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■資料 2-1 山腹崩壊危険地区（農林水産省所管） 

 

整理番号 箇所名 
位置 面積 

（ha） 郡市 町村 大字 小字 

1 常管 大里郡 寄居町 末野 常管 1 

2 寺浦 大里郡 寄居町 末野 寺浦 2 

3 上浦山 大里郡 寄居町 末野 浦山 1 

4 大正寺 大里郡 寄居町 末野 大正寺山 1 

5 屋敷入 大里郡 寄居町 末野 屋敷入 3 

6 寒野山 大里郡 寄居町 末野 寒野山 4 

7 下要害 大里郡 寄居町 金尾 要害山 1 

8 上要害 大里郡 寄居町 金尾 要害山 1 

9 馬平 大里郡 寄居町 金尾 馬平 2 

10 土鍋 大里郡 寄居町 金尾 土鍋 1 

11 小林山 大里郡 寄居町 金尾 小林山 4 

12 向山 大里郡 寄居町 風布 向山 1 

13 愛宿下 大里郡 寄居町 風布 愛宿下 3 

14 沢 大里郡 寄居町 風布 沢 2 

15 上高柿 大里郡 寄居町 金尾 高柿山 4 

16 下小林山 大里郡 寄居町 金尾 小林山 2 

17 中高柿 大里郡 寄居町 金尾 高柿山 1 

18 下高柿 大里郡 寄居町 金尾 高柿山 2 

19 上玉淀 大里郡 寄居町 金尾 高柿山 1 

20 中玉淀 大里郡 寄居町 金尾 高柿山 4 

21 下玉淀 大里郡 寄居町 金尾 高柿山 1 

22 下浦山 大里郡 寄居町 末野 浦山 2 

23 高根山 大里郡 寄居町 藤田 高根山 1 

24 坂口 大里郡 寄居町 藤田 坂口 1 

25 内野 大里郡 寄居町 桜沢 内野 1 

26 坂 大里郡 寄居町 藤田 坂 1 

27 片瀬 大里郡 寄居町 風布 片瀬 1 

28 下組 大里郡 寄居町 風布 下組 1 

29 滝の上 大里郡 寄居町 風布 滝の上 1 

30 大上方 大里郡 寄居町 風布 大上方 1 

31 下滝沢 大里郡 寄居町 風布 滝沢 1 

32 上滝沢 大里郡 寄居町 風布 滝沢 1 

33 扇沢 大里郡 寄居町 風布 扇沢山 2 

34 下棚沢 大里郡 寄居町 風布 棚沢 3 

35 上棚沢 大里郡 寄居町 風布 棚沢 1 

36 上茨戸 大里郡 寄居町 風布 茨戸 3 

37 下茨戸 大里郡 寄居町 風布 茨戸 1 

38 大比羅 大里郡 寄居町 秋山 大比羅 1 

39 山ノ神 大里郡 寄居町 秋山 山ノ神 1 

40 かやの木 大里郡 寄居町 秋山 かやの木 2 

41 西車山 大里郡 寄居町 三品 西車山 1 

42 東車山 大里郡 寄居町 三品 東車山 1 

43 高柳 大里郡 寄居町 西ノ入 高柳 1 

44 茗荷沢 大里郡 寄居町 西ノ入 茗荷沢 1 

45 馬子沢 大里郡 寄居町 西ノ入 馬子沢 1 

46 入山 大里郡 寄居町 西ノ入 入山 1 

47 金山 大里郡 寄居町 末野 金山 1 

48 井戸沢 大里郡 寄居町 西ノ入 井戸沢 1 

49 細田 大里郡 寄居町 西ノ入 細田 1 

50 下六反田 大里郡 寄居町 富田 下六反田 1 

51 東 大里郡 寄居町 牟礼 東 1 

52 山越 大里郡 寄居町 今市 下越 1 

53 富田 大里郡 寄居町 富田 北坊坂 1 

54 鉢形山の神 大里郡 寄居町 鉢形 山の神 1 

出典）「埼玉県地域防災計画 資料編」 平成 26年 12月、埼玉県防災会議 
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■資料 2-2 崩壊土砂流出危険地区（農林水産省所管） 

整理番号 箇所名 
位置 面積 

（ha） 郡市 町村 大字 小字 

1 馬騎内 大里郡 寄居町 桜沢 竹久保 0.7 
2 李沢 大里郡 寄居町 桜沢 李沢 0.8 
3 松葉 大里郡 寄居町 金尾 松葉 1.1 
4 小林山 大里郡 寄居町 金尾 小林 0.8 
5 違沢 大里郡 寄居町 風布 違沢 1.6 
6 天地 大里郡 寄居町 風布 扇沢 0.6 
7 堂性 大里郡 寄居町 風布 堂性 1 
8 沢 大里郡 寄居町 風布 沢 0.7 
9 芦多々端 大里郡 寄居町 折原 芦多々端 0.6 
10 岩井道 大里郡 寄居町 折原 岩井道 0.8 
11 大山 大里郡 寄居町 折原 大山 0.7 
12 釜久保 大里郡 寄居町 秋山 釜久保 0.5 
13 山神 大里郡 寄居町 秋山 山神 0.9 
14 大比羅 大里郡 寄居町 秋山 大比羅 0.5 
15 久々戸 大里郡 寄居町 折原 久々戸 0.9 
16 大久保 大里郡 寄居町 折原 大久保 0.4 
17 栃谷 大里郡 寄居町 西ノ沢 栃谷 1.1 
18 深田谷津 大里郡 寄居町 桜沢 深田谷津 0.4 
19 釜伏 大里郡 寄居町 風布 堂性 1.7 
20 秋山 大里郡 寄居町 秋山 山ノ神 0.4 
21 小坂 大里郡 寄居町 秋山 小坂 0.2 
22 丹木林 飯能市 － 下名栗 丹木林 1.7 
23 吉沢 比企郡 ときがわ町 日影 谷川 0.7 

出典）「埼玉県地域防災計画 資料編」 平成 26年 12月、埼玉県防災会議 

 

■資料 2-3  土石流危険渓流箇所（国土交通省所管） 

整理番号 渓流番号 河川名 渓流名 渓流所在地 

1 408-Ⅰ-001 牟礼沢１ 大里郡 寄居町 牟礼 
2 408-Ⅰ-002 富田沢１ 大里郡 寄居町 富田 
3 408-Ⅰ-003 鉢形沢 大里郡 寄居町 鉢形 
4 408-Ⅰ-004 前田入沢１ 大里郡 寄居町 西ノ入 
5 408-Ⅰ-005 三田入沢１ 大里郡 寄居町 西ノ入 
6 408-Ⅰ-006 西ノ入沢１ 大里郡 寄居町 西ノ入 
7 408-Ⅰ-007 西ノ入沢２ 大里郡 寄居町 西ノ入 
8 408-Ⅰ-008 秋山沢 大里郡 寄居町 秋山 
9 408-Ⅰ-009 日影沢 大里郡 寄居町 秋山 
10 408-Ⅰ-010 大山沢 大里郡 寄居町 折原 
11 408-Ⅰ-011 後山沢１ 大里郡 寄居町 風布 
12 408-Ⅰ-012 道永沢 大里郡 寄居町 金尾 
13 408-Ⅰ-013 笹原沢 大里郡 寄居町 金尾 
14 408-Ⅰ-014 井戸沢川 大里郡 寄居町 金尾 
15 408-Ⅰ-015 末野沢１ 大里郡 寄居町 末野 
16 408-Ⅰ-016 末野沢２ 大里郡 寄居町 末野 
17 408-Ⅰ-017 末野沢３ 大里郡 寄居町 末野 
18 408-Ⅰ-018 高根沢 大里郡 寄居町 藤田 
19 408-Ⅰ-019 谷の沢 大里郡 寄居町 寄居 
20 408-Ⅰ-020 李沢 大里郡 寄居町 桜沢 
21 408-Ⅰ-021 馬騎ノ内沢 大里郡 寄居町 桜沢 
22 408-Ⅰ-022 桜沢３ 大里郡 寄居町 桜沢 
23 408-Ⅰ-023 山の根沢 大里郡 寄居町 桜沢 
24 408-Ⅰ-024 南飯塚沢 大里郡 寄居町 桜沢 
25 408-Ⅱ-001 今市沢１ 大里郡 寄居町 今市 
26 408-Ⅱ-002 今市沢２ 大里郡 寄居町 今市 
27 408-Ⅱ-003 今市沢３ 大里郡 寄居町 今市 
28 408-Ⅱ-004 牟礼沢２ 大里郡 寄居町 牟礼 
29 408-Ⅱ-005 牟礼沢３ 大里郡 寄居町 牟礼 
30 408-Ⅱ-006 牟礼沢４ 大里郡 寄居町 牟礼 
31 408-Ⅱ-007 牟礼沢５ 大里郡 寄居町 牟礼 
32 408-Ⅱ-008 富田沢２ 大里郡 寄居町 富田 
33 408-Ⅱ-009 富田沢４ 大里郡 寄居町 富田 
34 408-Ⅱ-010 富田沢５ 大里郡 寄居町 富田 
35 408-Ⅱ-011 谷津沢１ 大里郡 寄居町 富田 
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整理番号 渓流番号 河川名 渓流名 渓流所在地 

36 408-Ⅱ-012 谷津沢２ 大里郡 寄居町 富田 
37 408-Ⅱ-013 谷津沢３ 大里郡 寄居町 富田 
38 408-Ⅱ-014 谷津沢４ 大里郡 寄居町 富田 
39 408-Ⅱ-015 五の坪沢 大里郡 寄居町 西ノ入 
40 408-Ⅱ-016 前田入沢２ 大里郡 寄居町 西ノ入 
41 408-Ⅱ-017 三田入沢２ 大里郡 寄居町 西ノ入 
42 408-Ⅱ-018 栃谷沢 大里郡 寄居町 西ノ入 
43 408-Ⅱ-019 山居沢１ 大里郡 寄居町 西ノ入 
44 408-Ⅱ-020 山居沢２ 大里郡 寄居町 西ノ入 
45 408-Ⅱ-021 三品沢 大里郡 寄居町 三品 
46 408-Ⅱ-022 車山沢 大里郡 寄居町 三品 
47 408-Ⅱ-023 入山沼沢 大里郡 寄居町 秋山 
48 408-Ⅱ-024 荒谷川 大里郡 寄居町 折原 
49 408-Ⅱ-025 後山沢２ 大里郡 寄居町 風布 
50 408-Ⅱ-026 桜沢１ 大里郡 寄居町 桜沢 
51 408-Ⅱ-027 桜沢２ 大里郡 寄居町 桜沢 
52 408-Ⅱ-028 深田谷津沢 大里郡 寄居町 桜沢 
53 408-Ⅱ-029 桜沢４ 大里郡 寄居町 桜沢 
54 408-Ｊ-001 富田沢３ 大里郡 寄居町 富田 

資料）「埼玉県地域防災計画 資料編」 平成 26年 12月、埼玉県防災会議 

 

