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別紙 3 起きてはならない最悪の事態別の強靭化施策 

 

本区において起きてはならない最悪の事態 強靭化施策 

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 

１ 建築物の耐震化・更新の推進 

(1)旧耐震基準で建てられた住宅、マンション、緊急輸送道路沿道の建

築物等の耐震化・除却・建替え促進支援 

２ 出火・延焼の抑制 

(1) 木造密集市街地の改善 

(2) 不燃化促進 

(3) 空き家対策 

３ 防災上重要な区施設の防災対策の推進 

(1) 区立小・中学校改築 

(2) 本庁舎移転 

(3) 施設の耐震化改修・防火設備整備 

(4) 施設新設時の災害対策を見据えた計画作成 

(5) その他区施設の更新 

４ 地域防災力の向上 

(1) 消防団員確保及び消防団装備強化 

(2) 訓練、講演会等を通した自主防災組織等の充実強化 

(3) 指定避難所における避難所運営協議会の運営強化 

(4) 町・自治会単位の地区防災計画策定支援と推進 

(5) 災害ボランティア・コーディネーターの育成 

(6) 地域行事を通した多世代交流の機会やコミュニティの充実 

(7) 家具類の転倒・落下・移動防止対策の推進 

５ 都市インフラの災害対応力強化 

(1) 都市計画道路の整備 

(2) 再開発事業、土地区画整理事業など市街地再構築の推進 

(3) 都市計画道路沿道建築物の不燃化・耐震化 

都市防災不燃化促進事業 

(4) 無電柱化の促進 

(5) 橋梁の架替え及び既存の道路、橋梁、公園、特定施設の予防保全型

管理の推進 

(6) ブロック塀の倒壊防止対策促進支援 

(7) オープンスペースの確保 

６ 伝達手段の多重化 

(1) 各メディアに対し、避難情報、感染防止に向けた情報など重要な情

報を迅速かつ正確に提供する体制構築 

(2) 地域への情報発信手段の多様化を図る 

(3) 行政関係機関内の情報連携体制（J-ALERT、Em-Net など）の 

強化 

(4) 災害対策本部、各防災拠点、職員間の情報収集ネットワークの構築 

(5) 多言語による情報提供ができる体制を充実強化する 

7 避難や感染拡大防止に役立つ情報提供の一層の充実 

(1)関係機関との連携強化 
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1-2）不特定多数が集まる施設の倒壊・火災 

 

１ 出火・延焼の抑制 

    1-1)記載のとおり 

２ 防災上重要な区施設の防災対策の推進 

    1-1)記載のとおり 

３ 地域防災力の向上 

(1) 消防団員確保及び消防団装備強化 

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 

１ 区管理河川施設の災害対応力強化 

(1) 水門の耐震化 

(2) 適正な維持管理の強化 

２ スーパー堤防と一体的なまちづくりの推進 

３ 防災上重要な区施設の防災対策の推進 

1-1)記載のとおり 

４ 広域避難の具現化と関係機関との連携強化 

(1)江東 5区、東京都、国及び関係機関との連携強化 

(2)広域避難先の確保 

(3)垂直避難等による孤立被災者の支援体制確保 

５ 地域防災力の向上 

(1)学校等における防災教室の推進・強化 

(2)訓練、講演会等を通した自主防災組織等の充実強化 

６ 都市インフラの災害対応力強化 

(1) 再開発事業、土地区画整理事業など市街地再構築の推進 

７ 伝達手段の多重化 

  1-1)記載のとおり 

８ 避難に役立つ情報提供の一層の充実 

(1)水害ハザードマップの周知、広域避難の必要性の意識啓発 

(2)河川水位、雨量情報、高潮氾濫危険水位等区民への情報伝達の迅 

速さと精度の向上 

９ タイムラインの充実・改善 

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 

 

