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目 
的 

対 象 市内にいるすべての人，市内全域 
意 図 災害から身を守る，災害に強いまちになる 

◇施策の方向 

市内にいるすべての人の生命・身体・財産を災害の脅威から守るため，減災対策の充実，災害時の対応能力の強化及
び復旧復興体制の整備について，自助・共助・公助の考えの下，個人，地域，事業者，行政のそれぞれの役割に応じ
た取組を推進します。 

 
まちづくり指標 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 目標値 

平成30年度 

１ 防災市民組織の団体数【☆，◎】 114団体 115団体 120団体 124団体 120団体 

２ 特定緊急輸送道路沿道 
建築物（補助対象建築物） 
の耐震化率【☆】 

33.8% 36.6％ 40.8％ 42.3％ 
100％ 

（平成３7年度） 

３ 防火貯水槽の整備区域【☆，◎】 394区域 390区域 391区域 393区域 399区域 

４ 定住意向がある市民で，安全で
安心して暮らせると感じている市
民の割合【◎】 

39.2% 36.5% 37.8％ 42.4％ 
50.0％以上 

（令和元年度） 

５ 災害時に自宅から避難する場所
（避難所）を決めている市民の割
合【◎】 

35.1％ 40.2％ 38.7％ 38.4％ 
50.0％以上 

（令和元年度） 
 

◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ 防災市民組織の団体数【☆，◎】 
 防災市民組織の加入団体は，平成２９年度末から４団体増加し１２４団体となりました。 
２ 特定緊急輸送道路沿道建築物（補助対象建築物）の耐震化率【☆】 
 平成３０年度末時点の補助対象建築物の耐震診断実施率は９７．２％，耐震化率は４２．３％という結
果になりました。 
３ 防火貯水槽の整備区域【☆，◎】 
防火貯水槽の整備区域は，平成３０年度末で３９３区域，充足率は９３．１％となりました。開発行為

に伴い，防火貯水槽の基数は増加していますが，不足地域での開発行為が少なく，市施設等への計画的な
整備など，指標達成に向け取り組んでいます。 
４ 定住意向がある市民で，安全で安心して暮らせると感じている市民の割合【◎】 
定住意向がある市民で，調布のまちが安全で安心して暮らせると感じている市民の割合は，平成３０年

度調布市民意識調査では，４２．４％となりました。 
５ 災害時に自宅から避難する場所（避難所）を決めている市民の割合【◎】 
災害時に自宅から避難する場所（避難所）を決めている市民の割合は，平成３０年度調布市民意識調査

では，３８．４％となりました。  
《参考》基本計画（令和元年度～令和４年度）における「まちづくり指標」 

まちづくり指標 まちづくり指標の考え方 現状値 目標値 

１ 災害が発生した際，避難する
避難所や家族等との連絡体制
を決めている市民の割合（上
段：避難所，下段：連絡体制） 

災害時における避難所や家族等との連絡方法を決めている
市民を増加させることで自助意識を一層醸成し，地域の防災
体制の充実を図ることを目標とした。（調布市民意識調査） 

71.4% 
60.5% 

（平成30年度） 

75.0% 
70.0% 

（令和4年度） 

２ 特定緊急輸送道路の沿道建
築物（補助対象建築物）の耐震
化率 

東京都耐震改修促進計画の目標年度である令和7（2025）
年度までに特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を完了す
ることを目標とした。（住宅課資料） 

40.8% 
（平成29年度） 

100％ 
（令和7年度） 
70.4％ 

（令和4年度） 

３ 防火貯水槽の整備区域 
震災時における消防水利を確保するため，2箇年で1基程度
ずつ防火貯水槽の整備を行い，消防水利の不足地域の解消を
図ることを目標とした。（総合防災安全課資料） 

391区域 
（平成29年度） 

393区域 
（令和4年度） 

  

１ 平成３０年度の振返り — 現状把握  



（施策01 災害に強いまちづくり） 

 

