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別紙 1 起きてはならない最悪の事態ごとの脆弱性評価結果 

 

１ 直接死を最小限に抑える 

(1-1)大都市での建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や住宅密集地における火 

災による死傷者の発生 

・大規模地震による倒壊等のおそれがある住宅・建物等について、所有者自らが耐

震診断及び耐震改修工事を実施するよう、助成制度の普及啓発を図り、さらなる

耐震化を促進していく必要がある。（建築物の耐震化・更新の推進／まちづくり）

【都市開発部】 

 

・老朽化した木造住宅が密集し、道路等の都市基盤やオープンスペースが不足する

地域において、市街地再開発事業等を推進し道路の拡幅、公園や広場、耐火性・

耐震性を有する建築物を一体的に整備することにより、防災性、安全性の高い市

街地を形成する必要がある。（出火・延焼の抑制／まちづくり）【都市開発部】 

 

・密集市街地における細街路の拡幅整備により、避難経路、緊急車両侵入路及び消

火活動空間を確保する必要がある。（出火・延焼の抑制／まちづくり）【都市開発

部】 

 

・発災時に各種区施設に危険が発生しないよう、各種防災対策を進める必要がある。

（防災上重要な区施設の防災対策の推進、出火・延焼の抑制／行政機能、健康・

福祉・医療、教育・文化、経済・産業・地域コミュニティ）【新庁舎・大型施設建

設推進室】【文化共育部】【生活振興部】【福祉部】【子ども家庭部】【教育委員会事

務局】 

 

・施設倒壊による直接死を防ぐため、老朽化した橋梁、地下駐輪場等の特定施設、

公園遊具等について、更新や修繕を進める必要がある。（防災上重要な区施設の

防災対策の推進、都市インフラの災害対応力強化／まちづくり）【土木部】 

 

・火災や水害時の地域防災のおいて大きな役割を担う消防団の活動を支援する必要

がある。（地域防災力の向上／経済・産業・地域コミュニティ）【危機管理室】 

 

・共助を担う地域の自主防災組織の充実強化を推進する必要がある。（地域防災力

の向上／経済・産業・地域コミュニティ）【危機管理室】 

 

・指定避難所における避難所運営協議会を全箇所に設置するとともに、既設協議会

の実効性を高める必要がある。（地域防災力の向上／経済・産業・地域コミュニテ

ィ）【危機管理室】 

 

・地域防災力の向上を図るため、地区防災計画の策定を推進する必要がある。（地域

防災力の向上／経済・産業・地域コミュニティ）【危機管理室】 

 

・地域防災力向上のため、地域防災の担い手となる小中学生に、災害への正しい知

識と自助・共助の意識を身に付けさせる必要がある。（地域防災力の向上／教育・

文化）【危機管理室】【教育委員会事務局】 
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・関係機関や区民が、より適時・的確な防災行動・対策をとれるよう、防災情報の

精度向上や迅速な発表などの改善に取り組む必要があるとともに、伝達経路の不

通時に備えて様々な媒体での情報伝達手段を確保する必要がある。（伝達手段の

多重化・避難や感染拡大防止に役立つ情報提供の一層の充実／行政機能・情報通

信）【危機管理室】 

 

(1-2)不特定多数が集まる施設の倒壊・火災 

・火災や水害時の地域防災のおいて大きな役割を担う消防団の活動を支援する必要

がある。（地域防災力の向上／経済・産業・地域コミュニティ）【危機管理室】 

 

・大規模火災にあたって、公共施設内での人的被害を防ぐため、安全な避難経路を

確保する必要がある。耐火構造の壁等で建築物内部を区画するほか、外への階段・

出口・通路の整備を行う。他の建築物への延焼を防ぐため、防災緑地やスプリン

クラー等の整備をする必要がある。（防災上重要な区施設の防災対策の推進、出

火・延焼の抑制／行政機能、健康・福祉・医療、経済・産業・地域コミュニティ、

教育・文化）【新庁舎・大型施設建設推進室】【文化共育部】【生活振興部】【福祉

部】【子ども家庭部】【健康部】【教育委員会事務局】 

 

・高齢者施設等の防災・減災対策を推進するため、スプリンクラー設備等の整備、

耐震化改修・大規模修繕等のほか倒壊の危険性のあるブロック塀等の改修の対策

を講じる必要がある。（防災上重要な区施設の防災対策の推進、出火・延焼の抑制

／健康・福祉・医療）【福祉部】 

 

(1-3)異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水 

・大規模水害時に全ての区民が生命の安全を確保できるよう、江東５区並びに関係

機関と連携して広域避難の枠組みを整備及び実効性を高める必要がある。（広域

避難の具現化と関係機関との連携強化／行政機能）【危機管理室】 

 

・市街地浸水時の避難経路や待避施設を確保する必要がある。（都市インフラの災

害対応力強化／まちづくり）【都市開発部】 

 