■資料 2-4 急傾斜地崩壊危険箇所（国土交通省所管） 

整理番号 箇所番号 箇所名 所在地(市町村名 大字 小字) 自然／人口 

1 11108-Ⅰ-0007 波久礼 寄居町 末野 波久礼 自然 
2 11108-Ⅰ-0008 円良田湖 寄居町 末野 円良田湖 自然 
3 11108-Ⅰ-0009 末野 寄居町 末野 末野 自然 
4 11108-Ⅰ-0010 元宿 寄居町 末野 元宿 自然 
5 11108-Ⅰ-0011 元宿 寄居町 末野 元宿 自然 
6 11108-Ⅰ-0012 元宿 寄居町 末野 元宿 自然 
7 11108-Ⅰ-0013 常木 寄居町 寄居 常木 人工 
8 11108-Ⅰ-0014 上組 寄居町 桜沢 深田谷津 自然 
9 11108-Ⅰ-0015 山崎 寄居町 桜沢 山崎 自然 
10 11108-Ⅰ-0016 六供玉淀 寄居町 寄居 玉淀 自然 
11 11108-Ⅰ-0017 岩崎 寄居町 桜沢 岩崎 自然 
12 11108-Ⅰ-0018 上郷 寄居町 折原 上郷 自然 
13 11108-Ⅰ-0019 山居 寄居町 折原 山居 自然 
14 11108-Ⅰ-0020 五ノ坪 寄居町 西ノ入 五ノ坪 自然 
15 11108-Ⅰ-0021 上の町 寄居町 鉢形 上の町 自然 
16 11108-Ⅰ-0022 上の町 寄居町 鉢形 上の町 自然 
17 11108-Ⅰ-0023 関山 寄居町 鉢形 関山 自然 
18 11108-Ⅰ-0024 立ヶ瀬 寄居町 鉢形 立ヶ瀬 自然 
19 11108-Ⅰ-0025 保田原 寄居町 保田原 保田原 自然 
20 11108-Ⅰ-0026 保田原 寄居町 保田原 保田原 自然 
21 11108-Ⅰ-0027 露梨子 寄居町 露梨子 － 自然 
22 11108-Ⅰ-0028 小園 寄居町 小園 － 自然 
23 11108-Ⅰ-0029 赤浜 寄居町 富田 赤浜 自然 
24 11108-Ⅰ-0030 新町 寄居町 富田 新町 自然 
25 11108-Ⅰ-0031 六供 寄居町 寄居 六供 自然 
26 11108-Ⅰ-0032 滝ノ上 寄居町 桜沢 滝ノ上 自然 
27 11108-Ⅰ-0033 深田谷津-3 寄居町 桜沢 深田谷津 自然 
28 11108-Ⅰ-0034 秋山 寄居町 秋山 小坂 自然 
29 11108-Ⅰ-0035 風布-1 寄居町 風布 風布 自然 
30 11108-Ⅰ-0036 風布-2 寄居町 風布 風布 自然 
31 11108-Ⅰ-0037 風布-6 寄居町 風布 風布 自然 
32 11108-Ⅰ-0038 平倉 寄居町 鉢形 平倉 自然 
33 11108-Ⅰ-0039 元宿-2 寄居町 末野 元宿 自然 
34 11108-Ⅰ-0040 宿 寄居町 末野 宿 人工 
35 11108-Ⅰ-0041 波久礼-1 寄居町 末野 波久礼 自然 
36 11108-Ⅱ-0048 秋山 寄居町 秋山 秋山 自然 
37 11108-Ⅱ-0049 下郷 寄居町 折原 下郷 自然 
38 11108-Ⅱ-0050 栃谷 寄居町 西ノ入 栃谷 自然 
39 11108-Ⅱ-0051 小園 寄居町 小園 － 自然 
40 11108-Ⅱ-0052 寄居 580 寄居町 寄居 580 寄居 自然 
41 11108-Ⅱ-0053 小林 寄居町 金屋 小林 自然 
42 11108-Ⅱ-0054 金尾 寄居町 金尾 金尾 自然 
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整理番号 箇所番号 箇所名 所在地(市町村名 大字 小字) 自然／人口 

43 11108-Ⅱ-0055 小林 寄居町 金尾 小林 自然 
44 11108-Ⅱ-0056 深田谷津-1 寄居町 桜沢 深田谷津 自然 
45 11108-Ⅱ-0057 深田谷津-2 寄居町 桜沢 深田谷津 自然 
46 11108-Ⅱ-0058 三品-1 寄居町 三品 山崎 自然 
47 11108-Ⅱ-0059 三品-2 寄居町 三品 山崎 自然 
48 11108-Ⅱ-0060 三品-3 寄居町 三品 山崎 自然 
49 11108-Ⅱ-0061 三品-4 寄居町 三品 山崎 自然 
50 11108-Ⅱ-0062 三品-5 寄居町 三品 山崎 自然 
51 11108-Ⅱ-0063 三品-6 寄居町 三品 山崎 自然 
52 11108-Ⅱ-0064 西ノ入 寄居町 西ノ入 山居 人工 
53 11108-Ⅱ-0065 五ノ坪 寄居町 西ノ入 五ノ坪 自然 
54 11108-Ⅱ-0066 栃谷 寄居町 西ノ入 栃谷 自然 
55 11108-Ⅱ-0067 下郷-1 寄居町 折原 下郷 自然 
56 11108-Ⅱ-0068 下郷-2 寄居町 折原 下郷 自然 
57 11108-Ⅱ-0069 上郷-1 寄居町 折原 上郷 自然 
58 11108-Ⅱ-0070 上郷-2 寄居町 折原 上郷 自然 
59 11108-Ⅱ-0071 風布 寄居町 風布 坂 自然 
60 11108-Ⅱ-0072 釜伏 寄居町 風布 釜伏 自然 
61 11108-Ⅱ-0073 風布-4 寄居町 風布 風布 自然 
62 11108-Ⅱ-0074 風布-5 寄居町 風布 風布 自然 
63 11108-Ⅱ-0075 風布-7 寄居町 風布 風布 人工 
64 11108-Ⅱ-0076 元宿-1 寄居町 末野 元宿 自然 
65 11108-Ⅱ-0077 元宿-3 寄居町 末野 元宿 自然 
66 11108-Ⅱ-0078 波久礼-2 寄居町 末野 波久礼 自然 
67 11108-Ⅲ-0101 谷津 寄居町 用土 谷津 自然 
68 11108-Ⅲ-0102 風布-3 寄居町 風布 風布 人工 
69 11108-Ⅲ-0103 牟礼 寄居町 牟札 牟礼 自然 
70 11108-Ⅲ-0104  寄居町 三品  自然 
71 11108-Ⅲ-0105 寄居 722外 寄居町 寄居 722外  自然 
72 11108-Ⅲ-0106 玉淀 寄居町 寄居 玉淀 自然 
73 11108-Ⅲ-0107 正喜橋 寄居町 寄居 正喜橋 自然 
74 11108-Ⅲ-0108 中小前田 寄居町 寄居 中小前田 人工 
75 11108-Ⅲ-0109 金尾-1 寄居町 金尾 金尾 自然 
76 11108-Ⅲ-0110 金尾-2 寄居町 金尾 金尾 自然 
77 11108-Ⅲ-0111 三品 寄居町 三品  自然 
78 11108-Ⅲ-0112 山居-1 寄居町 山入 山居 自然 
79 11108-Ⅲ-0113 山居-2 寄居町 山入 山居 自然 
80 11108-Ⅲ-0114 柿平-1 寄居町 西ノ入 柿平 自然 
81 11108-Ⅲ-0115 柿平-2 寄居町 西ノ入 柿平 自然 
82 11108-Ⅲ-0116 山居 寄居町 西ノ入 山居 自然 
83 11108-Ⅲ-0117 栃谷 寄居町 西ノ入 栃谷 自然 
84 11108-Ⅲ-0118 赤浜-1 寄居町 赤浜 赤浜 自然 
85 11108-Ⅲ-0119 赤浜-2 寄居町 赤浜 赤浜 自然 
86 11108-Ⅲ-0120 上郷-1 寄居町 折原 上郷 自然 
87 11108-Ⅲ-0121 上郷-2 寄居町 折原 上郷 自然 
88 11108-Ⅲ-0122 上郷-3 寄居町 折原 上郷 人工 
89 11108-Ⅲ-0123 鉢形 寄居町 鉢形  自然 
90 11108-Ⅲ-0124 富田-1 寄居町 富田  自然 
91 11108-Ⅲ-0125 富田-2 寄居町 富田  自然 
92 11108-Ⅲ-0126 富田-3 寄居町 富田  自然 
93 11108-Ⅲ-0127 富田-4 寄居町 富田  自然 
94 11108-Ⅲ-0128 扇沢 寄居町 風布 扇沢 自然 
95 11108-Ⅲ-0129 風布-1 寄居町 風布 風布 自然 
96 11108-Ⅲ-0130 風布-2 寄居町 風布 風布 人工 
97 11108-Ⅲ-0131 風布-3 寄居町 風布 風布 自然 
98 11108-Ⅲ-0132 風布-4 寄居町 風布 風布 自然 
99 11108-Ⅲ-0133 保田原 寄居町 保田原  自然 
100 11108-Ⅲ-0134 宿-1 寄居町 末野 宿 自然 
101 11108-Ⅲ-0135 宿-2 寄居町 末野 宿 自然 
102 11108-Ⅲ-0136 牟札-1 寄居町 牟札  自然 
103 11108-Ⅲ-0137 牟札-2 寄居町 牟札  自然 
104 11108-Ⅲ-0138 牟札-3 寄居町 牟札  人工 
105 11108-Ⅲ-0139 谷津 寄居町 用土 谷津 自然 
106 11108-Ⅲ-0140 露梨子 寄居町 露梨子  自然 

資料）「埼玉県地域防災計画 資料編」 平成 26年 12月、埼玉県防災会議 



資料集 - 120 - 

 

■資料 2-5 地すべり危険箇所（国土交通省所管） 

 

整理番号 区域名 所在地 
面積 

（ha） 

人家 

（戸） 
公共的建物 

指定 

年月日 
備考 

1 
金尾 

かなお 
大里郡寄居町大字金尾 19.1 27 町道 800m 

 
 

2 
末野 

すえの 
大里郡寄居町大字末野 10.0 5 

保養所 1 

福祉施設 1 

 
○ 

3 
秋山 

あきやま 
大里郡寄居町大字秋山 29.7 8 町道 1,600m 

 
○ 

4 
立原 

たてはら 
大里郡寄居町大字立原 12.2 6 町道 200m 

 
 

5 
風布 

ふうぷ 
大里郡寄居町大字風布 10.9 － － 

 
 

注１）○印は地すべり防止区域指定済み箇所を示す。 

資料）「埼玉県地域防災計画 資料編」 平成 19年 3月、埼玉県防災会議 
 
 

■資料 2-6 地すべり危険地区（農林水産省所管） 

 

整理番号 箇所名 
位置 面積 

（ha） 郡市 町村 大字 小字 

1 中組 大里郡 寄居町 風布 中組 6.0 

2 扇沢 大里郡 寄居町 風布 扇沢 4.0 

3 大山 大里郡 寄居町 折原 大山 4.0 

4 小坂 大里郡 寄居町 秋山 小坂 3.0 

5 三品 大里郡 寄居町 三品 猪倉 17.0 

6 小林 大里郡 寄居町 金尾 小林 8.0 

7 堂性 大里郡 寄居町 風布 堂性 6.0 

8 久々戸山 大里郡 寄居町 折原 久々戸山 33.0 

9 後山 大里郡 寄居町 西ノ入 後山 1.0 

出典）「埼玉県地域防災計画 資料編」 平成 26年 12月、埼玉県防災会議 

 
 

■資料 2-7 地すべり防止区域（農林水産省所管） 

 

番号 
防止 

区域名 
所在地 

面積 

（ha） 

人家 

（戸） 

公共的建物 

施設の種類 

防止施設 指定 

年月日 
備考 

工種 内容 

1 三品 大里郡寄居町大字三品 12.53 4 道路 400m 

床固工 

排水工 

杭打工 

水路 

暗渠 

昭和

37.10.11 
既成 

出典）「埼玉県地域防災計画 資料編」 平成 26年 12月、埼玉県防災会議 

 
 

■資料 2-8 急傾斜地崩壊危険区域指定箇所（国土交通省所管） 

 

番号 区域名 市町名 指定面積（ha） 告示番号 指定年月日 概成 

1 露梨子 寄居町 0.85 
埼玉県告示第 1329号 S53.9.8 ○ 

埼玉県告示第 1553号 H18.9.5  

出典）「埼玉県地域防災計画 資料編」 平成 26年 12月、埼玉県防災会議
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■資料 2-9 『土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定状況』 

