
第Ⅵ編 資料編





Ⅵ資料編

和光市の防災目標
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和光市の防災目標
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災害に強い防災

体制の確立

災害に強い市民

の育成

災害に強い防災

都市構造

① 総合消防体制の整備

② 火災予防体制の強化

③ 救急・救助体制の強化

④ 都市防災体制の確立

⑤ 自然災害対策の充実

① 市民の災害行動の向上

② ボランティアの環境整備

③ 高齢者、障害者等特に配慮を

要する市民へ支援対策の推進

① 災害に強い都市空間づくり

（災害に強い都市構造の形成）

② 災害の拡大防止による被害の

軽減（都市基盤整備の推進）

③ 公共施設の災害対応力の強化

（地区防災活動拠点の整備）
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和光市防災会議条例

資料－2

和光市防災会議条例

和光市防災会議条例

昭和 39年 7月 21 日

条例 第 20 号

改正 昭和 43年 4月 11 日条例第 8号

昭和 46 年 3 月 30日条例第 12 号

昭和 48 年 6 月 30日条例第 24 号

平成 10年 9月 8日条例第 32 号

平成 12年 3月 3日条例第 8号

平成 25年 3月 25日条例第 1号

（目的）

第 1条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 16 条第 6項の規定に基づき、和

光市防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

（所掌事務）

第２条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 和光市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進する。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前 3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務。

（会長及び委員）

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

２ 会長は、市長をもってあてる。

３ 会長は、会務を総理する。

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

５ 委員は、次の各号に掲げる者をもってあてる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 埼玉県知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 埼玉県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部消防長

(7) 消防団長

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

６ 前項第 1号、第 2号、第 3号、第 4号、第 8号及び第 9号の委員の定数は、それぞれ 3人、5人、

2人、20人、5人及び 2人以内とする。

７ 第 5項第 8号及び第 9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任
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者の残任期間とする。

８ 前項の委員は、再任されることができる。

（専門委員）

第４条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、埼玉県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関

係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

（議事等）

第５条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会

長が防災会議に、諮って定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則（昭和 43 年条例第 8号）

この条例は、公布の日から施行する。

附則（昭和 46 年条例第 12号）

この条例は、公布の日から施行する。

附則（昭和 48 年条例第 24号）

この条例は、公布の日から施行する。

附則（平成 10 年条例第 32号）

この条例は、平成 10 年 10 月 1日から施行する。

附則（平成 12 年条例第 8号）

この条例は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。

附則（平成 25 年条例第 1号）

この条例は、公布の日から施行する。
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和光市防災会議運営要領

和光市防災会議運営要領

昭和 43年 8月 20 日

防災会議可決

（目的）

第１条 この要項は、和光市防災会議条例（昭和 39 年条例第 20号）第 5条の規定に基づき、和光市

防災会議（以下「防災会議」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（会議）

第２条 防災会議は、会長が招集し、その議長となる。

２ 防災会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。

３ 防災会議を招集するときは、会議の日時、場所及び議題を定め、委員に通知しなければならない。

（異動等の報告）

第３条 委員に異動があった場合、後任者は直ちにその役職、氏名及び異動年月日を、会長に報告し

なければならない。

（会長の専決処分）

第４条 防災会議の権限に属する事項で、その議決により特に指定した事項は会長において処理する

ことができる。

２ 前項の規定により処理したときは、会長は次の防災会議において報告しなければならない。

（専門委員）

第５条 専門委員は、防災会議に出席して意見を述べることができる。

（会議録）

第６条 会長は、会議録を作成し、次の事項を記録しておかなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の職名及び氏名

(3) 会議に付した案件及び審議の経過

(4) 議決した事項

(5) その他の事項

（所掌事務）

第７条 防災会議の事務は、防災担当課が行う。

２ 前項に掲げる事務は、次のとおりとする。

(1) 防災会議に提出する議案の作成に関すること。

(2) 防災計画を作成し、若しくは修正するための資料の収集に関すること。

(3) 災害時における情報の収集に関すること。

(4) 災害に関係ある各課等及び関係機関相互の連絡調整に関すること。

(5) その他会長が命ずる事項。

（雑則）

第８条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

附則

この訓令は、昭和 43年 8月 20 日から施行する。
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和光市防災会議の権限に属する事項のうち会長が専決できる事項

