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第１章 計画の概要 

１－１策定の趣旨 

 国は、平成 25 年 12 月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に

資する国土強靭化基本法（以下「基本法」という。）」を公布・施行し、翌年 6 月には国土強

靭化に係る国の他の計画の指針となる「国土強靭化基本計画」を策定しました。 

 基本法第 13 条では、「都道府県又は市町村は、国土強靭化に関する施策の総合的かつ計

画的な推進を図るため、当該都道府県又は市町村の区域における国土強靭化に関する施策

の推進に関する基本的な計画（以下「国土強靱化地域計画」という。）を、国土強靱化地域

計画以外の国土強靱化に係る当該都道府県又は市町村の計画等の指針となるべきものとし

て定めることができる。」と定めており、これに基づき平成 29 年 3 月には、埼玉県が「埼

玉県地域強靭化計画」（以下「県計画」という。）を策定しています。 

 本市においても、大規模自然災害等の発生時に市民の生命を最大限守り地域社会の重要

な機能を維持する「強さ」と、生活・経済への影響、市民の財産及び公共施設の被害をでき

る限り軽減して迅速な復旧・復興ができる「しなやかさ」を持ち、市民の安全・安心を守る

よう備えるため、「蕨市国土強靭化地域計画」（以下「本計画」という。）を策定することと

しました。 

 

１－２計画の位置づけ 

 本計画は、本市における国土強靭化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための

基本的な計画として、基本法第 13 条に基づき策定するものです。このため、国の基本計画

や県計画との調和を保つとともに、「『コンパクトシティ蕨』将来ビジョン」や「蕨市まち・

ひと・しごと創生総合戦略」、「蕨市地域防災計画」等とも整合・調和を図ることで、国土強

靭化に関し、本市における各種個別計画等の指針とします。 

 なお、災害対策基本法に基づく「地域防災計画」が発災時・発災後の対処そのものを対象

としていることに対し、本計画は発災前における平常時の施策について防災の範囲を超え

た総合的な対策を対象とした計画と位置付けるものです。 

 

１－３計画策定に当たっての考え方と計画期間 

 国土強靱化地域計画は、各自治体における、国土強靱化に係る計画等の指針（いわゆる「ア

ンブレラ計画」）としての性格を有するものです。このことから、それぞれの自治体の行政

全般に関わる総合的な指針である総合計画とあわせて策定している事例も多くあります。 

 本市の総合計画である「『コンパクトシティ蕨』将来ビジョン」は、令和５年度までを計

画期間として、本市のまちづくりの指針を示した最上位計画であり、本計画の策定において

は、「『コンパクトシティ蕨』将来ビジョン」と調和・整合を図ることが必要です。そのため、

本計画の策定に当たっては、計画の趣旨を鑑みつつ、「『コンパクトシティ蕨』将来ビジョン」
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を基本としながら、国や県の計画を踏まえた効率的・合理的な策定を行うことを基本とし、

今後、「『コンパクトシティ蕨』将来ビジョン」に続く本市の次期総合計画の策定の際に、改

めて、総合計画と相互に更に調和した計画策定を図ることとします。 

したがって、本計画の計画期間は、令和３年度から、「『コンパクトシティ蕨』将来ビジョ

ン」の計画期間とあわせ令和５年度までとします。 

 

 

 

第２章 本市の概況 

２－１ 位置と沿革 

 ①位置 

蕨市は、東京都心から約 20 ㎞ 圏内に位置し、市の北は県都さいたま市、北から東にかけ

ては川口市、南から西にかけては戸田市に接します。市域面積は 5.11 ㎢ と日本一小さく、

人口密度は全国の市町村で最も高いです。市域は、川口低地と呼ばれる平坦地に属しており、

海抜は３.２m から最高点でも５.５m とほとんど起伏のない平坦な地形となっています。 
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 市民の主要な交通手段としては鉄道が利用されており、JR 京浜東北線の蕨駅が市内唯一

の駅ですが、隣接する川口市にある JR 京浜東北線西川口駅のほか、JR 埼京線の北戸田駅、

戸田駅、戸田公園駅も近接し、鉄道交通の利便性は非常に高い地域といえます。 

 道路交通は、

国道１７号が

市内を縦貫し、

広域幹線道路

の役割を果た

しているほか、

主要地方道や

一般県道が各

方面に伸び、埼

玉県内の都市

と結ばれてい

ます。また、東

京外かく環状

道路が蕨市の

北に位置して

おり、高速道路

へのアクセス

も容易な地域

となっていま

す。 

 

②沿革 

かつて、中山道の宿場町として、また織物のまちとして栄えた本市は、戦後、東京への近

接性、利便性の高い交通網といった特性により、昭和 30 年代から 40 年代前半にかけて人

口が急増しました。急速な都市化に伴い市域では宅地開発が進み、首都圏で働く人々の住宅

都市としての機能を強めてきました。人々の住まうまちとして発展するなか、コミュニティ

豊かなまちづくりを進めるため、昭和 44 年の「蕨市民憲章」の制定や、昭和 49 年の「蕨

市コミユニテイ（近隣社会）づくり推進条例」の制定、昭和 54 年の「蕨市コミュニティ運

営協議会」の設立という経緯を経るなかで公民館などを拠点として地域活動が盛んになり、

さらに近年では、テーマ型コミュニティによる市民活動も活発におこなわれており、こうし

た協働のまちづくりの土壌は今も本市の大きな強みとなっています。 
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２－２ 人口と産業 