・ゼロメートル都市である江戸川区においては、近年の地球温暖化の影響による異

常気象や海面水位の上昇により、これまでの予測をはるかに超える洪水や高潮に

対する警戒の必要がある。（避難や感染拡大防止に役立つ情報提供の一層の充実、

伝達手段の多重化／行政機能）【危機管理室】 

 

・水害による被害の軽減を図るため、区民に対して広域避難の必要性の周知をはじ

めとした防災意識の向上を図り、自主的な避難行動へ繋げる必要がある。（避難
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や感染拡大防止に役立つ情報提供の一層の充実、地域防災力の向上／行政機能）

【危機管理室】 

 

・大規模水害時の広域避難場所への避難方法、公的避難場所について関係機関と検

討するとともに、区内における垂直避難等による孤立被災者の救助方法も検討す

る必要がある。（広域避難の具現化と関係機関との連携強化／行政機能）【危機管

理室】 

 

・関係機関や区民が、より適時・的確な防災行動・対策をとれるよう、防災情報の

精度向上や迅速な発表などの改善に取り組む必要がある。また、台風接近時に適

切な情報発信や対応を行うため、行動計画を予め定める必要がある。（タイムラ

インの充実・改善、避難や感染拡大防止に役立つ情報提供の一層の充実、伝達手

段の多重化／行政機能、情報通信）【危機管理室】 

 

・公共施設建設の際は、災害を想定し、避難等の拠点となる施設の整備を検討する

必要がある。（防災上重要な区施設の防災対策の推進／経済・産業・地域コミュニ

ティ）【生活振興部】 

 

・水門・樋門の損壊・機能不全による水害が発生しないよう機能保全に努めるとと

もに、有事に迅速な操作が行える体制を作る必要がある。（区管理河川施設の災

害対応力強化／行政機能、まちづくり）【土木部】 

 

・高潮による浸水防止策として、樋門等の河川施設の機能保全に努める必要がある。

（区管理河川施設の災害対応力強化／まちづくり）【土木部】 

 

・緊急時の待避場所として機能する身近な高台の創出及び道路等の基盤整備を推進

する必要がある。（都市インフラの災害対応力強化、スーパー堤防と一体的なま

ちづくりの推進／まちづくり）【土木部】 

 

(1-4)情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生 

・区民及び訪区、在住外国人が必要とする災害情報の充実に向け、情報伝達手段の

多様化・多言語化を図る必要がある。（伝達手段の多重化／情報通信）【危機管理

室】 

 

・関係機関や区民が、より適時・的確な防災行動・対策をとれるよう、防災情報の

精度向上や迅速な発表などの改善に取り組む必要がある。また、台風接近時に適

切な情報発信や対応を行うため、行動計画を予め定める必要がある。（タイムラ

インの充実・改善、避難や感染拡大防止に役立つ情報提供の一層の充実、伝達手

段の多重化／行政機能、情報通信）【危機管理室】 
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・大規模水害時に全ての区民が生命の安全を確保できるよう、江東５区並びに関係

機関と連携して広域避難の枠組みを整備及び実効性を高める必要がある。（広域

避難の具現化と関係機関との連携強化／行政機能）【危機管理室】 

 

・電力供給途絶に備えた、代替手段の確保について検討する必要がある。（情報伝達

の多重化、非常用電源の確保・充実、自立分散型エネルギーの利用拡大／行政機

能）【危機管理室】 

 

２ 救助・救急・医療活動が迅速に行われる（それがなされない場合の必要な対応を

含む） 

(2-1)被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止 

・災害対応拠点の電力供給が長期間停止した場合に備えた代替手段を整備する必要

がある。（防災上重要な区施設の防災対策の推進、非常用電源の確保・充実、自立

分散型エネルギーの利用拡大／行政機能）【新庁舎・大型施設建設推進室】 

 

・避難所となる学校施設では、食料・飲料水・生活雑用水・電力・燃料等を確保す

る必要がある。（備蓄の確実な確保、区立小中学校の受水槽を断水時対応型への

更新・改良、区立小中学校配備の防災井戸等による生活雑用水確保、非常用電源

の確保・充実、自立分散型エネルギーの利用拡大／行政機能、教育・文化）【教育

委員会事務局】 

 

・自助・共助による食料、水、燃料等の備蓄を推進する必要がある。（備蓄の確実な

確保／経済・産業・地域コミュニティ）【危機管理室】 

 

・物資食料の確保、調達及び輸配送について、各協定団体と締結している協力協定

の実効性の向上を図る必要がある。（備蓄の確実な確保／行政機能）【危機管理室】 

 

・避難所運営が円滑に行えるよう防災倉庫や避難所の備蓄品を充実させるととも

に、流通備蓄量の確実性を高める必要がある。（備蓄の確実な確保／行政機能）

【危機管理室】 

 

・区立保育園等について、子どものための食料、水、おむつを備蓄していく必要が

ある。（備蓄の確実な確保／行政機能）【子ども家庭部】 

 