１ 伝達手段の多重化 

1-1)記載のとおり 

２ 避難や感染拡大防止に役立つ情報提供の一層の充実 

(1)関係機関との連携強化 

(2)水害ハザードマップの周知、広域避難の必要性、感染防止に向けた

情報発信等の意識啓発 

(3)河川水位、雨量情報、高潮氾濫危険水位等区民への情報伝達の迅速

さと精度の向上 

３ 非常用電源の確保・充実 

(1) 災害対策本部、避難所等本区の災害時拠点施設に非常用電源の充実 

４ 自立分散型エネルギーの利用拡大 

(1)電力の長期供給停止を想定した高効率な供給システムによる電力確

保 

５ 防災上重要な区施設の防災対策の推進 

1-1)記載のとおり 

６ 広域避難の具現化と関係機関との連携強化 

1-3)記載のとおり 



67 
 

７ タイムラインの充実・改善 

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 

１ 備蓄の確実な確保 

(1) 施設特性に応じた行政備蓄及び協定団体との連携による流通備蓄の

充実 

調達体制の整備（特に輸送車両などに必要な燃料確保） 

(2) 家庭内、事業所の備蓄の拡充促進を啓発・ローリングストックの推

奨 

２ 区立小中学校の受水槽を断水時対応型への更新・改良 

３ 区立小中学校配備の防災井戸等による生活雑用水確保 

４ 中小企業の事業継続計画（BCP）策定促進 

５ 都市インフラの災害対応力強化 

1-1)記載のとおり 

６ 非常用電源の確保・充実 

1-4)記載のとおり 

７ 自立分散型エネルギーの利用拡大 

1-4)記載のとおり 

2-2）多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発

生 

１ 都市インフラの災害対応力強化 

(1) 本区緊急輸送道路啓開に向けた連携体制の構築 

２ 避難に役立つ情報提供の一層の充実 

1-4)記載のとおり 

３ 伝達手段の多重化 

1-1)記載のとおり 

４ 地域防災力の向上 

(1) 訓練、講演会等を通した自主防災組織等の充実強化 

５ 非常用電源の確保・充実 

1-4)記載のとおり 

６ 備蓄の確実な確保 

2-1)記載のとおり 

７ 自立分散型エネルギーの利用拡大 

1-4)記載のとおり 

８ 区立小中学校の受水槽を断水時対応型への更新・改良 

９ 区立小中学校配備の防災井戸等による生活雑用水確保 

10 スーパー堤防と一体的なまちづくりの推進 

11 区管理河川施設の災害対応力強化 

1-3)記載のとおり 

12 広域避難の具現化と関係機関との連携強化 

1-3)記載のとおり 

13 タイムラインの充実・改善 

2-3）自衛隊、警察、消防、海保等の被災等によ

る救助・救急活動等の絶対的不足 

１ 地域防災力の向上 

(1) 訓練、講演会等を通した自主防災組織等の充実強化 

(2) 指定避難所における避難所運営協議会の運営強化 

(3) 町・自治会単位の地区防災計画策定支援と推進 

(4) 災害ボランティア・コーディネーターの育成 

(5) 地域行事を通した多世代交流の機会やコミュニティの充実 
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２ 建築物の耐震化・更新の推進 

