
さいたま市地域防災計画

（資料編） 

令和４年７月 

さいたま市防災会議 



-i-

さいたま市地域防災計画 

資 料 編

目  次 

第１部 総 則 

No. 資 料 名 

１－１ 災害対策に関わる事務分掌 

１－２ さいたま市防災会議条例 

１－３ さいたま市防災会議運営要綱 

１－４ さいたま市危機管理指針 

１－５ さいたま市災害対策本部条例 

１－６ さいたま市災害対策本部要綱 

１－７ 腕章 

１－８ さいたま市危機管理センター管理運営要領 

１－９ さいたま市緊急参集要員実施要領 

第２部 予防・応急活動関係 

No. 資 料 名 

２－１ さいたま市防災カルテ 

２－２ さいたま市地震防災マップ【建築総務課】 

２－３ さいたま市洪水ハザードマップ 

２－４ さいたま市洪水対応タイムライン 

２－５ さいたま市マイ・タイムライン 

２－６ さいたま市内水ハザードマップ【下水道計画課】 

２－７ 土砂災害危険箇所マップ【埼玉県】 

２－８ さいたま市土砂災害ハザードマップ 

２－９ 指定緊急輸送道路一覧 

２－１０ さいたま市緊急輸送道路マップ 

２－１１ さいたま市防災都市づくり計画【都市総務課】 

２－１２ さいたま都市計画図【都市計画課】 

２－１３ さいたま市市街地再開発事業一覧【市街地整備課】 

２－１４ さいたま市土地区画整理事業一覧【市街地整備課】 

２－１５ 都市公園の整備状況【都市公園課】 

２－１６ 緑地保全区域指定・市民緑地制度【みどり推進課】 

２－１７ さいたま市都市計画道路整備状況【道路計画課】 

２－１８ 橋りょう整備状況【道路環境課】 

２－１９ 防火地域・準防火地域指定状況【都市計画課】 



-ii-

No. 資 料 名 

２－２０ 都市下水路実施状況【下水道総務課】 

２－２１ 公共下水道汚水整備状況【下水道総務課】 

２－２２ さいたま市被災建築物応急危険度判定要領【建築総務課】 

２－２３ さいたま市被災宅地危険度判定実施要綱【都市計画課】 

２－２４ さいたま市災害弔慰金の支給等に関する条例【福祉総務課】 

２－２５ さいたま市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則【福祉総務課】 

２－２６ さいたま市災害見舞金等支給条例【福祉総務課】 

２－２７ さいたま市災害見舞金等支給条例施行規則【福祉総務課】 

２－２８ 災害救助法適用基準及び概要 

２－２９ さいたま市自主防災組織連絡協議会規約 

２－３０ さいたま市自主防災組織補助金交付要綱 

２－３１ 医療救護所一覧・医療救護班の職種別構成の目安 

２－３２ トリアージ・タッグ 

２－３３ 医療救護の実施体制 

２－３４ 応急給水場所一覧表【水道総務課】 

２－３５ 応急給水資機材整備状況【水道総務課】 

２－３６ 指定避難所・指定緊急避難場所・広域避難場所一覧 

２－３７ 帰宅困難者一時滞在施設指定一覧 

２－３８ 帰宅支援対象道路【埼玉県】 

２－３９ 非常用物資備蓄状況 

２－４０ ペットの災害対策【生活衛生課】 

２－４１ 男女共同参画の視点からの防災【人権政策・男女共同参画課】 

第３部 消防活動計画 

No. 資 料 名 

３－１ 消防機構図【消防総務課】 

３－２ 通信指令系統図【指令課】 

３－３ さいたま市消防局車両配備表【警防課】 

３－４ さいたま市水利現況一覧表【消防施設課】 

３－５ 埼玉県下消防相互応援協定【警防課】 

３－６ 近隣市等消防相互応援協定【警防課】 

３－７ 埼玉県防災ヘリコプター応援協定【警防課】 

３－８ 災害時に必要な消火用水の確保に関する協定書【消防施設課】 



-iii-

第４部 広域連携・応援体制 

 １ 広域・相互応援関係 

No. 資 料 名 

４－１－１ 応急対策職員派遣制度に関する要綱（総務省） 

４－１－２ 指定都市市長会行動計画 

４－１－３ ２１大都市災害時相互応援に関する協定 

４－１－４ ２１大都市災害時相互応援に関する協定実施細目 

４－１－５ 九都県市災害時相互応援等に関する協定 