・高齢者施設等のエネルギー供給及び飲料水等を確保する必要がある。（自立分散

型エネルギーの利用拡大／行政機能）【福祉部】 

 

・道路の災害対応力を強化するとともに、発災後の迅速な輸送経路啓開が出来る体

制を構築する必要がある。（都市インフラの災害対応力強化／行政機能）【土木部】 
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・災害発生時に突発業務対応および事業継続を行うためには、各事業所が事業継続

計画（BCP）の策定を行い、未然の対策の必要がある。（中小企業の事業継続計画

（BCP）策定促進、／経済・産業・地域コミュニティ）【生活振興部】 

 

(2-2)多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

・大規模水害時、想定浸水時間の長い地域において孤立する区民が発生しないよう、

早期の広域避難を促進する必要がある。（避難や感染拡大防止に役立つ情報提供

の一層の充実／行政機能）【危機管理室】 

 

・災害時には、様々な交通の混乱等の発生が予測される。このため、各道路管理者

や交通管理者、各交通事業者等と連携・協力し、区民等の生命の安全確保、交通

秩序の維持等について万全を期する必要がある。（都市インフラの災害対応力強

化／行政機能）【都市開発部】 

 

・関係機関や区民が、より適時・的確な防災行動・対策をとれるよう、防災情報の

精度向上や迅速な発表、伝達手段の拡充などの改善に取り組む必要がある。また、

災害対策本部、各防災拠点、職員間の連絡の途絶や孤立が発生しないよう複数の

伝達手段を整備する必要がある。（避難や感染拡大防止に役立つ情報提供の一層

の充実、伝達手段の多重化／情報通信）【危機管理室】 

 

・地域防災力の向上を図るため、地区防災計画の策定を推進する必要がある。（地域

防災力の向上／経済・産業・地域コミュニティ）【危機管理室】 

 

・大規模水害時に全ての区民が生命の安全を確保できるよう、江東５区並びに関係

機関と連携して広域避難の枠組みを整備及び実効性を高める必要がある。（広域

避難の具現と関係機関との連携強化／行政機能）【危機管理室】 

 

・避難所となる学校施設では、食料・飲料水・生活雑用水・電力・燃料等を確保す

る必要がある。（備蓄の確実な確保、区立小中学校の受水槽を断水時対応型への

更新・改良、区立小中学校配備の防災井戸等による生活雑用水確保、非常用電源

の確保・充実、自立分散型エネルギーの利用拡大／行政機能、教育・文化）【教育

委員会事務局】 

 

・高潮による浸水防止策として、スーパー堤防の整備を推進するとともに樋門等の

河川施設の機能保全に努める必要がある。（区管理河川施設の災害対応力強化、

スーパー堤防と一体的なまちづくりの推進／まちづくり）【土木部】 

 

・台風接近時に適切な対応を行うため、事前の防災行動を時系列に沿って整理した

防災行動計画（タイムライン）の充実・改善を進める必要がある。（タイムライン

の充実・改善、避難や感染拡大防止に役立つ情報提供の一層の充実／行政機能）

【危機管理室】 
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(2-3)自衛隊、警察、消防、海上保安庁等の被災等による救助・救急活動等の絶対 

的不足 

・公的機関による救助活動等が受けられない場合に備え、自助・共助を推進し、公

助の負荷を軽減する必要がある。（地域防災力の向上／経済・産業・地域コミュニ

ティ）【危機管理室】 

 

・救助・救急活動等を行うための経路が被災し、活動が阻害されることがないよう

対策を講じる必要がある。（建築物の耐震化・更新の推進、出火・延焼の抑制、防

災上重要な区施設の防災対策の推進、都市インフラの災害対応力強化／まちづく

り）【危機管理室】【都市開発部】【土木部】 

 

(2-4)救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の長期途絶 

・電力供給途絶に備えた、代替手段を確保する必要がある。（自立分散型エネルギー

の利用拡大／健康・医療・福祉、環境）【環境部】 

 

・保健所及び各健康サポートセンター、各緊急医療救護所で適切な災害医療活動が

実施できるよう、エネルギーを確保する必要がある。（非常用電源の確保・充実、

自立分散型エネルギーの利用拡大／健康・医療・福祉）【健康部】 

 

(2-5)想定を超える大量かつ長期の帰宅困難者の発生・混乱 

・集客施設や駅等に帰宅困難者が発生した場合は、原則 3日間の移動を抑えるため

の一時滞在施設、徒歩帰宅者支援ステーションの確保及び情報提供等、支援環境

整備の必要がある。（帰宅困難者対策、避難や感染拡大防止に役立つ情報提供の

一層の充実、伝達手段の多重化／行政機能）【危機管理室】 

 

(2-6)医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶及び感染症拡大 
による医療機能の麻痺 

・情報・通信サービスの機能停止によって必要な情報が伝達されない事態が起きな

いよう、情報伝達手段の多重化を進める必要がある。（情報伝達の多重化／情報

通信）【危機管理室】 

 