◆施策の成果向上に向けた主な取組実績【基本計画（令和元年度～令和４年度）の基本的取組毎に記載】 

０１-１ 防災体制の充実 

 地域防災計画に基づく災害対策を適切に実施するための取組として，庁内の防災対策検討委員会におい
て，具体的な対応体制の推進を図りました。委員会の作業部会として，「医療救護部会」，「避難所部会」，
「二次避難所（福祉避難所）部会」及び「帰宅困難者対策部会」「物資物流部会」の５つの部会を設置し，
全庁的な連携により，諸課題について検討を進めました。 
地域における共助の取組を推進するため，防災市民組織の育成・運営支援として，防災用品・資機材等

を購入する経費に助成を行うとともに，出前講座や地域訓練への支援等を行いました。 
東日本大震災の教訓を踏まえ，平成２４年度から４月の第４土曜日を「調布市防災教育の日」と定め，

市立全小・中学校において児童・生徒に対する「命」の授業，保護者・地域を対象とした啓発講話や避難
所開設・運営訓練等を継続して実施しています。７回目となる平成３０年度の特徴的な取組としては，調
布消防署・調布警察署から各小・中学校への講師派遣の継続や，ＮＰＯ法人調布心身障害児・者親の会等
と連携した災害時要支援者の訓練，市内都立高校におけるシェイクアウト訓練の実施などの取組を継続し
ました。また，新たな取組としては，市職員主導により，避難所におけるトイレに関する訓練を市立全小・
中学校で実施したほか，晃華学園中学校高等学校において，避難訓練を実施していただくなどにより，取
組の充実を図ることができました。 
「調布市避難行動要支援者避難支援プラン（総合計画）」に基づく，地域の避難支援体制づくりを推進

しました。また，平成２９年の水防法及び土砂災害防止法の改正に伴う要配慮者利用施設の「避難確保計
画の作成」及び「避難訓練」の義務化に伴い，対象施設の管理者に対し策定方法等に関する説明会を実施
しました。 
東京都の市区町村受援体制ガイドライン作成に向けた検討会への参加や他自治体マニュアルの検討な

ど，受援体制整備に向けた情報収集，整理を行いました。 
広域的連携による防災対策として，災害時相互応援協定自治体の岩手県遠野市に調布市合同総合防災訓

練を参観いただくとともに，遠野市防災のつどいに職員が参加しました。 
調布駅の駅前滞留者対策を推進するため，調布駅周辺の事業者や交通機関等の参加を得て調布駅周辺帰

宅困難者等対策協議会準備会を実施しました。 
地域や学校と協力して作成した「避難所運営マニュアル」について，訓練等を通じて検証を行うととも

に，見直しに向けた検討を行いました。 
三師会（医師会，歯科医師会，薬剤師会）等の協力を得て，緊急医療救護所運営訓練を実施し，災害時

の医療救護体制の充実を図りました。 
災害対応資機材の確保・充実のため，小学校３校に２基目のコンテナを設置するとともに，避難所とな

る小中学校の改修等に合わせマンホールトイレを増設しました。 
災害時の情報伝達手段である防災行政無線について，移動系・固定系両系統のデジタル化を計画的に推

進しました。 
職員の災害対応力の向上と防災意識の高揚を目的とする職員対象の職員防災研修会，シェイクアウト訓

練を実施しました。また，初めての試みとなる風水害に係る災害対策本部訓練を実施するに当たり，京浜
河川事務所，気象庁の協力のもと，時系列に合わせた対応や市長と各機関トップとの間での情報共有を図
るためのホットラインの運用について検証しました。 

０１-２ 災害に強い都市基盤の整備 

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業は，震災時に救急・救命活動や緊急支援物資の輸送などの
緊急輸送道路としての機能を確保するため，市内の沿道建築物が地震により倒壊して，特定緊急輸送道路
を閉塞することがないよう，旧耐震基準の沿道建築物所有者に直接訪問を行い，耐震診断，補強設計，耐
震改修など，耐震化の促進に取り組みました。耐震化の目標として，令和元年度末時点の耐震化率９０％，
令和７年度末時点１００％を目標に事業を進めています。平成３０年度末時点の補助対象建築物の耐震診
断実施率は97.2％，耐震化率は42.3％という結果になりました。 
下水道施設について，市内管路全体（約５５０ｋｍ）の図面を用いた簡易診断を実施し，地震対策に関