わが国の総人口は、平成 20年頃より減少局面に突入し、平成 27年国勢調査では 1億 2,709 

万人となり、令和 22年（2040年）には、総人口約 1億 1,000万人、高齢化率は約 35％とな

ることが推計されています（国立社会保障・人口問題研究所の平成 29年推計。死亡中位推

計）。  

本市においては、この 5 年間で総人口は増加（平成 27 年 4 月 1 日現在 72,474 人→令和

２年 4月 1日現在 75,654人）し、年少人口についても実数としては増加（平成 27年 4月 1

日現在 7,881 人→令和２年 4 月 1 日現在 8,120 人）しているものの、直近の出生数は減少

傾向にあり今後の動向を注視する必要があります。また、高齢化率については全国平均より

は低いものの、令和２年１月 1 日時点で 23.1％となっており、市民のおよそ 4 人に 1 人が

高齢者という状況となっています。 

昼夜間人口比率を見ると、平成 22年 85.1％、平成 27年 83.2％と、夜間人口を昼間人口

が下回っており、市外で就労する人が多いベッドタウンとしての性格が強いことが分かり

ます。また、産業別就業者比率では、第１次産業が 0.2％、第２次産業が 21.2％と、埼玉県

の水準（それぞれ 1.7％、24.9％）を下回る一方で、第３次産業への就業者比は 78.6％と、

県の水準（73.4％）を上回っており、第３次産業への就業者数が比較的多いまちであるとい

えます。 

  

 

第３章 想定する大規模自然災害 

３－１ 想定する大規模自然災害の範囲 

計画策定に当たり、特に、地震、風水害（洪水・竜巻）の２種類を基本とし市内で被害が

生じる大規模自然災害とその規模を想定することとします。 

 

３－２ 地震被害の想定 

県が平成 25 年に公表した埼玉県地震被害想定調査では、想定地震を最新の知見から 5 ケ

ースとし、精緻な地盤モデルを作成するとともに、高度な地震動予測手法が適用されました。

また、地震発生の季節・時刻を 3 ケース想定し、想定条件の違いを詳細に考慮した被害想

定が実施されました。本市は、これら全ての想定地震の影響を少なからず受けますが、最も

大きな影響を受けるのは「東京湾北部地震」です。この地震は、首都直下で発生する切迫性

の高い地震のうち、経済的・社会的な影響が甚大となるため、「蕨市地域防災計画」におい

ては、想定地震を県想定による「東京湾北部地震」（マグニチュード 7.3）とし、本市におけ

る最大震度は６強と想定しています。 
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３－３ 風水害被害の想定 

本市で起こりうる風水害は、局地的な大雨により水路や下水道が大量の雨水を処理しき

れなくなって起こる内水はん濫、いわゆる都市型水害と、荒川や芝川・新芝川、鴨川・鴻沼

川などが大雨により越流あるいは決壊し起こる洪水が主に考えられます。 

本市では、内水はん濫に対し水路や下水道の整備等の対策を積極的に推進してきました。

しかし、近年でも浸水が依然としてみられ、内水はん濫が起こりやすい低地部等では今後も

浸水の可能性があります。一方、洪水については、平成 30年３月に改定した「蕨市洪水ハ

ザードマップ」では、「想定される最大規模の降雨」で荒川の洪水が発生した場合、市のほ

ぼ全域が 1.0 メートル以上の深さで浸水します。本市の想定浸水深は、市の南部と東部が

深く、３ｍ以上に達するところもあると想定されています。 

 また、竜巻や突風は、局所的・突発的に発生し甚大な被害をもたらすものですが、その発

生を事前に正確に予測することは現状では困難です。県下では、平成２５年９月に越谷市や

熊谷市等で被害が発生し、災害救助法が適用された例などがあります。 

 

 

第４章 基本目標 

４－１ 基本目標 

国の基本計画および県計画を踏まえ、本市における強靭化を推進するための基本目標を

次のとおり設定します。 

 

①市民の生命を最大限守る 

②地域社会の重要な機能を維持し、生活・経済への影響をできる限り軽減する 

③市民の財産及び公共施設の被害をできる限り軽減する 

④迅速な復旧・復興を可能とする備えをする 

 

４－２ 事前に備える目標（行動目標） 

国の基本計画および県計画を踏まえ、基本目標をもとに本市の強靭化を推進するために

必要な事項として、事前に備える目標（行動目標）を次のとおり設定します。 

 

① 被害の発生抑制により人命を保護する 

② 救助・救急・医療活動により人命を保護する 

③ 交通ネットワーク、情報通信機能を確保する 

④ 必要不可欠な行政機能を確保する 

⑤ 生活・経済活動に必要なライフラインを確保し、早期に復旧する 

⑥ 経済活動の機能を維持する 
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⑦ 二次災害を発生させない 

