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Ⅰ．検証の概要                  

１．検証の目的 

 平成２９年１０月２２日（日）から２３日（月）にかけて、本市に甚大な被

害をもたらした「平成２９年台風第２１号」に対する当時の本市の初動対応は、 

・気象状況変化及び雨量観測並びに河川水位観測（現地調査、データ観測） 

・雨水排水施設等監視、運転 

・避難準備・高齢者等避難開始情報の発令 

・避難所開設及び運営（８カ所） 

・各地区浸水への対応（現地調査、土のう運搬、道路冠水による交通規制等） 

・各地区の被害状況把握及び対応 

・市民からの問い合わせ対応 

など市内全域にわたった風水害への対応及び市民の安全を確保するための活動

に努めていた。 

しかしながら、市内の至る所において、住家被害が発生し、特に寺尾地区に

おいては、内水はん濫が発生し、甚大な被害となってしまった。 

その際、寺尾地区における本市の初動対応において、①情報収集や伝達の適

切さ、②内水はん濫に対する認識、③市民への情報発信について、いくつかの

問題点が散見された。 

そこで、寺尾地区における本市の初動対応の問題点ついて、検証を行うこと

とし、「台風第２１号に対する初動対応内部検証会議」を設置した。 

この検証結果は、今後の災害等の非常事態への対応に役立てるものである。 

 

２．検証の対象 

検証の対象は、浸水被害があった寺尾地区における、本市の初動対応とし、

対象とする時間帯は、防災危機管理室の監視開始から現地調査班が撤収するま

での１０月２２日（日）７時から２３日（月）２１時までとした。 

 

３．検証事項 

① 寺尾地区の浸水被害の情報伝達は適切になされたのか。 

② 寺尾地区における内水はん濫に対する認識や体制は十分であったのか。 

③ 市民に対する情報発信は適切だったのか。 

 

≪検証手段について≫ 

対象時間帯の初動対応等について時系列にまとめるとともに、関係班の記録等の確

認や聞き取りから、対応状況・情報収集や伝達について事実の確認等により行った。 
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Ⅱ．気象状況                   

（１）気象警報等の状況 

１０月２０日１２時現在の台風第２１号の予想進路について、熊谷地方気象台

は１０月２３日埼玉県に最接近する見込みと発表した。 

１０月２１日１０時２１分に大雨注意報が発令され、２２日６時９分に大雨警

報及び雷注意報、１３時５０分に強風注意報、２２時３８分に洪水警報がそれぞ

れ発令された。 

翌２３日、９時３１分に大雨警報が解除となり、１２時５２分に洪水警報も解

除された。 

土砂災害警戒情報は、１０月２３日、２時２０分に発令され、同日７時に解除

された。 

  

 
   ※ 平成２９年 台風第２１号に関する説明会資料（埼玉県資料提供） 

 

 

（２）雨量の状況 

１０月２２日から２３日にかけての本市の雨量は、川越市役所で、最大時間雨

量３８ミリ、累計雨量２１９．５ミリ、牛子小学校で、最大時間雨量３４ミリ、

累計雨量２５６．５ミリ、福原備蓄庫で、最大時間雨量３８．５ミリ、累計雨量

２６０．５ミリを記録している。 
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（３）主な河川の水位状況 ※避難判断水位は、避難情報発表の目安となる水位 

 

① 新河岸川 宮戸橋（※朝霞市） 避難判断水位：7.12m 

 

 

② 小畔川 八幡橋  避難判断水位：3.60m 

 

 

③ 九十川（内水） 新河岸川（外水）合流  避難判断水位：7.55m 

 

※九十川排水機場の稼働に伴い水位観測したため 16 時からの水位 

 

時刻 22日7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時

水位(ｍ) 3.13 3.37 3.69 3.95 4.13 4.16 4.32 4.38 4.44 4.50 4.52

時刻 18時 19時 20時 21時 22時 23時 23日0時 1時 2時 3時 4時

水位(ｍ) 4.50 4.65 4.78 4.82 4.79 4.72 4.70 4.98 5.83 6.18 6.32

時刻 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時

水位(ｍ) 6.55 6.71 6.57 6.28 6.04 5.93 5.88 5.86

時刻 22日7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時

水位(ｍ) 1.80 1.96 2.17 2.37 2.53 2.67 2.84 2.93 2.90 2.80 2.69

時刻 18時 19時 20時 21時 22時 23時 23日0時 1時 2時 3時 4時

水位(ｍ) 2.70 2.75 2.84 2.87 2.78 2.67 2.68 3.28 3.95 3.94 3.99

時刻 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時

水位(ｍ) 4.05 3.93 3.65 3.38 3.09 2.84 2.66 2.50

時刻 22日16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 23日0時 1時 2時

水位(ｍ) 7.35 7.18 7.44 7.07 7.03 7.39 6.82 7.22 6.94 7.27 7.36

時刻 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時

水位(ｍ) 7.50 7.74 7.86 7.90 7.85 7.84 7.80 7.74 7.80 7.76
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Ⅲ．被害状況                   

平成２９年１２月１８日９時現在 

                       

（１）人的被害   被害なし 

 

 

（２）住家被害 

  床上浸水       ２４６件    床下浸水       ２３４件 

《内訳》大字寺尾地内  ２３８件   《内訳》大字寺尾地内  １８８件 

      岸町１丁目地内   ５件    岸町１丁目地内     ２８件 

      大字山田地内    ２件    大字山田地内       ４件 

      大字南田島地内   １件    大字木野目地内      ３件 

                      大字下新河岸地内     ３件 

大字府川地内       ３件 

大字菅間地内       ２件 

大字南田島地内      １件 

大字砂地内        １件 

大字寺山地内       １件 

 

 

（３）道路被害 

道路冠水４４件、通行止め３４件、道路陥没等１３件、倒木３件 

 

 

（４）河川被害 

新河岸川 大字大仙波１２８７番地付近溢水、上野田町５番地３付近溢水 

久保川  一部護岸流出 

江川流域都市下水路護岸くずれ 

 

 

（５）下水被害 

マンホール吹き出し・トイレ使用不可など１２１件 

中島雨水ポンプ場浸水 

霞ケ関第二雨水ポンプ場排水路護岸流出 
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   新河岸川 大字大仙波地内溢水          久保川護岸くずれ 

  

（６）農業被害 大字南田島地内ほか浸水５件 

 

（７）商工被害 芳野台１・２丁目地内４事業所浸水        

 

（８）公共施設被害 

寺尾小学校・寺尾中学校床上浸水、寺尾学童保育室床下浸水 

公園グラウンド等冠水２０件 

公園内３件及び霞ケ関東中学校１件倒木 

 

 

 

寺尾地区被害（再掲） 

 住 家 被 害   床上浸水 ２３８件  床下浸水 １８８件 

  道 路 被 害   道路冠水   ９件  通行止め   ２件 

    河 川 被 害   江川流域都市下水路護岸くずれ 

    下 水 被 害  マンホール吹き出し・トイレ使用不可など３３件、中島雨水ポンプ場浸水

公共施設被害   寺尾小学校・寺尾中学校床上浸水、寺尾学童保育室床下浸水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   寺尾地区（１０月２３日８時頃）        江川流域都市下水路護岸くずれ 
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Ⅳ．市の動員体制等                   

１．市の動員体制 

 １０月２２日から２３日にかけて、警戒体制第１配備が発令され、職員を動

員し現地等で災害対応することとなったのは、次の体制表のとおりである。 

 

（１）体制区分と配備基準 

体制区分 配備基準 

監視体制 通常の組織をもっ

て活動にあたる体

制 

・気象警報発表時、情報の収集及び必要に応じ

て現地確認する必要がある場合 

・現地の監視が必要な場合又は軽微な災害が発

生するおそれがある場合 

警戒体制 第１

配備 

本部を設置せず通

常の組織をもって

警戒活動にあたる

体制 

・災害が発生するおそれがある場合又は軽微な

災害が発生した場合 

・本市に特別警報が発表されたとき 

第２

配備 

災害が拡大し、警戒体制第１配備では対処し

きれないと思われる場合 

非常体制 第１

配備 

災害対策本部を設

置して災害対策活

動を推進する体制 

 相当規模の災害が発生し、あるいは発生する

おそれがある場合 

第２

配備 

 激甚な災害が発生した場合 

※台風第２１号では「警戒体制第１配備」に加え、避難所複数開設の可能性に備えるため、
避難所運営班を配備 

 

主な班体制 

部名 班名 
監視 

体制 

警戒体制 非常体制 

第１ 

配備 

第２ 

配備 

第１ 

配備 

第２ 

配備 

総括部 本部班 ○ ○ ○ ○ ○ 

特別監視班 ○ ○ ○ ○ ○ 

現地調査班 ― ○ ○ ○ ○ 

情報収集連絡班 ○ ○ ○ ○ ○ 

財政部 総括現地調査班 ― ○ ○ ○ ○ 

建設復旧部 道路班 ○ ○ ○ ○ ○ 

河川班 ○ ○ ○ ○ ○ 

上下水道部 上下水道復旧班 ○ ○ ○ ○ ○ 

※表中「○印」は動員を表している。 
※上記以外、避難所運営班、地域防災拠点班などの体制がある。 



7 

 

（２）職員動員数    

班   名 １０月２２日（日） １０月２３日（月） 延べ人数 

①本部班 １４（ １０） １６（ １０） ３０（ ２０） 

②特別監視班 １１（ １２） ９（ １２） ２０（ ２４） 

③現地調査班 

※１３班で構成 
３５（ ５０） ４４（ ５０） ７９（１００） 

④情報収集連絡班 ５（  ７） ５（  ７） １０（ １４） 

⑤総括現地調査班 ６（  ５） ６（  ５） １２（ １０） 

⑥道路班 ２２（ ２４） ４０（ ２４） ６２（ ４８） 

⑦河川班 ７（  ７） １２（  ７） １９（ １４） 

⑧上下水道復旧班 １８（ ２２） ２２（ ２２） ４０（ ４４） 

合計 １１８（１３７） １５４（１３７） ２７２（２７４） 

うち寺尾地区へ派遣した現地

調査班・特別監視班の人数 

３（  ５） １０（  ５） １３（ １０） 

※括弧内の数値は、本来動員することとしている職員数 

※道路班及び上下水道復旧班は、２３日７時（現地調査班等の交代時間）以降に在籍していた職

員数を計上している。 

※上記以外、避難所運営班、地域防災拠点班など動員している。 

 

（３）各班の分掌事務 

班名 分掌事務 

本部班 １．本部の設置及び閉鎖に関すること。 

２．本部の事務局に関すること。 

３．本部会議に関すること。 

４．災害応急対策の総括に関すること。 

５．各部各班との連絡調整に関すること。 

６．地震情報及び気象情報の収集及び伝達に関すること。 

７．自衛隊への災害派遣要請に関すること。 

８．国及び埼玉県への応援要請に関すること。 

９．他の地方公共団体及び関係機関への応援要請に関すこと。 

１０．災害救助法の適用基準に関すること。 

１１．被害状況の分析及び報告に関すること。 

１２．備蓄品の管理、救助物資の調達及び輸送の総括に関すること。 

１３．防災行政無線の運用及び統制に関すること。 

１４．情報通信装置の維持管理及び応急復旧に関すること。 

１５．部内出動職員の把握及び報告に関すること。 

１６．部内職員の配置調整並びに部内各班との連絡調整に関するこ 

と。 
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特別監視班  １．担当地区の巡回に関すること。 

 ２．現地調査班の担当地区以外の被災地の応急対策並びに被害状 

況の調査及び報告に関すること。 

 ３．現地調査班の応援に関すること。 

 ４．担当地区内の現地及び河川の状況の監視、情報の収集並びに 

報告に関すること。 

 ５．土砂災害危険区域の状況の監視、情報の収集並びに報告に関 

すること。 

現地調査班 

 