する基本方針を作成しました。 
橋りょうの安全な維持管理のため，調布市橋りょう長寿命化計画に基づき，引き続き，計画的な耐震補

強・補修工事等に取り組みました。 

０１-３ 消防力の強化 

迅速な消火活動のため，消火栓の整備・更新を進めるとともに，災害時の水利となる防火貯水槽の不足
地域の解消に向け，市管理施設における整備を推進しました。 
平成３０年（暦年）の市内の火災件数は，前年より少なく，東京消防庁全体でみても，近年は減少傾向

にありますが，３月，１１月，１２月に全分団で警戒活動を実施するなど，少しでも火災による被害を減
少させるため，継続して活動を行っています。 
調布消防署建替への協力など東京消防庁と連携した常備消防力の維持・確保，計画的な消防ポンプ車の

更新や東京消防庁の協力による訓練及び研修の実施により非常備消防力の強化に努めました。 
平成２１年度から消防団の活動内容を周知することで，市民の消防団活動への理解を深め，団員の士気

高揚及び新規団員の確保に資するために発行している消防団広報誌を平成３０年度も全戸配布しました。 

  

２ 平成３０年度の振返り — 取組実績（ＤＯ）  



（施策01 災害に強いまちづくり） 

  
◆平成３０年度における施策の成果についての総括 
・市の災害対応能力の向上のため，防災対策検討委員会を通じた各種課題の検討，災害対応体制の強化を図った。 

・防災市民組織補助金や出前講座，防災講演会を通じた地域における共助の取組を推進し，防災市民組織が１２４団体となった。 

・防災教育の日の取組を通じ，児童・生徒への命の教育を実施するとともに，市民の自助・共助意識の醸成を推進した。 

・避難行動要支援者避難支援プランに基づく取組のほか，水防法及び土砂災害防止法の改正に伴う要配慮者利用施設の「避難確保

計画の作成」支援のための説明会を実施した。 

・帰宅困難者対策の一環として，駅前事業者等と連携した取組として調布駅周辺帰宅困難者等対策協議会準備会を実施した。 

・国や都における過去の災害に係る課題検討や避難所運営マニュアル作成等を通じた市民の意見等を参考に，女性や子供，高齢者

等の要配慮者の視点を踏まえた備蓄資機材の確保・充実に努めた。また，小学校３校に２基目の備蓄コンテナを整備した。 

・北多摩病院や慈恵第三病院での緊急医療救護所訓練を通じて課題の抽出と検討を行い，災害時の緊急医療救護体制の充実を図っ

た。 

・防災行政無線移動系・同報系の計画的なデジタル化を進めるなど，災害時における情報伝達能力向上に努めた。 

・職員の災害対応力の向上と防災意識の高揚を目的とする職員対象の職員防災研修会を行った。 

・災害対策本部訓練について，初めて風水害を対象として実施した。実施に当たり，京浜河川事務所，気象庁の協力のもと，時系

列に合わせた対応や市長と各機関トップとの間での情報共有を図るためのホットラインの運用について検証した。 

・下水道施設について，市内管路全体（約５５０ｋｍ）の図面を用いた簡易診断を実施し，地震対策に関する基本方針を作成した。 

・特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の取組は，耐震改修等１件の費用補助を実施した。平成３０年度末時点での補助対象建築

物の耐震診断実施率は97.2％（69件/71件）耐震化率は42.3％（30件/71件）に上昇した。 

・橋りょうの安全性の維持・向上のため，調布市橋りょう長寿命化計画に基づき，点検・設計を実施した。 

・非常備消防力の維持・向上の一環として，消防ポンプ車１台を更新した。 

評価 Ａ 
【評価区分】平成３０年度の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

Ｓ 
◎ 

Ａ 
Ｂ ○ 
Ｃ 

△ 
Ｄ 

＊平成３０年度行政評価における施策の成果についての評価：３段階 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」，○：「概ね達成した。概ね成果が得られた。」，△：「目標達成までには至らなかった。予定した成果が得られなかった。」 

 
◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における取組状況・課題・今後の方向 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

計画どおり・計画より進んだ取組等 

（基本計画で予定した成果が十分得られた） 

今後の取組の方向   

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①防災市民組織が計画目標である１２４団体となった。 

 