・医療施設の破損や医療関係者の負傷・従事困難、インフラが機能しなくなること

により、医療機能が麻痺する恐れがあることから、医療機能を確保できる対策を

講じる必要がある。（医療機関の強靭化／健康・医療・福祉）【健康部】 

 

・緊急医療救護所や避難所などで適切な治療が行えるよう、必要な医薬品を確実に

確保する必要がある。（備蓄の確実な確保／健康・医療・福祉）【健康部】 
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・救助・救急活動等を行うための経路が被災し、活動が阻害されることがないよう

対策を講じる必要がある。（建築物の耐震化・更新の推進、出火・延焼の抑制、防

災上重要な区施設の防災対策の推進、都市インフラの災害対応力強化／まちづく

り）【危機管理室】【都市開発部】【土木部】 

 

(2-7)疫病・感染症等の大規模発生や劣悪な避難生活環境による健康状態の悪化・死

者の発生 

・感染拡大防止のための隔離措置を迅速に行えるよう災害時協力協定や区内施設の

適切な活用について検討しておく必要がある。（感染症のまん延対策、避難所に

おける衛生管理／行政機能、健康・医療・福祉）【危機管理室】 

 

・避難所となる文化・図書館・青少年健全育成において、疫病・感染症等の発生を

防ぐ必要がある。（感染症のまん延対策、避難所における衛生管理／健康・医療・

福祉、教育・文化）【文化共育部】 

 

・避難所におけるトイレ機能の確保により、衛生環境を保全する必要がある。（避難

所における衛生管理／行政機能）【危機管理室】 

 

・災害時避難行動要支援者及びその家族が安心・安全な避難所生活を送れるように

福祉避難所の確保及び個別に避難支援をする必要がある。（要配慮者の支援体制

整備／行政機能、健康・医療・福祉）【福祉部】 

 

・避難所生活において、見た目にもわかりにくい発達障害者（児）はその特性によ

り集団生活になじめないため、適切な配慮の必要がある。（要配慮者の支援体制

整備／行政機能、健康・医療・福祉）【福祉部】 

 

・避難所や各家庭において、手洗いの徹底や生活用品・調理器具を衛生的に取り扱

う等健康管理を行い、健康状態の悪化・死者の発生を防ぐ必要がある。（感染症の

まん延対策、避難所や家庭における保健衛生活動の準備、避難所における衛生管

理／健康・医療・福祉）【健康部】 

 

・避難所となる小中学校において、体育館等の室内環境（温湿度等）を適正に保ち、

劣悪な環境下で健康を害することがないようにする必要がある。（避難所におけ

る衛生管理／健康・医療・福祉）【危機管理室】【健康部】 

 

・高齢者施設等の感染症拡大防止対策を講じる必要がある。（感染症のまん延対策、

要配慮者の支援体制整備／行政機能、健康・医療・福祉）【福祉部】 
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・同行避難したペットから他の避難者へ感染症がまん延することを防ぐため、対策

を講じる必要がある。（感染症のまん延対策／健康・医療・福祉）【健康部】【危機

管理室】 

 

・人工呼吸器使用者が災害により生命の危険にさらされることのないよう支援する

必要がある。（非常用電源の確保・充実／健康・医療・福祉）【健康部】 

 

・精神障害者が避難所で安定した生活を送れるよう支援するとともに、体調を崩し

た場合に備えて環境を整備する必要がある。（要配慮者の支援体制整備／健康・

医療・福祉）【危機管理室】【健康部】 

 

・避難所や各家庭において適切に健康管理を行い、健康状態の悪化・死者の発生を

防ぐ必要がある。（避難所や家庭における保健衛生活動の準備／健康・医療・福

祉）【健康部】 

 

・避難行動要支援者の中でも特に避難が困難な区民に対して個別の支援を行う必要

がある。（要配慮者の支援体制整備／健康・医療・福祉）【危機管理室】【健康部】 

 

・避難所の過密化によって収容できない人の発生や物資の不足等が起きないよう、

避難所以外への避難も推進する必要がある。（在宅・縁故避難の誘導強化／行政

機能）【危機管理室】 

 

・情報・通信サービスの機能停止によって必要な情報が伝達されない事態が起きな

いよう、情報伝達手段の多重化を進める必要がある。（情報伝達の多重化／情報

通信）【危機管理室】 

 

・避難所となる施設の被災によって避難者の受け入れに支障が出ないよう、防災対

策を推進する必要がある。（防災上重要な区施設の防災対策の推進／教育・文化、

経済・産業・地域コミュニティ）【文化共育部】【生活振興部】【教育委員会事務局】 

 

３ 必要不可欠な行政機能を確保する 

(3-1)被災による現地の警察機能の大幅な低下による治安の悪化 

・地域や警察との連携・協力、防犯カメラの効果的な設置により、ハードとソフト

の両面から防犯体制の確立を行う必要がある。（日常から地域と警察との連携に

よる防犯活動／経済・産業・地域コミュニティ）【環境部】 

 