４－１－６ 九都県市災害時相互応援等に関する協定実施細目 

４－１－７ 関西広域連合と九都県市との災害時の相互応援に関する協定 

４－１－８ 災害時における相互援助に関する協定 

（首都圏県都市長懇話会） 

４－１－９ 災害時における相互援助に関する協定実施細目 

（首都圏県都市長懇話会） 

４－１－１０ 災害時における埼玉県内市町村間の相互応援に関する基本協定 

４－１－１１ 埼玉県・市町村被災者安心支援に関する基本協定 

４－１－１２ 災害時における相互応援に関する協定書 

（立川市） 

４－１－１３ 災害時における相互応援に関する協定書 

（福島市） 

４－１－１４ 災害時における相互応援に関する協定書 

（松戸市） 

４－１－１５ 危機発生時における相互応援に関する協定 

（新潟市） 

４－１－１６ 危機発生時における相互応援に関する協定 

（那須塩原市） 

４－１－１７ 災害時相互協力に関する申合せ 

（国土交通省関東地方整備局他）【土木総務課】 

４－１－１８ １９大都市水道局災害相互応援に関する覚書 

【水道総務課】 

４－１－１９ 公益社団法人日本水道協会関東地方支部災害時相互応援に関する協定 

（日本水道協会）【水道総務課】 

２ 物資等の供給関係 

No. 資 料 名 

４－２－１ 災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定 

（生活協同組合コープみらい） 

４－２－２ 災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書 

（イオン株式会社関東カンパニー） 



-iv-

No. 資 料 名

４－２－３ 災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書 

（さいたま農業協同組合）（南彩農業協同組合） 

４－２－４ 災害時における物資の調達に関する協定書 

（ローソン） 

４－２－５ 災害救助物資の供給等に関する協定書 

（ファミリーマート） 

４－２－６ 災害時における応急生活物資の供給等の協力に関する協定 

（西友） 

４－２－７ 災害時における物資の供給協力に関する協定 

（カインズ） 

４－２－８ 災害時における物資供給に関する協定書 

（コメリ災害対策センター） 

４－２－９ 災害時における物資供給に関する協定書 

（LIXILビバ） 

４－２－１０ 災害時における物資の供給に関する協定書 

（川上産業） 

３ 燃料等の供給関係 

No. 資 料 名 

４－３－１ 災害時における石油類燃料の調達に関する協定書 

（埼玉県石油商業組合） 

４－３－２ 災害時におけるＬＰガス等の提供に関する協定 

（埼玉県エルピーガス協会） 

４－３－３ 震災時における燃料の供給に関する協定書 

（計３社）【水道総務課】 

４ 井戸水の供給関係 

No. 資 料 名 

４－４－１ 災害時における井戸水の供給に関する協定書 

（大瀧酒造） 

４－４－２ 災害時における井戸水の供給に関する協定書 

（小山本家酒造） 

４－４－３ 災害時における井戸水の供給に関する協定書 

（大正製薬） 

４－４－４ 災害時における井戸水の供給に関する協定書 

（高田製薬） 



-v-

５ 飲料水の供給関係 

No. 資 料 名 

４－５－１ 災害時における飲料水等の提供に関する協定書 

（コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社） 

４－５－２ 災害時における飲料水等の提供に関する協定書 

（コスモフーズ） 

４－５－３ 災害時における飲料水の提供に関する協定書 

（伊藤園） 

６ 避難場所関係 

No. 資 料 名 

４－６－１ 災害時の避難場所相互利用に関する協定書 

（蓮田市） 

４－６－２ 災害時の避難場所相互利用に関する協定書 

（川越市） 

４－６－３ 災害時における避難場所相互利用に関する協定 

（越谷市） 

４－６－４ 災害時における避難場所相互利用に関する協定 

（朝霞市）(志木市）(富士見市) 