②防災備蓄品について，災害での教訓等を活かした確保・充実を

進めている。 

③災害情報システムの維持管理・充実について，計画的な防災行

政無線のデジタル化等，順調に進捗している。 

④特定緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化率（平成３０年度末

87.3％） 

⑤国領出張所建替終了。調布消防署は東京２０２０大会前に新庁

舎運用開始の見込みとなっている。 

⑥下水道施設の地震対策の推進（主な災害対応拠点からの管路の

管径700mm以下の下水道管とマンホール接続部分の可とう化） 

⑦緊急医療救護所訓練を実施し，医療救護体制の充実が図れた。 

①既存組織の活動内容の充実を図るとともに，組織数，世帯数の

拡充により多くの市民の参加を目指す。 

②実災害における対応や女性や支援を要する方の視点を踏まえ，

より適切な被災者対応に向け，資機材の充実を図る。 

③無線の更新等による聞こえにくい地域の解消のほか，引き続き

様々な手法による情報伝達の充実に努める。 

④引き続き，特定緊急輸送道路の沿道建築物耐震化率100％に向

け，事業を推進する。（東京都全域耐震化率（84.3％）） 

⑤引き続き，東京消防庁と連携・協力し，常備消防力の維持に努

める。 

⑥地震対策に関する基本方針に基づく管路の耐震性能の詳細な診

断及び具体的な対策を検討する。 

⑦三師会等が協力して定期的に緊急医療救護所訓練を実施できて

いる先駆的な取組である。すべての緊急医療救護所で訓練を実

施していく。 

計画に対して進捗に遅れが生じた取組等 

（基本計画で予定した成果が得られなかった） 

左記の理由や今後に向けた対応課題等 

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①市民の自然災害（調布のまち）に対する安全安心意識 

 

②各家庭における自助に基づく災害対策の推進 

 

 

③災害時の消防水利となる防火貯水槽の未整備区域の解消 

 

 

④特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 

 

⑤下水道施設の地震対策の推進（管路補強工事） 

①近年の国内における震災・風水害の増加に伴う市民の危機意識

の上昇に相対して，安心感が低下する傾向にあると考えられる。 

②災害対策の責任を行政に強く求める報道等の影響もあり，災害

対策における「自助」の重要性の認識が低いことが課題となって

いる。引き続き，市民の意識啓発の取組を推進する。 

③不足地域と合わせ，被カバー地域（隣接の充足により水利が確

保できる地域）の公共施設等を利用した防火貯水槽の整備等，未

整備区域の解消に向けた検討を行う。 

④工事期間中建築物が使用できなくなることが大きな要因とな

り，耐震化が進んでいない建物がある。（他自治体も同様の状況） 

⑤現基本計画検討後に国の基準の変更があり，要対策路線の見直

しが必要となったため。 

  

３ 平成３０年度の振返り及び基本計画期間（平成２７～３０年度）の取組状況 — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策01 災害に強いまちづくり） 

◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における施策の成果についての総括 
（平成２７～３０年度） 

・避難所となるすべての市立小中学校において避難所運営マニュアルを策定した。また，地域訓練等を通じ検証を行った。 

・防災市民組織の登録団体数は計画目標を超える１２４団体となった。 

・防災教育の日を通じ，児童・生徒への命の教育に取り組むとともに，職員や地域の避難所対応に係る訓練を実施した。 

・東日本大震災等の教訓を踏まえ，女性や子供等の視点を踏まえた備蓄資機材の確保・充実を推進した。 

・避難所となる小中学校の備蓄能力向上のため，２基目の防災コンテナを配備するとともに，学校施設の改修等に合わせマンホール

トイレなどの施設整備を行った。 

・避難行動要支援者避難支援プランに基づく地域による要援護者支援体制を推進するとともに，水防法及び土砂災害防止法に基づく

要配慮者利用施設の避難確保計画の作成の支援を行った。 

・自治体間の広域連携のため，岩手県遠野市，岐阜県岐阜市及び富山県富山市と相互支援協定を締結した。また，ＮＰＯ法人等との

ドローンによる情報収集に係る協定や福祉施設との二次避難所利用に係る協定等を締結した。 

・医師会等の医療関係機関と連携し，病院での実践的な緊急医療救護所運営訓練，救護所用資機材の確保・充実等を通じ，災害時医

療体制の構築を推進した。 

・特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の耐震化の取組は，平成３０年度末で，耐震診断実施率は97.2％，（69件／71件），