 

 

土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定状況 

 

 

□土砂災害警戒区域等の指定箇所（急傾斜地の崩壊 30箇所、土石流 18箇所） 

番号 
土砂災害警戒 

区域等の名称 
住所 

警戒 

区域 

特別警戒区

域 

土砂災害の発生原因 

となる自然現象の種類 
指定日 

1 上の町 大字鉢形 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H18.12.26 

2 関山 大字鉢形 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H18.12.26 

3 富田沢 1 大字牟礼 ○ ○ 土石流 H18.12.26 

4 富田沢 1左 1 
大字富田 

○ ○ 土石流 H18.12.26 
大字牟礼 

5 富田沢 1左 2 
大字富田 

○ ○ 土石流 H18.12.26 
大字牟礼 

6 富田沢 1左 3 大字富田 ○ ○ 土石流 H18.12.26 

7 道永沢 大字金尾 ○ － 土石流 H21.3.27 

8 道永沢右 大字金尾 ○ － 土石流 H21.3.27 

9 笹原沢 大字金尾 ○ ○ 土石流 H21.3.27 

10 井戸沢川 大字金尾 ○ ○ 土石流 H21.3.27 

11 末野沢 1 大字末野 ○ ○ 土石流 H21.3.27 

12 末野沢 2 大字末野 ○ ○ 土石流 H21.3.27 

13 末野沢 3 大字末野 ○ ○ 土石流 H21.3.27 

14 高根沢 
大字藤田 

○ － 土石流 H21.3.27 
大字寄居 

15 谷の沢 大字寄居 ○ ○ 土石流 H21.3.27 

16 李沢 大字桜沢 ○ － 土石流 H21.3.27 

17 馬騎ノ内沢 大字桜沢 ○ ○ 土石流 H21.3.27 

18 三品沢 大字三品 ○ ○ 土石流 H21.3.27 

19 車山沢 大字三品 ○ ○ 土石流 H21.3.27 

20 円良田湖 大字末野 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H21.3.27 

21 末野 大字末野 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H21.3.27 

22 元宿 1 大字末野 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H21.3.27 

23 元宿 2 
大字末野 

○ ○ 急傾斜地の崩壊 H21.3.27 
大字藤田 

24 元宿 3 大字末野 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H21.3.27 

25 上組 大字桜沢 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H21.3.27 

26 六供玉淀 大字寄居 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H21.3.27 

27 岩崎 大字桜沢 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H21.3.27 

28 六供左斜面 大字寄居 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H21.3.27 

29 六供右斜面 大字寄居 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H21.3.27 

30 滝ノ上 大字桜沢 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H21.3.27 

31 深田谷津 大字桜沢 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H21.3.27 

32 元宿－2 大字末野 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H21.3.27 

33 三品－1 大字三品 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H21.3.27 
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番号 
土砂災害警戒 

区域等の名称 
住所 

警戒 

区域 

特別警戒区

域 

土砂災害の発生原因 

となる自然現象の種類 
指定日 

34 三品－2 大字三品 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H21.3.27 

35 三品－3 大字三品 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H21.3.27 

36 三品－4 大字三品 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H21.3.27 

37 三品－5 大字三品 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H21.3.27 

38 三品－6 大字三品 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H21.3.27 

39 後山沢 1 大字風布 ○ ○ 土石流 H24.2.7 

40 風布－1 大字風布 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H24.2.7 

41 風布－6 大字風布 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H24.2.7 

42 風布 大字風布 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H24.2.7 

43 釜伏 大字風布 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H24.2.7 

44 風布－4 大字風布 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H24.2.7 

45 風布－5 大字風布 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H24.2.7 

46 風布－7 大字風布 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H24.2.7 

47 風布－2 大字風布 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H24.2.7 

48 風布－3 大字風布 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H24.2.7 

49 前田入沢 1 西ノ入 ○  土石流 H25.12.3 

50 三田入沢 1 西ノ入 ○ ○ 土石流 H25.12.3 

51 五の坪沢 西ノ入 ○ ○ 土石流 H25.12.3 

52 前田入沢 2-1 西ノ入 ○ ○ 土石流 H25.12.3 

53 前田入沢 2-2 西ノ入 ○ ○ 土石流 H25.12.3 

54 三田入沢 2 西ノ入 ○  土石流 H25.12.3 

55 五ノ坪 西ノ入 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H25.12.3 

56 五ノ坪(右) 西ノ入 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H25.12.3 

57 五ノ坪(左) 西ノ入 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H25.12.3 

58 柿平 2-2 西ノ入 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H25.12.3 

59 栃谷沢 西ノ入 ○ ○ 土石流 H26.5.30 

60 山井沢-1 西ノ入 ○ ○ 土石流 H26.5.30 

61 山井沢-2 西ノ入 ○  土石流 H26.5.30 

62 山居（右） 西ノ入 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H26.5.30 

63 山居 西ノ入 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H26.5.30 

64 山居（左） 西ノ入 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H26.5.30 

65 栃谷-3 西ノ入 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H26.5.30 

66 西ノ入-1 西ノ入 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H26.5.30 

67 西ノ入-2 西ノ入 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H26.5.30 

68 栃谷 西ノ入 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H26.5.30 

69 山居-6 西ノ入 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H26.5.30 

70 山居-7 西ノ入 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H26.5.30 

71 柿平-2-1 西ノ入 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H26.5.30 

72 山居-1 西ノ入 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H26.5.30 

73 山居-2 西ノ入 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H26.5.30 

74 山居-3 西ノ入 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H26.5.30 

75 山居-4 西ノ入 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H26.5.30 

76 山居-5 西ノ入 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H26.5.30 

77 栃谷-1 西ノ入 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H26.5.30 

78 栃谷-2 西ノ入 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H26.5.30 

79 立ヶ瀬 鉢形 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H26.5.30 
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番号 
土砂災害警戒 

区域等の名称 
住所 

警戒 

区域 

特別警戒区

域 

土砂災害の発生原因 

となる自然現象の種類 
指定日 

80 保田原-1 保田原 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H26.5.30 

81 保田原-2 保田原 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H26.5.30 

82 露梨子-2 鉢形 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H26.5.30 

83 牟礼沢 1 牟礼 ○  土石流 H27.4.7 

84 富田沢２ 富田 ○ ○ 土石流 H27.4.7 

85 谷津沢 1-1 富田 ○ ○ 土石流 H27.4.7 

86 谷津沢 1-2 富田 ○ ○ 土石流 H27.4.7 

87 谷津沢 2-1 富田 ○  土石流 H27.4.7 

88 谷津沢 2-2 富田 ○ ○ 土石流 H27.4.7 

89 谷津沢 3 富田 ○ ○ 土石流 H27.4.7 

90 谷津沢 4 富田 ○ ○ 土石流 H27.4.7 

91 富田-1 富田 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H27.4.7 

92 富田-2 富田 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H27.4.7 

93 赤浜 富田 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H27.4.7 

94 新町 富田 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H27.4.7 

95 赤浜-1-1 赤浜 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H27.4.7 

96 赤浜-1-2 赤浜 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H27.4.7 

97 赤浜-1-3 赤浜 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H27.4.7 

98 赤浜-1-4 赤浜 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H27.4.7 

99 赤浜-2-1 赤浜 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H27.4.7 

100 赤浜-2-2 赤浜 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H27.4.7 

101 牟礼-1-1 牟礼 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H27.4.7 

102 牟礼-1-2 牟礼 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H27.4.7 

103 牟礼-1-3 牟礼 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H27.4.7 

104 牟礼-2 牟礼 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H27.4.7 

105 牟礼-3 牟礼 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H27.4.7 

106 牟礼 牟礼 ○ ○ 急傾斜地の崩壊 H27.4.7 

107 牟礼沢 2 牟礼 ○ ○ 土石流 H27.4.7 

108 牟礼沢 3 牟礼 ○  土石流 H27.4.7 

109 牟礼沢 4 牟礼 ○ ○ 土石流 H27.4.7 

110 牟礼沢 5-1 牟礼 ○ ○ 土石流 H27.4.7 

111 牟礼沢 5-2 牟礼 ○ ○ 土石流 H27.4.7 

112 今市沢 1 今市 ○ ○ 土石流 H27.4.7 

113 今市沢 2-1 今市 ○  土石流 H27.4.7 

114 今市沢 2-2 今市 ○ ○ 土石流 H27.4.7 

115 今市沢 3 今市 ○ ○ 土石流 H27.4.7 

資料）熊谷県土整備事務所資料 平成 27年 10月 
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1 土砂災害警戒区域等の指定箇所（鉢形字上の町：急傾斜地の崩壊） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2 土砂災害警戒区域等の指定箇所（鉢形字関山：急傾斜地の崩壊） 
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3～6 土砂災害警戒区域等の指定箇所（富田：土石流 4箇所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7～10 土砂災害警戒区域等の指定箇所（大字金尾：土石流 4箇所） 
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11～12,20 土砂災害警戒区域等の指定箇所（大字末野：土石流 2箇所，急傾斜地の崩壊 1箇所） 

 
 

 

 

13 土砂災害警戒区域等の指定箇所（大字末野：土石流 1箇所） 
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14,23 土砂災害警戒区域等の指定箇所（大字藤田･大字寄居：土石流 1箇所，急傾斜地の崩壊 1箇所） 

 

 

 

 

15～16 土砂災害警戒区域等の指定箇所（大字寄居：土石流 2箇所） 
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17,25,31 土砂災害警戒区域等の指定箇所（大字桜沢：土石流 1箇所，急傾斜地の崩壊 2箇所） 

 
 

 

 

18～19,33～38 土砂災害警戒区域等の指定箇所（大字三品：土石流 2箇所，急傾斜地の崩壊 6箇所） 
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21 土砂災害警戒区域等の指定箇所（大字末野：急傾斜地の崩壊 1箇所） 

 

 

 

 

22,32 土砂災害警戒区域等の指定箇所（大字末野：急傾斜地の崩壊 2箇所） 
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24 土砂災害警戒区域等の指定箇所（大字末野：急傾斜地の崩壊 1箇所） 

  
 

 

 

26 土砂災害警戒区域等の指定箇所（大字寄居：急傾斜地の崩壊 1箇所） 
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27,30 土砂災害警戒区域等の指定箇所（大字桜沢：急傾斜地の崩壊 2箇所） 

 

 

 

 

28～29 土砂災害警戒区域等の指定箇所（大字寄居：急傾斜地の崩壊 2箇所） 
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39 土砂災害警戒区域等の指定箇所（大字風布：土石流 1箇所） 

 

 

 

 

40 土砂災害警戒区域等の指定箇所（大字風布：急傾斜地の崩壊 1箇所） 
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41 土砂災害警戒区域等の指定箇所（大字風布：急傾斜地の崩壊 1箇所） 

  

 

 

 

42～48 土砂災害警戒区域等の指定箇所（大字風布：急傾斜地の崩壊 7箇所） 
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49 土砂災害警戒区域等の指定箇所（西ノ入：土石流 1箇所） 

 

 

50 土砂災害警戒区域等の指定箇所（西ノ入：土石流 1箇所） 
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51～55 土砂災害警戒区域等の指定箇所（西ノ入：急傾斜地の崩壊 1箇所、土石流 4箇所） 

 

 

56 土砂災害警戒区域等の指定箇所（西ノ入：急傾斜地の崩壊 1箇所） 
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57 土砂災害警戒区域等の指定箇所（西ノ入：急傾斜地の崩壊 1箇所） 

 
 

58 土砂災害警戒区域等の指定箇所（西ノ入：急傾斜地の崩壊 1箇所） 
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59～78 土砂災害警戒区域等の指定箇所（西ノ入：急傾斜地の崩壊 17箇所、土石流 3箇所） 