１．担当地区の警戒及び応急対策に関すること。 

２．担当地区内の被害状況の調査及び報告に関すること。 

３．被災者及び被災住宅の被害状況の調査に関すること。 

４．住民の避難誘導に関すること。 

５．市民部及び避難所運営班との連携に関すること。 

６．行方不明者の捜索に関すること。 

７．排水ポンプの設置及び運転に関すること。 

８．土のう等応急資機材の運搬及び設置に関すること。 

情報収集連絡班 １．市民、出動職員、関係機関等からの災害情報の収集及び担当 

班への伝達に関すること。 

２．本部長の指示及び災害関連情報の各部への伝達に関すること。 

３．各部からの被害状況等の情報収集及び集約に関すること。 

４．被害状況報告の作成に関すること。 

５．市民、出動職員、防災関係機関等からの電話による災害情報 

の担当班への取り次ぎに関すること。 

６．災害時優先電話に関すること。 

７．被災者に関する情報の整理に関すること。 

総括現地調査班 １．被災者、被災家屋の被害状況の調査及び集約に関すること。 

２．り災台帳の作成に関すること。 

３．市税の徴収猶予、減免等に関すること。 

４．各現地調査班の被害状況の調査結果の集約及び報告に関する 

 こと。 

５．各現地調査班の応援に関すること。 

道路班 １．道路、堤防、橋りょう等の被害状況の調査並びに危険防除及 

び応急措置に関すること。 

２．応急資機材土のう等の調達及び運搬に関すること。 

３．緊急輸送における輸送道路の確保に関すること。 

４．市道の復旧計画及び復旧工事に関すること。 

５．道路及び公共用水域並びにその周辺の水害対策に関すること。 

６．土木関係業者との連絡調整に関すること。 
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河川班  １．河川、水路、都市下水路及び所管施設・設備の被害状況の調 

査及び応急措置に関すること。 

２．河川の巡視及び水位の把握並びに河川情報の提供に関するこ 

と。 

３．排水機の運転に関すること。 

４．樋門等の操作の指示に関すること。 

５．公共用水域及びその周辺の水害対策に関すること。 

上下水道復旧班  １．上下水道施設の被害状況の調査及び応急復旧に関すること。 

 ２．配水池等の保有水量の確保に関すること。 

 ３．上下水道施設の復旧計画の作成及び復旧工事に関すること。 

 ４．上下水道施設の応急復旧資機材の確保に関すること。 

 ５．受水場・浄水場の水源の確保及び管理に関すること。 

 ６．受水場・浄水場の水源の水質管理及び検査に関すること。 

７．応急給水の応援に関すること。 

※「災害対策本部設置要綱別表第１（第６条関係）」から転記。 
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参考１：災害対策本部会議、災害対応部長会議 

災害対策本部会議 本部長：市長 副本部長：副市長、教育長、上下水道事業管理者 

本部員：各部局長等 

◎設置基準（風水害） 

・相当規模の災害が発生し、あるいは発生するおそれがある場合 

・その他市長が必要と認めた場合 

災害対応部長会議 

 

主宰者：危機管理監 

組織は、広報監、各部長（市長部局、教育委員会）、上下水道局

長、議会事務局長、会計管理者、消防局長（※出席要請）で構成。 

必要に応じ関係職員の出席を求める。 

◎設置目的 

・災害対策本部を設置するに至るまでの措置、及び対策本部を設

置しないで行う災害対策に関する措置を総合的に、迅速かつ的確

に行うために設置する。 

 

 

 

参考２：江川流域都市下水路、江川流域都市下水路樋門、中島雨水ポンプ場 

江川流域都市下水路 ・管理年月：昭和５６年４月 

◎都市下水路の設置目的 

 主に市街化区域で公共下水道が整備されておらず、浸水

被害の発生する地区の雨水排水を目的として造られるも

の。（浸水のおそれのある地域を対象に貯まった雨水を大

きな河川へ放流する） 

・総延長：４，３２０メートル 

・放流河川：一級河川新河岸川 

江川流域都市下水路樋門 

（以下、「江川樋門」とい

う。） 

・管理年月：昭和５６年４月 

◎設置目的 

新河岸川からの逆流を防止する。 

・平成１４年から樋門開閉は自動制御 

（新河岸川水位８．８メートルで自動閉鎖） 

中島雨水ポンプ場 

（排水ポンプ４台設置） 

・竣工年月：平成１６年２月 

◎設置目的 

寺尾小北側約１０ヘクタールの内水排除を行う。 

・放流先：江川流域都市下水路 

・揚水量：毎分６４立方メートル（※毎秒約１トン） 
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２．災害対応部長会議における情報の伝達経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※重要事項は直接、災害対応部長会議へ報告する。

※災害対応部長会議へ報告する前に判断が可能なものについては、本部班が判断を行い指示を出す。

※災害対応部長会議からの判断及び指示については、直接、各班へ行う場合もある。

※災害対応部長会議終了後、市長等へ報告を行う。

（イメージ図）

災害対応部長会議

本部班：防災危機管理室　（災害対応部長会議事務局）

総括現地調査班 情報収集連絡班

特別監視班・現地調査班

道路班、河川班、上下水道復旧班
（道路冠水、土のう、河川水位、

　　マンホールからの吹き出し　等）

市
民
か
ら
の
要
請
・
通
報
等

受付内容等の

連絡

要請者へ連絡

及び対応

受付内容の報告
・市民要請の

　対応報告

・各班における

　被害状況の報告

情報の集約

情報の解析

・定時報告集計報告

・緊急連絡

指示及び通知

・定時報告

・緊急連絡

指示及び通知

事項の伝達

災害対応部長会議へ被

害状況等の報告

判断及び指示

自治会等から

問い合わせ

土のう等の要請、

各種通報等

・指示及び

　連絡
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Ⅴ．各班の対応状況及び問題点等                

 台風第２１号の対策として設置された災害対応部長会議における災害応急対

策を実施させるため、次のとおり各班を設置している。 

これらの「班」については、川越市災害対策本部が設置された際に設置する

ことが規定されている「班」を準用している。各班の主な対応状況は次のとお

りである。 

 

（１）本部班（防災危機管理室） 

○２２日の対応状況 

・防災危機管理室職員については、７時から２名による監視を開始し、８時から７名体

制、２２時から９名体制、２３時から１０名体制としている。 

・１０時１０分『職員参集メール※』配信。 

 （※６ページの体制区分に応じて、職員に対して参集状況を知らせるメール） 

・１５時に監視体制を発令 

・１６時３０分に特別監視班出動 

・２１時に警戒体制第一配備を発令 

・２１時３０分に現地調査班出動（※寺尾地区担当は３名） 

・２２時２０分に土砂災害警戒対応、小畔川及び九十川増水対応として、「避難準備・

高齢者等避難開始」を発令、避難所（城南中学校、仙波小学校等）を開設 

【防災無線】 

22:54避難準備情報発令・避難所開設（小畔川流域） 

 22:59避難準備情報発令・避難所開設（九十川流域） 

 23:05避難準備情報発令・避難所開設（土砂災害警戒区域） 

災害対応部長会議への報告 

１３時 

１５時半 

１８時 

２０時 

 

第１回会議（台風の現状、配備体制の決定） 

第２回会議（台風の現状、水位の状況、特別監視班の出動） 

第３回会議（台風の現状、水位の状況、避難勧告等発令の検討） 

第４回会議（台風の現状、避難所開設準備、避難準備・高齢者等避難

開始の発令） 

○２３日の対応状況 

・９時に現地調査班の交代。寺尾地区現地調査班を増員（３名⇒１０名）。避難準備・

高齢者等避難開始解除（小畔川流域、土砂災害警戒区域） 

・１１時半頃、現地調査班の要請から、排水ポンプ車について国交省に連絡 

・１７時に警戒体制第一配備解除（※寺尾地区のみ継続）。避難準備・高齢者等避難開

始解除（九十川流域） 

・２１時に寺尾地区の現地調査班が撤収⇒関係部署による監視へ移行 

災害対応部長会議への報告 
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０時 

 ２時 

 ５時 

  

８時 

 

 

１４時 

 

１６時 

第５回会議（台風の現状、現地調査報告、避難所状況） 

第６回会議（小畔川避難勧告検討、現地調査報告、高階地区下水道状況） 

第７回会議（職員の交代、現地調査報告、入間川水位状況、寺尾地区で救助    

開始の一報） 

第８回会議（避難準備・高齢者等避難開始の解除及び継続、救助された住民

の避難所検討、[消防局より]寺尾地区での救助状況の報告、各施

設被害状況報告） 

第９回会議（[消防局より]寺尾地区の救助活動及び浸水エリア報告、 

      水位の状況、職員の交代及び体制の解除） 

第１０回会議（九十川水位と避難情報解除、避難所情報、今後の体制） 

【問題点等】 

現地調査班からの定時報告を除いて、道路班、河川班、上下水道復旧班から被害状況

等の情報について、定期的な情報収集ができず、そのため、災害対応部長会議へ詳細な

被害状況を報告できていなかった。 

災害対応等にかかる班編成は災害対策本部の組織編制を準用しているが、情報収集や

情報伝達について、本部班と各班の共通認識が十分になされていなかった。 

また、事前準備では、２週間前からの降雨による新河岸川水位、江川流域都市下水路

水位の情報把握・分析は行っておらず、当日の現地調査班等についても、通常の体制と

異なり、動員数が少なく、経験不足又は未経験の者が動員されていることを事前に把握

していたが、十分な対応策を講じていなかった。 

さらに、本部班内においても、総括現地調査班、現地調査班、消防局などからの情報

が、全ての職員に共有されていない点や、集まった情報の各地区の分析が行われないま

ま、災害対応部長会議を実施している状況であった。 

なお、第８回の災害対応部長会議で、寺尾地区の状況が明らかになる報告が多々あっ

たが、その後、詳細な情報把握及び住民への支援体制検討が迅速に実施されず、第９回

の会議開催も６時間後となってしまった。 

市長報告については、誰がどの時点でどのような情報を伝達するかが明確になってい

ない状況で、２２日及び２３日朝までの間に実施された災害対応部長会議（第１回～第

８回）の内容については、本部班からではなく、災害対応部長会議終了後に秘書室長が

メールで行っていた。 
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（２）災害対応部長会議 

○２２日、２３日の対応状況 

・２２日１３時に設置（２２日、２３日で計１０回開催） 

・災害対策本部を設置するに至るまでの措置及び対策本部を設置しないで行う災害対策

に関する措置を総合的に、迅速かつ的確に行う。 

・主宰者は危機管理監。 

・組織は、広報監、各部長（市長部局、教育委員会）、上下水道局長、議会事務局長、

会計管理者、消防局長（※出席要請）で構成。必要に応じ関係職員の出席を求める。 

開催状況（災害対応部長会議：開催時間、開催回、議題） 

２２日 

１３時 

 １５時半 

  

１８時 

 