⑧ 大規模自然災害被災後でも迅速な再建・回復ができるようにする 

 

 

第５章 脆弱性の評価 

５－１ 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）の設定 

 脆弱性評価とは、想定する大規模自然災害の発生時に「起きてはならない最悪の事態」を

引き起こさないように対策を講じることができているかを評価するものです。評価にあた

っては、「起きてはならない最悪の事態＝リスクシナリオ」を設定する必要がありますが、

この設定に当たっては、県計画で設定された３７項目を参考にしつつ、本市の地域特性を踏

まえ整理し、前章で示した「事前に備える目標（行動目標）」に対応させ３２項目を位置付

けました。 

 

１ 被害の発生抑制により人命を保護する 

1-1火災により、多数の死者・負傷者が発生する事態 

1-2建築物の倒壊により、多数の死者・負傷者等が発生する事態 

1-3異常気象（洪水・浸水・竜巻）等により、多数の死者・負傷者が発生する事態 

1-4列車の転覆等の交通機関の被害等により、多数の死者・負傷者が発生する事態 

1-5災害対応の遅延等により、多数の要救助者・行方不明者が発生する事態 

２ 救助・救急・医療活動により人命を保護する 

2-1救助・捜索活動が大量に発生し、対応が遅延する事態 

2-2医療需要が急激に増加し、医療機能が麻痺・停止する事態 

2-3ライフラインの長期停止等により、地域の衛生状態が悪化する事態 

３ 交通ネットワーク、情報通信機能を確保する 

3-1沿線建築物の倒壊等により、道路・線路が閉塞する事態 

3-2信号機停止等により、多数の道路で通行障害が発生する事態 

3-3旅客の輸送が長期間停止する事態 

3-4物資の輸送が長期間停止する事態 

3-5情報通信が輻輳・途絶する事態 

3-6情報の正確性の低下等により、誤った情報が拡散する事態 

４ 必要不可欠な行政機能を確保する 

4-1市の行政機能が低下する中で応急対応行政需要が大量に発生する事態 

５ 生活・経済活動に必要なライフラインを確保し、早期に復旧する 

5-1食料や日用品、燃料等の物資が大幅に不足する事態 
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5-2電気・ガス等のエネルギー供給が停止する事態 

5-3給水停止が長期化する事態 

5-4下水排除機能の長期間停止等により、下水が滞留する事態 

5-5地域活動の担い手不足等により、避難所等の生活環境が悪化する事態 

６ 経済活動の機能を維持する 

6-1産業の生産力が大幅に低下する事態 

6-2金融機能の大幅低下等により、経済活動が停滞する事態 

７ 二次災害を発生させない 

7-1消防力低下等により、大規模延焼が発生する事態 

7-2洪水抑制機能が大幅に低下する事態 

7-3危険物・有害物質等が流出する事態 

８ 大規模自然災害被災後でも迅速な再建・回復ができるようにする 

8-1大量に発生する災害廃棄物・産業廃棄物等の処理が停滞する事態 

8-2市内の基盤インフラの崩壊等により、復旧・復興が大幅に遅れる事態 

8-3土地利用の混乱等により、復興事業に着手できない事態 

8-4広域かつ長期的な浸水被害が発生する事態 

8-5労働力の減少等により、復旧工事が大幅に遅れる事態 

8-6被災等により治安が悪化する事態 

8-7大量の帰宅困難者が発生し、多数の家族が分断される事態 

 

 

５－２ リスクシナリオ回避に向けた評価 

３２項目のリスクシナリオについて、発生回避・被害軽減に向けた取組の方向性を評価し

ました。評価にあたっては、県が、県計画策定に先立って平成２９年２月に公表した「脆弱

性評価結果」を参考に、本市の地域特性を踏まえ検証し、以下のとおり評価結果のポイント

を整理しました。 

 

・人命保護、社会機能維持、財産・施設被害の最小化に取り組むことを通じて、迅速な再

建・回復ができるよう備えることが必要である。 

・人命を保護する観点から、住宅・建築物の耐震化等の促進、消防力等を発揮できる体制

の確保、学校の災害対応力の強化に一層取り組む必要がある。市民の自助・共助に活用

できるよう災害情報を適切に共有・提供できるようにする必要がある。 

・社会の機能を維持する観点から、道路・ライフライン等の各種施設の耐震化・機能確保

に一層取り組むとともに、ルート等の多重化や非常用電源の確保等の代替手段の確保

にも一層取り組む必要がある。また、平常時からの連携関係の確立、産業機能の確保に
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取り組み、災害時には、支援・受援も含め、機能確保を図れるようにする必要がある。 

・財産・施設の被害を最小化する観点から、治水施設等の整備・減災に向けた取組を一層

強化するとともに、各種施設の耐震化・機能確保に取り組み、災害に強い都市をつくる

必要がある。 

・リスクシナリオ回避に向けたそれぞれの取り組みに当たっては、現下の新型コロナウイ

ルス感染症拡大の影響を踏まえ適切に対処を図る必要がある。 

 

 

