンプ排水隊の出動準備

東京都第三建設事務所と環

状7号線地下調整池への流

入に関するホットライン

第三建設事務所：

環状7号線地下調整池への

流入に関するホットライン

区内河川氾濫危険水位突破 ゼロアワー

第1次非常配備態勢

災対指令部（66名態勢）

災対総務部（35名態勢）

➢長期化を踏まえた職員動

員体制の検討

災対地域部（243名態勢）

災対建設部（77名態勢）

災対地域部（地域班・応急

班）（222名態勢）

災対指令部(報道班）（7名

態勢）

災対保健福祉部（21名態

勢）

避難誘導

交通規制

以上をまとめて【住民への情

報提供】という 
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　青字：各豪雨の重点事項

【線状降水帯豪雨】限られた時間の中で、区域全域の住民の生命を守る・被害を最小限に抑える

【線状降水帯

豪雨】

１．災害対応体制の実効性

の確保
２．情報の収集・分析 ３．避難対策

４．広報の円滑化と情報の

発信

５．避難所等における生活

環境の確保

６．応援の受入れ体制の確

保

災対指令部

災対総務部

災対指令部【再掲】

災対地域部

災対建設部

災対指令部【再掲】（勧避

難告等発令）

災対地域部

（避難所開設）

災対教育部

災対指令部【再掲】

災対地域部【再掲】

災対地域部（地域班・応急

班）

災対保健福祉部

災対指令部【再掲】

区の主な対策（対応局面別）と対応する災対部

凡例➢：内閣府（平成29年）「市町村のための水害対応ガイドライン」から引用、■中野区災害応急対策マニュアル（風水害編）記載事項
行動主体

気象庁

（東京管区気象台）
東京都 東京消防庁 警視庁 住民等

タイムライン

防災行動目標時間の目安

一般的には降水継続時間５

～10時間、ただし、中野区

での実績である平成17年9

月4日の大雨での経験をも

とにして、大雨注意報発令

から同警報発令まで5時

間、警報発令から氾濫危険

水位突破まで１時間とす

る。

気象状況

水位状況

区の態勢

水位状況

被災状況

➢ホットラインの活用
ホットラインによる情報提

供

避難勧告発令

救助要請

東京都・警察・消防その他

の防災関係機関との連絡及

び調整

救助要請対応

土のう要請

土のう要請対応

排水要請

➢長期化を踏まえた職員動

員体制の検討
排水要請対応

消毒要請

消毒要請対応 ■消毒計画に基づき被災地

域に出動し消毒作業を実施

する。業者委託事務を処理

する。地域本部を活動拠点

とする。

4



青字：各豪雨の重点事項

ゲリラ性豪雨:要配慮者利用施設や、地下空間など特定の区域の住民の生命を守る

【ゲリラ豪雨】

１．災害対応体制の実効性

の確保
２．情報の収集・分析 ３．避難対策

４．広報の円滑化と情報の

発信

５．避難所等における生活

環境の確保

６．応援の受入れ体制の確

保

災対指令部

災対総務部

災対指令部【再掲】

災対地域部

災対建設部

災対指令部【再掲】（避難

勧告等発令）

災対地域部（避難所開設）

災対教育部

災対指令部【再掲】

災対地域部【再掲】

災対地域部（地域班・応急

班）

災対保健福祉部

災対指令部【再掲】

短時間に大量の降水があ

り、下水道及び河川では処

理しきれずに、短時間では

あるが、内水氾濫による浸

水被害が想定される。川沿

いの地下空間浸水など。）

➢全庁的な水害対応業務の

実施体制の確保

➢水害を踏まえた職員の参

集体制の確保

➢独立した災害対策本部事

務室の確保

➢重要な情報を確実に受

信・発信できる機器の確保

➢長期化を踏まえた職員動

員体制の検討

➢水害対応チェックリスト

の作成

➢関係機関との“顔の見える

関係”の構築

➢各種情報の収集、分析体

制の強化

➢ホットラインの活用

➢避難勧告等の発令

➢平時から住民や施設管理

者への情報提供

➢住民や施設管理者への情

報伝達

➢要配慮者等の避難の実効

性の確保

➢報道機関への対応ルール

の明確化

➢住民からの問合せ窓口の

一元化

