
災害に強いまち川島を目指して

令和２年７月

災害に負けないよ
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川島町総務課防災対策室

防災説明会資料



越辺川天神橋（10.12．2330頃）



・古代以来、洪水被害多発
・明治43年8月、川島町内各地で破堤し町全域が
壊滅的被害 伊草、三保谷、出丸、八ッ保地区
は全村床上浸水
・昭和22年9月カスリーン台風 床下・上浸水約800戸

以降、大規模な浸水被害なし。
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川島町の水害の歴史



町は、昨年関東地方を直撃した台風１９号の残した教訓、またハザード
マップの浸水想定等を踏まえ、水害発生時における避難要領を大きく変更

町の水害対策・計画の考え方

【１】 避難先を町外の浸水の恐れのない安全な場所へ
① 町外の親戚や知人宅、勤務先、宿泊施設等
② 町協定締結の町外避難場所
③ 町内の緊急避難場所（逃げ遅れた、車などの移動手段がない方）

注：自宅の２階等へ「避難」を考えている方もいると思われますが、浸水した
場合、電気、ガス、水道、トイレ等が使えない、ケガをしたり病気になった場
合の救助も困難となる。可能な限り町外への避難を勧めます。

【２】 避難時期を１レベル早く（避難に要する時間、高齢者
等対策）



浸水想定
・町全域が５～１０ｍ浸水し、１～２週間継続
・現在の指定避難所では浸水想定に耐えられない。

町外の安全な場所への避難の可能性（アンケート結果）
・11％の方が、町外の安全な場所へ自主避難
・町外の親戚・知人等への避難は41％の方が可能
・約１１，６００人、４，０００世帯の避難の必要性