第６章 強靭化に向けた行動 

強靭化に向けた行動・取組は多岐にわたるものですが、ここでは、事前に備える目標（行

動目標）別に、目標実現を阻害する「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」を

発生させないための市としての取組を整理し、主なものを示したうえで、当分の間、市が

重点的に推進する「強靭化に向けた行動」の主なものについて示します。なお、それぞれ

の行動については、感染症の拡大防止の観点や感染症の拡大による社会経済活動の情勢等

を十分に踏まえ取り組みを進めていく必要があります。 

 

 

【行動目標１ 被害の発生抑制により人命を保護する】 

 

○リスクシナリオ 

1-1火災により、多数の死者・負傷者が発生する事態 

1-2建築物の倒壊により、多数の死者・負傷者等が発生する事態 

1-3異常気象（洪水・浸水・竜巻）等により、多数の死者・負傷者が発生する事態 

1-4列車の転覆等の交通機関の被害等により、多数の死者・負傷者が発生する事態 

1-5災害対応の遅延等により、多数の要救助者・行方不明者が発生する事態 

 

○強靭化に向けた市の取組（主なもの） 

 ・消防力等の発揮による被害の発生抑制・軽減 

・住宅・建築物の耐震化等の促進 

・学校等の災害対応力の向上 

・災害情報の共有と市民への適切な提供 

 

○強靭化に向けた行動（主なもの） 

【常備消防力の強化】 

・消防施設や車両、消防資機材などの計画的な整備に努め、多様化する災害への対応を進
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めます。 

・消火栓や防火水槽などの計画的な整備と耐震化を推進します。 

・近隣市と連携し、相互応援など協力体制の充実に努めます。 

【消防団などの充実】 

・若者や女性などを対象に、消防団への入団を促進するとともに、車両や消防資機材、訓

練などの充実を図ります。 

【連携による訓練などの充実】 

・消防本部・消防署や消防団、自主防災組織が一体となった効果的な訓練を実施するとと

もに、避難行動要支援者などに関する情報の共有に努めます。 

・近隣市と連携し、特殊災害等対応訓練などの合同訓練を進めます。 

【防火啓発活動の実施と防火管理体制の強化促進】 

・広報蕨や市ホームページ、イベントの開催、標語の募集やポスターの作成などによる防

火意識の向上や、住宅用火災警報器の設置に向けた啓発活動を展開します。 

・学校や事業所などに対して、防火管理体制の強化を促進します。 

【既存建築物の耐震化】 

・市有建築物の耐震化を計画的に進めます。 

・耐震診断及び耐震改修の助成などを通じ、民間建築物等の耐震化を支援します。 

【住宅の改善と確保に向けた支援の充実】 

・リフォームやバリアフリー化、耐震化などの改修支援の実施により、住宅改善を促進し

ます。 

【既存市営住宅の計画的長寿命化と適正管理】 

・「長寿命化計画」に基づき、既存市営住宅の計画的な予防保全を図り、施設の適正な維

持管理に努めます。 

【公共施設のファシリティマネジメントの推進】 

・「蕨市公共施設等総合管理計画」に基づき、公共施設のファシリティマネジメントを推

進します。 

・優先性・緊急性などの視点から計画的に公共施設の耐震化や長寿命化を推進します。 

・市民サービスや災害対応の拠点となる新庁舎の建設を進めます。 

【錦町土地区画整理事業の計画的な推進】 

・「蕨都市計画事業錦町土地区画整理事業計画」に基づき、権利者の理解と協力を得なが

ら、事業を計画的に推進し、狭隘道路の解消や老朽化した既存建築物の改善などを図り

ます。 

【生涯学習施設の計画的改修】 

・公民館や歴史民俗資料館、文化ホールくるるなど、生涯学習の拠点となる施設を計画的

に改修し、その機能の向上を図ります。 

【スポーツ・レクリエーション施設の予防保全】 
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・蕨市民体育館や錦町スポーツ広場など、スポーツ・レクリエーション活動の拠点となる

施設の適切な予防保全を行い、性能維持と安全性確保を図ります。 

【学校安全の向上】 

・災害や事故から児童・生徒を守るため、防災教育や安全教育の充実を図ります。 

・校舎等における設備・機器等の保守点検や計画的な修繕により、安全管理を徹底します。 

【学校施設の機能充実】 

・長寿命化改修を中心とした学校施設の老朽化対策の検討と実施を図ります。 

【保育施設における安全な保育】 

・保育の質の充実を図りながら、園児の健やかな成長を支援するとともに、園児を災害や

犯罪、事故などから守る安全な保育を実施します。 

【留守家庭児童指導室における安全な保育】 

・保育の質の充実を図りながら、児童の健全育成を支援するとともに、児童を災害や犯罪、

事故などから守る安全な保育を実施します。 

【情報収集・伝達体制の充実】 

・国や県、他市町村や関係機関との情報収集・伝達体制の充実を図ります。 

・防災行政無線のデジタル化をはじめ、J-ALERT（全国瞬時警報システム）、緊急速報メ

ールなどを用いた情報伝達手段の整備に努めます。また、新たな情報伝達手段の導入も

検討します。 

【多様な媒体を活用した情報発信】 

・市の取り組みや地域情報などを広く、分かりやすく伝えるため、広報蕨やテレビ広報

「ハローわらび」、市ホームページなどの充実を図ります。 

・情報通信技術の進歩に対応した情報の効果的な発信方法を検討します。 

 