４－６－５ 災害時の『さいたまスーパーアリーナ』の運用（利用）に関する協定書 

（埼玉県）（さいたまアリーナ） 

４－６－６ 災害時における避難場所等としての使用に関する覚書 

（埼玉大学） 

４－６－７ 災害時における避難地及び防災施設の使用に関する覚書 

（埼玉県立近代美術館） 

４－６－８ 災害時における二次避難所施設利用に関する協定 

（さいたま市文化振興事業団） 

４－６－９ 災害時における避難地及び防災施設の運営に関する協定書 

（埼玉県大宮公園事務所） 

４－６－１０ 災害時等における避難場所としての使用に関する覚書 

（ロッテ）(千葉ロッテマリーンズ） 

４－６－１１ 災害時における避難場所等としての利用に関する協定 

（農業・食品産業技術総合研究機構） 

４－６－１２ 災害時における防災活動協力に関する協定書 

（イトーヨーカ堂） 

４－６－１３ 災害時における避難場所としての施設利用に関する協定 

（佐藤栄学園） 



-vi-

No. 資 料 名

４－６－１４ 災害時における避難場所としての施設利用に関する協定 

（開智学園） 

４－６－１５ 災害時等における浦和競馬場の使用に関する覚書 

（埼玉県浦和競馬組合） 

４－６－１６ 災害時における物資供給及び施設利用に関する協定書 

（マミーマート） 

４－６－１７ 災害時における施設等の提供協力に関する協定書 

（イオンリテール） 

４－６－１８ 災害時における施設等の提供協力に関する協定書 

（スバル興産） 

４－６－１９ 災害時における施設等の提供協力に関する協定書 

（片倉工業株式会社） 

４－６－２０ 災害時における避難場所としての施設利用に関する協定 

（芝浦工業大学） 

４－６－２１ 災害時における「彩の国さいたま芸術劇場」の施設等の提供協力に関する

協定書（埼玉県）（埼玉県芸術文化振興財団） 

４－６－２２ 災害時における施設等の提供協力に関する協定書 

（ビバホーム） 

４－６－２３ 災害時における要援護者の受入れに関する協定書 

（さいたま市老人福祉施設協議会）【福祉総務課】 

７ 応急対策関係 

No. 資 料 名 

４－７－１ 災害時における緊急設備支援に関する協定書 

（セレスポ） 

４－７－２ 災害救助犬の出動に関する協定書 

（ジャパンケネルクラブ） 

４－７－３ 災害時における仮設トイレの供給に関する協定書 

（計１０社） 

４－７－４ 災害時における電気設備の復旧に関する協定書 

（埼玉県電気工事工業組合） 

４－７－５ 災害時における災害応急対策業務及び建設資材調達に関する包括的協定

書（日本建設業連合会関東支部） 

４－７－６ 大規模災害時における災害応急対策業務及び建設資材調達に関する協定

書（さいたま市建設業協会） 

４－７－７ 大規模災害時における災害応急対策業務及び建設資材調達に関する協定

書（彩の国建設業協会） 



-vii-

No. 資 料 名

４－７－８ 大規模災害時における災害応急対策業務及び建設資材調達に関する協定

書（さいたま市土木研究会） 

４－７－９ 災害時における段ボール製品の調達に関する協定 

（東日本段ボール工業組合） 

４－７－１０ 災害時における停電復旧の連携等に関する基本協定 

（東京電力パワーグリッド） 

４－７－１１ 災害時における応急仮設住宅の建設等に関する協定書 

（埼玉県建築産業団体連合会）【建築総務課】 

４－７－１２ 災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書 
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（日本産業・医療ガス協会関東地域本部）【食品・医薬品安全課】 