町緊急避難場所への避難
・逃げ遅れた方、移動手段ない方の緊急一時避難場所
として使用可能（３階部分）

変更の基礎となった事由



破堤後１時間の最大浸水深

被害想定（荒川決壊）

決壊
箇所

荒川流域３日間総雨量:
６３２㎜
入間川流域：７４０㎜

国交省資料



破堤後３時間の最大浸水深



荒川流域３日間総雨量:
６３２㎜
入間川流域：７４０㎜

川島町

浸水５～１０ｍ

浸水想定（想定する最大規模）

国交省資料



浸水期間
約1～２週間

浸水期間

国交省資料



施設名 最大浸水深 ２階高さ ３階高さ

中山小学校 ２．９ｍ ４．２ｍ ７．８ｍ

伊草小学校 ４．５ｍ ４．２ｍ ８．０ｍ

つばさ南小学校 ５．７ｍ ４．０ｍ

旧出丸小学校 ５．３ｍ ４．２ｍ ７．９ｍ

つばさ北小学校 ４．５ｍ ４．４ｍ

旧小見野小学校 ４．４ｍ ４．０ｍ

川島中学校 ５．７ｍ ４．６ｍ ８．４ｍ

西中学校 ４．１ｍ ４．６ｍ ８．４ｍ

町民体育館 ５．５ｍ ４．５ｍ

町民会館 ５．５ｍ ４．２ｍ

コミセン ５．５ｍ ４．５ｍ

武道館 ５．５ｍ ６．８ｍ

役場庁舎 ４．１ｍ ６．１ｍ

最大浸水深と２階以上の高さ

※役場庁舎は、嵩上げ後の高さ

※



避難（逃げる）場所の大原則

水が来ない所（丘・高台）へ逃げる。

やむを得ない場合２階、屋根等の垂
直避難

町内は
水没だ
よ



１ 気象情報、避難情報を確認しよう。

情報源 伝達手段 内容

・気象庁
・国交省
（荒川上流河川事務所）

・テレビ・ラジオ

・ホームページ

・気象情報全般（天気予報、気象に関す
る警報・注意報、特別警報）
・指定河川洪水予報（警戒レベル１～５）
・川の水位・川のＬＩＶＥ映像
・避難情報はなし

町

・ホームページ
・防災行政無線
・かわべえメール
・「ＬＩＮＥ」他
・テレ玉データ放送

避難情報
・避難準備・高齢者等避難準備
・避難勧告・避難指示（緊急）
・避難経路の状況
・町からのお知らせ



２ 町の避難情報に注意し、早めの避難を

防災無線、
かわべえ
メール等で
お知らせしま

す。

避難準備・高齢者等
避難開始

町外への広域避難開始
の呼掛け

避難勧告
避難指示（緊
急）

（全員避難）

災害発生

警戒レベル３ 警戒レベル４ 警戒レベル５

避難行動
の確認

警戒レベル2
（気象庁が発表） 町が発令 町が発令 町が発令

例：大雨により、越辺川
天神橋付近で越水する
恐れがあります。川島町
全域に警戒レベル4避難
指示を発令しました。

例：大雨により、野本観測所
で避難判断水位に達しまし
た。川島町全域に警戒レベ
ル3避難準備・高齢者等避

難開始を発令します。町外
への広域避難を考えている
方も避難を開始してください。



町緊急
避難場
所

自宅

一時避難できる
場所で車は水没
します。

注：水害時には、つばさ南小学校、つ
ばさ北小学校、旧小見野小学校は緊
急避難場所となりません。
震災時には、避難場所となります。

３ 避難先、避難経路は？

親戚・知
人・勤務先

等

広域避難
場所

2階への避難

は慎重な判断
を、可能な限
り避けよう

今回の
変更点①

②

③

④



町外の広域避難場所へ避難
・町指定の広域避難場所へ、自動車等で避難

町内の緊急避難場所へ避難
・逃げ遅れた方、自動車の用意ができない方
※緊急避難場所からバスにて町外の避難場所へ移動を検討
※これまでの避難場所は一部閉鎖されます。

４ 避難要領（場所・移動手段）を決め
ておこう

町外の親戚・知人・勤務先などへ自主避難
（水が来ない所【高台・丘等】へ逃げる）

平常時から
避難方法を
考えておこ
う。



避難場所、避難所の確認を

広域避難
場所はど
こなの❓



埼玉県こども自然動物公園 東松山市岩殿554 約800台

大東文化大学緑山キャンパス 東松山市旗立台3 約30台

山村学園短期大学 鳩山町石坂604 約100台

松山女子高校 東松山市和泉町2-22 約20台

エスタディオ東松山店 東松山市石橋1687-2 約700台

ノア東松山店 滑川町羽尾3001-2 約700台

パーラーＥＸ滑川店 滑川町羽尾225-1 約600台

ヘイワールド 北本市深井6-87 約850台

第一プラザ坂戸1000 坂戸市塚越1300 約670台

Ｄ’ＳＴＡＴＩＯＮ坂戸 坂戸市塚越1446-1 約930台

COEDOクラフトビール醸造所 東松山市大谷1352 約500台

みどりの郷あすか東松山 東松山市大谷1538-1 福祉避難所



避難経路も要確認

通行止め
（一例）

通行止め
（一例）



中山小学校 中山1333番地

伊草小学校 伊草238番地

（旧）出丸小学校 上大屋敷100番地

川島中学校 白井沼230番地

西中学校 中山270番地1

コミュニティセンター 下八ツ林９２３番地

注：水害時には、つばさ南小学校、つばさ
北小学校、（旧）小見野小学校は避難場所
となりません。

町緊急避難場所



・派遣された町職員又は施設管理者の指示を受け、駐
車場所、使用できる施設等の確認
・連絡要領の確認

現地到着

車内への
一時避難

避難所か
ら離脱

・情報収集、今後の行動準備
防災行政無線（ラジオ）、かわべーメール等に注意

・被害状況をよく考慮し、安全性が確認できた場合離脱
・町職員等に離脱先を連絡し移動

広域避難場所の使用手続き

自宅等



広域避難にあたり特に注意したいこと

・場所と経路の確認（複
数個）
・車内生活となる準備を
・非常持ち出し品

3日分、10

キログラム
くらいにね

・食料、飲料水、衣類
・トイレットペーパー、常備薬などの日常品
・災害用簡易トイレ
・その他



避難所等における新型コロナ
ウイルス感染症対策

多くの避難者が集まる避難所においては、「３つの密（密閉、密集、密
接）」が重なりやすく、新型コロナウイルス感染リスクが高くなる。このた
め、避難所においては密集・密接を避けるためのスペースの確保、換気
や衛生対策に努めています。避難する際には次の点に留意しましょう。

１ マスクによる感染防止対策
２ こまめな手洗い、咳エチケットなど基本的な感染対策を実行
３ 発熱・咳などの症状がある方は、避難所運営スタッフ（受付）に申し出る。
４ 定期的に体温をはかり、体調の変化を感じたら速やかに運営スタッフに
相談を（非常持ち出し品に体温計を）

５ 基礎疾患などをお持ちの方で、体調に不安がある方は運営スタッフに相
談を
６ ほかの避難者との距離を十分に



ご清聴ありがとう
ございました。