・警察機能の低下時にも地域が自主的に治安を維持出来るよう、区民の防犯意識を

高める必要がある。（日常から地域と警察との連携による防犯活動／経済・産業・

地域コミュニティ）【環境部】 
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(3-2)本区の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

・本庁舎の移転を通して、災害対応の拠点としての機能向上を図る必要がある。（防

災上重要な区施設の防災対策の推進、非常用電源の確保・充実、自立分散型エネ

ルギーの利用拡大／行政機能）【新庁舎・大型施設建設推進室】 

 

・施設点検を迅速に進めるため、参集できない職員を早期に把握し、避難所の点検

を行う必要がある。（危機事象毎の業務継続計画（BCP）策定と訓練（BCM）／行政

機能）【都市開発部】 

 

・業務継続計画（BCP）及び訓練(BCM)により、人材、資源等業務継続に必要な体制

を確保する必要がある。（危機事象毎の業務継続計画（BCP）策定と訓練（BCM）、

行政機能）【危機管理室】 

 

・防災拠点施設の災害時における電源確保を計画的に行う必要がある。（非常用電

源の確保・充実、自立分散型エネルギーの利用拡大／行政機能）【危機管理室】 

 

・災害時の膨大な応急復旧業務を処理するために受援態勢を構築し、その実効性を

確保する必要がある。（受援態勢の構築・強化／行政機能）【総務部】 

 

・災害時に保健所及び各健康サポートセンターの倒壊や火災により、職員や避難者

が死傷したり停電等で機能が大幅に低下しないよう非常用電源や自立分散型エ

ネルギー等の適切な整備をする必要がある。（防災上重要な区施設の防災対策の

推進、非常用電源の確保・充実、自立分散型エネルギーの利用拡大／行政機能、

健康・医療・福祉）【健康部】 

 

・行政システムを持続するために、データの安全を確保する必要がある。（行政シス

テムデータの安全確保、危機事象毎の業務継続計画（BCP）策定と訓練（BCM）／

情報通信）【経営企画部】 

 

４ 必要不可欠な情報通信機能を確保する 

(4-1)電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止 

・行政システムを持続するために、データの安全を確保する必要がある。（行政シス

テムデータの安全確保、危機事象毎の業務継続計画（BCP）策定と訓練（BCM）／

情報通信）【経営企画部】 

 

・災害時に保健所及び各健康サポートセンターで必要な電力を確保することで、災

害対策本部や東京都等との情報通信を可能にし、健康部本部等の適切な運営を図

る必要がある。（非常用電源の確保・充実、自立分散型エネルギーの利用拡大／行

政機能）【健康部】 
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・電力供給途絶に備えた、代替手段の確保について検討する必要がある。（情報伝達

の多重化、非常用電源の確保・充実、自立分散型エネルギーの利用拡大／行政機

能）【危機管理室】 

 

・本庁舎の移転を通して、災害対応の拠点としての機能向上を図る必要がある。（防

災上重要な区施設の防災対策の推進、非常用電源の確保・充実、自立分散型エネ

ルギーの利用拡大／行政機能）【新庁舎・大型施設建設推進室】 

 

・災害発生時の迅速な初動体制を確立するため、職員の特別非常配備態勢の整備・

強化を図り、各職員が自分の役割について正しく理解するよう努める必要があ

る。（危機事象毎の業務継続計画（BCP）策定と訓練（BCM）／行政機能）【危機管

理室】 

 

(4-2)郵便事業の長期停止による種々の重要な郵便物が送達できない事態 

・災害発生時に業務が継続出来るよう、連携を強化する必要がある。（危機事象毎の

業務継続計画（BCP）策定と訓練（BCM）／行政機能）【危機管理室】 

 

(4-3)テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達できない事    

態 

・情報・通信サービスの機能停止によって必要な情報が伝達されない事態が起きな

いよう、情報伝達手段の多重化を進める必要がある。（情報伝達の多重化／情報

通信）【危機管理室】 

 

・テレビ、ラジオなどの不通時に備え、様々な媒体での情報伝達手段を確保する必

要がある。（情報伝達の多重化／情報通信）【危機管理室】 

 

・災害対応拠点の電力供給が長期間停止した場合に備えた代替手段を整備する必要

がある。（防災上重要な区施設の防災対策の推進、非常用電源の確保・充実、自立

分散型エネルギーの利用拡大／行政機能）【新庁舎・大型施設建設推進室】 

【危機管理室】 

 