 ２０時 

 

２３日 

０時 

 

 ２時 

 

 

 ５時 

 

 

 ８時 

 

 

 

 

１４時 

 

 

１６時 

 

 

第１回 

第２回 

 

第３回 

 

第４回 

 

 

第５回 

 

第６回 

 

 

第７回 

 

 

第８回 

 

 

 

 

第９回 

 

 

第１０回 

 

 

・台風の現況と今後について ・配備体制の決定について 

・台風の現況と今後について ・水位の状況について 

・特別監視班の出動について 

・台風の現況と今後について ・水位の状況について 

・避難勧告等発令の検討について 

・台風の現況と今後について ・避難所開設の準備について 

・避難準備・高齢者等避難開始の発令について 

 

・台風の状況と今後について ・現地調査班の報告について 

・避難所の状況報告について 

・小畔川水位と避難勧告発令について  

・現地調査班の報告について 

・高階地区での下水道状況報告 

・職員の交代について ・現地調査班報告について 

・入間川の水位状況について 

・寺尾地区で救助開始の一報 

・避難準備・高齢者等避難開始の解除及び継続について 

・消防局より寺尾地区での救助状況の報告 

・救助された住民の避難所検討 

・各施設被害状況の報告 

・中島雨水ポンプ場の停止報告 

・消防局より寺尾地区の救助活動及び浸水エリア（おおよそ

１００件）の報告 

・水位の状況について 

・職員の交代及び体制解除について 

・九十川水位と避難情報の解除について 

・避難所情報について 

・今後の体制について 
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【問題点等】 

 災害対応部長会議は、「川越市災害対策本部」を設置するまでの間に、災害対策等に

関する措置を行う最上位組織であるが、寺尾地区に関して、江川樋門の開閉状況、江川

流域都市下水路から雨水が溢れた情報について、本部班及び担当部から報告がされてい

ない状況であった。 

また、現地調査班からの「応援要請」等の情報についても、第７回資料の一部に文言

があるのみで、第８回開催まで、寺尾地区の状況について災害対応部長会議では認識さ

れていなかった。 

所管部長は、災害対応部長会議の中で、本部班からの被害状況等に報告漏れや疑問点

などがあると認識した際には、所管部内で状況を確認し、速やかに災害対応部長会議へ

報告する必要があった。 

ただし、第７回の時点で、消防局の情報から、寺尾地区で舟艇による救助開始の一報

が本部班より報告された。昨年度までと異なる状況にありながら、災害対応部長会議に

おいて寺尾地区の詳細確認を促す意見が出なかった。 

 第８回の資料（被害状況等集計表）では、寺尾地区において、「腰まで冠水」、「床

上、床下浸水多数」と記載があることに加え、中島雨水ポンプ場の停止が報告されてい

る。その時点においても、樋門閉鎖の情報は共有されず、詳細な情報把握及び住民への

支援体制検討がされていなかった。 
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○市長への報告状況等 

 

 

 

 

  

日　付 報告時間等 報　告　内　容

１４：１８秘書室長から市長（メール） ○第１回災害対応部長会議の報告

　・１５：００　監視体制発令

　・２１：００　警戒体制第一配備発令

　･通行止　出丸橋（芳野）、鎌取橋（名細）

　・道路冠水　木野目地内の旧富士見有料道路マクドナルド付近

１４：３９秘書室長から市長（メール） ○台風の影響に伴う明日の学校対応の報告

　・中学校　朝練なしの通常どおり

　・小学校　学校毎の判断（登校２時間遅れが多い）

　・あけぼの・ひかり児童園　休園予定

　・保育園　通常どおり

１７：４８市長から教育長（電話） 【市長指示】明日の小中学校の登校時間

　･市長より、明日の小中学校の登校は３時間遅れとするよう指示

１９：１４秘書室長から市長（メール） ○第３回災害対応部長会議の報告

　・水防警報　新河岸川（宮戸橋）　水防団待機水位

　・水防警報　小畔川（八幡橋）　水防団待機水位

　・被害状況
　　人的被害　なし
　　住家被害　なし
　　道路被害　道路冠水（市道5156号木野目マクドナルド脇通行止め）
　　　　　　　　　通行止　出丸橋、鎌取橋

　･その他　明日の小中学校の登校は３時間遅れ。

２１：２７秘書室長から市長（メール） ○第４回災害対応部長会議の報告

　・水防警報、被害状況　前回から変化なし

　・その他

　小畔川（鯨井中、名細中、川越西中、霞ヶ関北小）、九十川（牛子小、南古谷
小）、土砂災害（城南中、仙波小）の計８カ所に避難準備情報を発令することを決
定（発令時刻は改めて報告）、発令方法は防災行政無線、広報車、緊急エリア
メール、自治会長への連絡

０：４４秘書室長から市長（メール） ○第５回災害対応部長会議の報告

　・水防警報、被害状況　前回から変化なし

　・避難状況

　小畔川（鯨井中、名細中、川越西中、霞ヶ関北小）、九十川（牛子小、南古谷
小）、土砂災害（城南中、仙波小）の計８カ所に避難所を開設し、２３時現在霞ヶ
関北小に１１人が避難

　・現地調査班からの報告

　　キングスガーデンの正面通路が一部冠水

１：５０荒川河川事務所長から市長（電話） ○小畔川の避難勧告に関して

　荒川河川事務所長から、小畔川八幡橋の水位が２：３０頃に氾濫危険水位に
達する見込みあることを市長へ連絡がある。

２：００市長から秘書室長（電話） 【市長指示】小畔川の避難勧告に関して

　荒川河川事務所長から上記内容の連絡があったことの報告

２：１５市長から秘書室長（メール） 【市長指示】小畔川の避難勧告に関して

　危険氾濫水位に達した際、念のため２階などの家の中の高い場所に避難する
情報を関係地域に周知するよう指示

２：３９危機管理監から市長（電話） ○小畔川の避難勧告に関して
　小畔川の八幡橋の水位が氾濫危険水位に達した際、避難勧告を発令すること
を確認

３：１９秘書室長から市長（メール） ○第６回災害対応部長会議の報告

　・小畔川の避難勧告

　川の水位が４．２ｍを超えた場合に避難勧告を発令、家の中での垂直避難を
盛り込み周知、エリアメールは発信せず

　・水防警報、被害状況　前回から変化なし

　・道路の通行止め

　　市道００４９号線　下松原関越アンダーパス

　　市道００５１号線　下松原関越アンダーパス

　　市道５１５５号線　国道１６号線アンダーパス

　　大字野田　月吉陸橋東上線アンダーパス

　・避難状況

　　８カ所に避難所を開設し、１時現在４７人が避難

　・現地調査班からの報告

　　道路冠水が増加

日　付 報告時間等 報　告　内　容

３：２５市長から秘書室長（メール） 【市長指示】小畔川の避難勧告

１０月２２日（日）

１０月２３日（月）

１０月２３日（月）
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　　道路冠水が増加

日　付 報告時間等 報　告　内　容

３：２５市長から秘書室長（メール） 【市長指示】小畔川の避難勧告に関して

　避難勧告を発令する場合、屋外への避難が危険と思われたら家の中の高い場
所に避難すること強調するよう指示

６：０５秘書室長から市長（メール） ○第７回災害対応部長会議の報告

　・小畔川の状況

　４：２０現在で川の水位が４．０６ｍで４．２ｍを超えていないため避難勧告を発
令せず

　・被害状況

　　人的被害　なし

　　住家被害　桜堤団地：床上１件、床下１０件、寺尾中付近：床下５件

　　寺尾中付近浸水のため、ボートの救助となる見込み

　・道路の通行止め

　　前回に加えて旧市立診療所等４カ所増加

　・避難状況

　　８カ所に避難所を開設し、４時現在６２人が避難

　・現地調査班、特別監視班

　　７時に交代

８：４４秘書室長から市長（メール） ○第８回災害対応部長会議の報告

　・小畔川の状況

　　小畔川の避難準備情報（九十川は除く）と土砂災害警戒情報は解除

　・被害状況

　　人的被害　なし

　　住家被害　桜堤団地を含め床上、床下多数（詳細は不明）

　　その他　霞東中：樹木が県道側に倒れ対応中、寺尾中：１階浸水、
　　　　　　　 砂中：冠水、牛子小：雨漏り

　・道路の通行止め

　　　前回と同様

　・避難状況

　　７：００現在８ヶ所の避難所が１ヶ所になり、仙波小に１人が避難中

　・現地調査班、特別監視班

　　交代中

１１：４５頃　危機管理監、防災危機管理
室長から市長（口頭）

　９：３０時点の市内全体の被害状況について報告。
　寺尾地区については消防が救助活動中及び浸水範囲を調査中であることを報
告

１７：２０頃　危機管理監から市長（口頭） ○第９回、第１０回災害対応部長会議の報告
　・寺尾地区浸水多数
　・現地調査班　寺尾のみ継続
　・今後は災害対応部長会議を開催せず、関係部で対応する。

※第１回から第８回まで（第２回を除く）の「災害対応部長会議」の報告については、全て市長より確認メールが送信されている。

※第２回の「災害対応部長会議」の報告については、第１回から大きな変更が無かったため、報告を省略している。

１０月２３日（月）

１０月２３日（月）
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（３）特別監視班 

 現地調査班の応援として派遣されているため、「（４）現地調査班」の対応状況に掲

載している。 

 なお、２２日２１時から２３日９時までは、本部班からの指示で第５現地調査班及び

第１１現地調査班の代理として現地対応したため、実質的に２３日９時までは特別監視

班としての活動は行われていない。（寺尾地区は第６現地調査班） 

 

 

（４）現地調査班（第６現地調査班） 

○２２日、２３日の対応状況 

・２２日２１時に集合（３名：本来の動員人数は５名） 

・２２時頃から寺尾中付近を車で巡回 

・２３日２時過ぎから道路冠水のため周辺を徒歩で巡回し、以降現場で被害状況を調査 

・２３日９時に次の班に引継（３名⇒１０名） 

・２３日１４時頃、可搬排水ポンプによる排水開始 

・２３日１９時頃、可搬排水ポンプ撤収 

・２３日２０時に撤収 

状況把握（寺尾地区）※定時報告の概要 

 現地の状況 総括現地調査班への報告内容 

２３時 

 ０時 

 １時 

 

 ２時 

 

 ２時半 

 

 

 ３時頃 

  

 

４時頃 

 

 

 

 

 

・異常なし 

・異常なし 

・寺尾小南西で道路冠水 

・寺尾中周辺マンホールから吹出 

・寺尾小前道路北側住宅地道路冠水 

 

・寺尾小北側、太腿まで冠水 

・近隣住宅、玄関ドア下端まで冠水 

（床上、床下の区別は不明） 

※総括現地調査班からの土のう運搬

要請（高階市民センターで土のう 20

袋を積み込む） 

・腰以上に増水。３時頃より増水 

 

 

 

 

 

・異常なし 

・異常なし 

・寺尾小南側住宅地でマンホールか

ら水が溢れて道路冠水 

・寺尾小前道路北側住宅地道路冠水 

・寺尾小前道路消防局出動、通行止。 

・寺尾小前道路北側住宅地及び寺尾

小南西側住宅地で住居へ浸水５件。 

 