  1-1)記載のとおり 

３ 出火・延焼の抑制 

    1-1)記載のとおり 

４ 防災上重要な区施設の防災対策の推進 

1-1)記載のとおり 

５ 都市インフラの災害対応力強化 

(1) 本区緊急輸送道路啓開に向けた連携体制の構築 

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 

１ 非常用電源の確保・充実 

1-4)記載のとおり 

２ 自立分散型エネルギーの利用拡大 

1-4)記載のとおり 

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 

１ 帰宅困難者対策 

(1) 災害時帰宅支援ステーションの充実 

災害時協力協定締結拡充、区内避難所での受入態勢の充実 

(2) 徒歩帰宅の備えの啓発 

２ 避難に役立つ情報提供の一層の充実 

(1) 関係機関との連携強化 

(2) 水害ハザードマップの周知、広域避難の必要性の意識啓発 

３ 伝達手段の多重化 

1-1)記載のとおり 

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 

１ 伝達手段の多重化 

1-1)記載のとおり 

２ 医療機関の強靭化 

(1) 業務継続計画（BCP）策定促進による必要な事務への対応態勢の確

立 

(2) 研修等による人材育成 

(3) 医師会、歯科医師会、薬剤師会等様々な主体による医療救助活動の

連携体制構築 

３ 建築物の耐震化・更新の推進 

  1-1)記載のとおり 

４ 出火・延焼の抑制 

    1-1)記載のとおり 

５ 防災上重要な区施設の防災対策の推進 

1-1)記載のとおり 

６ 都市インフラの災害対応力強化 

(1) 本区緊急輸送道路啓開に向けた連携体制の構築 

(2) 都市計画道路の整備 

(3) 再開発事業、土地区画整理事業など市街地再構築の推進 

(4) 京成線連続立体事業の推進 

(5) 都市計画道路沿道建築物の不燃化・耐震化 

都市防災不燃化促進事業 

(6) 無電柱化の促進 

(7) 橋梁の架替え及び既存の道路、橋梁、公園、特定施設の予防保全型 

管理の推進 
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(8) マンホール浮上の抑制 

(9) 防災船着場の整備・機能拡充 

(10) 自転車通行帯の整備 

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 

１ 避難所における衛生管理 

(1) 避難所、避難場所のマンホールトイレ整備の充実 

(2) 避難所の空調設備整備 

(3) 簡易トイレの備蓄 

(4) 衛生用品の備蓄強化 

(5) 災害時協力協定の拡充 

(6) 避難所運営マニュアルの改定 

２ 在宅・縁故避難の誘導強化 

３ 防災上重要な区施設の防災対策の推進 

1-1)記載のとおり 

４ 要配慮者の支援体制整備 

(1) 避難行動要支援者の支援体制整備 

(2) 避難所における要配慮者への配慮体制整備 

５ 伝達手段の多重化 

1-1)記載のとおり 

６ 非常用電源の確保・充実 

1-4)記載のとおり 

７ 感染症のまん延対策  

(1) 平常時から各家庭や避難所における健康管理（体調管理・服薬指導

等）の啓発 

(2) 感染症対策用品の備蓄 

(3) 平常時から東京都及び医師会との連携による感染症検査体制の確立 

(4) 軽症者等対応用の民間ホテル利用に向けた災害時協力協定拡充 

(5) 要介護者及び保護者感染時の児童等について一時保護体制の確立 

(6) 感染者の安全な自宅療養環境構築に向けた病状管理体制の確立 

８ 避難所や家庭における保健衛生活動の準備 

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 

1 日常から地域と警察との連携による防犯活動 

(1) 地域による防犯パトロール 

(2) 街頭防犯カメラの設置支援 

(3) わんわんパトロール、ながら見守り活動等 

3-2）本区の職員・施設等の被災による機能の大

幅な低下 

１ 防災上重要な区施設の防災対策の推進 

1-1)記載のとおり 

２ 非常用電源の確保・充実 

1-4)記載のとおり 

３ 自立分散型エネルギーの利用拡大 

1-4)記載のとおり 

４ 行政システムデータの安全確保（バックアップ） 

５ 危機事象毎の業務継続計画（BCP）策定と訓練（BCM） 

６ 受援態勢の構築・強化 

4-1）電力供給停止等による情報通信の麻痺・長

期停止 

１ 非常用電源の確保・充実 

1-4)記載のとおり 

２ 自立分散型エネルギーの利用拡大 
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1-4)記載のとおり 