耐震化率は42.3％（30件／71件）に上昇した。 

・下水道施設の地震対策については，平成２１年度に策定した「調布市下水道総合地震対策計画」に位置付けた主な災害対応拠点か

らの排水を受ける内径７００ｍｍ以下の管路の耐震化を予定どおり完了させた。 

・橋梁の耐震改修，下水道施設の地震対策の推進など，公共設備の震災対策強化を行った。 

・消火栓や防火貯水槽の整備により消防水利の確保を行うとともに，調布消防署本署及び国領出張所の建替えによる常備消防力の維

持管理，消防ポンプ車の更新や消防団員への研修や訓練の実施による非常備消防力の向上など，消防力の強化に努めた。 

（平成２８～３０年度） 

・災害時の情報伝達の主要な手段である防災行政無線について，計画的にデジタル化を推進した。 

評価 Ａ 
【評価区分】基本計画期間４年間の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

 
◆施策を取り巻く状況（計画策定後の施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
◆施策を取り巻く状況（施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

 

市政を取り巻く状況 左記を踏まえた市の対応課題等 

全
国
的
な
潮
流
・
傾
向
等 

①東日本大震災を踏まえ，国では，大規模広域な災害に対する即応力

の強化，住民等の円滑かつ安全な避難の確保，被災者保護対策の改善，

平素からの防災への取組の強化を進めている。 

②近年の台風や集中豪雨による被害を受け，浸水想定区域の変更，気

象情報や河川水位情報の伝達等，風水害対策の強化が進められてい

る。また，突発的に発生する激甚災害では，行政主導の対策には限界

があることから，住民主体の防災対策に変換する必要がある。 

③水防法の改正を受け，国（京浜河川事務所）では，各管理河川の減

災協議会を設置した。また，全国各地で発生する豪雨により逃げ遅れ

等が起きないよう抜本的な対策が求められている。 

④高齢者や障害者等の避難行動要支援者の増加が見られ，迅速に避難

誘導・安否確認等を行えるようにする必要がある。また，避難所運営

等における女性の視点に配慮する必要がある。 

⑤大阪府北部地震を契機にブロック塀等の安全性確保が課題となっ

ている。 
 

①国や都等の災害対策を踏まえた地域防災計画に基づ

き，公助・共助・自助が一体となった取組の推進を図る

必要がある。 

②風水害等に係る様々な情報を有効に活用し，適切な対

応をするため，引き続き市の対応能力強化に向け体制の

強化に努めるとともに，自助の取組の推進・強化を図る

必要がある。 

③震災対策と合わせ，風水害対策についても国や東京都

と連携した体制整備を進めるほか，浸水想定区域等の要

配慮者利用施設の管理者等による避難確保計画の作成等

を推進する必要がある。 

④要支援者や女性，子どもなどの視点を踏まえ，それぞ

れの状況に対応した適切・円滑な被災者支援に向けた施

策の推進が求められる。 

⑤公共施設のブロック塀等の安全化と合わせ，個人や事

業所の対策について検討する必要がある。 

都
や
近
隣
自
治
体
等
の
動
向
等 

①東京都では，令和元年度に地域防災計画の修正が予定されている。 
 
②水防法の改正を受け，東京都において，各管理河川の減災協議会が
設置された。 
 
③人工呼吸器使用者の災害時の支援を想定して，避難所等に発電機を
準備している自治体がある 
④平成２８年３月「東京都耐震改修促進計画」を改定。２０２０年オ
リンピック・パラリンピック開催を控え，特定緊急輸送道路沿道建築
物の耐震化の目標を修正 
 
⑤近隣市では，庁舎の建替等に伴い災害時の拠点となる防災センター
の整備が進んでいる。 

①東京都の地域防災計画の修正に当たり，情報収集に努

めるとともに，必要であれば意見を提出する。 

②東京都や近隣自治体と連携し，河川の減災対策に取り

組む必要がある。 

③学校施設の改修に合わせ，発電機の整備を行っている。

適切な運用方法について検討する必要がある。 

④特定緊急輸送道路の沿道建築物で，補助対象建築物の

耐震化率（42.3％）と低い状況である。引き続き，都と

連携して取り組むことが重要である。（東京都全域：平成

３０年度末44.0％） 

⑤適切な災害対策本部運営のため，執務スペース，会議

スペース等の確保，資機材の充実を図る必要がある。 
 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ）  