 

 

79 土砂災害警戒区域等の指定箇所（鉢形：急傾斜地の崩壊 1箇所） 
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80 土砂災害警戒区域等の指定箇所（保田原：急傾斜地の崩壊 1箇所） 

 

 

81 土砂災害警戒区域等の指定箇所（保田原：急傾斜地の崩壊 1箇所） 
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82 土砂災害警戒区域等の指定箇所（鉢形：急傾斜地の崩壊 1箇所） 

 
 

83 土砂災害警戒区域等の指定箇所（牟礼：土石流 1箇所） 
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84～92 土砂災害警戒区域等の指定箇所（富田：急傾斜地の崩壊 2箇所、土石流 7箇所） 

 
 

93 土砂災害警戒区域等の指定箇所（富田：急傾斜地の崩壊 1箇所） 
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94 土砂災害警戒区域等の指定箇所（富田：急傾斜地の崩壊 1箇所） 

 

 

95～100 土砂災害警戒区域等の指定箇所（赤浜：急傾斜地の崩壊 6箇所） 
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101～106 土砂災害警戒区域等の指定箇所（牟礼：急傾斜地の崩壊 6箇所） 

 
 

107～115 土砂災害警戒区域等の指定箇所（牟礼、今市：土石流 9箇所） 
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■資料 2-10 『文化財一覧』 

文化財一覧 
名   称 指定種別 所 在 地 所有者又は管理者 

鉢形城跡 国 立原・鉢形地内 － 

鰐口 県 赤浜 1943 三嶋神社 

銅鐘 県 立原 505 吉定寺 

北条氏邦墓・付夫人大福御前墓 県 藤田 101 正龍寺 

藤田康邦墓・付夫人西福御前墓 県 藤田 101 正龍寺 

末野窯跡 県 末野地内 個人所有 

玉淀 県 町内荒川沿岸 － 

ミミカキグサとモウセンゴケ自生地 県 鉢形地内 個人所有 

ゴヨウツツジ自生地 県 風布地内 個人所有 

正龍寺玉垂の楓 県 藤田 101 正龍寺 

日下部博貞墓 県 立原地内 吉定寺 

曼荼羅板石塔婆 県 富田地内 大日堂 

荒川青岩礫岩 県 赤浜地内 
国土交通省関東地方整備
局荒川上流河川事務所 

旧市神様社殿 町 藤田 297 宗像神社 

仙男仙女の図（仙女の図のみ） 町 藤田 101 正龍寺 

百人一首画格天井 町 末野 1686 善導寺 

十六羅漢の図 町 鉢形 617 泉福寺 

木造役行者像（円空作） 町 牟礼 401-1 長昌寺 

木造釈迦如来坐像 町 末野 1686 善導寺 

木造薬師如来坐像 付宮殿 町 赤浜 620 普光寺 

木造薬師如来立像及び木造十二神将像 町 西ノ入 649 東光寺 

仏像 町 鉢形 620 浄福寺 

木造地蔵菩薩立像 町 今市 531 高蔵寺 

唐金鋳鰐口三口 町 用土地内 熊野神社 

鰐口（残欠３点） 町 西ノ入 649 東光寺 

太刀 町 風布 1024 釜山神社 

太刀 町 赤浜地内 個人所有 

太刀及び脇差 町 用土地内 個人所有 

鋳造薬師如来懸仏壹面 町 鉢形 3133 愛宕神社 

書簡三通 町 藤田 101 正龍寺 

代官古文書 町 用土地内 個人所有 

船宿関係古文書 町 末野地内 個人所有 

御朱印状 町 鉢形 620 浄福寺 

御朱印状 町 赤浜 915 昌国寺 

正龍寺朱印状 11通 町 藤田 101 正龍寺 

東国寺朱印状 11通 付田畠打渡状 1通 町 立原 303 東国寺 

泉立寺朱印状 9通 町 今市 908 泉立寺 

紺地金泥一品法華経 町 赤浜地内 個人所有 

男衾三郎絵詞 町 赤浜地内 個人所有 

旧正喜橋題額 町 寄居地内・鉢形地内 寄居町 

板碑 町 富田 2024 不動寺 

宝きょう印塔 町 桜沢地内 個人所有 

水野家一族の墓所 町 赤浜 915 昌国寺 

代官遺跡 町 用土地内 個人所有 

雨宮春潭宅跡 町 鉢形地内 個人所有 

成瀬正芳・正定墓 町 三品 297 正芳寺 

国分寺瓦焼場跡 町 末野地内 個人所有 

柳沢兵部丞信俊夫妻の墓所 町 今市 700 高蔵寺 

四十八釜 町 鉢形・西ノ入地内 寄居町 

高野槙 町 赤浜 915 昌国寺 

鉢形城の桜 エドヒガン 町 鉢形 2738 埼玉県 

赤浜中戸のヤブツバキ 町 赤浜 792 個人所有 

塚田三嶋神社のヤブツバキ 町 赤浜 1973 三嶋神社 

花園城跡 町 末野地内 個人所有 

太々神楽 町 折原 615 佐太彦神社 

獅子舞 町 用土 1695 諏訪神社 

神田ばやし 町 寄居地内 茅町区 

祇園行事 町 桜沢地内 本村区 

獅子舞 町 金尾 256-1 白髪神社 

五百羅漢と千体荒神 町 末野 2072-1 少林寺 

茅町「諫鼓鳥」山車 町 寄居地内 茅町区 

獅子頭 町 桜沢地内 本村区 

道祖神（双体） 町 牟礼地内 個人所有 

姥宮神社大杉 町 風布 125 姥宮神社 
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■資料 2-11 『臨時ヘリポート指定地』 

 

 

臨時ヘリポート指定地 

 

 

施設名 所在地 管理者 備考 

寄居運動公園 折原 1856 教育委員会生涯学習課 転圧地で散水の必要性有り 

 

 

 

 

□ヘリポートの設定基準 

1 仰角 9°の線上 400m、幅 20mにわたって障害物がないこと。 

2 地面は堅固で傾斜６°以内であること。 

3 ヘリポートの近くに、上空から確認し得る風の方向を示す吹流し又は旗をたてること。 

4 離着陸時は風圧等により危険があるので人を接近させないようにすること。 

5 着陸地点には、石灰等を用いてＨの記号を表示して着陸中心を示すこと。 

6 物資を輸送する場合は、搭載量を超過しないため重量計を準備すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 m 

3.5m 

0.3m 白 

赤 

ヘリポート 

ヘリポート 吹き流し 
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■資料 2-12 『消防団員配置状況』 

 

消防団員配置状況 
（平成 27年 4月 1日現在） 

階級 

団名 
団長 副団長 分団長 

副 

分団長 
班長 団員 計 

寄

居

町

消

防

団 

団本部 1 2     3 

第１分団   1 1 2 16 20 

第２分団   1 1 2 16 20 

第３分団   1 1 2 15 19 

第４分団   1 1 2 16 20 

第５分団   1 1 4 26 32 

第６分団   1 1 2 16 20 

第７分団   1 1 2 15 19 

計 1 2 7 7 16 120 153 

注１）消防団長は、消防団の推薦に基づき市町村長が任命し、消防団長以外の消防団員は、市町村長の承

認を得て消防団長が任命する。(消防組織法第 15条の５) 

 

分団名 担当区域 

第１分団 大字寄居及び藤田の区域 

第２分団 大字末野、金尾及び風布の区域 

第３分団 大字折原、立原、秋山、三品及び西ノ入の区域 

第４分団 大字鉢形、露梨子、保田原、小園及び三ヶ山の区域 

第５分団 大字富田、赤浜、牟礼、今市、鷹巣及び西古里の区域 

第６分団 大字用土の区域 

第７分団 大字桜沢、及び武蔵野の区域 

 

 

 

 

 

■資料 2-13 『消防団消防車両保有状況』 

 

分団の車庫所在地及び消防車両配置状況 
（平成 27年 4月 1日現在） 

分団名 所在地 構造・面積 配置車両 年式 

第 1分団 大字寄居 890-1 木造モルタル 2階建  69.56㎡ 消防ポンプ自動車 Ｈ１７ 

第２分団 大字末野 495-1 木造 2階建     104.34㎡ 消防ポンプ自動車 Ｈ１６ 

第３分団 大字折原 1810-1 木造 2階建         106.27 ㎡ 消防ポンプ自動車 Ｈ１５ 

第４分団 大字保田原 104-1 木造モルタル 2階建   69.3 ㎡ 消防ポンプ自動車 Ｈ１３ 

第５分団 1部 
大字赤浜 1445 鉄骨 2階建         143.28 ㎡ 

消防ポンプ自動車 Ｈ１２ 

第５分団２部 消防ポンプ自動車 Ｈ２１ 

第６分団 大字用土 1812-6 木造モルタル 2階建   69.56㎡ 消防ポンプ自動車 Ｈ２０ 

第７分団 大字桜沢 328-1 木造モルタル 2階建   69.3 ㎡ 消防ポンプ自動車 Ｈ１９ 

注）消防車は 15年を目途に買い替えている。 
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■資料 2-14 『防災行政無線受信局設置一覧表』 

 

防災行政無線受信局設置一覧表（１／２） 

  № 子局№     子局名称           住  所 

 １  ０   寄居駅南口有料駐車場 寄居町大字寄居１２３２ 

  ２  １  中 町       〃  寄居６４８ 

   ３  ２  武 町  〃  寄居５３８－１  

   ４  ３  六 供    〃  寄居３６６－１ 

   ５  ４  寄居町水道課（浄水場）    〃  藤田１８７ 

  ６   ５  常木 1    〃  寄居１６３５－1 

   ７   ６  寄居保育所    〃  寄居１３３３ 

   ８    ７  常木２    〃  寄居１７２９ 

   ９   ８  菅原公会堂    〃  寄居１５８２ 

 １０    ９  本宿公会堂    〃  末野１８２６－２ 

１１ １０   西部コミュニティセンター    〃  末野１４９１ 

１２ １１  末野２区公会堂    〃  末野９８７－２ 

１３ １３  末野集落センター    〃  末野４９４ 

１４ １４  金 尾    〃  金尾１８２－１ 

１５ １５  金尾公会堂    〃  金尾４６７ 

１６ １６  風 布    〃  風布１８０－４ 

１７ １７  岩 崎    〃  桜沢４４９－１ 

１８ １８  ふかや農業協同組合寄居桜沢支店    〃  桜沢１１１０－１ 

１９ １９  中小前田１    〃  桜沢２０８９－１ 

２０  ２０   中小前田２    〃  桜沢９９ 

２１ ２１  桜沢コミュニティセンター    〃  桜沢３８２４－１ 

２２ ２２  山 崎    〃  桜沢２４９０－１ 

２３ ２３  南飯塚集落センター    〃  桜沢３５９８ 

２４ ２４  上組公会堂    〃  桜沢４５１２－１ 

２５ ２５  上 組    〃  桜沢４４２３ 

２６ ２６  折原上郷    〃  折原８００－１ 

２７ ２７  折原下郷      〃  折原３６７ 

２８ ２８  折原コミュニティセンター    〃  立原３６８ 

２９ ２９  秋 山    〃  折原２０８５－１ 

３０ ３０  三 品    〃  西ノ入１８２ 

３１ ３１  平 倉    〃  西ノ入５０２－３ 

３２ ３２  栃 谷    〃   西ノ入１８７４－１ 

３３ ３３  五ノ坪集落センター    〃  西ノ入２８７０ 

３４ ３４  木 持    〃  鉢形２３５４ 

３５ ３５  上の町公会堂    〃  鉢形９３８－４ 

３６ ３６  鉢形コミュニティセンター    〃  鉢形１１７６ 

３７ ３７  上の原    〃  鉢形１２８９－１ 

３８ ３８  上の原公会堂    〃  鉢形１９２４－１ 

３９ ３９  立ケ瀬集会所    〃  鉢形４６６－１ 
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防災無線受信局設置一覧表（２／２） 