４－８－１０ 災害救助法に基づく日本赤十字社埼玉県支部への委託に関する 

さいたま市と日本赤十字社埼玉県支部との協定書 

（日本赤十字埼玉県支部）【健康増進課】 

４－８－１１ 災害時の医療救護に関する協定書 

（４医師会）（１１医療機関）【地域医療課】 

４－８－１２ 災害時の医療救護に関する協定書実施細目 

（４医師会）（１１医療機関）【地域医療課】 

９ 情報関係 

No. 資 料 名 

４－９－１ 災害時緊急放送に関する協定書 

（ＣｉｔｙＦＭさいたま） 

４－９－２ 災害時における協力に関する協定 

（さいたまアマチュア無線防災ネットワーク） 

４－９－３ 災害時における放送要請に関する協定書 

（エフエムナックファイブ） 

４－９－４ 防災への取り組みに関する協定書 

（Ｇｏｏｇｌｅ） 

４－９－５ 災害に係る情報発信等に関する協定 

（ヤフー） 

４－９－６ 災害時における放送等に関する協定 

（ジェイコム埼玉・東日本） 
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１０ 運送関係 

No. 資 料 名 

４－１０－１ 災害時における輸送業務に関する協定書 

（赤帽首都圏軽自動車運送協同組合） 

４－１０－２ 災害時における物資等の輸送に関する協定書 

（埼玉県トラック協会） 

４－１０－３ 災害時等における支援物資輸送拠点としての協力に関する協定書 

（佐川急便） 

４－１０－４ 災害時における人員の輸送に関する協定書 

（埼玉県バス協会） 

４－１０－５ 大規模災害時における物資の輸送・荷役等に関する協定書 

（ＡＺ－ＣＯＭ丸和・支援ネットワーク）(丸和運輸機関） 

１１ 施設利用関係（帰宅困難者） 

No. 資 料 名 

４－１１－１ 災害時における施設等の提供協力に関する協定 

（浦和ワシントンホテル）（ホテルメッツ浦和） 

（ホテルニュー埼玉）（プラザホテル浦和） 

４－１１－２ 災害時における施設等の提供協力に関する協定 

（埼玉県勤労者福祉センター） 

４－１１－３ 災害時における施設等の提供協力に関する協定 

（ホテルブリランテ武蔵野） 

４－１１－４ 災害時における施設等の提供協力に関する協定 

（大宮情報文化センター） 

４－１１－５ 災害時における施設等の提供協力に関する協定 

（アウルホテル大宮） 

４－１１－６ 災害時における施設等の提供協力に関する協定 

（埼玉県市町村職員共済組合） 

４－１１－７ 災害時における施設等の提供協力に関する協定 

（大宮スカイプラザ） 

４－１１－８ 災害時における施設等の提供協力に関する協定 

（東京ＩＴ会計法律専門学校大宮校） 

４－１１－９ 災害時における施設等の提供協力に関する協定 

（浦和商業開発） 

４－１１－１０ 災害時における施設等の提供協力に関する協定 

（河合塾大宮校） 

４－１１－１１ 災害時における施設等の提供協力に関する協定 

（埼玉福祉専門学校） 
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No. 資 料 名

４－１１－１２ 災害時における施設等の提供協力に関する協定 

（鉄道博物館） 

４－１１－１３ 災害時における施設等の提供協力に関する協定 

（パレスホテル大宮） 

４－１１－１４ 災害時における施設等の提供協力に関する協定 

（大宮ソニックシティ） 

４－１１－１５ 災害時における施設等の提供協力に関する協定 

（埼玉県産業文化センター） 

４－１１－１６ 災害時における施設等の提供協力に関する協定 

（浦和ロイヤルパインズホテル） 

４－１１－１７ 災害時における施設等の提供協力に関する協定 

（埼玉トヨペット） 

４－１１－１８ 災害時における施設等の提供協力に関する協定 

（管理庁 国土交通省関東地方整備局） 

４－１１－１９ 災害時における施設等の提供協力に関する協定 

（Plan・Do・See） 

４－１１－２０ 災害時における帰宅困難者の受入に関する協定 

（野村不動産） 