・避難者の搬送について現地調査班

が搬送してよいかを確認。 

・寺尾小に避難所を開設可能か確認。 

・腰以上に冠水のため、土のう要請

地点にたどり着けない旨を報告。 

（要請者へ連絡してもらうよう伝達） 

・寺尾小北側、南西側住宅地が面的

に浸水していて数不明。（数えられ

る状況ではないと報告） 
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５時頃 

 

 

 ６時頃 

 ７時頃 

 

 

 

 

 

 

 

 ８時頃 

 

 

 

 

 ９時頃 

１０時頃 

 

 

 

 

 

１１時頃 

 

 

 

 

１１時半頃 

 

 

１２時頃 

 

１３時頃 

 

 

 

１４時 

・寺尾小近接アパート１階が水に浸

かっているように見えるが、水の流

れが速く近づけない。 

（高階市民センターへ戻る） 

・股下まで冠水（水が引いているよ

うには見えない。） 

・消防局が舟艇で救助活動 

 

 

 

 

 

・寺尾小前ガードレール東端付近は

10ｃｍほど水面から出ている程度。 

 

 

 

（次の班と引継） 

・現地で消防局と打ち合わせ 

・５時よりも水位が上がっている。 

・舟艇は３艇だが、２艇追加予定。 

・６件の救助要請 

 

 

・本部からの指示は無く現場へ戻る。 

・消防局でマイクロバスを用意。今

後、マイクロバスで搬送してくれる

旨を確認した。 

 

・自治会から国のポンプ車に応援要

請できないか依頼される。 

・国交省職員と現地で打ち合わせ 

・水が引いてきている。 

・消防局のポンプ車が排水作業開始 

・可搬式排水ポンプ４台を用意（使

用可能３台）ポンプ２台で排水開始 

・水位が下がっており、寺尾小の前

を徒歩で移動。 

・国交省のポンプ車がふじみ野市の

・寺尾小北側、南西側の住宅地が面

的に浸水していて数不明。 

 

― 

・寺尾小南西住宅地が面的に浸水し

ており数不明。 

・５時頃と比べ水が引いていない。 

・寺尾地内一部が停電している。 

・消防局が舟艇で具合の悪い方が居

ないか回っている。 

・一人暮らしの高齢者宅へ訪問した。

様子を見てもらうことにした。 

・総括現地調査班から避難者が戻れ

る状況であるかの確認あり、水は引

いていないと回答 

・寺尾小前道路状況の写真を、防災

危機管理室へメール送信。 

― 

・寺尾中一帯は冠水しており、床上、

床下浸水を特定することは不可能。 

・一部停電している。 

・現在、６件の救助要請があった。 

・消防局から自衛隊派遣も検討する

よう要請されている。 

・高階市民センター長へ避難された

方の避難先として高階市民センター

を確保できないか相談。 

・本部へ避難所の相談。（仙波小へ

避難してほしい旨の回答） 

・ふじみ野市が要請したポンプ車を

川越市側も排水できないか本部へ確

認依頼。 

・避難者は消防局がマイクロバスで

搬送してくれることを報告 

・防災危機管理室から電話あり。（国

交省へポンプ車を要請中） 

 

 

・自治会へ国交省ポンプ車について
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１４時半 

 

１７時頃 

１８時半 

 

 

 

 

１９時頃 

２０時頃 

排水作業終了後、川越市側の排水を

すると現場消防隊員から伝達され

る。 

・国交省のポンプ車が川越市側の排

水を開始 

・可搬式排水ポンプの燃料切れのた

め、燃料を本部へ要請。 

・可搬式排水ポンプ３台で排水開始。 

 

（交代がある旨連絡） 

（交代班が到着） 

 

 

 

 

・寺尾地内の冠水状況確認 

・現地撤収 

伝達した。 

 

 

 

 

 

 

・安否確認要請があったが、水位が

高く近づけない旨を報告。 

 

・交代班が到着したが、道路冠水の

水位が下がり、可搬式排水ポンプで

吸い込みできなくなったため、排水

作業を終了し撤収作業に取り掛か

る。 

【問題点等】 

 ２２日から現地へ赴いた班については、本来５名体制のところ、３名という状況に加

え、本部からの事前指示並びに江川樋門閉鎖の情報及び中島雨水ポンプ場の情報がない

中で可能な限りの対応を行っていた。 

情報伝達についても、現地調査、避難者搬送及び避難所相談等の対応を行っていたた

め定時報告が行えなかったことが多いものの、その状況について、総括現地調査班へ伝

えていた。しかしながら、総括現地調査班が災害対応部長会議へ提出する「被害状況等

集計表（定時用）」を見ると、現地の状況が要約され切迫した状況が伝わっていなかっ

た。 

また、現地の状況を確実に伝えるために、電話連絡のほか、２３日８時頃にメールに

写真（５ページ左下写真）を添付して、防災危機管理室へ報告する等の工夫も行ってい

た。（本部班へのメール到達後、災害対応部長会議等への報告はされていない。） 

 ２３日９時から現地へ赴いた班についても、消防局と救助の打合せ、避難者搬送の調

整、国土交通省職員との打合せ及び可搬排水ポンプによる排水作業等の対応を行ってい

た。 
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（５）情報収集連絡班 

○２２日、２３日の対応状況 

・２２日２１時に６名の職員が参集し、市民からの要請を受け、担当する各班へ振り分

ける。 

土のう要請、道路冠水情報は「道路班」、 

河川や水路の損壊や越水については「河川班」、 

下水排水・マンホール吹き出し等は「上下水道復旧班」、 

消毒要請は「衛生班」 へ振り分け 

緊急性の高い内容については「本部班」へ連絡することとなっていた。 

・市民要請等を受け付ける際は、１件ごとに「災害情報記録用紙」に記入している。 

・市民要請については、軽微な問い合わせ以外は、要請等の内容を各班へ伝達する対応

であった。（緊急性の高い内容、判断を要する内容については本部班へ電話を転送する

対応としていた。） 

・２３日１７時に撤収。 

要請・通報等の受付件数（計１４０件） 

２２日 

２３日 

５件（うち寺尾地区 ０件） 

１３５件（うち寺尾地区４２件） 

【問題点等】 

 市民からの要請や通報については、情報収集連絡班職員が電話にて受付し、所定の用

紙に記入の上、各班へ伝達を行っていたが、要請・通報等の集計は行わず、２３日の警

戒体制第１配備が解除された段階で本部班へ「災害情報記録用紙」を提出していた。 

 情報収集連絡班の運営については、本部班からは、市民からの要請内容を確認し、担

当する各班へ伝達するという指示のみであったため、市民からの要請状況や通報による

被害状況の全体像がわかるのが、警戒等の体制が解除された後になっている。 

市民からの要請・通報の中には、床上浸水等の住家被害や緊急性の高いと思われる要

請・通報があったが、道路班や上下水道復旧班など対応する部署に伝達しているものの、

本部班には、その都度伝達していなかった。（２３日２時から３時過ぎに道路から住宅

地の浸水・床下浸水、４時過ぎには、床上浸水での土のう要請・通報が数件あり、８時

過ぎには家に水が入り込んで身動きがとれない等の通報もあった。） 

ただし、消防局からの救助情報や自治会からの問い合わせ数件については、本部班へ

電話転送しており、寺尾地区の切迫した状況は一部ではあるが本部班には伝わっていた。 
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（６）総括現地調査班 

○２２日、２３日の対応状況 

・２２日２１時に集合 

・２２日２３時以降、第１～１３現地調査班から定時報告等を受付し、取りまとめた定

時報告を本部班へ報告する。 

・定時報告以外の現地調査班からの要請や連絡事項等について本部班に伝達し、本部班

からの指示を現地調査班へ伝える。（寺尾地区にかかる定時報告以外の伝達事項は、中

島雨水ポンプ場の稼働状況、避難者の搬送、避難所開設、土のう運搬等の問い合わせで

あった。） 

・２３日１７時に撤収 

寺尾地区にかかる定時報告（被害状況等集計表）：２３日 

１時 

 ２時 

 ３時 

 ４時 

 ５時 

 ６時 

 ７時 

 ８時 

 ９時～ 

１０時 

１１時 

 

１２時 

１３時 

 

１４時 

１５時 

１６時 

寺尾小南側マンホールから水が吹き出し道路冠水。 

寺尾小北側セブンイレブン前道路冠水のため通行止め。 

床下浸水５件。 

床下浸水５件。土のうを搬出するも冠水のため現場に行けない。応援要請 

寺尾小南西・北側は床上浸水数件、床下浸水５件以上、腰まで全面冠水。 

床上浸水多数、床下浸水多数。腰まで冠水。 

― 

寺尾小の状況を写真にとってメールで防災危機管理室へ送信した。 

舟艇３艘出ている。追加２艘予定。孤立世帯有 

 

床上浸水多数・床下浸水多数、寺尾小と寺尾中の間に複数の孤立世帯有。

消防局では対応間に合わない。自衛隊も必要か。 

消防局より、救助者の受入先確保の要請。 

床上・床下浸水多数発生。可搬式排水ポンプ２台で調節池へ排水を開始す

るところ。 

国交省のポンプ車が、ふじみ野市が終了次第、川越市側を排水する旨連絡。 

消防局の目視だと、床上浸水は約１００世帯。 

― 

【問題点等】 

 ２２日２１時時点で、６名中５名が代理であった。また、本部班から現地調査班が受

け持つ地区の地図や各種連絡先の一覧等も配布されていない状況で業務が開始された。 

総括現地調査班においては、各現地調査班から定時連絡を受ける際に、詳細な記入が

できる所定の「災害情報記録用紙」ではなく、定時報告用の用紙（被害状況等集計表）

に記入をしていた。 

 そのため、総括現地調査班の各職員が記入した内容が、責任者が取りまとめる際に、

要約されたものとなっている。総括現地調査班は、現地調査の結果を正しく集約し、報

告する必要があるが、現場の状況報告に比べて記載内容の要約が進み、当日の寺尾地区



23 

 

で生じている切迫した状況が伝わってこない記述となっていた。 

 総括現地調査班及び現地調査班に行った聞き取り調査では、当日、現地調査班は現場

対応のため、度々定時報告ができず、総括現地調査班から複数回の催促が行われていた。 

その都度、電話が出来ない状況であることを確認しており、また、応援要請も受けてい

た（２３日４時の定時報告時）ことから総括現地調査班では、現場の状況を一定程度、

認識していたものと思われる。 

こうした状況については、定時報告時以外に本部班へ複数回報告し指示を受けていた

が、本部班からは災害対応部長会議への報告は行われていなかった。 

 

 