・災害発生時の迅速な初動体制を確立するため、職員の特別非常配備態勢の整備・

強化を図り、各職員が自分の役割について正しく理解するよう努める必要があ

る。（危機事象毎の業務継続計画（BCP）策定と訓練（BCM）／行政機能）【危機管

理室】 
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５ 経済活動を機能不全に陥らせない 

(5-1)サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下 

・災害発生時に突発業務対応および事業継続を行うためには、各事業所が事業継続

計画（BCP）の策定を行い、未然の対策の必要がある。（中小企業の事業継続計画

（BCP）策定促進、備蓄の確実な確保／経済・産業・地域コミュニティ）【生活振

興部】 

 

・日ごろから経営基盤の強化を図り、生産性向上に取り組むことで災害時にも対応

できる企業づくりへの支援を行う必要がある。（中小企業の経営基盤の向上およ

び生産性の向上に資する支援、適切な金融支援策の実施／経済・産業・地域コミ

ュニティ）【生活振興部】 

 

・道路の災害対応力を強化するとともに、発災後の迅速な輸送経路啓開が出来る体

制を構築する必要がある。（都市インフラの災害対応力強化／行政機能）【土木部】 

 
(5-2)社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギー供給の停止 

・道路の災害対応力を強化するとともに、発災後の迅速な輸送経路啓開が出来る体

制を構築する必要がある。（都市インフラの災害対応力強化／行政機能）【土木部】 

 

(5-3)陸上水上交通ネットワークの機能停止 

・災害時に避難道路や緊急輸送路となるなど、都市基盤施設として重要な役割を果

たす都市計画道路等の整備を進めていく必要がある。（都市インフラの災害対応

力強化／まちづくり）【都市開発部】【土木部】 

 

・家屋倒壊等により自動車が通行不能となった場合、迅速に情報収集活動を実施す

るため、自転車通行帯を整備する必要がある。（都市インフラの災害対応力強化

／まちづくり）【土木部】 

 

・電柱倒壊による道路閉塞等を防ぐため、電線類地中化を推進する必要がある。 

（都市インフラの災害対応力強化／まちづくり）【都市開発部】【土木部】 

 

・落橋により緊急避難路及び輸送路の寸断を防ぐため、老朽化した橋梁の架替え及

び修繕をする必要がある。（都市インフラの災害対応力強化／まちづくり）【土木

部】 

 

(5-4)食料等の安定供給の停滞 

・道路の災害対応力を強化するとともに、発災後の迅速な輸送経路啓開が出来る体

制を構築する必要がある。（都市インフラの災害対応力強化／行政機能）【土木部】 
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・災害時における食料・物資等を確実に確保するため、協定団体との連携体制を構

築する必要がある。（備蓄の確実な確保／行政機能）【危機管理室】 

 

・災害発生時に突発業務対応および事業継続を行うためには、各事業所が事業継続

計画の策定を行い、未然の対策の必要がある。（中小企業の事業継続計画（BCP）

策定促進、／経済・産業・地域コミュニティ）【生活振興部】 

 

・被災によって区内の農業が継続できなくなる事態が起きないよう、平時より適切

な啓発や支援を行う必要がある。（中小企業の経営基盤の向上および生産性の向

上に資する支援、適切な金融支援策の実施／経済・産業・地域コミュニティ）【生

活振興部】 

 

６ 生活・経済活動に必要最低限の電気、ガス、上下水道、燃料、交通ネットワーク

などを確保するとともに、これらの早期復旧を図る 

(6-1)電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や石油・LP ガスのサプライ

チェーン機能の停止 

・発災により、都市生活の基幹をなす電気、ガス等のライフラインが被災による、

都市機能混乱を最小限に抑えるために、区及び関係機関が相互に連携・協力し、

病院、主要公共施設等の応急対応を迅速に実施する必要がある。（危機事象毎の

業務継続計画（BCP）策定と訓練（BCM）／行政機能、経済・産業・地域コミュニ

ティ）【危機管理室】 

 

(6-2)上水道等の長期間にわたる供給停止 

・異常渇水時や上水道等の異常時に備え、給水体制の確保に努める必要がある。（備

蓄の確実な確保／行政機能、教育・文化）【危機管理室】 

 

・避難生活が長期に渡った場合でも飲料水を確保する必要がある。（備蓄の確実な

確保、区立小中学校の受水槽を断水時対応型へ更新・改良／行政機能、教育・文

化）【危機管理室】 

 

・適切な応急救護活動を図るため、保健所及び各健康サポートセンターで長期間利

用可能な水を確保する必要がある。（備蓄の確実な確保／健康・医療・福祉）【健

康部】 

 

・道路の災害対応力を強化するとともに、発災後の迅速な輸送経路啓開が出来る体

制を構築する必要がある。（都市インフラの災害対応力強化／行政機能）【土木部】 
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・業務継続計画（BCP）及び訓練(BCM)により、人材、資源等業務継続に必要な体制

を確保する必要がある。（危機事象毎の業務継続計画（BCP）策定と訓練（BCM）／

行政機能）【危機管理室】 

 

(6-3)下水道施設の長期間にわたる機能停止 

・汚水処理施設が使用できない場合においても、し尿の処理が迅速に行えるよう関

係機関との連携を強化する必要がある。（応急し尿処理対応について関係機関と

の連携強化／環境）【環境部】 

 