 

【行動目標 2  救助・救急・医療活動により人命を保護する】 

 

○リスクシナリオ 

2-1救助・捜索活動が大量に発生し、対応が遅延する事態 

2-2医療需要が急激に増加し、医療機能が麻痺・停止する事態 

2-3ライフラインの長期停止等により、地域の衛生状態が悪化する事態 

 

○強靭化に向けた市の取組（主なもの） 

 ・医療体制の確保 

・消防力等の発揮による被害の発生抑制・軽減 
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○強靭化に向けた行動（主なもの） 

【身近な医療体制づくり】 

・日常の健康を維持するための健康診査・検診や早期にかかれる身近な医療機関として、

かかりつけ医の普及を促進します。また、在宅医療と介護の連携を促進します。 

・蕨戸田市医師会や蕨戸田歯科医師会による、市内医療機関の機能分担と連携を促進しま

す。 

・広域的な医療機関の連携を促進します。 

【救急医療体制の充実】 

・第二次救急医療機関との連携により、救急医療体制の充実を図ります。 

・休日・平日夜間急患診療所、産婦人科休日在宅当番医制、小児救急に関する情報提供の

充実を図ります。 

・救急医療の適正な利用方法について、普及啓発に努めます。 

【市立病院医療サービスの充実】 

・常勤医師の確保に努めます。 

・市民の健康を守るため、地域の医療機関や保健、福祉、介護などの関係機関との連携強

化を図ります。 

・地域に根ざした第二次救急医療機関としての機能の充実を図ります。 

【「蕨市立病院将来構想」に基づく経営基盤の強化と施設の充実】 

・市立病院の効率的かつ安定的な経営を推進します。 

・長寿命化に向けた施設・設備の更新及び耐震化を検討します。 

【救急・救命体制の充実】 

・車両や救急資機材などを計画的に整備するとともに、救急救命士の人員確保と資質の向

上に努めます。 

・救急車の適正な利用のあり方について、周知・啓発に努めます。 

・近隣市と連携し、相互応援など協力体制の充実に努めます。 

【市民と連携した救急・救命の充実】 

・救命講習会への市民の参加を促し、応急手当に関する正しい知識の周知と技術の向上に

努めます。 

・コンビニエンスストアなどと連携した AED の使用環境の充実を図ります。 

 

 

【行動目標 3  交通ネットワーク、情報通信機能を確保する】 

 

○リスクシナリオ 

3-1沿線建築物の倒壊等により、道路・線路が閉塞する事態 

3-2信号機停止等により、多数の道路で通行障害が発生する事態 
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3-3旅客の輸送が長期間停止する事態 

3-4物資の輸送が長期間停止する事態 

3-5情報通信が輻輳・途絶する事態 

3-6情報の正確性の低下等により、誤った情報が拡散する事態 

 

○強靭化に向けた市の取組（主なもの） 

 ・道路ネットワークの整備・通行の確保 

・道路施設の耐震化等による安全性の向上 

・災害情報の共有と市民への適切な提供 

 

○強靭化に向けた行動（主なもの） 

【幹線道路と生活道路等の整備】 

・市街地整備事業等の都市基盤整備などの機会を捉えて、都市計画道路と生活道路の整備

を進めます。 

・市民や団体と協働して、身近な道路の清掃や街路樹の維持管理に努めます。 

【道路・橋りょうの計画的改修】 

・市民のニーズや交通量、優先性、緊急性などを踏まえて、道路、道路付属施設、橋りょ

うの計画的な改修や耐震化により、道路交通の安全確保、施設の長寿命化を進めます。 

【錦町土地区画整理事業の計画的な推進】 

・「蕨都市計画事業錦町土地区画整理事業計画」に基づき、権利者の理解と協力を得なが

ら、事業を計画的に推進し、道路ネットワークの構築や緊急車両等の通行確保を図りま

す。 

【情報収集・伝達体制の充実】 

・国や県、他市町村や関係機関との情報収集・伝達体制の充実を図ります。 

・防災行政無線のデジタル化をはじめ、J-ALERT（全国瞬時警報システム）、緊急速報メ

ールなどを用いた情報伝達手段の整備に努めます。また、新たな情報伝達手段の導入も

検討します。 

【多様な媒体を活用した情報発信】 

・市の取り組みや地域情報などを広く、分かりやすく伝えるため、広報蕨やテレビ広報

「ハローわらび」、市ホームページなどの充実を図ります。 

・情報通信技術の進歩に対応した情報の効果的な発信方法を検討します。 
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【行動目標 4 必要不可欠な行政機能を確保する】 

 

○リスクシナリオ 

4-1市の行政機能が低下する中で応急対応行政需要が大量に発生する事態 

 

○強靭化に向けた市の取組（主なもの） 

・防災活動拠点等の強化 

・行政機関の業務継続の確保 

・防災知識の普及啓発 

 