（７）道路班 

○２２日、２３日の対応状況 

・２２日１５時から、道路環境整備課及び道路管理事務所職員で対応。 

・道路冠水等による交通規制等の情報把握や、現地調査を行いつつ通行止め等に関する

事務を行った。 

・道路冠水状況の確認や土のうの運搬等を道路管理事務所職員が行った。 

・市民から直接要請があったものや、情報収集連絡班からの要請について、対応した後

の連絡は行っておらず、対応・未対応の件数も不明であった。 

・土のう運搬については、市内全域を効率的に運搬するルートを決め配付している。そ

のため台風第２１号では、寺尾地区に着いたのは４時過ぎであり、道路冠水していたた

め、要請先にたどり着くことが出来なかった。また、その際、寺尾地区が道路冠水して

いる状況について、道路班からは本部班へ連絡をしていなかった。 

主な対応内容（寺尾地区） 

・交通規制 

・土のう運搬 

市道５４８４号線 

１０袋を配付（市内全域では８５４袋を配付） 

※上記以外寺尾地区で７０袋の要請があったが、道路冠水により要請場

所まで届けられなかった。 

【問題点等】 

 対応件数等の資料については保存されていないため、詳細な状況について不明なもの

となっている。そのため、聞き取りを中心に検証を行った。 

直接要請のあった内容や情報収集連絡班から要請のあった内容について、それぞれ対

応しているが、何件対応できたか、何件が対応していないのか等の報告について本部班

等に行っておらず、また、報告するという認識はなかった。 

 情報収集連絡班から要請された床上浸水の情報や土のう運搬が道路冠水で要請先に

行けなかった状況についても、本部班に報告していない。 

また、土のう運搬について、道路冠水した場合の土のう運搬の想定がされておらず、

運搬の効率性によりルートを決定しているため、結果として寺尾地区については、浸水

被害が大きくなってからの運搬となり、要請先に土のうが届かない状況となった。 
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（８）河川班 

○２２日、２３日の対応状況（寺尾地区・江川流域都市下水路関係） 

・江川樋門を含め、樋門１３カ所及びポンプ場１１カ所について確認を行っていた。 

・２３日１時１６分に江川樋門が閉鎖 

※江川樋門は新河岸川の水位（以下、この項目において「外水位」という。）の状況に

より自動で閉鎖する。開閉の際はファクシミリで市に自動送信される。 

・２３日１時４５分に市職員が江川樋門の閉鎖について現地確認を行う。 

・江川樋門の閉鎖以降、３時及び５時に新河岸川堤防付近から現地確認を行い、外水位

と内水位（江川流域都市下水路の水位）の差を確認 

・２３日１０時５０分に江川樋門が手動操作により全開 

江川樋門の開閉状況等：２３日 

０時５４分 

 １時１６分 

 １時４５分 

１時４６分 

 ３時頃 

 ５時頃 

 ８時半 

１０時５０分 

内水位異常上昇（ファクシミリ） 

ゲート全閉（ファクシミリ） 

現地確認（閉鎖確認） 

外水位異常上昇（ファクシミリ） 

現地確認（樋門の外水位、内水位確認） 

現地確認（樋門の外水位、内水位確認） 

現地確認（樋門の外水位、内水位確認） 

ゲート全開 

【問題点等】  

 新河岸川からの逆流を防ぐための江川樋門であり、外水位が８．８メートルに達する

と自動的に閉鎖される。樋門が開閉する際の操作要領は存在するが、樋門が閉まった後

の情報提供、情報伝達などの事務処理を定めたものはなく、本部班や関係班等への情報

伝達が確実に行われていなかった。 

 河川班へ、江川樋門が閉まったことの連絡がファクシミリであった後、河川課職員２

名が現地へ向かい、樋門の状態及び外水位と内水位の差を確認し、河川班へ報告してい

る。 

 しかしながら、その後、樋門の閉鎖について、下水道課からの問い合わせの中で報告

しているものの、本部班や中島雨水ポンプ場を管理している上下水道管理センターなど

への連絡は行っていない。（聞き取り調査では、現地確認した職員から本部班へ連絡し

たかもしれないが、確実ではないとのことであった。） 

 ３時頃及び５時頃に再度現地確認を行っているが、新河岸川堤防から外水位と内水位

の状況確認を行うのみであったため、江川流域都市下水路自体の状況は確認していなか

った。 

河川班では、江川樋門が閉鎖された場合、内水が上がるという認識はあったが、各班

等及びふじみ野市への情報伝達は行わなかった。結果として、本部班や災害対応部長会

議へ情報伝達がされなかった。 

江川樋門が閉鎖された後の内水リスクを認識していた河川班だが、江川樋門が閉鎖さ
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れた後は、新河岸川からの逆流を防止するため、樋門箇所の外水位・内水位の状況のみ

注意を払い、内水はん濫の危険性に目が向いていなかった。 
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（９）上下水道復旧班 

○２２日、２３日の対応状況（中島雨水ポンプ場） 

・２３日２時１８分第６現地調査班から道路冠水しているため、上下水道管理センター

へ中島雨水ポンプ場（以下、この項目において「ポンプ場」という。）の稼働状況の確

認依頼があり、稼働状況を確認し回答している。 

・２３日２時２３分にポンプ場を管理している業者へ現地確認依頼（２時５５分に業者

が現地へ到着し４台の稼働を確認している。） 

・２３日３時頃、下水道課が市民からの通報に基づき、河川班へ江川樋門の開閉状況を

確認し、閉鎖の確認を行っている。 

・２３日４時５９分にポンプ場監視装置の電源断により的場にある中央監視装置からの

監視機能停止。その後、市職員２名が現地確認のため出発。 

・２３日６時１６分に市職員が現地へ到着し、ポンプ２台の運転を確認。 

・２３日６時２０分に全ポンプの停止を確認。 

・２３日６時２５分に本部班へポンプ停止の報告 

・２３日８時１９分に上下水道管理センターから江川樋門の開閉状況について河川班へ

確認し、閉鎖の確認を行った。 

ポンプ場の稼働状況：２３日 

２時５５分 

 ４時２７分 

 ４時５９分 

 ５時４３分 

６時１６分 

 ６時２０分 

 ６時２５分 

８時１９分 

ポンプ場の管理委託業者が現地確認 

ポンプ場の管理委託業者が現地確認 

電源断により中央監視装置からの監視機能停止 

ポンプ場の管理委託業者が現地確認 

市職員による現地確認（２台運転確認） 

市職員による現地確認（全ポンプ停止） 

本部班へ全ポンプ停止を報告 

江川樋門の開閉状況の確認 

【問題点等】 

 現地に居た現地調査班や消防局職員の問い合わせ及び管理委託業者とのやりとりか

ら、ポンプ場近辺の道路冠水についての状況を認識しているが、現地調査班、道路班か

ら連絡されているはずとの認識の下、本部班等への情報伝達を行っていなかった。 

上下水道復旧班からの聞き取り調査では、市民からの江川が溢れているという通報に

基づき、３時頃に河川班へ江川樋門について確認の電話をし、江川樋門が閉まっている

ことを確認したが、局内での報告や情報共有などを行っていない状況であった。（道路

冠水は道路班、江川樋門は河川班から報告されるものと認識していた。） 

 また、上下水道局長へは、ポンプ停止後に上下水道復旧班の情報を集めて報告を行っ

ているが、ポンプ停止前は随時、確実な報告は行っていない。そのため、災害対応部長

会議でもポンプ場付近の状況報告はされていなかった。 

 なお、ポンプ停止の情報は、第８回災害対応部長会議で上下水道局長から報告された。 
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（１０）川越地区消防組合（消防局） 

○２２日、２３日の対応状況 

・２２日９時に監視体制配備 

・２２日２１時に警戒体制第１配備（※水防団本部設置、水防団全分団自宅待機） 

・２３日２時頃に寺尾地内を巡回（道路冠水等） 

・２３日４時頃に寺尾地内を巡回（床上、床下浸水） 

・２３日５時７分に寺尾地区避難者を仙波小へ搬送 

・２３日５時以降は、現場にて救助業務（２５隊、７３名体制） 

・２３日６時２８分に寺尾地区避難者を仙波小へ搬送（２往復） 

・２３日１７時１５分に消防局警戒体制解除 

・２３日１７時３０分に寺尾地区の活動隊全体引き揚げ 

○川越市の災害対応部長会議へ出向（第１回～第９回） 

○消防局対策会議の開催（第１回～第３回） 

開催状況（消防局対策会議：開催時間、開催回、議題） 

２２日 ２１時半 第１回 ・台風の状況と今後の対応について 

２３日  ４時  第２回 ・台風の現状と今後の対応について 

     ９時半 第３回 ・台風の現状と今後の対応について 

川越市災害対応部長会議への報告（開催時間、開催回、報告事項） 

２２日 

 １３時 

 ２２時 

 

２３日 

８時 

 

１４時 

 

第１回 

第４回 

 

 

第８回 

 

第９回 

 

・消防の体制について（９時から監視体制配備） 

・消防の体制について（２１時から警戒体制第一配備） 

・水防団本部の設置、水防団全分団自宅待機 

 

・寺尾地内の状況について（住宅から１名救助、浸水状

況、消防の活動内容及び今後の活動方針）浸水世帯不明 

・寺尾地区の救助活動（舟艇５艇）及び浸水エリア（お

およそ１００棟）の報告 

市への報告事項（その他） 

２３日 

２時５０分 

 

 

５時半頃 

１１時２８分 

 

現地 

 

 

電話 

メール 

 

・道路冠水していることから、排水路を確認したところ

水門が閉鎖していた。ポンプ管理業者から聴取した内容

を現地にいた市職員へ伝達した。 

・寺尾地区で救助者１名の一報を本部班へいれる。 

・防災危機管理室へ寺尾地区浸水状況をメール送信。 

【問題点等】 

 消防局対策会議から現場隊員へ浸水状況の詳細確認が行われていなかった。また、市

への情報伝達については、現地の救助情報が市に伝わったのが第７回で一報があり、詳

細については第８回の災害対応部長会議で報告された。 
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Ⅵ．検証結果                   

以上のとおり、市の被害対応の体制及び対応状況等について検証した結果、本市対応

の個別的な問題点が明らかになった。 

 そこで、以下、本検証会議としての検証結果を、検証事項に沿って記載する。 

 

１．寺尾地区の浸水被害の情報伝達は適切になされたのか。 

（１）寺尾地区の浸水被害についての情報としては何があったのか。 

 

情報①浸水状況（床下浸水・床上浸水等） 

  平成２９年１０月２３日３時以降、現地調査班から総括現地調査班へ住宅地

への浸水について報告があり、その後も断続的に浸水の情報は報告され、「被

害状況等集計表（定時用）」に記載された後に本部班へ報告されている。 

情報②道路冠水、マンホールからの水の吹き出し 

２３日１時過ぎ、寺尾小・中学校付近の道路冠水、周辺マンホールから水が

溢れている状況等について、現地調査班から総括現地調査班へ報告され、「被

害状況等集計表（定時用）」に記載された後に本部班へ報告されている。 

また、２３日８時には、現地調査班から本部班へ写真付きのメールが送信さ

れているが、災害対応部長会議には報告されなかった。 

以降、定時報告の形で、現地調査班から、寺尾地区の浸水状況とともに、何

らかの報告が断続的に行われている。 

情報③江川流域都市下水路の水位状況及び溢水 

   ２３日３時頃、上下水道復旧班（下水道課）が、市民から「江川流域都市下水

路から道路へ水が溢れている」との通報を受け、その後、河川班へ連絡を行った。 

 情報④市民の救助情報 

   ２３日３時頃以降、避難者搬送、避難所開設に関する情報が現地調査班から総

括現地調査班を通じ本部班へ報告されている。 

２３日５時半過ぎ、舟艇での救助となる見込みとなる情報が、消防局から本

部班に伝達されている。 

 情報⑤江川樋門の閉鎖 

    江川樋門は、２３日１時１６分全閉した（左記日時に、その記録を記載したフ

ァクシミリが、河川課に自動送信された。）。その後、河川班が現地確認を行

い閉鎖の確認をした。 

情報⑥中島雨水ポンプ場の浸水 

  ２３日２時以降、上下水道復旧班（上下水道管理センター）が、中島雨水ポ

ンプ場の稼働状況の問い合わせを受け、管理委託業者が稼働状況を確認した。 

  ３時頃下水道課が市民からの連絡に基づき樋門閉鎖を河川課に確認した。 

４時５９分、浸水のため中島雨水ポンプ場の監視機能が停止。市職員が現地 
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 へ出向き、６時１６分にポンプ２台の運転を確認、同２０分に全ポンプの停止