和光市防災会議の権限に属する事項のうち会長が専決処理できる事項

昭和 43年 8月 20日

防災会議可決

和光市防災会議運営要項第 4条により、次の事項は、会長において専決処理することができる。

１ 和光市の地域に災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

２ 和光市の地域に災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策及び災害復旧に関し

関係機関相互の連絡調整を図ること。

３ その他緊急措置を要する事項
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和光市防災会議委員

区分 機関名 職名

会長 和光市 市長

第 1号
さいたま労働基準監督署 署長

荒川上流河川事務所 所長

第 2号

さいたま農林振興センター 所長

朝霞保健所 所長

朝霞県土整備事務所 所長

南西部地域振興センター 所長

第 3号 朝霞警察署
署長

警備課長

第 4号
和光市

副市長

企画部長

総務部長

危機管理監

市民環境部長

保健福祉部長

建設部長

上下水道部長

議会事務局長

監査委員事務局長

保健福祉部健康支援課統括主査

保健福祉部健康支援課保健師

和光市教育委員会 教育部長

第 5号 和光市教育委員会 教育長

第 6号 埼玉県南西部消防本部 消防長

第 7号 和光市消防団 団長

第 8号

東日本電信電話（株）埼玉事業部 埼玉南支店 支店長

東武鉄道（株）和光市駅 駅長

東京パワーグリッド電力（株）志木支社 志木支社長

東京ガス（株）北部支店 支店長

日本通運（株）埼玉支店 新座コンテナ事業所 所長

第 9号
和光市自治会連合会 理事

和光市民生委員児童委員協議会 副会長
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和光市地形区分図
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一般県道
新座・和光線