 № 子局№     子局名称           住  所 

４０ ４０-１   露梨子  寄居町大字露梨子３１４－２  

４１ ４０- 2   保田原    〃  保田原１０４－１ 

４２ ４１  三ケ山    〃  三ヶ山３２ 

４３ ４２  保田原  〃  保田原３２７  

４４ ４３  小 園    〃  小園２１７ 

４５ ４４  下郷公会堂    〃  富田６０２－１ 

４６ ４５  男衾出張所    〃  富田３２ 

４７ ４６  塚越集落センター    〃  富田１９６４－１ 

４８ ４７  塚 越    〃  富田１３７６－１ 

４９ ４８  伊勢原公会堂    〃  富田１７５２ 

５０ ４９  谷津公会堂    〃  富田２４０１－１ 

５１ ５０  中郷公会堂    〃  富田２８４２－１ 

５２ ５１  上郷 １    〃  富田３６８５－１ 

５３ ５２  上郷 ２    〃  富田３３１１ 

５４ ５３  上郷 ３    〃  富田２９３１－２ 

５５ ５４  赤浜 １    〃  赤浜７８８－１ 

５６ ５５  赤浜公会堂    〃  赤浜７２３－１ 

５７ ５６  赤浜 ２    〃  赤浜６２８－４ 

５８ ５７  赤浜 ３    〃  赤浜２７８３ 

５９ ５８  塚田集落センター    〃  赤浜１９７４ 

６０  ５９  牟礼公会堂    〃  牟礼４００－３ 

６１ ６０  今市  １     〃  今市７７１－１ 

６２ ６１  今市  ２    〃  今市４７７－１ 

６３ ６２  鷹 巣    〃  鷹ノ巣３５５－１ 

６４ ６３  用土農産物直売センター    〃  用土８３１－４ 

６５ ６４  用土２区公会堂    〃  用土１２２８－４ 

６６ ６５  ふかや農業協同組合用土支店    〃  用土１７９４－１ 

６７ ６６  用土４区公会堂    〃  用土１６９６ 

６８ ６７  用土６区      〃  用土２７０４－１ 

６９ ６８  用土７区公会堂    〃  用土５３４０－１ 

７０ ６９  用土８区公会堂    〃  用土２９０６ 

７１ ７０  用土１０区公会堂    〃  用土３１５７－１ 

７２ ７１  用土１１区公会堂    〃  用土１９２０－１ 

７３ ７２  用土１２区公会堂    〃  用土３７６１－２ 

７４ ７３  用土８区     〃  用土４７３６ 

７５ ７４  用土７区    〃  用土５５９７－１ 

７６  ７５  蔵田区    〃  富田４０６６－８６ 

７７ ７６ ホンダ寄居工場    〃  富田２５２４ 
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■資料 2-15 『埼玉県被災建築物応急危険度判定』 

 

 

埼玉県被災建築物応急危険度判定 
 

 

□制度の目的 

 被災建築物応急危険度判定（以下「判定」という。）は、地震により被災した建築物について、その

後の余震等による倒壊の危険性ならびに建築物の部材等の落下あるいは転倒の危険性をできる限り速

やかに判定し、その結果に基づいて恒久的復旧までの間における被災建築物の使用にあたっての危険

性を情報提供することにより被災後の人命に係わる二次災害を防止することを目的とします。  

 ※この調査は、地震発生後の二次災害防止のためにおこなうもので、罹災証明のための調査（被災

度区分判定：応急危険度判定が終了してから実施）とは異なることに注意してください。 

 

 

 

□判定の結果 

調査結果の表示は、建築物の見やすい位置に「判定ステッカー」（A３版）により行います。 

 

 

［赤色］           ［黄色］           ［緑色］ 

 

 

 判定ステッカーは、建築物の棟ごとに表示を行います。 

 特に注記欄には、何が原因で判定結果（危険等）になったのかが記入してありますので、建築物を

利用する場合の参考にしてください。  
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■資料 2-16 『トリアージ・タッグ』 

 

 

 

 

トリアージ・タッグ 
 

 

 

 

（表面）                 （裏面） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(黒) 
 
 

(赤) 
 
 

(黄) 
 
 

(緑) 
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■資料 2-17 『自主防災組織一覧』 平成 27年４月１日現在 

自主防災組織一覧 

№ 名  称 設立年度（平成） 

1  本町区自主防災組織 ９年度 

2  中町区自主防災組織 ９年度 

3  栄町区自主防災組織 ９年度 

4  武町区自主防災組織 ９年度 

5  茅町区自主防災組織 １０年度 

6  花町区自主防災組織 １０年度 

7  六供区自主防災組織 ９年度 

8  常木区自主防災組織 １４年度 

9  菅原区自主防災組織 １０年度 

10  本宿区自主防災組織 １４年度 

11  末野２区自主防災組織 １７年度 

12  末野３区自主防災組織 １７年度 

13  末野４区自主防災組織 １３年度 

14  金尾区自主防災組織 １０年度 

15  風布区自主防災組織 １８年度 

16  本村区自主防災組織 ９年度 

17  岩崎区自主防災組織 ９年度 

18  中小前田区自主防災組織 ９年度 

19  山﨑区自主防災組織 ２５年度 

20  南飯塚区自主防災組織 ９年度 

21  上組区自主防災組織 ９年度 

22  上郷区自主防災組織 ２２年度 

23  折原下郷区自主防災組織 ２４年度 

24  上平･下小路区自主防災組織 ２４年度 

25  立原区自主防災組織 ２４年度 

26  秋山区自主防災組織 ２１年度 

27  三品区自主防災組織 ２２年度 

28  平倉区自主防災組織 ９年度 

29  山居区自主防災組織 ９年度 

30  栃谷区自主防災組織 ９年度 

31  五ノ坪区自主防災組織 ９年度 

32  木持区自主防災組織 ２０年度 

33  上の町区自主防災組織 ２１年度 

34  内宿区自主防災組織 １０年度 

35  関山区自主防災組織 ２３年度 
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№ 名  称 設立年度（平成） 

36  上の原区自主防災組織 ２６年度 

37  露梨子区自主防災組織 １９年度 

38  三ケ山区自主防災組織 １６年度 

39  保田原区自主防災組織 ２１年度 

40  下郷区自主防災組織 ９年度 

41  塚越区自主防災組織 １２年度 

42  伊勢原区自主防災組織 １０年度 

43  谷津区自主防災組織 １１年度 

44  蔵田区自主防災組織 ２２年度 

45  中郷区自主防災組織 １１年度 

46  上郷南区自主防災組織 １３年度 

47  上郷北区自主防災組織 １２年度 

48  赤浜区自主防災組織 １６年度 

49  塚田区自主防災組織 １５年度 

50  牟礼区自主防災組織 １８年度 

51  今市区自主防災組織 ２２年度 

52  鷹ノ巣区自主防災組織 ２３年度 

53  西古里区自主防災組織 １２年度 

54  用土１区自主防災組織 １１年度 

55  用土２区自主防災組織 １１年度 

56  用土３区自主防災組織 １１年度 

57  用土４区自主防災組織 １１年度 

58  用土５区自主防災組織 １１年度 

59  用土６区自主防災組織 １１年度 

60  用土７区自主防災組織 １１年度 

61  用土８区自主防災組織 １１年度 

62  用土９区自主防災組織 １１年度 

63  用土 10区自主防災組織 １１年度 

64  用土 11区自主防災組織 １１年度 

65  用土 12区自主防災組織 １１年度 
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■資料 2-18 『気象庁震度階級関連解説表』 

 

気象庁震度階級関連解説表 
使用にあたっての留意事項 

 

（1）気象庁が発表している震度は、原則として地表や低層建物の一階に設置した震度計による観測値

です。この資料は、ある震度が観測された場合、その周辺で実際にどのような現象や被害が発生する

かを示すもので、それぞれの震度に記述される現象から震度が決定されるものではありません。 

 

（2）地震動は、地盤や地形に大きく影響されます。震度は震度計が置かれている地点での観測値であ

り、同じ市町村であっても場所によって震度が異なることがあります。また、中高層建物の上層階で

は一般に地表より揺れが強くなるなど、同じ建物の中でも、階や場所によって揺れの強さが異なりま

す。 

 

（3）震度が同じであっても、地震動の振幅（揺れの大きさ）、周期（揺れが繰り返す時の 1 回あたり

の時間の長さ）及び継続時間などの違いや、対象となる建物や構造物の状態、地盤の状況により被害

は異なります。 

 

（4）この資料では、ある震度が観測された際に発生する被害の中で、比較的多く見られるものを記述

しており、これより大きな被害が発生したり、逆に小さな被害にとどまる場合もあります。また、そ

れぞれの震度階級で示されている全ての現象が発生するわけではありません。 

 

（5）この資料は、主に近年発生した被害地震の事例から作成したものです。今後、5 年程度で定期的

に内容を点検し、新たな事例が得られたり、建物・構造物の耐震性の向上等によって実状と合わなく

なった場合には変更します。 

 

（6）この資料では、被害などの量を概数で表せない場合に、一応の目安として、次の副詞・形容詞を

用いています。 

用語 意味 

まれに 極めて少ない。めったにない。 

わずか 数量・程度が非常に少ない。ほんの少し。 

大半 半分以上。ほとんどよりは少ない。 

ほとんど 全部ではないが、全部に近い。 

が（も）ある、 

が（も）いる 

当該震度階級に特徴的に現れ始めることを表し、量的には多くはないがその数

量・程度の概数を表現できかねる場合に使用。 

多くなる 量的に表現できかねるが、下位の階級より多くなることを表す。 

さらに多くなる 
上記の「多くなる」と同じ意味。下位の階級で上記の「多くなる」が使われてい

る場合に使用。 

※ 気象庁では、アンケート調査などにより得られた震度を公表することがありますが、これらは「震

度○相当」と表現して、震度計の観測から得られる震度と区別しています。 
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●人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況 

震度
階級 

人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況 

０ 
人は揺れを感じないが、地
震計には記録される。 

－ － 

１ 
屋内で静かにしている人
の中には、揺れをわずかに
感じる人がいる。 

－ － 

２ 

屋内で静かにしている人
の大半が、揺れを感じる。
眠っている人の中には、目
を覚ます人もいる｡  

電灯などのつり下げ物が、わ
ずかに揺れる。 

－ 

３ 

屋内にいる人のほとんど
が、揺れを感じる。歩いて
いる人の中には、揺れを感
じる人もいる。眠っている
人の大半が、目を覚ます。 

棚にある食器類が音を立てる
ことがある。 

電線が少し揺れる。 

４ 

ほとんどの人が驚く。歩い
ている人のほとんどが、揺
れを感じる。眠っている人
のほとんどが、目を覚ま
す。 

電灯などのつり下げ物は大き
く揺れ､棚にある食器類は音
を立てる。座りの悪い置物が、
倒れることがある。 

電線が大きく揺れる。自動車を
運転していて、揺れに気付く人
がいる。 

５弱 
大半の人が、恐怖を覚え、
物につかまりたいと感じ
る。 

電灯などのつり下げ物は激し
く揺れ､棚にある食器類、書棚
の本が落ちることがある。座
りの悪い置物の大半が倒れ
る。固定していない家具が移
動することがあり、不安定な
ものは倒れることがある。 

まれに窓ガラスが割れて落ちる
ことがある。電柱が揺れるのが
わかる。道路に被害が生じるこ
とがある｡ 

５強 

大半の人が、物につかまら
ないと歩くことが難しい
など、行動に支障を感じ
る。 

棚にある食器類や書棚の本
で、落ちるものが多くなる。
テレビが台から落ちることが
ある。固定していない家具が
倒れることがある。 

窓ガラスが割れて落ちることが
ある。補強されていないブロッ
ク塀が崩れることがある。据付
けが不十分な自動販売機が倒れ
ることがある。自動車の運転が
困難となり、停止する車もある。 