➢避難所運営体制の確立

➢避難所運営業務の整理

➢外部応援が想定される災

害対策業務の把握

➢災害時相互応援協定の締

結

➢受援体制の整備（受援調

整組織を設置し対応を一元

化）

➢受援体制の整備（応援を

必要とする業務の整理）

極めて甚大な災害の発生が

予見される等の場合は、気

象台から、電話連絡によ

り、市町村長（ホットライ

ン）や市町村職員に能動的

に警戒を呼びかけ。「地域

における気象防災業務のあ

り方（報告書）」H29.8か

ら引用

・洪水予報等の発表

・雨量、河川水位の監視

・河川水位、気象情報の伝

達

・水防管理団体への水防資

機材の供与

・水防管理団体への技術的

支援

・風水害の救助、救急情報

に関すること

・風水害の予防、警戒並び

防御に関すること

・人命の救助及び救急に関

すること

・出動/巡視/点検/水防作業

・被害実態把握

・交通規制

・被災者の救出と避難誘導

・行方不明者の捜索及び調

査

・死体の調査等及び検視

・公共の安全と秩序の維持

・避難等自身の安全確保

・初期消火、救援・救護等

の活動への協力

平常時

（夜間・休日連絡態勢含

む）

➢水害対応チェックリスト

の作成

・無線情報連絡員待機

・当番職員待機

➢関係機関との“顔の見える

関係”の構築

➢平時から住民や施設管理

者への情報提供

➢要配慮者等の避難の実効

性の確保

➢報道機関への対応ルール

の明確化 ➢避難所運営業務の整理

➢外部応援が想定される災

害対策業務の把握

➢災害時相互応援協定の締

結

情報の収集・伝達 情報の収集・伝達 情報の収集・伝達 情報の収集

水害時の避難場所、避難経

路の確認

■河川監視カメラによるリ

アルタイム観察

■東京都災害情報システム

■民間気象会社を利用して

水位情報の収集

○上流部リアルタイム雨量

（10分間単位）の観測情報

収集

・気象情報の伝達

・雨量、河川水位の観測・

監視

（DISにより関係各局、区

市町村、気象庁、警視庁、

東京消防庁においても、リ

アルな情報を入手）

DIS：東京都災害情報シス

テム

災対建設部（建設班）土の

う作成運搬隊の出動準備

ポンプ排水隊の出動準備

大雨洪水警報発令 －2時間

－（１～2）

時間
避難支援のための態勢

東京都と合同で氾濫危険情

報を発表（神田川）

気象庁と合同で氾濫危険情

報を発表（神田川）

東京都と合同で氾濫危険情

報を発表（善福寺川・妙正

寺川）

気象庁と合同で氾濫危険情

報を発表（善福寺川・妙正

寺川）

それぞれの主な対策 それぞれの主な防災行動

区の主な対策（対応局面別）と対応する災対部

凡例➢：内閣府（平成29年）「市町村のための水害対応ガイドライン」から引用、■中野区災害応急対策マニュアル（風水害編）記載事項、
行動主体

警視庁 住民等

気象状況

水位状況

区の態勢

水位状況

被災状況

タイムライン

防災行動目標時間の目安

気象庁

（東京管区気象台）
東京都 東京消防庁

以上をまとめて【河川水位

情報・気象情報の収集】と

いう 



ゲリラ性豪雨:要配慮者利用施設や、地下空間など特定の区域の住民の生命を守る

【ゲリラ豪雨】

１．災害対応体制の実効性

の確保
２．情報の収集・分析 ３．避難対策

４．広報の円滑化と情報の

発信

５．避難所等における生活

環境の確保

６．応援の受入れ体制の確

保

災対指令部

災対総務部

災対指令部【再掲】

災対地域部

災対建設部

災対指令部【再掲】（避難

勧告等発令）

災対地域部（避難所開設）

災対教育部

災対指令部【再掲】

災対地域部【再掲】

災対地域部（地域班・応急

班）

災対保健福祉部

災対指令部【再掲】

区の主な対策（対応局面別）と対応する災対部

凡例➢：内閣府（平成29年）「市町村のための水害対応ガイドライン」から引用、■中野区災害応急対策マニュアル（風水害編）記載事項、
行動主体

警視庁 住民等

気象状況

水位状況

区の態勢

水位状況

被災状況

タイムライン

防災行動目標時間の目安

気象庁

（東京管区気象台）
東京都 東京消防庁