国道
254 号
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和光市土地利用状況の変遷

１ 大正 8年頃

現在の該当する区域は新倉村と白子村である。

土地利用の状況は、低地部では旧来の伝統的な田園風景が展開している。また、台地上には比較的集

落が散在し、広く雑木林が分布する。川越街道沿いにも集落が発達している。

明治 43 年に新河岸川及び荒川が氾濫し、新倉田圃は、水浸しとなる。

明治 44 年に荒川下流域改修工事が着工され、また、大正 7年に荒川上流部改修工事が開始される。

大正 3年に東上鉄道（現東武東上線）池袋・川越間が開通し、当時和光地域の人々が利用する成増駅

から池袋まで電車で 26 分を要した。

大正 11 年に駅前通り（浦和新倉道）第一期（川越街道より柿ノ木坂）が完成し、大正 15 年に浦和新

倉道第二期（柿ノ木坂より下井戸）が完成する。

大正 12 年に関東大震災が発生し、関東周辺に大被害をもたらした。埼玉県の被害は、家屋の全半壊

戸数は 7万戸余、死者 217 人及び負傷者 517 人に達した。特に、南埼玉地域に被害は集中した。

本市は、台地上に住居が発達していたため被害は少なく、新倉村で全壊家屋 1戸、半壊家屋 1戸、白

子村で家屋全壊 2戸であった。しかし、大震災による影響は大きく、余震の度に戸外に飛び出したり、

家の中で寝ない人たちもいた。また、電信電話が不通になったばかりでなく、新聞や電気も停止するな

ど生活活動全般に被害の影響があった。

２ 昭和 7年頃

土地利用の状況は、大正 8年頃から大きな変化はない。しかし、荒川と新河岸川は、河川改修され直

線的な流れに変化した。

昭和 4年に東上線（池袋―川越間）が電化される。

昭和 9年に東武東上線新倉駅が開設される。昭和 13 年においても一日の平均乗客数は、約 160 余人

と非常に閑散とした駅であった。しかし、軍需工場の相次ぐ進出により昭和 15 年には一日平均 1,100

余人にも及ぶこととなる。

昭和 14 年に陸軍予科士官学校建設地として南西地域の山林地帯（本市の面積の約 20％）が強制的に

買収され、山林部が急激に減少する。

昭和 18 年には白子村と新倉村が合併し大和町が誕生する。

３ 昭和 30 年頃

昭和 28 年に大和工場誘致条例が施行され、本田技研工業の誘致に成功し、経済的に裕福な街へと発

展していく。その後の急激な人口の増加に伴い、農村的色彩を薄めていく。

昭和 38 年に朝霞キャンプの一部 420,000 ㎡が、理研化学研究所、住宅公団及び小学校用地のために

返還される。

４ 昭和 34 年頃

昭和 39 年に、大雨にあうと水をかぶる冠水橋であった笹目橋が荒川新笹目大橋として永久橋にかけ

かえられ、オリンピック道路も開通し大和町の交通事情は大きく変わることとなる。また、朝霞キャン

プの返還地に西大和団地が建設され、この公団団地の入居により大和町の人口は一躍 3,000 人も増加し

た。上述の推移から人口は、昭和 30年の12,500 人から昭和 40年には 24,000人に達し、45年には 38,000

人に達する。

農業就業者も減少し、大和町は、一挙に都市化の波に乗ることになる。昭和 45 年の地方自治法の一

部改正により、本市が誕生する（人口 30,000 人以上の町は市に昇格できる。）

市制施行後は爆発的な人口増加はやや停滞をみせている。

５ 昭和 50 年頃

台地上に残されていた樹林地は、開墾され、田畑や宅地となる。また、低地部や谷底平野部に市街地

が発展し、特に白子川沿いの宅地化が著しくなる。田であった部分は、盛土され畑地に変わる。

６ 昭和 60 年頃

新倉で荒地であった部分が畑や宅地として利用されている。台地部では本町の元軍需工場跡地に民間

大型住宅開発が行われ、住宅以外にも商業施設や市立図書館などが建設されている。
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将来の全体都市構想図
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地震の基礎知識

消防教科書「防災」から引用

１ 震源、震源域、震央

(1) 震源、震源域

地震は、地殻のある場所で岩盤がずれる（破壊する）ことによって発生し、そこから地震波が

伝わることで、地震動として感じることとなる。岩盤の破壊が始まり、波動が発生した点のこと

を震源という。実際は地震波のすべてがこの点から発生するのではなく、岩石の破壊が広がった

領域で発生しており、その領域を震源域と呼んでいる。

(2) 震央

マグニチュード 8クラスの巨大地震では、震源域は長さ 100～150km、幅数 10km に及び、4～

5m の食い違い量を持つ断層を生じさせる。時には断層が表面に現れることがある。震源直上の

地表の地点を震央という。一見して地震がここから発したようにも見えるので震源地ともいう。

２ 地震波

地球は均質でないので、地振動は単純な振動運動ではなく、いろいろな波形や波長の波の組み合

わせとなり三次元の複雑な揺れを示す。地震波をより大きく分ければ次の 3種類となる。

←―→ 振動の方向 ↑ 振動の方向

↓

P波（たて波）の伝わり方 S波（横波）の伝わり方

(1) P 波（Primary wave、たて波又は疎密波）

最初に到達する波。岩石の体積変化の反発に伴い生じる波で、音のように振動方向と波の方向

が一致する。その速度は岩石の硬いところは早く、沖積層などの柔らかいところでは遅い。地殻

における速度は、6～7km/s（地表近くはこれよりもずっと遅い。）である。

(2) S 波（Secondary wave、横波）

2番目にくる波は、岩石の変形の反発に伴い生ずる横波（ねじれ波）で海の波のように振動方

向と進行方向は直角であり、地殻における速度は 3.5～4km/s（地表面近くはこれよりもずっと

遅い。）である。

(3) 表面波

石を投げた場合、表面は波をうっているが、深いところでは動きがないように、地球の表面近

くの部分だけが運動し、内部の方は静止しているような振動状態の波を表面波という。表面波に
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は、地表面の動きが進行方向に対して前後及び上下の運動をするレイリー波（Rayleigh wave）