を確認した。 

 

（２）これらの情報は災害対応部長会議に伝達されたのか。 

  現地調査班からの定時報告として、情報①②（道路冠水、床上・床下浸水）、消

防局からの情報④（市民の救助情報）、上下水道復旧班からの情報⑥（中島雨水ポ

ンプ場の停止）が災害対応部長会議へ報告された。 

一方、情報③（江川流域都市下水路の溢水）、情報⑤（江川樋門の閉鎖）は、災

害対応部長会議には報告されなかった。 

 

（３）なぜ伝達されなかったのか。災害対応部長会議へ伝達されたものについ

ては、なぜそれが対応に結びつかなかったのか。 

寺尾地区の被害状況について認識していたのは現地へ赴いた職員であったが、情

報が要約されるに伴い、緊急な状況であるという切迫性が薄れる要因となった。災

害対応部長会議に報告された被害状況等集計表には、被害状況が羅列される形式に

なっているため、被害状況の情報が一つ一つ精査されず、会議出席者に被害の深刻

さは伝わらなかった。 

   また、寺尾地区の被害情報を取得した各班において、自らの部署が報告しなくとも

担当する部署が報告しているだろうという思い込みもあり、情報伝達が至るところで

不十分な状況にあった。 

 

検証事項１：寺尾地区の浸水被害の情報伝達は適切になされたのか。 

【検証結果】 寺尾地区の浸水被害の情報伝達は適切にはなされなかった。 

  寺尾地区の浸水被害の情報としては、浸水被害の拡大状況を知り得るべきものが

複数存在していた。しかしながら、これらの情報は、災害対応部長会議、さらには市

長に至るまで、適切な伝達がなされなかった。寺尾地区の浸水被害の拡大については、

災害対応部長会議では認識されなかった。 

  その要因としては、情報伝達の過程で介在する職員、特に現場を見ていない職員の

危機意識の低さもあるが、むしろ、①災害対応部長会議の役割、位置づけが明確に認

識されておらず、ここでの情報の取扱い、それに基づく方針決定の方法が明確にされ

ていなかったこと、②災害対応部長会議や市長への災害情報を誰がどのように報告す

るか明確になっておらず、また、その事前周知が不十分であったこと、が挙げられ、

この問題は組織的な要因に因るところが大きい。 
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２．寺尾地区における内水はん濫に対する認識や体制は十分であっ

たのか。 

 

（１）寺尾地区の内水はん濫の危険性の存在 

寺尾地区は地形として低地であり、内水の自然排水が困難であるため、地区内に滞

留する内水の排水を目的とした中島雨水ポンプ場を平成１６年に整備し、平時には、

雨水排出ポンプにより江川流域都市下水路に内水を排出することで、内水滞留を防止

している。 

その対策を講じても、平成２８年８月の台風第９号の被害など、同地区に内水が溜

まる状況が発生していた。 

さらに、同地区は、内水ハザードマップ（平成２６年９月作成）では、想定浸水深

の目安が２０㎝以上５０㎝未満の地区となっている。 

また、本市が平成２７年３月に策定した川越市地域防災計画においても、近年の集

中豪雨による都市部の浸水被害から、内水対策の重要性が記されている。 

以上の点から、同地区における内水はん濫の危険性は存在しており、本市として内

水による浸水被害については事前に想定し、その対策が予めなされているべき地域で

あった。 

 

（２）川越市における内水対策の所管課 

○都市下水路に関すること、水防について      河川課 

○公共下水道事業計画について           事業計画課 

○公共下水道の雨水施設の設計工事について     下水道課 

○雨水ポンプ場施設運転管理及び維持管理について  上下水道管理センター 

○防災対策の企画及び推進について         防災危機管理室 

  上記の通り、所管課が複数あるため、各課の連携が重要となる。 

 

（３）寺尾地区における内水はん濫に対する認識や体制について 

川越市地域防災計画では、水害対策として、河川整備、雨水整備、雨水の有効利用

の促進、内水ハザードマップの活用等を挙げている。 

しかしながら、防災危機管理室、上下水道局及び河川課への聞き取りでは、どの部

署も今回のような寺尾地区の内水被害の拡大を想定していなかった。 

河川課は、河川班として水位が上昇した新河岸川から江川流域都市下水路へ逆流す

ることを防ぐため樋門の開閉には注力はしていたが、樋門閉鎖により起こる内水位の

上昇に対する意識に目が向いていなかった。 

これは、平時において、同課が江川流域都市下水路や江川樋門に関わる内水被害の

想定が不足していたためである。 
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上下水道局では、中島雨水ポンプ場を管理する上下水道管理センターが、災害当日、

内水位の上昇や樋門閉鎖の情報を得ていたが、ポンプの稼働状況を確認するのみで、

ポンプの浸水被害による稼働停止に至るまで、内水被害拡大の想定が不足していた。 

防災危機管理室は、総合的に防災対策を担う部署であるが、寺尾地区における中島

雨水ポンプ場、江川流域都市下水路と放流先である新河岸川との相関関係、水位によ

って閉鎖する樋門の役割について正確に把握していなかった。このことは、災害対応

の際、本部班として、寺尾地区を担当する現地調査班の報告事項等にあった事実を重

要視できず、今回の内水被害拡大の把握ができなかったことの要因である。 

樋門閉鎖による江川流域都市下水路への影響の想定不足、過去の浸水被害の経験や

内水ハザードマップの想定浸水深の認識から、同地区における初動対応の遅れにつな

がったと考えられる。 

 

 

検証事項２：寺尾地区における内水はん濫に対する認識や体制は十分であっ

たのか。 

【検証結果】寺尾地区における内水はん濫に対する認識や体制は十分ではなか

った。 

内水被害対策については、河川と下水道が密接に関連する以上、関係課が連携して内

水対策に取り組むべきだが、外水は河川課、内水の計画は上下水道局の事業計画課、中

島雨水ポンプ場の管理は上下水道管理センターという役割分担となり、横断的な業務連

携がされていない状況だった。 

この点が今回の内水被害の危険性にかかる認識を持つことができなかった大きな要

因であり、検証事項１でみた情報伝達が適切になされなかったこと、また、初動対応の

遅れにつながっている。 
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３．市民に対する情報発信は適切だったのか。 

  

（１）市からの情報発信について（情報発信の手法・手段） 

  市から災害情報等を市民へ情報発信する手段としては、市内に設置されている防災

行政無線が主なものである。このほか、防災情報メール、緊急速報メール（エリアメ

ール）、市ホームページ、川越市公式ツイッター、川越市公式フェイスブック、川越

市災害情報ブログ、広報車、ケーブルテレビ、自主防災組織等により市民へ避難情報

等を周知することとしている。 

  台風第２１号においては、寺尾地区を対象とした情報発信はされていない状況だっ 

た。 

 

（２）避難情報が出されなかったことについて 

 

① 避難準備情報発令の基準 

避難準備・高齢者等避難開始情報を含む避難勧告については、『川越市避難勧

告等の判断・伝達マニュアル【水害・土砂災害】』に基づき、河川洪水の浸水想

定区域を対象に、主に河川の水位等を基準に判断、発令することとしている。 

新河岸川については、朝霞市にある宮戸橋基準水位観測所の水位を判断基準と

しており、継続的に水位観測していたが、避難判断水位に達しなかったため、避

難勧告等の発令を行わなかった。 

今回のような内水はん濫については、原則として、避難勧告等は発令せず、屋

内安全確保を避難行動とするとしている。 

しかしながら、内閣府による避難勧告の判断・伝達マニュアル作成ガイドライ

ンにおいては、平成２６年９月に改訂したものに、すでに「内水氾濫地域に対す

る避難勧告」として、「内水氾濫地域では、洪水予報河川の水位の上昇すること

で排水機の運転が停止されたり、機能が低下したりすることで、浸水が発生する

場合がほとんどである。このため、内水氾濫地域で浸水深が深く、屋内安全確保

では身体に危険が及ぶ可能性がある場合は、避難勧告等の基準を別途設定するか、

避難準備情報の発令段階で避難行動をとることなどの設定をする」とされている。 

 

② 避難準備情報や市民への情報の提供が行われなかった理由 

寺尾地区の被害状況について認識していたのは現地へ赴いた職員などであっ 

たが、情報が要約されるに伴い、緊急な状況であるという切迫性が薄れ、災害対

応部長会議での説明がされていない状況であった。 

また、自らの部署が報告しなくとも担当部署が報告しているだろうという思い

込みも見受けられ、情報の伝達が至るところで不十分な状況にあり、明確な報告 
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や情報伝達がされていない状況であった。 

    災害対応部長会議へは、２３日５時半頃に本部班から寺尾地区でボートによる

救助を行う見込みの報告、８時には消防局から救助情報及び今後の活動方針につ

いて報告されたが、災害対応部長会議では、寺尾地区に対する浸水被害を予見し

た避難準備情報等の検討がされず、市民へ情報提供が行われなかった。  

 

 

検証事項３：市民に対する情報発信は適切だったのか。 

【検証結果】 市民への情報発信は適切ではなかった。 

寺尾地区に対する避難準備情報の発令はなく、寺尾地区に内水が溢れているという情

報、江川樋門が全閉したという情報及び中島雨水ポンプ場が停止したという情報につい

ても、本市から市民には発信されなかった。 

災害時における情報の不足は、市民の不安を増大させるのみならず、被災者の避難行

動を制約することにもつながりかねないものであることから、防災行政無線等を通じて、

江川樋門が閉じた情報や中島雨水ポンプ場排水ポンプが停止した情報、内水の情報は、

市民の不安解消や避難行動の指針とすべく積極的に早期の段階で提供を検討すべきだ

った。 

また、内水はん濫の際の避難準備情報発令基準についても、現状は、その特性を考慮

したものを設定していない状況で、被害防止という目的に則したものではなかった。 
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Ⅶ．内部検証会議からの意見            

  

検証結果から、内部検証会議として、次のとおり今後の改善に向けた意見を

付する。 

 

１．組織体制の整備について 

  今回の初動対応で反省すべき点を教訓として、今後の災害等の非常事態へ備える

ために、災害対応部長会議が設置された場合の情報共有、指揮命令系統を整理し、各

班を含めて認識させる必要がある。 

  また、情報共有・情報伝達等について、認識を共有できるよう、予め体制整備の中

で検討すべき必要がある。 

  さらに、内水対策に係る、各所管部署の横断的体制を構築する必要がある。 

 

２．情報共有の重要性の再確認について 

 各班においては、誰かが報告している“だろう”から、敢えての報告を行ってい

ないものが散見された。災害対応を行う際の情報共有の役割は非常に大きいため、情

報提供や伝達については、各部署が複数のルートへ連絡するとともに所属部長へ必ず

報告することが必要である。 

  また、職員が受けた情報は、各班の責任者へ報告し指示等を受けることも重要であ

る。そのため、各班内での情報共有方法も検討する必要がある。 

 