初動配備態勢

（必要な初動活動の準備と

危険が予測される地域を警

戒巡視する体勢）

参集基準：

①中野区又は上流域に「大

雨若しくは洪水注意報」、

又は「大雨若しくは洪水警

報（特別警報）」が発表

②台風接近

③降雨状況、降雨予測から

河川の巡回等の監視が必

要、限定された地域で風水

害発生のおそれ、又は風水

害が発生し応急対策実施の

必要

初動配備態勢の指示

（災害対策本部設置）（➢

独立した災害対策本部事務

室の確保）

東京都・気象庁合同発表に

よる危険水位情報発表が

あった場合、参集指示を出

す。

災対指令部（60名態勢）

災対建設部（56名態勢）

ただし、参集可能人員で対

応を始める。

災対地域部（82名態勢

災対教育部（9名態勢）

ただし、参集可能人員で対

応を始める。

災対指令部（報道班）（3

名態勢）

ただし、参集可能人員で対

応を始める

災対地域部（地域班・応急

班）（70名態勢）

災対保健福祉部（5名態

勢）

ただし、参集可能人員で対

応を始める

極めて甚大な災害の発生が

予見される等の場合は、気

象台から、市町村長（ホッ

トライン）や市町村職員に

能動的に警戒を呼びかけ。

【河川情報・気象情報の収

集】

東京都・警察・消防その他

の防災関係機関との連絡及

び調整

➢ホットライン（気象庁／

東京都危機管理監／東京都

第三建設事務所）による情

報提供・助言・勧告を活用

ホットラインによる情報提

供

避難準備・高齢者等避難開

始発令

避難誘導

交通規制

高齢者避難開始

避難準備開始

地下空間から1階、2階へ避

難

屋内安全確保を含めて、避

難完了

災対建設部（建設班）土の

う作成運搬隊の出動準備

ポンプ排水隊の出動準備

急傾斜地、崖地、擁壁等危

険個所の巡回調査態勢

急傾斜地、崖地、擁壁等危

険個所の巡回調査

6隊

東京都第三建設事務所と環

状7号線地下調整池への流

入に関するホットライン

第三建設事務所：

環状7号線地下調整池への

流入に関するホットライン

区内河川氾濫危険水位突破 ゼロアワー

第1次非常配備態勢

災対指令部（66名態勢

災対総務部（35名態勢）

➢長期化を踏まえた職員動

員体制の検討

災対地域部（243名態勢）

災対建設部（77名態勢）

災対地域部（地域班・応急

班）（222名態勢）

災対指令部(報道班）（7名

態勢）

災対保健福祉部（21名態

勢）

➢ホットラインの活用 ホットラインによる情報提

供

避難勧告発令

避難誘導

交通規制

地下空間から1階、2階へ避

難



ゲリラ性豪雨:要配慮者利用施設や、地下空間など特定の区域の住民の生命を守る

【ゲリラ豪雨】

１．災害対応体制の実効性

の確保
２．情報の収集・分析 ３．避難対策

４．広報の円滑化と情報の

発信

５．避難所等における生活

環境の確保

６．応援の受入れ体制の確

保

災対指令部

災対総務部

災対指令部【再掲】

災対地域部

災対建設部

災対指令部【再掲】（避難

勧告等発令）

災対地域部（避難所開設）

災対教育部

災対指令部【再掲】

災対地域部【再掲】

災対地域部（地域班・応急

班）

災対保健福祉部

災対指令部【再掲】

区の主な対策（対応局面別）と対応する災対部

凡例➢：内閣府（平成29年）「市町村のための水害対応ガイドライン」から引用、■中野区災害応急対策マニュアル（風水害編）記載事項、
行動主体

警視庁 住民等

気象状況

水位状況

区の態勢

水位状況

被災状況

タイムライン

防災行動目標時間の目安

気象庁

（東京管区気象台）
東京都 東京消防庁

救助要請

東京都・警察・消防その他

の防災関係機関との連絡及

び調整

救助要請対応

土嚢要請

土のう要請対応

排水要請

➢長期化を踏まえた職員動

員体制の検討
排水要請対応

消毒要請

■消毒計画に基づき被災地

域に出動し消毒作業を実施

する。業者委託事務を処理

する。地域本部を活動拠点

とする。
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