と、地表面の動きが進行方向に対して直角の面で振動するラブ波（Love wave）の 2種類がある。

ともに発見者の名前をとっている。

表面波（レイリー波）の伝わり方 表面波（ラブ波）の伝わり方

備考 近年、表面波（レイリー波）の一種で、数千 mの厚さで伝わる長周期地震波（ほとんど体

感することができない、長周期地震動から発生する周期 5～10 秒の波）の危険性が、指摘さ

れている。

大きな地震では、表面波が地球を数周することもあり、また、固い地盤にぶつかると、反

射する波もある。

３ 卓越周期、固有周期、共振現象 地盤による卓越周期の目安

地震波は、いろいろな周波数や振幅に波が合成され、

複雑な波形となっており、地盤により揺れ方は大きく異

なる。

地盤ごとに最大の揺れを示す波の周期（波の山から山

までの時間）が異なり、その周期を卓越周期という。

建物の種類別固有周期の例

一方、建物や構造物にも構造や高さ等により、

建物及び構造物ごとにそれぞれの振動周期が

ある。これを固有周期という。

建物や構造物の固有周期と、その建物や構造物

を支えている地盤の卓越周期が近い場合には、

共振して大きく揺れる。

高層ビルでは、建物の固有周期により周期が長

い地震波に対しては、ビルが一体となって揺れるため、高層階では低層階や地上より大きく揺れるこ

とがある。

備考 長周期地震波は、固有周期の長い高層建物やタンクに貯蔵されている液体と共振し、建物

や施設に被害を生じさせると言われている。

地盤 卓越周期（s）

堅固な地盤、岩盤 約 0.1

洪積層 約 0.2～0.3

沖積層 約 0.4～0.5

埋立地、沼地 約 0.6～0.8

建物の種類 周期

平屋の一般住宅 0.2～0.4 秒

2 階建ての一般住宅 0.3～0.6 秒

2 階建てのアパート 0.4～0.7 秒

10 階建ての鉄筋コンクリートビル 0.8 秒前後

10 階建ての鉄筋コンクリートビル 1.2 秒前後
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発生

年月日
Ｍ

緯度

経度

深さ

km
震源地域 被害内容

818. 7.5 36.50

139.50
－

関東諸国 相模・武蔵・下総・常陸・上野・下野等、山崩れ谷埋ま

ること数里、百姓の圧死者多数。

878.11.1 7.4 35.50

139.30 －

関東諸国 相模・武蔵が特にひどく、5～6 日震動が止まらなかっ

た。公私の屋舎 1つ全きものなく、地陥り往通不通とな

る。圧死者多致。

1615.6.26 6.5 35.70

139.70
－

江戸 家屋破潰、死傷多く、地割れは生じた。詳縮不明。

1630.8.2 6.3 35.75

139.75 －

江戸 江戸城西の丸御門口の石垣崩れ、塀も多少損ず。細川家

家上屋敷では白壁少々落ち、藩ち、塀もゆり割れたが下

屋敷は異常なし。

1649.7.30 7.0 35.80

139.50

－

武蔵

下野

川越で大地震、町屋で 700 軒ばかり大破、500 石の村、

700 石の村で田畑 3尺ゆり下る。江戸城二の丸石垣・塀

被損、その他城の石垣崩れ、侍屋敷・長屋の被損・倒壊

あり，上野東照宮の大仏の頭落ち、日光東照宮の石垣・

石の井垣被損し、八王子・伊那で有感、余震日々40～50

回、死 50 人余。

川越で被害があった事が最近分かったが、川越付近の地

盤の悪さによるところが大きいと思われ、液状化現象ら

しい点もある。

1703.12.31 8.2 34.7

139.8 －

関東南部 相模・武蔵・上総・安房で震度大、特の小田原付近の被

害が大きい。房総でも津波に襲われ多数の死者が出た。

江戸の被害も大きかったが県内の被害の詳細は不明。

1791.1.1 6.3 35.80

139.60
－

川越

蕨

蕨で堂塔の転倒、土蔵等の破損。

川越で喜多院の本社屋根など破損。

1854.12.23 8.4 34.00

137.80
－

東海 推定震度 蕨、桶川、行田 5。

1855.11.11 6.9 35.65

139.80

－

江戸 激震地域は江戸の下町で、中でも本所・深川・浅草・下

谷・小川町・曲輪内が強く、山の手は比較的軽かったが

土蔵の全きものは 1 つもなかった。民家の壊も多く、

14,346 軒という。また土蔵壊 1,410。地震後 30 余箇所

から出火し、焼失面積は 2町(0.22km)×2里 19町(10km)