６弱 
立っていることが困難に
なる。 

固定していない家具の大半が
移動し、倒れるものもある｡ド
アが開かなくなることがあ
る｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破損、
落下することがある。 

６強 立っていることができず、
はわないと動くことがで
きない。揺れにほんろうさ
れ、動くこともできず、飛
ばされることもある。 

固定していない家具のほとん
どが移動し、倒れるものが多
くなる。 

壁のタイルや窓ガラスが破損、
落下する建物が多くなる。補強
されていないブロック塀のほと
んどが崩れる。 

７ 
固定していない家具のほとん
どが移動したり倒れたりし、
飛ぶこともある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破損､
落下する建物がさらに多くな
る。補強されているブロック塀
も破損するものがある。 
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● 木造建物（住宅）の状況 

震度

階級 

木造建物（住宅） 

耐震性が高い 耐震性が低い 

５弱 － 
壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがあ
る。 

５強 － 壁などにひび割れ・亀裂がみられることがある。 

６弱 
壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられ
ることがある。 

壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。 
壁などに大きなひび割れ・亀裂が入ることがある。 
瓦が落下したり、建物が傾いたりすることがある。
倒れるものもある。 

６強 
壁などにひび割れ・亀裂がみられること
がある。 

壁などに大きなひび割れ・亀裂が入るものが多くな
る。 
傾くものや、倒れるものが多くなる。 

７ 
壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。 
まれに傾くことがある。 

傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。 

（注 1） 木造建物（住宅）の耐震性により２つに区分けした。耐震性は、建築年代の新しいものほど

高い傾向があり、概ね昭和 56 年（1981 年）以前は耐震性が低く、昭和 57 年（1982 年）以降には耐

震性が高い傾向がある。しかし、構法の違いや壁の配置などにより耐震性に幅があるため、必ずしも

建築年代が古いというだけで耐震性の高低が決まるものではない。既存建築物の耐震性は、耐震診断

により把握することができる。 

（注 2） この表における木造の壁のひび割れ、亀裂、損壊は、土壁（割り竹下地）、モルタル仕上壁

（ラス、金網下地を含む）を想定している。下地の弱い壁は、建物の変形が少ない状況でも、モルタ

ル等が剥離し、落下しやすくなる。 

（注 3） 木造建物の被害は、地震の際の地震動の周期や継続時間によって異なる。平成 20 年（2008 年）

岩手・宮城内陸地震のように、震度に比べ建物被害が少ない事例もある。 
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● 鉄筋コンクリート造建物の状況 

震度

階級 

鉄筋コンクリート造建物 

耐震性が高い 耐震性が低い 

５強 － 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂

が入ることがある。 

６弱 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割

れ・亀裂が入ることがある。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂

が多くなる。 

６強 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割

れ・亀裂が多くなる。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、斜めや X状のひ

び割れ・亀裂がみられることがある。 

１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものがあ

る。 

７ 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割

れ・亀裂がさらに多くなる。 

1 階あるいは中間階が変形し、まれに傾

くものがある。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、斜めや X状のひ

び割れ・亀裂が多くなる。 

１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものが多く

なる。 

（注 1） 鉄筋コンクリート造建物では、建築年代の新しいものほど耐震性が高い傾向があり、概ね昭

和 56 年（1981 年）以前は耐震性が低く、昭和 57 年（1982 年）以降は耐震性が高い傾向がある。し

かし、構造形式や平面的、立面的な耐震壁の配置により耐震性に幅があるため、必ずしも建築年代が

古いというだけで耐震性の高低が決まるものではない。既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握

することができる。 

（注 2） 鉄筋コンクリート造建物は、建物の主体構造に影響を受けていない場合でも、軽微なひび割

れがみられることがある。 

 

● 地盤・斜面等の状況 

震度

階級 
地盤の状況 斜面等の状況 

５弱 亀裂※1や液状化※2が生じること

がある。 
落石やがけ崩れが発生することがある。 

５強 

６弱 地割れが生じることがある。 がけ崩れや地すべりが発生することがある。 

６強 
大きな地割れが生じることがあ

る。 

がけ崩れが多発し、大規模な地すべりや山体の崩壊が発生す

ることがある※3。 

※1 亀裂は、地割れと同じ現象であるが、ここでは規模の小さい地割れを亀裂として表記している。 

※2 地下水位が高い、ゆるい砂地盤では、液状化が発生することがある。液状化が進行すると、地面

からの泥水の噴出や地盤沈下が起こり、堤防や岸壁が壊れる、下水管やマンホールが浮き上がる、建

物の土台が傾いたり壊れたりするなどの被害が発生することがある。 

※3 大規模な地すべりや山体の崩壊等が発生した場合、地形等によっては天然ダムが形成されること

がある。また、大量の崩壊土砂が土石流化することもある。 
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● ライフライン・インフラ等への影響 

ガス供給の停止 

安全装置のあるガスメーター（マイコンメーター）では震度５弱程度以上の揺
れで遮断装置が作動し、ガスの供給を停止する。 
さらに揺れが強い場合には、安全のため地域ブロック単位でガス供給が止まる
ことがある※。 

断水、停電の発生 
震度５弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生することがある
※。 

鉄道の停止、 

高速道路の規制等 

震度４程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路などで、安全確認の
ため、運転見合わせ、速度規制、通行規制が、各事業者の判断によって行われ
る。（安全確認のための基準は、事業者や地域によって異なる。） 

電話等通信の障害 

地震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、電話・インタ
ーネット等による安否確認、見舞い、問合せが増加し、電話等がつながりにく
い状況（ふくそう）が起こることがある。そのための対策として、震度６弱程
度以上の揺れがあった地震などの災害の発生時に、通信事業者により災害用伝
言ダイヤルや災害用伝言板などの提供が行われる。 

エレベーターの停止 
地震管制装置付きのエレベーターは、震度５弱程度以上の揺れがあった場合、
安全のため自動停止する。運転再開には、安全確認などのため、時間がかかる
ことがある。 

※ 震度６強程度以上の揺れとなる地震があった場合には、広い地域で、ガス、水道、電気の供給が停

止することがある。 

 

● 大規模構造物への影響 

長周期地震動
※による超高

層ビルの揺れ 

超高層ビルは固有周期が長いため、固有周期が短い一般の鉄筋コンクリート造建物に
比べて地震時に作用する力が相対的に小さくなる性質を持っている。しかし、長周期
地震動に対しては、ゆっくりとした揺れが長く続き、揺れが大きい場合には、固定の
弱いＯＡ機器などが大きく移動し、人も固定しているものにつかまらないと、同じ場
所にいられない状況となる可能性がある。 

石油タンクの

スロッシング 

長周期地震動により石油タンクのスロッシング（タンク内溶液の液面が大きく揺れる
現象）が発生し、石油がタンクから溢れ出たり、火災などが発生したりすることがあ
る。 

大規模空間を

有する施設の

天 井 等 の 破

損、脱落 

体育館、屋内プールなど大規模空間を有する施設では、建物の柱、壁など構造自体に
大きな被害を生じない程度の地震動でも、天井等が大きく揺れたりして、破損、脱落
することがある。 

※ 規模の大きな地震が発生した場合、長周期の地震波が発生し、震源から離れた遠方まで到達して、

平野部では地盤の固有周期に応じて長周期の地震波が増幅され、継続時間も長くなることがある。
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■資料 2-19 『被害報告判定基準』 

 

被 害 報 告 判 定 基 準 

(その１) 

区分 判 定 基 準 

人的被害 

1.「死者」とは、当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの又は死体を確認す

ることはできないが、死亡したことが確実なもの。 

2.「行方不明者」とは、当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのあ

るもの。 

3.「負傷」とは、災害のため負傷し、医師の治療を受ける必要のあるもの。負傷の

うち「重傷」とは、１ヶ月以上の治療を要する見込みのもの、「軽傷」とは、１

ヶ月未満で治療できる見込みのもの。 

住家被害 

1.「住家」とは、現実に住家のため使用している建物をいい、社会通念上の住 

家であるかどうかを問わない。 

2.「棟」とは、一つの独立した建物とする。 

3.「世帯」とは、生計を一にしている実際の生活単位とする。 

4.「全壊」、「全焼」又は「流出」とは、住家が滅失したもので、具体的には住家の

損壊、焼失若しくは流出した部分の床面積が、その住家の延床面積の 70％以上

に達した程度のもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の 50％以

上に達した程度のもの。 

5.「半壊」又は「半焼」とは、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使

用できる程度のもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の 20％以上

70％未満のもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の 20％以上

50％未満のもの。 

6.「一部破損」とは、全壊（焼）、流失、半壊（焼）及び床上、床下浸水に該当し

ない場合であって、建物の一部が破損した状態とする。 

7.「床上浸水」とは、住家の床より上に浸水したもの及び全壊、半壊には該当しな

いが、土砂、竹木の堆積等により一時的に住居することができない状態となっ

たもの。 

8.「床下浸水」とは、床上浸水に至らない程度に浸水したもの。 

非住家被害 

1.「非住家」とは、住家以外の建物でこの報告中、他の被害箇所項目に属さないも

の。これらの施設に人が居住しているときは当該部分は住宅とする。 

2.「公共建物」とは、役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用又は公共の用に供 

する建物とする。 

3.その他とは、公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 

4.「非住家被害」とは、非住家に対する全壊、半壊の被害を受けたもの。 

農業被害 

1.「流出」とは、田・畑の耕土の厚さ１割以上が流出した状態をいい、埋没とは、

土砂等の堆積のため、耕作が不能となったもの。 

2.「冠水」とは、稲等の先端が見えなくなる程度に水につかったもので、耕地、作

物に被害を受けたもの。 
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（その２） 

区分 判 定 基 準 

道路被害 

1.「道路決壊」とは、道路法（昭和27年法律第 180号）第２条第１項に規定する

道路のうち、橋梁を除いたもので、一部が破壊し、車両の通行が不能となった

程度の被害を受けたもの。 

2.「道路冠水」とは、道路法第２条第１項に規定する道路のうち橋梁を除いたも

ので,一部が冠水し車両の通行規制が行われる程度の被害を受けたもの。 

その他 

被害 

1.「文教施設被害」とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲

学校,ろう学校、養護学校及び幼稚園における教育の用に供する施設とし、復旧

工事を必要とする程度の被害を受けたもの。 

2.「橋梁被害」とは、道路を連結するために河川等の上に架設した橋が一部又は

全部流出し、一般の渡橋が不可能になった程度の被害を受けたもの。 

3.「河川被害」とは、河川法（昭和39年法律第 167号）が適用され又は準用され

る河川若しくはその他の河川の維持管理上必要な堤防、護岸、水利、床止その

他の施設若しくは沿岸を保全するために防護することを必要とする河岸で被害

を受け、復旧工事を要する程度の被害を受けたもの。 

4.「砂防被害」とは、砂防法（明治30年法律第29号）第１条に規定する砂防施設

、同法第３条の規定によって同法が準用される砂防のための施設又は同法第３

条の２の規定によって準用される天然河岸とし、これらが決壊又は埋没し、復

旧工事を要する程度の被害を受けたもの。 

5.「清掃施設被害」とは、ごみ処理及びし尿処理施設の一部が破損し一時使用不

能となった程度の被害を受けたもの。 

6.「崖くずれ」とは、崖くずれによって人、住家等に被害を生じたもの又は復旧

工事を必要とする程度の被害を受けたもの。 

7.「鉄道不通」とは、汽車、電車等の通行が不能となった程度の被害を受けたも

の。 

8.「被害船舶」とは、ろかいのみをもって運転する舟以外の船で、船体が没し航

行不能になったもの及び流出し、所在が不明になったもの、並びに修理しなけ

れば航行できない程度の被害を受けたもの。 

9.「水道被害」とは、上水道又は簡易水道で、断水している戸数のうち最も多く

断水した時点における戸数とする。 

10.「電話被害」とは、災害により通話不能になった電話の回線数とする。 

11.「電気被害」とは、災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点にお

ける戸数とする。 

12.「ガス被害」とは、一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸

数のうち、最も多く供給停止となった時点における戸数とする。 

13.「ブロック塀被害」とは、倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。 
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■資料 2-20 『病院・診療所一覧』 