（施策01 災害に強いまちづくり） 

 
◆基本計画期間（令和元年度～令和４年度）における中期的な取組の方向 
※基本計画の期間において重点的に取り組むべき事項（引き続き／より一層／新たに／ 推進すべき取組等） 

※2019年・2020年を契機としたまちづくりやレガシーの創出に向けた取組は，冒頭に「○印」を記入 

・災害対策にあたっては，震災と合わせ，風水害対策についても，引き続き公助の充実に努めるとともに，訓練の実施協力，出前講

座の実施等により共助の推進を図る。また，周知啓発の強化などにより市民一人一人の自助の取組を推進する。特に風水害では，マ

イ・タイムラインの作成を促進するなど，市民の適切な避難に繋がる取組を推進する。 

・災害対応において最も重要な施設である避難所の運営を円滑に行うために，資機材の充実等を含めハード・ソフト対策の充実を図

る必要がある。 

・要配慮者の避難支援，帰宅困難者対策，災害時受援体制等，個別の課題への対応体制を検討・整備していく。 

・引き続き，職員研修や訓練の実施，備蓄資機材の確保・充実，災害情報システムの維持管理・充実，医師会と連携した医療救護体

制の充実など，災害対応能力の向上に係る対策を推進する。 

・特定緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化による震災時の輸送機能の確保や下水道施設の耐震化，老朽化した管路の機能維持・更新

等，災害に強い都市基盤づくりを継続して推進する。 

・火災への対応能力を確保するため，引き続き消防力の強化に努める。また，災害時においても適切な対応が可能となるよう消防水

利の確保を図るとともに，東京消防庁・調布市消防団と連携した災害時対応体制整備を進める。 

 
◆令和２年度における重点的取組，新規又は拡充の検討を要する取組 
※重点プロジェクトに関連する取組は，冒頭に「☆印」を記入 

※新規の取組は，冒頭に「◎印」を記入 
・東京都の地域防災計画の修正を受け，過去の震災，風水害における教訓や浸水想定の見直し，土砂災害警戒区域の指定などを踏ま

え，調布市地域防災計画を修正する。また，総合防災訓練，総合水防訓練等を通じ，計画の検証を図る。 

☆防災市民組織について資機材の補助制度，地域訓練への協力，様々な取組の周知等により活動を支援する。 

☆避難行動要支援者避難支援プランに基づく取組の実施 

☆計画的な消防ポンプ車の更新等の資機材の確保・充実，適切な訓練・研修の実施により消防団対応能力の向上を図る。 

☆小中学校施設の改修に合わせたマンホールトイレ等の導入，女性や支援を要する方の意見を踏まえた資機材の見直し等により防災

備蓄品の確保・充実を図る。 

☆調布市防災教育の日の実施 

☆防災行政無線の計画的なデジタル化を進めるとともに，適切な運用が可能となるよう訓練を実施する。 

☆特定緊急輸送道路沿道建築物や下水道施設の耐震化等のハード対策により，災害に強いまちづくりを推進する。 

☆下水道施設の地震対策として，管路の詳細診断及び実施計画の策定準備 

・風水害対策として，東京都の新しい浸水想定や土砂災害警戒区域の指定等を踏まえたハザードマップを作成し，市民に配布すると

ともに，マイ・タイムライン作成等の周知・啓発を行うことで，一人一人が適切に避難できる取組を推進する。 

・帰宅困難者対策の一環として調布駅前滞留者対策を関係機関等と連携・協力して進める。 

・災害時の受援体制について，東京都の地域防災計画やガイドライン等を踏まえ，関係機関と連携した態勢整備を推進する。 

 