に及んだ。幸いに風が静かで大事には至らず翌日の巳の

刻には鎮火した。死者は計 1万くらいであろう。

推定震度大宮 5、浦和 6。

荒川沿いに北の方熊谷あたりまで、土手割れ、噴砂等の

被害があった、幸手から松戸付近までの荒川～利根川間

の 52 ケ村総家数 5,041 軒中、壊家 17 軒人家・土蔵・物

置等壊同然 3,243 軒。（村毎の被害率 9～73％）。殆どは

液状化による被害か。

越谷土蔵の小被害。蕨で宿壊 3軒。土蔵は全て瓦壁土落

ちる。家の大破 33 軒死 1、傷 1。見沼代用水の堤も多く

の損害。行田で壊。半壊 3。土蔵は所々で大被、壁落等

あり。
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発生

年月日
Ｍ

緯度

経度

深さ

km
震源地域 被害内容

1859.1.11 6.0 35.90

139.70
－

岩槻 居城本丸櫓、多門その他所々被害、江戸・佐野・鹿沼で

有感。

1894.6.20 7.0 35.70

139.80

－

東京湾

北部

被害の大きかったのは東京、横浜等の東京湾岸で、内陸

に行くにつれて軽く、安房、上総は震動がはるかに弱か

った。東京府で死者 24、負傷 157 人。家屋全半壊 90、

破損家屋 4,922、煙突倒壊 376、煙突亀裂 453、地面の

亀裂 316 か所。

埼玉県は南部で被害があった。飯能では山崩れ（幅 350

間（約 630m））あり、鳩ヶ谷で土蔵の崩壊 10、家屋破損

5、川口で家屋・土蔵の破損 25。南平柳村で家屋小破 50、

土蔵の大破 3、水田の亀裂から泥を噴出した。鴻巣や菖

蒲では亀裂多く泥を噴出し、荒川・江戸川・綾瀬川筋の

堤に亀裂を生じた。

1894.10.7 6.7 35.60

139.80 －

東京湾

北部

芝区桜川町・赤坂溜池・下谷御徒町で建物の屋根や壁に

小被害。南足立部小小台村は震動やや強く、練瓦製造所

の煙突 3本折れ、屋根、壁等小破多し。

1923.9.1 7.9 35.20

139.30

－

関東南部 死者 99,331 名、負傷者 103,733 名、行方不明者 43,476

名、家屋全壊 128,266 軒、半壊 126,233 軒、焼失 447,128

軒、流出 868 軒。

埼玉県は死者 316 名、負傷者 497 名、行方不明者 95 名、

家屋全壊 9,268 軒、半壊 7,577 軒。

1924.1.15 7.3 35.5

139.20 －

丹沢山地 関東地震の余震。神奈川県中南部で被害大。被害家屋の

内には関東地震後の家の修理が十分でないことによる

ものが多い。

1931.9.21 6.9 36.15

139.23
0

埼玉県

北部

埼玉県では死者 11 人、負傷者 114 人、全壊家屋 172 戸、

中北部の荒川、利根川沿いの沖積地に被害が多い。

1968.7.1 6.1 35.59

139.26 50

埼玉県

中部

深さが 50km のため、規模の割に小被害で済んだ。東京

で負傷 6名、家屋一部破損 50、非住家被損 1、栃木で負

傷 1名。

1989.2.19 5.6 36.01

139.54
54

茨城県

南西部

茨城県、千葉県で負傷者 2人、火災 2軒。他に塀、整、

車、窓ガラス等破損、熊谷で震度 3。

2011.3.11 9.0 38°6.2′N

142°

51.6′E 24

三陸沖 東北地方を中心に死者 15,883 名、行方不明 2,676 名、

負傷者 6,144 名。

埼玉県は最大震度 6弱（宮代町）、負傷者 104 名、全壊

24 棟、半壊 194 棟、一部破損 16,161 棟、火災発生 12

件
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和光市地震被害想定結果

【地表面震度分布図（東京湾北部地震）】

 

0 2km1km500m

－ 鉄道
－ 主要道路

震度7(6.5＜I)
震度6強(6.3≦I＜6.5)
震度6強(6.0≦I＜6.3)
震度6弱(5.8≦I＜6.0)
震度6弱(5.5≦I＜5.8)
震度5強(5.3≦I＜5.5)
震度5強(5.0≦I＜5.3)
震度5弱(4.5≦I＜5.0)

I:計測震度
地震動強さを表す指標値のひとつ。
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【液状化危険度分布図（東京湾北部地震）】

 

0 2km1km500m

－ 鉄道
－ 主要道路

PL 東京湾北部地震

高い(15＜PL値)
やや高い(5＜PL値≦15)
低い(0＜PL値≦5)
極めて低い(PL値＝0)
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【急傾斜地崩壊危険度（東京湾北部地震）】
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【揺れによる全建物全壊数（東京湾北部地震）】
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【焼失棟数分布図（東京湾北部地震、冬 18時、風速 8.0m/s）】
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埼玉県における台風被害