・道路の災害対応力を強化するとともに、発災後の迅速な輸送経路啓開が出来る体

制を構築する必要がある。（都市インフラの災害対応力強化／行政機能）【土木部】 

 
(6-4)地域交通ネットワークが分断する事態 

・災害時には、様々な交通の混乱等の発生が予測されるため、平時より各道路管理

者や交通管理者、各交通事業者等と連携し、交通の機能、秩序の維持等について

万全を期する必要がある。（都市インフラの災害対応力強化／行政機能）【都市開

発部】【土木部】 

 

・災害時に避難道路や緊急輸送路となるなど、都市基盤施設として重要な役割を果

たす都市計画道路等の整備を進めていく必要がある。（都市インフラの災害対応

力強化／まちづくり）【都市開発部】【土木部】 

 

・家屋倒壊等により自動車が通行不能となった場合、迅速に情報収集活動を実施す

るため、自転車通行帯を整備する必要がある。（都市インフラの災害対応力強化

／まちづくり）【土木部】 

 

・電柱倒壊による道路閉塞等を防ぐため、電線類地中化を推進する必要がある。 

（都市インフラの災害対応力強化／まちづくり）【都市開発部】【土木部】 

 

・落橋により緊急避難路及び輸送路の寸断を防ぐため、老朽化した橋梁の架替え及

び修繕をする必要がある。（都市インフラの災害対応力強化／まちづくり）【土木

部】 

 

・大規模地震による倒壊等のおそれがある住宅・建物等について、所有者自らが耐

震診断及び耐震改修工事を実施するよう、助成制度の普及啓発を図り、さらなる

耐震化を促進していく必要がある。（建築物の耐震化・更新の推進／まちづくり）

【都市開発部】 

 

・家屋倒壊等による道路閉塞等を防ぎ、大規模火災時の延焼遮断帯ともなる都市計

画道路整備を推進する必要がある。（出火・延焼の抑制、都市インフラの災害対応

力強化／まちづくり）【都市開発部】【【土木部】 
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(6-5)火山噴火により脆弱性が高まる事態 

・富士山噴火に伴う降灰による社会的影響を軽減するため、国や都の検討状況を踏

まえ、対策を検討する必要がある。（降灰対策の検討／行政機能）【危機管理室】 

 

７ 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

(7-1)市街地での大規模火災の発生 

・市街地の不燃化を促進し、燃えないまちを実現する必要がある。（出火・延焼の抑

制／まちづくり）【都市開発部】 

 

・延焼遮断帯の形成を促進し、燃え広がらないまちを実現する必要がある。（都市イ

ンフラの災害対応力強化／まちづくり）【都市開発部】 

 

・大規模火災にあたって、学校施設内での人的被害を防ぐため、安全な避難経路を

確保する必要がある。耐火構造の壁等で建築物内部を区画するほか、外への階段・

出口・通路の整備を行う。他の建築物への延焼を防ぐため、防災緑地やスプリン

クラー等の整備をする必要がある。（防災上重要な区施設の防災対策の推進／教

育・文化）【教育委員会事務局】 

 

・重要な産業となるだけでなく、防災上も重要な役割を果たす農地を保全するため

の支援を行う必要がある。（農地・緑地の保全／経済・産業・地域コミュニティ）

【生活振興部】 

 

・共助を担う地域の自主防災組織の充実強化を推進する必要がある。（地域防災力

の向上／経済・産業・地域コミュニティ）【危機管理室】 

 

・倒壊した建物による消火活動の阻害が起きないよう、大規模地震による倒壊等の

おそれがある住宅・建物等について、所有者自らが耐震診断及び耐震改修工事を

実施するよう、助成制度の普及啓発を図り、さらなる耐震化を促進していく必要

がある。（建築物の耐震化・更新の推進／まちづくり）【都市開発部】 

 

・木造住宅密集地域では、避難経路や円滑な消防活動に資する都市基盤の整備や災

害時の活動拠点となるオープンスペースの確保により、災害に強い安全な市街地

を形成する必要がある。（出火・延焼の抑制／まちづくり）【都市開発部】 

 

・老朽化した木造住宅が密集し道幅の狭い道路が多い状態を解消し、地区の防災性

の向上を図る必要がある。（出火・延焼の抑制／まちづくり）【都市開発部】 

 

・大規模火災時の延焼遮断帯を構築するため、都市計画道路整備を推進する必要が

ある。また、避難者の生命を守る避難場所、地域住民の一時集合場所となる都市

公園の整備を推進する必要がある。（出火・延焼の抑制、都市インフラの災害対応

力強化／まちづくり）【土木部】 
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・緊急時の避難場所として機能する身近な高台の創出及び道路等の基盤整備を推進