４－１１－２１ 災害時における帰宅困難者の受入に関する協定 

（ＬＩＸＩＬビバ） 

４－１１－２２ 災害時における帰宅困難者の受入れに関する協定 

（大宮駅西口第３－Ｂ地区市街地再開発組合） 

４－１１－２３ 災害時における帰宅困難者の受入れに関する協定 

（大宮駅東口大門町２丁目中地区市街地再開発組合） 

４－１１－２４ 災害時における帰宅困難者の受入れに関する協定 

（武蔵野銀行） 

４－１１－２５ 災害時における避難所での使用済み毛布の再利用の協力に関する協定 

（一般社団法人ＳＳＣＡ） 

１２ 帰宅困難者対策関係（九都県市） 

No. 資 料 名 

４－１２－１ 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書 

（ロイヤルホールディングス） 
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１３ その他 

No. 資 料 名 

４－１３－１ 公共情報通信基盤を利用した情報提供及び活用に関する協定 

（国土交通省関東地方整備局荒川上流工事事務所） 

４－１３－２ 災害時における家屋被害認定調査に関する協定書 

（埼玉土地家屋調査士会） 

４－１３－３ 災害時における停電復旧の連携等に関する基本協定 

（東電タウンプランニング） 

４－１３－４ 災害発生時における日本大学法学部大宮キャンパスの使用に関する協

定（国土交通省関東地方整備局）(日本大学) 

４－１３－５ 災害時の支援等に関する協定 

（財務省関東財務局） 

４－１３－６ 大規模災害時における無人航空機及び電気自動車による協力に関する

協定書（サイニチホールディングス）(埼玉日産自動車) 

４－１３－７ 大規模災害時における電気自動車等による電力供給に関する協定書 

（埼玉トヨタ）（埼玉日産） 

４－１３－８ 災害時における住家被害認定調査等に関する協定 

（埼玉県不動産鑑定士協会）【固定資産税課】 

４－１３－９ さいたま市災害ボランティアセンターの運営等に関する協定書 

（さいたま市社会福祉協議会）【コミュニティ推進課】 

４－１３－１０ さいたま市災害廃棄物の処理の協力に関する協定 

（計１７社）【資源循環政策課】 

４－１３－１１ 災害時等における有害化学物質等の調査に関する協定 

（計９社）【環境対策課】 

４－１３－１２ 地理空間情報の活用促進のための協力に関する協定書 

（国土地理院）【都市計画課】 

４－１３－１３ 災害時における住宅復興に向けた協力に係る基本協定書 

（住宅金融支援機構首都圏支店）【建築行政課】 

４－１３－１４ 災害時における施設の提供協力に関する協定書 

（埼玉大学）【水道総務課】 

４－１３－１５ 災害時等における施設の提供協力に関する覚書 

（埼玉水道公社サービス）【営業課】 
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第５部 公共施設・機関等一覧 

No. 資 料 名 

５－１ 防災行政無線固定系放送塔設置場所一覧表 

５－２ 小・中・高等学校等一覧表 

【学事課】 

５－３ 社会教育施設一覧 

【生涯学習総合センター】 

５－４ 福祉施設一覧表 

【高齢福祉課】【介護保険課】【障害政策課】【障害支援課】 

【子ども家庭総合センター総務課】【青少年育成課】 

５－５ 水防法による浸水想定区域における要配慮者が利用する施設一覧表 

【障害支援課】【高齢福祉課】【介護保険課】【子育て支援政策課】 

【青少年育成課】【幼児政策課】【保育課】【子ども家庭支援課】 

【総合療育センターひまわり学園総務課】【高校教育課】【健康教育課】 

５－６ 保育園一覧表 

【のびのび安心子育て課】【保育課】 

５－７ さいたま市所在指定文化財一覧 

【文化財保護課】 

５－８ さいたま市内公衆便所一覧 

【都市公園課】【生活衛生課】【大宮駅東口まちづくり事務所】 

５－９ さいたま市保有車両一覧 

【庁舎管理課】【管財課】 

５－１０ さいたま市医療機関一覧表 

【保健総務課】 

５－１１ 主要報道機関一覧 

【広報課】 