○強靭化に向けた行動（主なもの） 

【災害に強い都市基盤づくり】 

・防災拠点となる市庁舎の建替えを行います。 

【常備消防力の強化】 

・消火栓や防火水槽などの計画的な整備と耐震化を推進します。 

【公共施設のファシリティマネジメントの推進】 

・「蕨市公共施設等総合管理計画」に基づき、公共施設のファシリティマネジメントを推

進します。 

・優先性・緊急性などの視点から計画的に公共施設の耐震化や長寿命化を推進します。 

・市民サービスや災害対応の拠点となる新庁舎の建設を進めます。 

【災害援助・復旧体制の充実】 

・被災者への援助及び復旧活動のため、食料や飲料水、生活必需品、各種資機材の備蓄を 

進めます。 

・ BCP（業務継続計画）に基づき、市役所機能の維持・復旧体制を整備します。 

【危機管理体制の充実・強化】 

・地震、台風などの自然災害や新型インフルエンザ、武力攻撃などの事態に対応する全庁

的・全市的な危機管理体制の充実・強化を図ります。 

【災害に対する意識の向上】 

・広報蕨や市ホームページ、ハザードマップなどにより、住宅の耐震化や家庭等における

地震や水害等の災害への備えなどの防災に関する情報提供を積極的に行い、日頃から

の備えに対する意識向上を図ります。 

・学校や地域、事業所などにおける、さまざまな事態を想定した防災訓練や防災学習を支

援するとともに、蕨市総合防災演習への参加を促進します。 
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【行動目標 5 生活・経済活動に必要なライフラインを確保し、早期に復旧する】 

 

○リスクシナリオ 

5-1食料や日用品、燃料等の物資が大幅に不足する事態 

5-2電気・ガス等のエネルギー供給が停止する事態 

5-3取水停止等により、給水停止が長期化する事態 

5-4下水排除機能の長期間停止等により、下水が滞留する事態 

5-5地域活動の担い手不足等により、避難所等の生活環境が悪化する事態 

 

○強靭化に向けた市の取組（主なもの） 

・安全な水の早期供給再開と施設の災害対応力強化 

・再生可能エネルギー等の代替エネルギーの確保 

・省エネルギー化の推進 

・自助と共助による地域単位の防災力の向上 

・市街地等で発生する下水の適切な排除と施設の災害対応力強化 

 

○強靭化に向けた行動（主なもの） 

【上水道施設の計画的整備】 

・「蕨市水道ビジョン」に基づき、基幹管路や重要施設配水管路などの災害時に重要な役

割を果たす管路を優先的に耐震化するとともに、浄水場、配水池、取水井などの施設は

適切な維持管理を行ったうえで、計画的に耐震化、長寿命化を進めます。 

・石綿セメント管の布設替えを計画的に進めます。 

【再生可能エネルギー利用などによる地球温暖化対策の推進】 

・家庭や事業所、公共施設における省エネルギー化と、太陽光発電など家庭における再生

可能エネルギーの利用を促進します。 

【市民や事業者などとの協働による地球温暖化対策推進体制の整備】 

・「蕨市環境基本計画」に即した施策・事業を計画的に推進します。 

・市民や事業者など、環境保全活動に取り組む多様な主体に対する支援を行います。 

【省エネルギー意識の啓発】 

・広報蕨や市ホームページなどにより、省エネルギーに関する情報提供を行います。 

・環境学習を推進し、コンパクト・エコ・コミュニティ「わらび」の理念の周知に努めま

す。 

【防災組織の活動支援と担い手の育成】 

・自主防災組織をはじめとする市民の自主的な防災活動を避難所運営訓練等を通じて支

援するとともに、その担い手の育成に努めます。 

・地域における防災リーダーを育成するとともに、災害時において地域防災の一助となる



16 

 

中学生との連携を促進します。 

【避難行動要支援者への支援】 

・地域コミュニティや民生・児童委員、蕨市社会福祉協議会などと連携し、避難行動要支

援者がどのような支援を必要としているかを把握し、情報を更新しながら、地域全体で

の支援体制の充実を図ります。 

【下水道施設の計画的整備】 

・錦町土地区画整理事業にあわせ、分流式下水道の整備を進めます。 

・南町・塚越ポンプ場及び既設下水道管路の適切な維持管理と、「蕨市下水道ストックマ

ネジメント計画」に基づいた計画的な長寿命化・耐震化を推進します。 

【雨水対策の推進】 

・浸水被害を軽減するため、下水道の整備に加え、市民や事業者による雨水流出抑制対策

を促進するとともに、市民に対し内水ハザードマップの周知を図り、自助・共助を促し

ます。 

【錦町土地区画整理事業の計画的な推進】 

・「蕨都市計画事業錦町土地区画整理事業計画」に基づき、権利者の理解と協力を得ながら、

事業を計画的に推進し、上水道施設の計画的整備や雨水幹線や調整池などの整備による

雨水対策を進めます。 

 

 

【行動目標 6 「稼ぐ力」を確保できる経済活動の機能を維持する】 

 

○リスクシナリオ 

6-1産業の生産力が大幅に低下する事態 

6-2金融機能の大幅低下等により、経済活動が停滞する事態 

 

○強靭化に向けた市の取組（主なもの） 

・平常時からの産業創出 

・産業を担う人材の育成確保 

 