３．情報を集約・分析する班の設置について 

  今回は、各班が重要な対応情報や被害情報を持ちながらも、情報伝達が確実には

行われていなかった。災害対応部長会議へは本部班を経由して報告するのか、各部長

からそれぞれ伝達するのかも不明な状況であった。 

  こうした状況を踏まえ、限られた職員数の中で情報を一元化し、被害の全体像を見

る「情報分析班」の設置や、現在ある「本部班」及び「情報収集連絡班」の機能を見

直す必要がある。 

 

４．防災を担当する職員の資質向上について 

  防災危機管理室への計画的な人員配置により、人材を育成するとともに、防災に関

する知識を向上させる研修を行い、防災を担当する職員の資質向上を図る必要がある。 

  また、現地調査班等への、情報共有・情報伝達の重要性を再認識させる必要がある。 

 

５．情報発信・住民周知について 

  災害情報や避難勧告等について、市民目線に立った情報提供について検討し、適

切な情報発信・住民周知が行うことができるよう検討する必要がある。 
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６．避難情報等の基準の見直し 

避難勧告等については、『川越市避難勧告等の判断・伝達マニュアル【水害・土砂

災害】』に基づき判断し、発令することとしているが、内水はん濫についての避難情

報等について、どの時点でどのような方法（緊急メール・サイレン等）で情報発信を

行うかなどを検討し基準等を見直す必要がある。 
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Ⅷ．内部検証会議の構成及び検証経過        

 台風第２１号に対する初動対応内部検証会議の構成及び検討経過は次のとお

りです。 

 

（１）内部検証会議の構成 

氏     名 所          属 

原 田 いづみ（議長） 総務部付法務監 

矢 部 竹 雄（副議長） 総合政策部長 

早 川  茂 総務部長 

川 村 清 美 総務部副部長兼総務課長 

平 野 正 也 総務部総務課付法務監 

  ◎事務局：総合政策部 行政改革推進課 

 

 

（２）会議開催経過 

開催回 開催日時 議          題 

第１回 １１月２１日 
・検証事項について 

・台風第２１号に対する初動対応について 

第２回 １１月２８日 

・台風第２１号に対する初動対応状況にか

かる検証について 

・「内部検証結果報告書」の構成について 

第３回 １２月１５日 
・台風第２１号に対する初動対応状況にか

かる検証について 

第４回 １２月１９日 
・「内部検証結果報告書（案）」について 
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資料１ ２２日７時から２３日２１時までの市の対応（時系列） 

 

 

 

担当課・
室

※寺尾地区のみ

6:09 大雨警報・雷注意報発令 ※現地調査班は寺尾地区を担当す

　る第６現地調査班

２２日 ※情報収集連絡班は市民等からの

（日） 　連絡により、対応課へ処理を依 7:00 防災危機管理室２名による監視開

　頼する 始

8:00 防災危機管理室７名に増員

10:10 【職員参集メール】災害対応部長

会議開催について配信

13:00 【第１回災害対応部長会議】

・台風の現状と今後について

・配備体制の決定について

13:50 強風注意報発令

15:00 監視体制　発令

15:30 【第２回災害対応部長会議】

・台風の現状と今後について

・水位の状況について

・特別監視班の出動について

16:30 特別監視班　出動

18:00 【第３回災害対応部長会議】

・台風の現状と今後について 19:00 【市民】土のう10袋要請

・水位の状況について →【道路班】運搬

・避難勧告等発令の検討について

20:00 【第４回災害対応部長会議】

・台風の現状と今後について

・避難所開設の準備について

・避難準備・高齢者等避難開始の

　発令について

21:00 警戒体制第一配備　発令

21:30 現地調査班　出動

寺尾地区担当３名

22:00 防災危機管理室９名に増員

22:20 避難準備・高齢者等避難開始発令

（小畔川流域、九十川流域、土砂

災害警戒区域）

22:38 洪水警報発令

23:00 【現地調査班報告】異常なし 23:00 防災危機管理室１０名に増員

日
（曜日）

防災危機管理室 全課、室 防災危機管理室 道路環境整備課

情報の入手（把握）状況 市の対応（※「本部関係」欄以外は、寺尾地区のみ）

気象予報等の発表 情報の収集等 本部関係（部長会議・動員含む） 道路関係

台風第２１号に対する初動対応 
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8:00 市ホームページに「台風第21号災

～ 害関連情報」を掲載。以降、気象

8:17 ９時に監視体制配備を決定 情報、通行止め、避難所情報など

9:00 監視体制 を随時更新

12:40 第１回市災害対応部長会議へ出向

（消防局長、警防課長）

・消防の体制について（報告）

15:00 21時に警戒体制第１配備に移行を

決定

15:10 第２回市災害対応部長会議へ出向

（消防局次長、警防課長）

17:40 第３回市災害対応部長会議へ出向

（消防局長、警防課副課長）

19:40 第４回市災害対応部長会議へ出向

（消防局長、警防課長）

警防課職員３名先行登庁

・消防の体制について（報告）

21:00 警戒体制第１配備へ移行

川越市水防団本部設置

川越市水防団全分団自宅待機

21:30 第１回消防局対策会議

22:00 【自治会長へ電話連絡】避難所開

設

22:33 【緊急速報メール・防災情報メール】

避難準備情報発令・避難所開設

（小畔川流域、九十川流域、土砂

災害警戒区域）

22:54 【防災無線】避難準備情報発令・

避難所開設（小畔川流域）

22:59 【防災無線】避難準備情報発令・

避難所開設（九十川流域）

23:02 【Ｌアラート】避難準備情報発令

・避難所開設公開

23:05 【防災無線】避難準備情報発令・

23:40 第５回市災害対応部長会議へ出向 避難所開設（土砂災害警戒区域）

（消防局長、警防課長）

警防課 全課、室

消防組合（消防局） 市民等への情報伝達

河川課

市の対応（※「本部関係」欄以外は、寺尾地区のみ）

河川関係（樋門含む） ポンプ関係等

上下水道管理センター
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台風第２１号に対する初動対応 

担当課・
室

0:00 【現地調査班報告】変化なし 0:00 【第5回災害対応部長会議】

1:00 【現地調査班報告】寺尾小南側マ ・台風の状況と今後について

ンホールから水が吹き出し道路冠 ・現地調査班の報告について

２３日 水 ・避難所の状況報告について

（月）

2:00 【現地調査班報告】寺尾小北側道路冠水 2:00 【第６回災害対応部長会議】 2:00 【道路班】交通規制

・小畔川水位と避難勧告発令につ 市道5484号線

2:20 土砂災害警戒情報発表 2:20 新河岸川宮戸橋（朝霞市）氾濫注 いて →本部、川越警察に連絡

意水域到達 ・現地調査班の報告について

2:45 【情報収集連絡班】道路から水が ・高階地区での下水道状況報告

入る土のう要請

2:45 【情報収集連絡班】道路から水が

入る

3:00 【現地調査班報告】床下浸水５件

4:00 【現地調査班報告】土のう運搬、 【市民】土のう20袋

道路冠水の為、現地にたどり着け 4:05 →【道路班】運搬を行うも道路冠水

ない のためたどり着けず

【情報収集連絡班】土のう要請

4:45 【情報収集連絡班】下水が逆流

4:45 【情報収集連絡班】床上浸水。土 【市民】土のう50袋

のう要請 4:50 →【道路班】運搬を行うも道路冠水

5:00 【現地調査班報告】寺尾小南西、 5:00 【第７回災害対応部長会議】 のためたどり着けず

北側の道路は、腰まで冠水 ・職員の交代について

【情報収集連絡班】床上浸水 ・現地調査班報告について

・入間川の水位状況について

5:35 【情報収集連絡班】トイレが流れ

ない

6:00 【現地調査班報告】寺尾小南西、

北側腰まで冠水

6:15 【情報収集連絡班】下水があふれ

家に流れ込んでいる

6:35 【情報収集連絡班】床上浸水の連

絡 6:40 【仙波小】寺尾地区避難者１名受

6:45 【情報収集連絡班】一帯でトイレ け入れ

7:00 土砂災害警戒情報解除 が流れない

7:07 雷注意報解除

8:00 【現地調査班報告】寺尾小の状況 8:00 【第８回災害対応部長会議】

の写真を本部にメール送信 ・避難準備・高齢者等避難開始の

　解除及び継続について

8:20 【消防局より】救助活動に関して ・消防局より寺尾地区での救助状

要救助者の避難所について検討す 　況の報告

るよう依頼 ・救助された住民の避難所検討

　→部長会議に報告・検討依頼 ・各施設被害状況の報告

・中島雨水ポンプ場停止報告

9:00 避難準備・高齢者等避難開始解除 9:00 【道路班】寺尾小周辺

（小畔川流域、土砂災害警戒区域) ～11：30 道路冠水状況等の確認

9:00 現地調査班交代

寺尾地区担当３名から10名へ増員

9:05 【仙波小】寺尾地区避難者１名受

け入れ

9:31
大雨警報解除・注意報継
続

10:00 新河岸川宮戸橋（朝霞市）氾濫注

意水域到達

10:00 【現地調査班報告】舟が3艘出てい

る（追加２艘出る）。孤立世帯有

11:00 【現地調査班報告】寺尾小・中の

間で孤立世帯複数有。消防局では対 11:20 【川越警察】交通規制協力要請

応間に合わない。 市道5484号線

11:30 【現地調査班より】要救助者の避 11:30 国交省に排水ポンプ車要請連絡 →現地確認ののち民間の交通誘導

難所検討依頼。消防局のマイクロ 員配備

日
（曜日）

防災危機管理室 全課、室 防災危機管理室 道路環境整備課

情報の入手（把握）状況 市の対応（※「本部関係」欄以外は、寺尾地区のみ）

気象予報等の発表 情報の収集等 本部関係（部長会議・動員含む） 道路関係

◎市民通報（道路環境整備課）

2:00【市民】

水が出ててくると連絡

2:00【市民】

道路冠水50ｃｍの連絡

2:20【市民】

道路冠水30ｃｍの連絡

5:00【市民】

床上浸水の連絡

5:20【市民⇒下水道課】

道路冠水の連絡

6:45【市民】

床上浸水の連絡

7:50【市民】

道路冠水40ｃｍ、

後日現場確認の要望

8:00【市民】

道路冠水の連絡

8:00【市民】

床下浸水の連絡

8:00【市民】

付近一帯が道路冠水との連絡

8:50【市民】

道路の水位上昇の連絡

8:50【市民】

浸水により家から出られない

8:50【市民⇒現地調査班】
床下浸水の連絡

9:00【市民】

床上浸水の連絡

10:15【市民】

道路冠水、床下浸水の連絡

10時台 寺尾中北側

道路冠水の連絡

11:00【市民】

浸水により家から出られない

５時過ぎ

消防局⇒情報収集連絡班⇒

⇒防災危機管理室へ伝達

◎寺尾地区の救助情報

・舟艇での救助開始

２時過ぎから４時頃

現地調査班⇒総括現地調査班⇒

⇒防災危機管理室へ伝達

◎寺尾地区の被害状況等の対応

・中島雨水ポンプ場動作確認

・避難者の搬送相談

・避難所開設相談
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1:09 委託業者が中島雨水ポンプ場でポ