◆施策における２つのアクション 
【アクション①】横断的連携による施策の推進 

 
○施策の成果向上に向けた庁内横断的な連携や多様な主体と連携した取組，それに向けて今後調整・検討すべき事項 

・調布市防災対策検討委員会等を通じ，庁内連携体制の強化，職員の災害対応能力の向上を図る。 

・地域や関係機関，広域連携自治体等の協力を必要とする被災者支援や避難所運営，帰宅困難者対策など，災害時特有の業務を適

切に実施するための体制整備を推進する。 

・災害時緊急医療救護所や避難所における保健・衛生活動のため，今後も医師会等の関係機関とともに，マニュアルの検証や訓練

を行う。 

・災害時に市民への情報提供を適切に実施するため，情報通信手段の充実を図るとともに，調布エフエムやジェイコムイースト，

携帯電話事業者，インターネットサービス事業者等と平時からの訓練や情報共有等を通じた連携強化を図る。 

そ
の
他 

①温暖化の影響と思われる近年の気象状況の変化から，風水害発生の

危険性が高まっていると考えられる。 

②女性や子供，要配慮者に適切に対応するため，避難所となる学校施

設の整備や資機材の充実・確保を推進する必要がある。 

①避難勧告マニュアルの充実など，迅速な避難による被

害の軽減に向けた対策の推進が求められる。 

②引き続き学校施設の更新等に合わせた防災設備の充実

を図るとともに，様々な視点に基づく資機材の充実に努

める。 



（施策01 災害に強いまちづくり） 

 
≪重点プロジェクトを横断して取り組む４つの連携テーマの推進≫  

 ■連携テーマ1 「地域共生社会の実現に向けた取組」 

・災害対策においては，行政の実施する公助と合わせて，地域で助け合う共助，一人一人が自分や家族の身を守る自助の取組

が連携することで，防災・減災に繋がることとなる。近年の震災や風水害を受け，交通機関や地域の事業者等と連携した帰宅

困難者対応や福祉施設等と連携した要援護者対策，適切な避難をするための一人一人の取組の重要性が高まっている。これら

の対策を推進するためには，各主体との連携と合わせ，市の各所管が連携した対策を進める必要がある。また，災害時の被害

を少しでも減らすためには，自助の取組が非常に有効であることから，市民の防災意識の醸成を図るための周知・啓発につい

てより効果的な手法について検討する必要がある。 

 

 

 
 
 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆施策とＳＤＧｓの１７の目標との関係 

         

●        ● 

        

 

 ●  ●    ●  

※ＳＤＧｓの１７の目標（ゴール）や１６９のターゲットと基本計画の各施策を構成する基本的取組等の方向との関連性（参考資料⑦

を参照）を踏まえ，施策と１７の目標との関係を示しています。 
 

 
◆参考：調布市基本計画：参加と協働の視点～市民等に期待される役割～ 
・市民は，自らの命は自らが守るという「自助」の考えに立ち，防災に関する情報の積極的な取得，食料の備蓄や家具の転倒防止

など，常日頃から自主的に災害への備えを行うとともに，コミュニティを核とした地域の防災活動に積極的に参加・協力します。 

・事業者は，災害時における協定の締結に協力するとともに，安全・安心な地域社会の形成を担う一員として，従業員の安全確保

をはじめとする帰宅困難者対策や事業継続のために備えるなど，防災対策に主体的に取り組みます。 

 

○施策の取組において市内外に向け特にアピールできる成果，地域資源，強みなど 

（施策における魅力の要素，魅力向上に向けた取組） 

・災害時医療救護対策について，三師会をはじめとする市内医療関係機関の積極的協力により具体的な対応整備が進んでいる。 

・アレルギー対応，女性や要支援者に配慮した備蓄資機材の確保・充実を行っている。 

・市民や地域等と連携した防災に関する取組として，学校と保護者・地域が一体となった防災教育と訓練を実施する「調布市防災

教育の日」を市立小・中学校全校で一斉実施している。 

 

（上記魅力の要素に関して改善・強化に向けて予定又は検討している取組・課題など） 

・災害から命を守るためには，自助・共助の取組が最も重要になる。公助や関係機関等との連携と併せて，市民側の自助・共助対

策を推進するための実践的な取組を検討する必要がある。 

・備蓄資機材については，それぞれの状況に合わせた適切な被災者対応を実施するため，引き続き広く意見を求め確保・充実に努

める。 

・今後も三師会等，医療関係機関と連携・協力し，災害時医療救護体制を充実させていく。 