○強靭化に向けた行動（主なもの） 

【産業関係団体等への支援と連携促進】 

・蕨市商業振興条例に基づき各種産業関係団体に対して支援するとともに、各種団体間の

連携を促進します。 

・生産性向上特別措置法に基づき、市の認定を受けた中小企業の設備投資を促進します。 

・住宅改修資金助成制度と中小企業を対象とした資金融資制度の活用を促進します。 

・公共施設における小規模修理・修繕契約希望者登録制度の活用を促進します。 
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【起業の促進】 

・起業を志す者を対象とした、情報や学習機会の提供と相談体制の充実に努めるととも

に、起業者のための融資制度の創設などを検討します。 

【若手事業者などへの支援】 

・蕨商工会議所や蕨市にぎわいまちづくり連合会との連携のもと、蕨経営者塾セミナーを

開催します。 

・若手事業者などによる地域活性化に向けた取り組みを支援します。 

 

 

【行動目標 7 二次災害を発生させない】 

 

○リスクシナリオ 

7-1消防力低下等により、大規模延焼が発生する事態 

7-2洪水抑制機能が大幅に低下する事態 

7-3危険物・有害物質等が流出する事態 

 

○強靭化に向けた市の取組（主なもの） 

・災害に強い都市づくり 

 

○強靭化に向けた行動（主なもの） 

【災害に強い都市基盤づくり】 

・市街地整備事業等の都市基盤整備の機会を捉え、オープンスペースの確保や幹線道路の

整備などを計画的に進めます。 

・市民生活を支えるライフラインの耐震化を促進します。 

・防災拠点となる市庁舎の建替えを行います。 

【錦町土地区画整理事業の計画的な推進】 

・「蕨都市計画事業錦町土地区画整理事業計画」に基づき、権利者の理解と協力を得なが

ら、事業を計画的に推進します。 

【中央第一地区まちづくりプラン・駅西口市街地再開発事業の推進】 

・「中央第一地区まちづくりプラン」に基づき、権利者の理解と協力を得ながら地区計画

制度を活用したまちづくりを推進します。また、蕨駅西口地区市街地再開発組合と連携

しながら、駅西口市街地再開発事業を推進します。 

【狭隘道路の解消】 

・市街地整備事業等や「蕨市狭隘道路拡幅整備要綱」等に基づき、狭隘道路の解消に向け

た取り組みを推進します。 

 



18 

 

【地区計画などの活用促進】 

・地区計画制度や建築協定などの周知を図りながら、制度を活用した市民の主体的なまち

づくりを支援します。 

【身近な公園の整備・充実】 

・市街地整備事業等の都市基盤整備などの機会を捉えて、市民に親しまれる公園づくりを

進めます。 

・防災機能や安全性・快適性に配慮しながら、公園の計画的な改修に努め、長寿命化を進

めます。 

【農地の保全】 

・特定生産緑地などへの指定を促し、身近な緑地である農地の保全に努めます。 

 

 

【行動目標 8 大規模自然災害被災後でも迅速な再建・回復ができるようにする】 

 

○リスクシナリオ 

8-1大量に発生する災害廃棄物・産業廃棄物等の処理が停滞する事態 

8-2市内の基盤インフラの崩壊等により、復旧・復興が大幅に遅れる事態 

8-3土地利用の混乱等により、復興事業に着手できない事態 

8-4広域かつ長期的な浸水被害が発生する事態 

8-5労働力の減少等により、復旧工事が大幅に遅れる事態 

8-6被災等により治安が悪化する事態 

8-7大量の帰宅困難者が発生し、多数の家族が分断される事態 

 

○強靭化に向けた市の取組（主なもの） 

・自助と共助による地域単位の防災力の向上 

・平常時からの連携関係の確立 

・発災前からの都市の復興への備え 

・空き家対策の促進 

・総合的な防犯対策の推進 

 

○強靭化に向けた行動（主なもの） 

【防災組織の活動支援と担い手の育成】 

・自主防災組織をはじめとする市民の自主的な防災活動を避難所運営訓練等を通じて支

援するとともに、その担い手の育成に努めます。 

・地域における防災リーダーを育成するとともに、災害時において地域防災の一助となる

中学生との連携を促進します。 
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【避難行動要支援者への支援】 