する必要がある。（都市インフラの災害対応力強化／まちづくり）【土木部】 

 
(7-2)沿線・沿道の建物倒壊による直接的な被害及び交通麻痺 

・広域的な避難路及び輸送路を確保するため、緊急輸送道路沿道建築物の倒壊によ

る道路の閉塞を防ぐ必要がある。（建築物の耐震化・更新の推進／まちづくり）

【都市開発部】 

 

・道路の災害対応力を強化するとともに、発災後の迅速な輸送経路啓開が出来る体

制を構築する必要がある。（都市インフラの災害対応力強化／行政機能）【土木部】 

 
(7-3)河川防災施設の損壊・機能不全による二次災害の発生 

・水門・樋門の損壊・機能不全による水害が発生しないよう機能保全に努めるとと

もに、有事に迅速な操作が行える体制を作る必要がある。（区管理河川施設の災

害対応力強化／まちづくり）【土木部】 

 

・地震と水害との複合災害による甚大な被害を抑止する必要がある。（スーパー堤

防と一体的なまちづくりの推進／まちづくり）【土木部】 

 
(7-4)有害物質の大規模拡散・流出 

・毒物劇物販売業者・毒物劇物取扱い事業者・化学物質を多量に保管している事業

所の保管庫等設備の破損、水没等により毒物劇物が流出しないよう速やかに対応

をする必要がある。（毒物・劇物保管管理施設の適正管理及び対応措置・防災訓練

等の指導／健康・医療・福祉、環境）【環境部】【健康部】 

 

(7-5)風評被害等による経済等への甚大な影響 

・災害発生後の風評被害による社会秩序の混乱、崩壊を防ぐ必要がある。（伝達手段

の多重化／行政機能、情報通信）【危機管理室】 

 

・訪区、在住外国人にも必要な情報を正しく伝達するため、複数言語で災害情報を

提供する必要がある。（情報伝達の多重化／行政機能、情報通信）【危機管理室】 

 

・誤った知識を原因とした風評被害が発生しないよう、正しい知識の啓発に努める

必要がある。（地域防災力の向上／経済・産業・地域コミュニティ）【危機管理室】 
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８ 地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件を整備する 

(8-1)大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事 

態 

・速やかな復旧・復興のために災害廃棄物を迅速かつ適正に処理する必要がある。

（がれき処理マニュアルの整備／環境）【環境部】 

 

・迅速な災害廃棄物処理に際し、関係する業者・団体と連携を図る必要がある。（が

れき処理体制の構築・強化／環境）【環境部】 

 

(8-2)道路啓開等の復旧・復興を担う人材等（専門家、コーディネーター、労働者、 

地域に精通した技術者等）の不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

・速やかな復旧・復興を実現するため、行政や地域住民が復旧・復興の手順や進め

方等を、事前に検討・共有しておく必要がある。（地域防災力の向上／経済・産

業・地域コミュニティ）【都市開発部】 

 

・災害ボランティアが円滑に活動出来る体制を構築する必要がある。（地域防災力

の向上／経済・産業・地域コミュニティ）【文化共育部】 

 

・被災した区民の生活を速やかに支援するため、り災証明書を迅速に発行する必要

がある。（り災証明書発行システムの活用／行政機能）【生活振興部】 

 

(8-3)地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅れる事 

態 

・発災により地域コミュニティの分断及び地域活動の停滞が想定されるので、でき

るだけ速やかに活動が再開できるように備える必要がある。（地域防災力の向上

／経済・産業・地域コミュニティ）【生活振興部】 

 

・発災時に、より強力に地域力を発揮できるよう多世代交流の機会やコミュニティ

の充実を図る必要がある。（地域防災力の向上／経済・産業・地域コミュニティ）

【生活振興部】 

 

・被災後に迅速に復興体制を構築できるよう平常時から備えておく必要がある。（復

興計画策定準備／行政機能）【都市開発部】 

 

(8-4)基幹インフラの損傷により復旧・復興が大幅に遅れる事態  

・災害対応拠点の電力供給が長期間停止した場合に備えた代替手段を整備する必要

がある。（防災上重要な区施設の防災対策の推進、非常用電源の確保・充実、自立

分散型エネルギーの利用拡大／行政機能）【新庁舎・大型施設建設推進室】 
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・道路の災害対応力を強化するとともに、発災後の迅速な輸送経路啓開が出来る体

制を構築する必要がある。（都市インフラの災害対応力強化／行政機能）【土木部】 

 

(8-5)広域地盤沈下等による広域・長期にわたる浸水被害の発生により復旧・復興が 

大幅に遅れる事態 

・複合災害時の浸水防止策として、スーパー堤防の整備を推進するとともに樋門等

の河川施設の機能保全に努める必要がある。（区管理河川施設の災害対応力強化、

スーパー堤防と一体的なまちづくりの推進／まちづくり）【土木部】 

 

・被災後に迅速に復興体制を構築できるよう平常時から備えておく必要がある。（復

興計画策定準備／行政機能）【都市開発部】 

 

 