３ 防災上重要な区施設の防災対策の推進 

1-1）記載のとおり 

４ 伝達手段の多重化 

(1) 地域への情報発信手段の多様化を図る 

５ 行政システムデータの安全確保（バックアップ） 

６ 危機事象毎の業務継続計画（BCP）策定と訓練（BCM） 

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 

１ 危機事象毎の業務継続計画（BCP）策定と訓練（BCM） 

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 

１ 非常用電源の確保・充実 

1-4)記載のとおり 

２ 自立分散型エネルギーの利用拡大 

1-4)記載のとおり 

３ 防災上重要な区施設の防災対策の推進 

1-1)記載のとおり 

４ 伝達手段の多重化 

(1) 地域への情報発信手段の多様化を図る 

５ 危機事象毎の業務継続計画（BCP）策定と訓練（BCM） 

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 

１ 中小企業及び地域金融機関の事業継続計画（BCP）策定促進 

２ 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 

３ 適切な金融支援策の実施  

４ 都市インフラの災害対応力強化 

(1) 本区緊急輸送道路啓開に向けた連携体制の構築 

(2) 都市計画道路の整備 

(3) 再開発事業、土地区画整理事業など市街地再構築の推進 

(4) 京成線連続立体事業の推進 

(5) 都市計画道路沿道建築物の不燃化・耐震化 

都市防災不燃化促進事業 

(6) 無電柱化の促進 

(7) 橋梁の架替え及び既存の道路、橋梁、公園、特定施設の予防保全型

管理の推進 

(8) マンホール浮上の抑制 

(9) 防災船着場の整備・機能拡充 

５ 備蓄の確実な確保 

(1) 家庭内、事業所の備蓄の拡充促進を啓発・ローリングストックの推

奨 

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 

１ 都市インフラの災害対応力強化 

    5-1）記載のとおり 

5-3）陸上水上交通ネットワークの機能停止 １ 都市インフラの災害対応力強化 

    5-1）記載のとおり 

5-4）食料等の安定供給の停滞 １ 都市インフラの災害対応力強化 

    5-1）記載のとおり 

２ 備蓄の確実な確保 
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2-1)記載のとおり 

３ 中小企業の事業継続計画（BCP）策定促進 

４ 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 

５ 適切な金融支援策の実施 

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 

１ 危機事象毎の業務継続計画（BCP）策定と訓練（BCM） 

6-2）上水道等の長期間にわたる供給停止 １ 区立小中学校の受水槽を断水時対応型への更新・改良 

２ 区立小中学校配備の防災井戸等による生活雑用水確保 

３ 備蓄の確実な確保 

2-1)記載のとおり 

４ 都市インフラの災害対応力強化 

  5-1）記載のとおり 

５ 危機事象毎の業務継続計画（BCP）策定と訓練（BCM） 

6-3）下水道施設の長期間にわたる機能停止 １ 都市インフラの災害対応力強化 

 5-1）記載のとおり 

２ 応急し尿処理対応について東京都下水道局ほか関係機関との連携強化 

6-4）地域交通ネットワークが分断する事態 １ 都市インフラの災害対応力強化 

  5-1）記載のとおり 

２ 建築物の耐震化・更新の推進 

  1-1)記載のとおり 

３ 出火・延焼の抑制 

    1-1)記載のとおり 

6-5）火山噴火により脆弱性が高まる事態 １ 降灰対策の検討 

国の検討を踏まえた被害軽減対策の検討 

7-1）市街地での大規模火災の発生 １ 建築物の耐震化・更新の推進 

  1-1)記載のとおり 

２ 出火・延焼の抑制 

    1-1)記載のとおり 

３ 地域防災力の向上 

(2)訓練、講演会等を通した自主防災組織等の充実強化 

４ 都市インフラの災害対応力強化 

(1) 都市計画道路の整備 

(2) 再開発事業、土地区画整理事業など市街地再構築の推進 

(3) 都市計画道路沿道建築物の不燃化・耐震化 

都市防災不燃化促進事業 

(4) オープンスペースの確保 

５ 防災上重要な区施設の防災対策の推進 

1-1)記載のとおり 

６ 農地・緑地の保全 

(1) 農業振興のための行事開催、支援 

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 

１ 建築物の耐震化・更新の推進 

  1-1)記載のとおり 

２ 都市インフラの災害対応力強化 
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(1) 区緊急輸送道路啓開に向けた連携体制の構築 

(2) 都市計画道路の整備 

(3) 再開発事業、土地区画整理事業など市街地再構築の推進 

(4) 京成線連続立体事業の推進 

(5) 都市計画道路沿道建築物の不燃化・耐震化 

都市防災不燃化促進事業 

(6) 無電柱化の促進 

(7) 橋梁の架替え及び既存の道路、橋梁、公園、特定施設の予防保全型

管理の推進 

(8) マンホール浮上の抑制 

(9) 自転車通行帯の整備 

(10) ブロック塀の倒壊防止対策促進支援 

(11) オープンスペースの確保 

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 

１ 区管理河川施設の災害対応力強化 

1-3)記載のとおり 

２ スーパー堤防と一体的なまちづくりの推進 

7-4）有害物質の大規模拡散・流出 １ 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 

7-5）風評被害等による経済等への甚大な影響 １ 伝達手段の多重化 

1-1)記載のとおり 

２ 地域防災力の向上 

(1) 訓練、講演会等を通した自主防災組織等の充実強化 

(2) 指定避難所における避難所運営協議会の運営強化 

(3) 町・自治会単位の地区防災計画策定支援と推進 

(4) 災害ボランティア・コーディネーターの育成 

(5) 地域行事を通した多世代交流の機会やコミュニティの充実 

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 

１ がれき処理マニュアルの整備 

２ がれき処理体制の構築・強化 

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 

１ 地域防災力の向上 

(1) 町・自治会単位の地区防災計画策定支援と推進 

(2) 災害ボランティア・コーディネーターの育成 

(3) 地域行事を通した多世代交流の機会やコミュニティの充実 

２ り災証明書発行システムの活用 

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 

１ 地域防災力の向上 

(1)地域行事を通した多世代交流の機会やコミュニティの充実 

２ 復興計画策定準備 

(1)「江戸川区都市復興マニュアル」を踏まえた事前の復興対策の手順

や進め方、復興の目標、体制の策定・構築 

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 

１ 防災上重要な区施設の防災対策の推進 

1-1)記載のとおり 

２ 都市インフラの災害対応力強化 

(1) 区緊急輸送道路啓開に向けた連携体制の構築 

(2) 都市計画道路の整備 

(3) 再開発事業、土地区画整理事業など市街地再構築の推進 
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(4) 京成線連続立体事業の推進 

(5) 都市計画道路沿道建築物の不燃化・耐震化 

都市防災不燃化促進事業 

(6) 無電柱化の促進 

(7) 橋梁の架替え及び既存の道路、橋梁、公園、特定施設の予防保全型

管理の推進 

(8) マンホール浮上の抑制 

(9) 自転車通行帯の整備 

(10) ブロック塀の倒壊防止対策促進支援 

(11) オープンスペースの確保 

３ 非常用電源の確保・充実 

1-4)記載のとおり 

４ 自立分散型エネルギーの利用拡大 

1-4)記載のとおり 

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 

１ 区管理河川施設の災害対応力強化 

1-3)記載のとおり 

２ スーパー堤防と一体的なまちづくりの推進 

３ 復興計画策定準備 

8-3)記載のとおり 

 

 