・地域コミュニティや民生・児童委員、蕨市社会福祉協議会などと連携し、避難行動要支

援者がどのような支援を必要としているかを把握し、情報を更新しながら、地域全体で

の支援体制の充実を図ります。 

【災害援助・復旧体制の充実】 

・他市町村や事業者、関係機関との災害協定の拡充などにより、災害援助・復旧体制の充

実を図ります。 

【地域間交流の推進】 

・相互の地域資源を活かした、群馬県片品村や長野県川上村、栃木県大田原市や静岡県湖

西市などとの地域間交流を推進します。 

【協働の体制整備】 

・民間事業者などとの連携協定による地域課題に対応したまちづくりを進めます。 

【広域連携の推進】 

・時代のニーズに応じた広域行政のあり方を検討し、近隣市との効果的な連携を推進しま

す。 

・市単独では実施困難な事業に対応するため、補助金の活用など国や県との連携を強化し

ます。 

【都市形成のビジョンづくり】 

・市民の意見を反映しながら都市計画の将来ビジョンを確立し、その実現に向けた基本的

な方針の策定を進めます。 

【老朽空き家対策の推進】 

・「蕨市老朽空き家等の安全管理に関する条例」及び「蕨市さわやか環境条例」に基づき、

空き家などの適正な維持・安全管理を推進します。 

【市民の防犯意識の向上】 

・広報蕨や市ホームページなどにより、防犯に関する情報を提供します。 

・自転車盗や、振り込め詐欺をはじめとした特殊詐欺などの防止を目的とした防犯キャン

ペーンを通じて、市民の防犯意識の向上を図るとともに、地域などにおける防犯講習会

の開催を支援します。 

【防犯組織の活動支援と担い手の育成】 

・自主防犯組織などによる、市民の自主的な防犯活動を促進するとともに、その担い手の

育成に努めます。 

【防犯組織の体制整備】 

・警察などの関係機関や防犯関係団体との連携を強化し、情報の共有に努めます。 

・自主防犯組織による防犯パトロールなど、犯罪を未然に防ぐ活動を支援します。 

【自転車盗難防止対策の強化】 

・警察などの関係機関や防犯関係団体と連携を強化し、自転車盗難防止活動を継続的に実
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施します。 

【犯罪が起きにくい環境づくり】 

・ LED 防犯灯や防犯カメラなどの防犯施設による、犯罪抑止力の向上を図ります。 

・地域との協働によって、ごみや落書きなどのない明るく安全な公園や道路環境づくりを

進めます。 

【犯罪被害者等の支援体制の充実】 

・市の犯罪被害者支援総合的対応窓口の更なる周知を行うとともに、相談体制の充実を図

ります。 

・警察などの関係機関や被害者支援団体との連携により、支援体制の充実に努めます。 

 

 

第 7章 強靭化の推進に向けて 

７－１ 推進体制の確保 

本計画は、市だけでなく、ライフライン事業者、民間企業等の関係主体による取組を含め、

本市における強靱化施策を推進するための基本的な指針となるものです。本計画を踏まえ、

市、市民及び民間企業等、社会を構成する主体が担うそれぞれの役割を理解し、自主的かつ

積極的に取り組むことが必要となります。 

（１）市の役割 

 本市の強靭化を実効性あるものとするためには、大規模自然災害のリスク等を直視し、強

靭化地域計画を策定したうえで、その取組を総合的かつ計画的に進めることが必要です。 

 また、市民、民間企業等の各主体が積極的に強靭化に取り組めるような環境整備や情報提

供等を進めていく必要があります。なお、本計画に基づく事業の実施については、交付金・

補助金等を積極的に活用するものとします。 

（２） 市民の役割 

大規模自然災害が発生した場合、現在の当たり前の日常が一変し、必要な物資が手に入ら

ないなど制約のある生活となることが予測されます。自助の取組等により自らの命を守る

とともに、住宅を耐震化するなど生活の基盤を維持できるよう備えておくことが期待され

ます。 

加えて、「自分の地域は自分で守る」ため、近所とのつながりづくりや自主防災組織への

参加を通じて平常時から助け合い（共助）の体制づくりを進めることが期待されます。 

（３）民間企業の役割 

  民間企業による経済活動は、市民の安定した生活を支えたり、社会貢献活動を行うなど、

地域で大きな役割を担っています。大規模自然災害が発生した場合にも、経済活動の基盤と

なる施設を維持できるよう災害に強い施設を備えておくとともに、地域経済を停滞させな

いよう活動を継続することが期待されます。 
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また、地域社会の一員として、地域における助け合い（共助）の活動に積極的に参加・貢

献するなど、地域の状況に応じた社会的責任を果たすことも期待されます。 

加えて、市民生活や経済活動の基盤となるライフラインを担う企業においては、大規模自

然災害による影響を受けないよう施設の耐震化等により備えるとともに、被災した場合も

できるだけ早期に平常時のサービス水準を回復できるようにすることが期待されます。 

 

７－２ 他計画との整合と計画の見直し 

 本計画は、市の個別計画等の地域強靱化に係る指針となるものであることから、関連する

他の個別計画等の改定の際には、本計画の内容と整合を図る必要があります。このため、本

計画は、第１章で示した通り、「『コンパクトシティ蕨』将来ビジョン」をベースとした計画

として策定していますが、次期総合計画の策定の際には、今後の国土強靱化を取り巻く社会

経済情勢等の変化や国土強靱化の施策の進捗状況等を考慮しつつ、再度、総合計画の考えと

も相互に調和した計画策定を図ることとします。 

 

７－３ 進捗状況の把握と個別事業の計画 

本計画は、「『コンパクトシティ蕨』将来ビジョン」をベースとした計画として策定してい

ることから、「『コンパクトシティ蕨』将来ビジョン」の進捗管理と併せて、進捗管理を行う

とともに、計画期間内における個別事業の計画については、「『コンパクトシティ蕨』将来ビ

ジョン」実行計画をもって、位置付けるものとします。 
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