寄居町 病院・診療所一覧 

病院・診療所名 住   所 電話番号 

深谷市総合健診ｾﾝﾀｰ･休日急患診療所 深谷市常盤町 62-2 048-573-7723 

埼玉よりい病院 寄居町大字用土 395 048-579-2788 

五十嵐整形外科医院 寄居町大字桜沢 1017-5 048-580-1482 

市川医院 寄居町大字寄居 1056 048-581-0535 

おぶすま診療所 寄居町大字赤浜 965-2 048-582-2211 

おぶすま第二診療所 寄居町大字牟礼 672 048-582-3618 

小久保医院 寄居町大字用土 2176-2 048-584-2030 

埼玉療育園 寄居町大字藤田 179-1 048-581-0351 

佐伯医院 寄居町大字寄居 988 048-581-0204 

清水医院 寄居町大字寄居 657 048-581-0051 

高間クリニック 寄居町大字寄居 671-3 048-581-0751 

田中医院 寄居町大字赤浜 1157 048-582-0015 

はらしま医院 寄居町大字保田原 163-7 048-586-0081 

藤野クリニック 寄居町大字寄居 1153-1 048-581-1035 

松本医院 寄居町大字寄居 886-2 048-581-1106 

山田医院 寄居町大字寄居 953-2 048-581-0066 

山田整形外科内科医院 寄居町大字桜沢 218-5 048-581-6761 

用土医院 寄居町大字用土 2225-4 048-579-1555 

寄居本町クリニック 寄居町大字寄居 808-1 048-580-2550 

清水眼科医院 寄居町大字寄居 1057-3 048-581-0378 

林りくろう診療所 寄居町大字用土 5402-6 048-584-7545 

井口歯科医院 寄居町大字用土 4434 048-584-2009 

岩田歯科医院 寄居町大字寄居 896 048-581-0033 

おおさわ歯科クリニック 寄居町大字桜沢 2315 048-580-2233 

大島歯科医院 寄居町大字寄居 1364 048-581-1188 

大野歯科医院 寄居町大字三品 232-2 048-586-1245 

おきつ歯科医院 寄居町大字富田 2860 048-582-2240 

柏原歯科医院 寄居町大字寄居 957-7 048-581-0206 

こすげ歯科医院 寄居町大字牟礼 533-1 048-582-3150 

小西歯科医院 寄居町大字寄居 931 048-581-0382 

清水歯科医院 寄居町大字赤浜 1415-7 048-582-2525 

清水歯科クリニック 寄居町大字寄居 294-1 048-581-0852 

志村歯科 寄居町大字桜沢 551 048-581-0447 

鳥塚歯科医院 寄居町大字桜沢 1095-5 048-581-1300 

ファミリーデンタルクリニック 寄居町大字用土 1479-4 048-584-4976 

吉田歯科医院 寄居町大字末野 656-1 048-581-2165 

リーフ歯科クリニック 寄居町大字桜沢 2916 ﾍﾞｲｼｱ寄居北店 048-586-1182 

のぞみデンタルクリニック 寄居町大字桜沢 1187-1 048-501-6483 
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■資料 2-21 『災害用伝言ダイヤル“１７１”』 

 

災害用伝言ダイヤル“１７１” 
 

災害用伝言ダイヤルは、地震などの災害の発生により、被災地への通信が増加し、つながりにく

い状況になった場合に提供が開始される声の伝言板です。 

 

① 概要とご提供のしくみ 

災害用伝言ダイヤルの概要及び提供の仕組みは以下のとおりです。 
 

□ご利用できる電話 

災害用伝言ダイヤルがご利用可能な電話は、加入電話、ＩＮＳネット※、公衆電話、

ひかり電話※及び、災害時にＮＴＴが避難所などに設置する特設公衆電話になります。

携帯電話・ＰＨＳからも利用できますが、詳しくはお客様がご契約されている通信事業

者へご確認をお願いします。 

※ INS ネット及び、ひかり電話でダイヤル式電話をお使いの場合には、ご利用にな

れません。 

 

□提供開始 

地震等の災害発生時に、被災地の方の安否を気遣う通話が増加し、被災地への通話が

つながりにくい状況（ふくそう）になった場合、速やかにサービスを提供します。 

※ 提供の開始、登録できる電話番号など運用方法・提供条件については、状況に応じ

てＮＴＴが設定し、テレビ・ラジオ・ＮＴＴ東日本公式ホームページ等を通じて皆

様にお知らせいたします。 

 

□登録できる電話番号（被災地電話番号） 

災害により電話がかかりにくくなっている地域。エリアの設定は、おおむね都道府県

を単位として行います。 

※ 提供の開始、登録できる電話番号など運用方法・提供条件については、状況に応じ

てＮＴＴが設定し、テレビ・ラジオ・ＮＴＴ東日本公式ホームページ等を通じて皆

様にお知らせいたします。 

 

□伝言録音時間・伝言保存期間・伝言蓄積数 

・伝言録音時間：１伝言あたり３０秒以内 

・伝言保存期間：録音してから４８時間（体験利用時は６時間） 

・伝言蓄積数：電話番号あたり１～１０伝言（提供時にお知らせいたします。） 

※ 提供の開始、登録できる電話番号など運用方法・提供条件については、状況に応じ

てＮＴＴが設定し、テレビ・ラジオ・ＮＴＴ東日本公式ホームページ等を通じて皆

様にお知らせいたします。 

 

□伝言の消去 

伝言をお預かりしてから保存期間を経過した時点で自動的に消去します。 

 

□ご利用料金 

伝言の録音・再生時の通話料のみ必要です。伝言録音等のセンタ利用料は無料です。 

※ 避難所等に設置する特設公衆電話からのご利用は無料となります。 
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② 利用方法 

災害用伝言ダイヤルの利用方法は以下のとおりです。 
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■資料 2-22 『生活再建援護制度』 

 

 

生活再建援護制度 

 

１ 被災者個人への融資 

 

(1)生活福祉資金 

 

■住宅の補修等に必要な経費 

 

出典）「埼玉県地域防災計画 震災対策編」 平成 26年 12月、埼玉県防災会議 

 

■災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 

 

 

 

 

 

 

出典）「埼玉県地域防災計画 震災対策編」 平成 26年 12月、埼玉県防災会議 

 

(2) 災害復興融資 

 

■建設資金融資 
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出典）「埼玉県地域防災計画 震災対策編」 平成 26年 12月、埼玉県防災会議 

 

■資金融資 

 

 

 

 

 

出典）「埼玉県地域防災計画 震災対策編」 平成 26年 12月、埼玉県防災会議 

 

(3) 災害弔慰金・災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付 

 

■災害弔慰金の支給 
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■災害障害見舞金の支給 

 

出典）「埼玉県地域防災計画 震災対策編」 平成 26年 12月、埼玉県防災会議 

 

■災害援護資金の貸付 

 
出典）「埼玉県地域防災計画 震災対策編」 平成26年12月、埼玉県防災会議 
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(4) 被災者生活再建支援制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）「埼玉県地域防災計画 震災対策編」 平成 26年 12月、埼玉県防災会議 
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【被災者生活再建支援金の支給手続き】 

 

出典）「埼玉県地域防災計画 震災対策編」 平成 26年 12月、埼玉県防災会議 

 

(5) 埼玉県・市町村被災者安心支援制度 

 

■埼玉県・市町村生活再建支援金の概要 
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出典）「埼玉県地域防災計画 震災対策編」 平成 26年 12月、埼玉県防災会議 

 

【埼玉県・市町村生活再建支援金の手続】 

 
出典）「埼玉県地域防災計画 震災対策編」 平成 26年 12月、埼玉県防災会議 

 

(6) 埼玉県・市町村家賃給付金 
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出典）「埼玉県地域防災計画 震災対策編」 平成 26年 12月、埼玉県防災会議 

 

【埼玉県・市町村家賃給付金の支給手続】 

 

出典）「埼玉県地域防災計画 震災対策編」 平成 26年 12月、埼玉県防災会議 
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(7) 埼玉県・市町村人的相互応援の概要 

 

出典）「埼玉県地域防災計画 震災対策編」 平成 26年 12月、埼玉県防災会議 

 

【埼玉県・市町村人的相互応援による職員派遣手続】 

 

出典）「埼玉県地域防災計画 震災対策編」 平成 26年 12月、埼玉県防災会議 
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■資料 2-23 『農林業関係融資』 
 
 

農林業関係融資 
 
 

■天災融資法に基づく資金融資 

 

出典）「埼玉県地域防災計画 震災対策編」 平成 26年 12月、埼玉県防災会議 
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■株式会社日本政策金融公庫資金 
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■埼玉県農業災害対策特別措置条例に基づく資金融資 

 
出典）「埼玉県地域防災計画 震災対策編」 平成 26年 12月、埼玉県防災会議 

 

■農業災害補償 

 

出典）「埼玉県地域防災計画 震災対策編」 平成 26年 12月、埼玉県防災会議 
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■資料 2-24 『中小企業関係融資』 

 

 

中小企業関係融資 
 

■経営安定資金（災害復旧資金） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）「埼玉県地域防災計画 震災対策編」 平成 26年 12月、埼玉県防災会議 
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■資料 2-25 『災害救助基準』 
 

災 害 救 助 基 準 
【１／３】                            平成 26年 4月 1日現在 
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【２／３】 
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【３／３】 
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■資料 2-26 『土砂災害警戒情報』 

 

 

土 砂 災 害 警 戒 情 報 
 

 

土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害（土石流、がけ崩れ）の危険度が高まったとき、市町村

が防災活動や住民等への避難勧告等の災害応急対応を適時適切に行えるように支援すること、また、

住民の自主避難の判断等にも利用していただくことを目的として、平成 19年 12月 26日より開始され

た埼玉県と熊谷地方気象台が共同で発表する防災情報である。 

埼玉県と熊谷地方気象台は、大雨警報発表後、県と気象台が監視する発表基準に達したときに、土

砂災害警戒情報を発表する。 

 

(1) 特徴及び利用に当たっての留意点 

土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害の発生の危険度を降雨に基づいて判定し発表するもの

で、個別の災害発生箇所・時間・規模等を詳細に特定するものではない。 

また、土砂災害のうち、土石流や集中的に発生する急傾斜地の崩壊として、斜面の深層崩壊、山

体の崩壊、地すべり等については、発表対象とするものではないことに留意する。 

 

(2) 発表及び解除 

発表及び解除は、それぞれ次の項目のいずれかに該当する場合に埼玉県と熊谷地方気象台が協議

して行う。 

 

① 発表基準 

・大雨警報発表中に、降雨の実況値及び数時間先までの降雨予測値を基に作成した指標が発表基

準に達した場合 

・より厳重な警戒を呼びかける必要がある場合や、土砂災害への警戒をあらためて呼びかける必

要がある場合 

 

② 解除基準 

・降雨の実況値を基に作成した指標が発表基準を下回り、かつ短時間で再び発表基準を超過しな

いと予測される場合 

・無降雨状態が長時間続いている場合 

 