ンプ４台運転を確認 1:40 第６回市災害対応部長会議へ出向

1:45 江川樋門全閉通報受信により、市 （消防局長、警防課長）

職員が現地確認（外水・内水状況） 2:01 《警戒》寺尾地区　道路冠水

2:18 第６現地調査班から上下水道管理

センターへ電話。道路冠水中。ポ

ンプの稼働状況の確認依頼あり。

稼働していることを回答

2:23 委託業者へ中島雨水ポンプ場の現

地確認依頼

2:55 委託業者がポンプ４台運転を確認。

3:00 江川樋門閉鎖中のため、内水と外 消防局職員からポンプ稼働照会あり 3:38 《警戒》寺尾地区　床下浸水

水の状況を確認

4:00 第２回消防局対策会議

川越市水防団全分団車庫待機

4:01 《警戒》寺尾地区　床下浸水

4:27 委託業者が中島雨水ポンプ場でポ 4:33 《警戒》寺尾地区　床上浸水

ンプ４台運転を現地で確認 4:40 第７回市災害対応部長会議へ出向

（消防局長、警防課長）

4:59 中島雨水ポンプ場監視装置の電源

5:00 江川樋門閉鎖中のため、内水と外 断により中央監視装置からの監視

水の状況を確認 機能停止 5:07 《救助》寺尾地区床上浸水

5:07 《搬送》寺尾地区避難者を仙波小

5:15 上下水道管理センターから市職 へ搬送（高階救急１）

員２名が中島雨水ポンプ場に向け 〔6:19現場発〕

出発

5:43 委託業者が中島雨水ポンプ場のポ

ンプ４台の運転を現地で確認

6:16 市職員が中島雨水ポンプ場に到着

ポンプ２台の運転を確認

6:20 市職員が中島雨水ポンプ場の全ポ

ンプ停止を確認

6:25 中島雨水ポンプ場の全ポンプ停止

を防災危機管理室へ電話報告 6:28 《搬送》寺尾地区避難者を仙波小

へ搬送（マイクロバス）

※２往復〔第１便8:18現場発、第

２便13:00現場発〕

7:40 第８回市災害対応部長会議へ出向

（消防局長、警防課長）

8:19 江川樋門の開閉状況を河川課へ照

会。閉まっていることを確認。

8:30 江川樋門の現場確認

～9:30

9:07 《警戒》寺尾地区　増隊（舟艇）

9:10 【防災無線】避難準備情報解除

（小畔川流域）

9:30 第３回消防局対策会議 9:30 【防災無線】避難準備情報解除

9:38 《警戒》寺尾地区　増隊（舟艇） （土砂災害警戒区域）

9:43 《救助》寺尾地区　排水溝から足

が抜けない

10:10 《警戒》寺尾地区　増隊（土のう 10:07 【Ｌアラート】避難準備情報解除

10:36 江川樋門開く（１門） 搬送） 公開

10:50 江川樋門開く（２門全開） 11:00 河川課から江川樋門が開いた旨連

絡 11:10 川越市水防団全分団自宅待機

消防組合（消防局） 市民等への情報伝達

上下水道管理センター 警防課 全課、室河川課

市の対応（※「本部関係」欄以外は、寺尾地区のみ）

河川関係（樋門含む） ポンプ関係等

江川樋門 ｆａｘ履歴

10:10 ゲート開動作中

10:28 ゲート開動作中

10:36 ゲート全開

【下水道課】３時頃

市民からの通報に基づき河川課

へ連絡。江川樋門全閉の確認

江川樋門 ｆａｘ履歴

0:54 内水位異常上昇

1:05 ゲート閉動作中

1:16 ゲート全閉

1:46 外水位異常上昇
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台風第２１号に対する初動対応 

 

担当課・
室

バスにて移動するとの報告。

12:00 【現地調査班報告】救助者の受入

れ先の確保要請（消防局より）。現

12:52 洪水警報解除・注意報継続 在自治会館に一時的に避難。

13:00 【現地調査班報告】可搬式排水ポ 13:00 ～14:00簡易トイレを道路環境整備

ンプ２台で調節池へ排水を開始す 課と上下水道管理センターへ搬送

るところ

13:30 【消防局より報告】浸水範囲の情 13:30 【仙波小】寺尾地区避難者３名受 13:30 【道路班】寺尾小付近

報についてメール け入れ ～17：30 道路冠水状況の確認

13:30 可搬式排水ポンプ２台で排水開始 14:00 【第９回災害対応部長会議】 市道5484号線での交通誘導

14:00 【現地調査班報告】国交省のポン ・消防局より寺尾地区の救助活動

プ、ふじみ野市側が終わり次第、 　及び浸水エリアの報告

川越側を排水するとのこと ・水位の状況について

14:00 可搬式排水ポンプガソリン切れの ・職員の交代及び体制解除につい

ため、３班待ちの状況 　て

国交省ポンプ車、排水運転開始 14:30 【道路班】交通規制

14:30 ３班よりガソリン到着 （ふじみ野市元福岡）

可搬式排水ポンプ３台排水再開

15:00 【現地調査班報告】消防局目視に

よると、床上浸水は約１００世帯 16:00 【第10回災害対応部長会議】

・九十川水位と避難情報の解除に 16:30 【道路班】民間の交通誘導員配備

　ついて ～翌2：30 市道5484号線ほか

・避難所情報について （寺尾地先、寺尾折り返し場前、

・今後の体制について 寺尾調節池西端、計３カ所）

17:00 避難準備・高齢者等避難開始解除

（九十川流域）

警戒体制第一配備解除

寺尾地区のみ継続

【仙波小】寺尾地区避難者３名受

け入れ 18:30 【道路班】
～翌4：00 国交省の排水立会い、路面状況の

19:00 現地調査班可搬式排水ポンプ撤収 確認、路上ごみ注意喚起のカラー

コーン設置

19:12 強風注意報解除

21:00 【現地調査班報告】 21:00 現地調査班が撤収し、関係部署に

寺尾地区浸水エリア報告 よる監視に移行する

（床上・床下４０１件以上）

日
（曜日）

防災危機管理室 全課、室 防災危機管理室 道路環境整備課

気象予報等の発表 情報の収集等 本部関係（部長会議・動員含む） 道路関係

情報の入手（把握）状況 市の対応（※「本部関係」欄以外は、寺尾地区のみ）
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13:40 第９回市災害対応部長会議へ出向

（警防課副課長）

14:23 市職員が中島雨水ポンプ場現地確

認。

16:01 《搬送》寺尾地区避難者を仙波小

へ搬送

17:15 消防局警戒体制解除

川越市水防団体制解除

17:30 寺尾地区の活動隊全隊引揚

19:10 市職２名が中島雨水ポンプ場の盤

内状況確認。発電機の稼働を確認 19:38 【Ｌアラート】避難準備情報解除

公開（九十川流域）

全課、室

市民等への情報伝達
ポンプ関係等 消防組合（消防局）

河川課 上下水道管理センター 警防課

河川関係（樋門含む）

市の対応（※「本部関係」欄以外は、寺尾地区のみ）
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資料２ 寺尾地区（江川流域都市下水路、江川樋門、中島雨水ポンプ場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江川樋門 
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資料３ 避難勧告等の判断基準（水害） 

※川越市避難勧告等の判断・伝達マニュアル【水害・土砂災害】より抜粋 

 

判断基準（洪水予報河川・水位周知河川） 

発令区分 判断基準 

避難準備・高齢者

等避難開始 

（避難判断水位） 

洪水予報河川は、次のいずれかの状況になった場合 

（１）指定河川洪水予報により、各河川の水位観測所の水位が避難

判断水位に到達したと発表され、かつ、水位予測において引き

続きの水位上昇が見込まれている場合  

（２）指定河川洪水予報の水位予測により、各河川の水位観測所の

水位が氾濫危険水位に到達することが予想される場合（急激な

水位上昇による氾濫のおそれのある場合）  

水位周知河川は、次のいずれかの状況になった場合 

（１）水位情報通知により、各河川の水位観測所の水位が避難判断

水位に到達した場合 

（２）水位情報通知により、各河川の水位観測所の水位が水防団待

機水位（又は氾濫注意水位）を越えた状態で、次の①～③のい

ずれかにより、急激な水位上昇のおそれがある場合 

① 各水位観測所上流の水位観測所の水位が急激に上昇している

場合 

② 各河川の流域雨量指数の予測値が洪水警報基準に到達する場

合 

③ 各水位観測所上流で大量又は強い降雨が見込まれる場合 

次のいずれかの状況になった場合（共通） 

（３）軽微な漏水・侵食等が発見された場合  

【避難が必要な状況が夜間・早朝となる場合の判断基準】 

・次のいずれかに該当する場合は、早めの発令を検討する。 

① 大雨注意報や降水短時間予報等により、深夜・早朝に避難が必

要となることが想定される場合 

② 降雨を伴う台風等が夜間から明け方に接近、通過し、多量の降

雨が予想される場合 

避 難 勧 告  

（氾濫危険水位） 

 

洪水予報河川は、次のいずれかの状況になった場合 

（１）指定河川洪水予報により、各河川の水位観測所の水位が氾濫

危険水位に到達したと発表された場合 

（２）指定河川洪水予報の水位予測により各河川の水位観測所の水

位が堤防天端高（又は背後地盤高）を越えることが予想される

場合（急激な水位上昇による氾濫のおそれのある場合） 

水位周知河川は、次のいずれかの状況になった場合 

（１）水位情報通知により、各河川の水位観測所の水位が氾濫危険
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水位（洪水特別警戒水位）に到達した場合 

（２）水位情報通知により、各河川の水位観測所の水位が氾濫注意

水位（又は避難判断水位）を越えた状態で、次の①～③のいず

れかにより、急激な水位上昇のおそれがある場合 

① 各水位観測所上流の水位観測所の水位が急激に上昇している

場合 

② 各河川の流域雨量指数の予測値が洪水警報基準を大きく超過

する場合 

③ 各水位観測所上流で大量又は強い降雨が見込まれる場合 

次のいずれかの状況になった場合（共通） 

（３）異常な漏水・侵食等が発見された場合  

【避難が必要な状況が夜間・早朝となる場合の判断基準】 

・各河川の水位観測所の水位が避難判断水位（又は、氾濫危険水位）

を超えた状態で、次のいずれかに該当する場合は、早めの発令を検

討する。 

① 判断する時点（夕刻）で、気象情報、降水短時間予報等により、

引き続き水位の上昇が見込まれている場合 

② 降雨を伴う台風が夜間から明け方に接近、大量の降雨が予想さ

れる場合 

避難指示（緊急） 次のいずれかの状況になった場合（共通） 

（１）決壊や越水・溢水が発生した場合  

（２）各河川の水位観測所の水位が、氾濫危険水位を越えた状態で、

指定河川洪水予報の水位予測により、堤防天端高（又は背後地

盤高）に到達するおそれが高い場合（越水・溢水のおそれのあ

る場合） 

（３）異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべり等により決壊のおそ

れが高まった場合 

（４）樋門・水門等の施設の機能支障が発見された場合 

（発令対象区域を限定する）  

避難勧告等の 

解除 

・水位が氾濫危険水位及び背後地盤高を下回り、水位の低下傾向が

顕著であり、上流域での降雨がほとんどない場合を基本とする。 

・堤防決壊による浸水が発生した場合の解除については、河川から

の氾濫のおそれがなくなった段階を基本とする。 

 

○内水はん濫（下水道などで雨水がすべて排水されず、地上に溢れる現象） 

内水はん濫（下水道等による浸水）に対しては、原則として、避難勧告等は発令せ

ず、屋内安全確保を避難行動とする。 