(3) 市町村の措置 

市町村長は、県等関係機関から注意報及び警報等の伝達を受けたときは、関係機関及び住民その

他関係のある公私の団体に伝達する。 

また、土砂災害警戒情報の発表により、警戒対象となった市町村長は、土砂災害警戒情報を参考

にしつつ、周辺の渓流・斜面の状況や気象状況等も合わせて総合的に判断し避難勧告等を発令する。 
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■資料 2-27 『災害に係る住家の被害認定基準運用指針』 

 

 

災害に係る住家の被害認定基準運用指針 
 

 

災害に係る住家の被害認定基準運用指針（以下「運用指針」という。）は、市町村が災害により被

害を受けた住家の被害認定を迅速かつ的確に実施できるよう、「災害の被害認定基準について（平成１

３年６月２８日付府政防第５１８号内閣府政策統括官（防災担当））通知」（以下「被害認定基準」と

いう。）に規定されている住家の損害割合による場合の具体的な調査方法や判定方法を定め、的確かつ

円滑な被害認定業務の実施に資することを目的とする。 

 

 

 

 

「災害に係る被害認定基準運用指針」の詳細については、下記ホームページに掲載している。 

ＵＲＬ http://www.bousai.go.jp/taisaku/unyou.html 

 

 

 

 

なお、「災害に係る住家の被害認定」の概要を次に示す。 
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災害に係る住家の被害認定の概要 

 

 

１．被害認定基準 

被害認定は、「災害の被害認定基準」等に基づき、市町村が下表の①又は②のいずれかによって行

う。 

 

■住家の被害認定基準 

 
全壊 

半壊 

大規模半壊 その他 

①損壊基準判定 

 住家の損壊、焼失、流失した部分の床面積の

延床面積に占める損壊割合 

70％以上 
50％以上 

70％未満 

20％以上 

50％未満 

②損害基準判定 

 住家の主要な構成要素の経済的被害の住家

全体に占める損害割合 

50％以上 
40％以上 

50％未満 

20％以上 

40％未満 

 

 

２．災害ごとの被害認定方法（②損壊基準判定（経済的被害）で判定する場合） 

具体的な調査方法及び判定方法を示した「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」により判定

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料集 - 180 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）「災害に係る住家の被害認定の概要」内閣府 
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■資料 2-28 『緊急事態区分と措置』 

 

  現行の原災法等における基準を採用した当面のＥＡＬ 
緊急事態区分における

措置の概要 

緊

急

事

態

区

分 

警

戒

事

態 

原子力規制委員会初動マニュアル中の特別警戒事象を採用 

①原子力施設等立地道府県※１において、震度６弱以上の地震が

発生した場合 

②原子力施設等立地道府県※１において、大津波警報が発令※２

された場合 

③東海地震注意情報が発表された場合※３ 

④原子力規制庁の審議官又は原子力防災課事故対処室長が警

戒を必要と認める原子炉施設の重要な故障等※４ 

⑤その他原子力規制委員長が原子力規制委員会原子力事故警

戒本部の設置が必要と判断した場合 

体制構築や情報収集を

行い、住民防護のため

の準備を開始する。 

施

設

敷

地

緊

急

事

態 

原災法１０条の通報すべき基準を採用（一部事象については、

全面緊急事態に変更） 

①原子炉冷却材の漏えい。 

②給水機能が喪失した場合の高圧注水系の非常用炉心冷却装

置の不作動。 

③蒸気発生器へのすべての給水機能の喪失。 

④原子炉から主復水器により熱を除去する機能が喪失した場

合の残留熱除去機能喪失。 

⑤全交流電源喪失（５分以上継続）。 

⑥非常用直流母線が一となった場合の直流母線に電気を供給

する電源が一となる状態が５分以上継続。 

⑦原子炉停止中に原子炉容器内の水位が非常用炉心冷却装置

が作動する水位まで低下。 

⑧原子炉停止中に原子炉を冷却するすべての機能が喪失。 

⑨原子炉制御室の使用不能。 

ＰＡＺ内の住民等の避

難準備、及び早期に実

施が必要な住民避難、

等の防護措置を行う。 

全

面

緊

急

事

態 

原災法１５条の原子力緊急事態宣言の基準を採用（一部事象に

ついては、原災法１０条より変更） 

①原子炉の非常停止が必要な場合において、通常の中性子の吸

収材により原子炉を停止することができない。 

②原子炉の非常停止が必要な場合において、原子炉を停止する

全ての機能が喪失。 

③全ての非常用炉心冷却装置による当該原子炉への注水不能。 

④原子炉格納容器内圧力が設計上の最高使用圧力に到達。 

⑤原子炉から残留熱を除去する機能が喪失した場合に、原子炉

格納容器の圧力抑制機能が喪失。 

⑥原子炉を冷却する全ての機能が喪失。 

⑦全ての非常用直流電源喪失が５分以上継続。 

⑧炉心の溶融を示す放射線量又は温度の検知。 

⑨原子炉容器内の照射済み燃料集合体の露出を示す原子炉容

器内の液位の変化その他の事象の検知。 

⑩残留熱を除去する機能が喪失する水位まで低下した状態が

１時間以上継続。 

⑪原子炉制御室等の使用不能。 

⑫照射済み燃料集合体の貯蔵槽の液位が、当該燃料集合体が露

出する液面まで低下。 

⑬敷地境界の空間放射線量率５μSv/h が１０分以上継続。※５ 

ＰＡＺ内の住民避難等

の防護措置を行うとと

もに、ＵＰＺ及び必要

に応じてそれ以遠の周

辺地域において、放射

性物質放出後の防護措

置実施に備えた準備を

開始する。放射性物質

放出後は、計測される

空間放射線量率などに

基づく防護措置を実施

する。 
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※１ 北海道、青森県、宮城県、福島県、茨城県、神奈川県、静岡県、新潟県、石川県、福井県、大阪

府、岡山県、鳥取県、島根県、愛媛県、佐賀県、鹿児島県。 

ただし、北海道については、後志総合振興局管内に限る。上斎原については、鳥取県も岡山県

と同等の扱いとする。また、鹿児島県においては、薩摩川内市（甑島列島を含む）より南に位

置する島嶼を除く。 

※２ 施設が津波の発生地域から内陸側となる、岡山県及び北海道太平洋沖に発令された場合を除く。 

※３ 中部電力株式会社浜岡原子力発電所を警戒事態の対象とする。 

※４ 想定される具体例は次のとおり。 

・非常用母線への交流電源が１系統（たとえば、原子炉の運転中において、受電している非常用

高圧母線への交流電源の供給が１つの電源）になった場合 

・原子炉の運転中に非常用直流電源が１系統になった場合 

・１次冷却材中の放射性ヨウ素濃度が所定の値を超えた場合 

・原子炉水位有効燃料長上端未満 

・自然災害により以下の状況となった場合 

－プラントの設計基準を超える事象 

－長期間にわたり原子力施設への侵入が困難になる事象 

※５ 落雷及び明らかに当該原子力施設以外の施設による放射性物質の影響がある場合は除く。 
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■資料 2-29 『運用上の介入レベルと防護措置』 

 

 基準の種類 基準の概要 初期設定値※１ 防護措置の概要 

緊

急

防

護

措

置 

ＯＩＬ１ 地表面からの放射

線、再浮遊した放射

性物質の吸入、不注

意な経口摂取による

被ばく影響を防止す

るため、住民等を数

時間内に避難や屋内

退避等させるための

基準 

500μSv/h 

（地上１ｍで計測した場合の空間放

射線量率※２） 

数時間内を目途

に区域を特定し、

避難等を実施。

(移動が困難な者

の一時屋内退避

を含む） 

ＯＩＬ４ 不注意な経口摂取、

皮膚汚染からの外部

被ばくを防止するた

め、除染を講じるた

めの基準 

β線：40,000 cpm※３ 

（皮膚から数 cm での検出器の計数

率） 

避難基準に基づ

いて避難した避

難者等をスクリ

ーニングして、基

準を超える際は

迅速に除染。 

早

期

防

護

措

置 

ＯＩＬ２ 地表面からの放射

線、再浮遊した放射

性物質の吸入、不注

意な経口摂取による

被ばく影響を防止す

るため、地域生産物※

5の摂取を制限する

とともに、住民等を

１週間程度内に一時

移転させるための基

準 

20μSv/h 

（地上１ｍで計測した場合の空間放

射線量率※２） 

１日内を目途に

区域を特定し、地

域生産物の摂取

を制限するとと

もに１週間程度

内に一時移転を

実施。 

飲

食

物

摂

取

制

限
※

９ 

飲食物に係

るスクリー

ニング基準 

ＯＩＬ６による飲食

物の摂取制限を判断

する準備として、飲

食物中の放射性核種

濃度測定を実施すべ

き地域を特定する際

の基準 

0.5μSv/h※6 

（地上１ｍで計測した場合の空間放

射線量率※２） 

数日内を目途に

飲食物中の放射

性核種濃度を測

定すべき区域を

特定。 

ＯＩＬ６ 経口摂取による被ば

く影響を防止するた

め、飲食物の摂取を

制限する際の基準 

核種※7 飲料水 

牛乳・乳製品 

野菜類、穀類、

肉、卵、魚、

その他 

１週間内を目途

に飲食物中の放

射性核種濃度の

測定と分析を行

い、基準を超える

ものにつき摂取

制限を迅速に実

施。 

放射性ヨウ素 300Bq/kg 2,000Bq/kg※8 

放射性セシウ

ム 

200Bq/kg 500Bq/kg 

プルトニウム

及び超ウラン 

元素のアルフ

ァ核種 

1Bq/kg 10Bq/kg 

ウラン 20Bq/kg 100Bq/kg 

※１「初期設定値」とは緊急事態当初に用いるOILの値であり、地上沈着した放射性核種組成が明確に

なった時点で必要な場合にはOILの初期設定値は改定される。 



資料集 - 184 - 

※２ 本値は地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率である。実際の適用に当たっては、空間放射線

量率計測機器の設置場所における線量率と地上１ｍでの線量率との差異を考慮して、判断基準

の値を補正する必要がある。 

※３ 我が国において広く用いられているβ線の入射窓面積が20cm2の検出器を利用した場合の計数率

であり、表面汚染密度は約 120Bq/cm2相当となる。他の計測器を使用して測定する場合には、こ

の表面汚染密度より入射窓面積や検出効率を勘案した計数率を求める必要がある。 

※４ ※３と同様、表面汚染密度は約 40Bq/cm2相当となり、計測器の仕様が異なる場合には、計数率

の換算が必要である。 

※５ 「地域生産物」とは、放出された放射性物質により直接汚染される野外で生産された食品であっ

て、数週間以内に消費されるもの（例えば野菜、該当地域の牧草を食べた牛の乳）をいう。 

※６ 実効性を考慮して、計測場所の自然放射線によるバックグラウンドによる寄与も含めた値とする。 

※７ その他の核種の設定の必要性も含めて今後検討する。その際、ＩＡＥＡのＧＳＧ－２におけるＯ

ＩＬ６値を参考として数値を設定する。 

※８ 根菜、芋類を除く野菜類が対象。 

※９ ＩＡＥＡでは、ＯＩＬ６に係る飲食物摂取制限が効果的かつ効率的に行われるよう、飲食物中の

放射性核種濃度の測定が開始されるまでの間に暫定的に飲食物摂取制限を行うとともに、広い

範囲における飲食物のスクリーニング作業を実施する地域を設定するための基準であるＯＩＬ

３、その測定のためのスクリーニング基準であるＯＩＬ５が設定されている。ただし、ＯＩＬ

３については、ＩＡＥＡの現在の出版物において空間放射線量率の測定結果と暫定的な飲食物

摂取制限との関係が必ずしも明確でないこと、また、ＯＩＬ５については我が国において核種

ごとの濃度測定が比較的容易に行えることから、放射性核種濃度を測定すべき区域を特定する

ための基準である「飲食物に係るスクリーニング基準」を定める。 

 

 