１ カスリーン台風による水害

(1) 概要

昭和 22 年 9月 15 日関東地方を襲ったカスリーン台風と前線の影響により、14日と 15 日の 2

日間で秩父に 611mm の大雨を降らせたため、河川は増水し、利根川が北埼玉郡東村（現大利根町）

地内で 400m にわたって破提したのをはじめ、荒川が態谷市久下地内で 100m 破提するなど、県内

の 124 箇所で堤防が決壊した。

このため、県内のいたるところが大洪水となったが、ことに利根川堤防の決壊によって県の東

部は濁流と化し、あたかも利根川本流の様相を呈したため、40 万人の被災者と約 1,400 人の死

傷者を出す大災害となった。

(2) 被害状況

ア 死者：86 人、行方不明：10 人、負傷者：1,394 人

イ 流失家屋：392 戸

ウ 全壊：726 戸、半壊：2,116 戸

エ 床上浸水：44,610 戸、床下浸水：34,647 戸

オ 被害戸数（イ、ウ、エ）合計：82,178 戸

カ 被害人員：421,667 人

キ 被害総額：88 億 5,900 万人（発生当時の見積額）

２ 台風 22号による水害（狩野川台風）

(1) 概要

昭和 33 年 9 月 21日グアム島付近に発生した台風 22 号は、26 日に至って本土に上陸した。

このため、本県では山岳部で約 300mm、平野部で 400mm の大雨となり、秩父方面で崖崩れ、道

路、橋りょうの決壊により交通が途絶したほか、県内各地で河川が氾濫し鉄線翠、石張施設など

が漏水して 24 か所の堤防に決壊、亀裂が生じ、さらに危険箇所は数箇所に及んだ。

ことに川口市においては、この台風の影響で荒川の水位が市内を流れる芝川より高くなり逆流

を始めたので、これを防ぐために排水口を閉じたほか、浦和方面に降った約 400mm の大雨が、芝

川を通じて川口市内へ流れこんだため、27 日午前 9時には市街地の大部分が屋根まで水浸しと

なった。

さらに、戸田町においても、中央排水路の荒川への排水口を閉じたため、たん水状態となった。

このため、川口市及び戸田町にそれぞれ災害救助法が適用された。

(2) 被害状況

ア 死傷者：5人

イ 床上浸水：11,563 戸、床下浸水：29,980 戸（合計：41,543 戸）

ウ 被害人員：46,821 人

エ 被害総額：5億 9,885 万円（発生当時の見積額）

３ 台風 4号における水害

(1) 概要

昭和 41 年 6 月 28日襲来した台風 4号は、その経路は秋型コースにより房総沖を通過し、梅雨

前線を刺激して雨台風となったため、6月としては異常な豪雨となり県下全域に浸水家屋、土砂

くずれなどの大きな被害をもたらした。

降雨量は、秩父 244mm、川越 331mm、浦和 267mm を記録し、広域にわたって浸水又は冠水して、

被害は昭和 33 年 9 月 26 日狩野川台風以来のものとなった。

なお、台風 4号は、県南の市街地及びその周辺の住宅地や比較的被害経験の少ない県北地方に

大水害をもたらしたが、特に荒川、利根川等の直接被害より中小河川の氾濫による被害が最もひ

どかったことがあげられ、この災害で県及び市町村は災害対策本部を設置し、富士見市、足立町、
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川口市、浦和市、蕨市、行田市、戸田町に災害救助法を適用し、被害者の救助にあたった。

(2) 被害状況

ア 死者：6人、行方不明：2人、負傷者：7人

イ 流失家屋：2戸

ウ 全壊：10 戸、半壊：6戸、一部破損：165戸

エ 床上浸水：17,500 戸、床下浸水：57,825 戸

オ 被害戸数（イ、ウ、エ）合計：75,508 戸

カ 被害人員：315,447 人

サ 公共土木：1,843 箇所

シ 被害総額：24 億 1,039 万円（発生当時の見積額。ただし耕作地の被害）

４ 台風 26 号による風水害

(1) 概要

昭和 41年 9月 25日襲来した台風 26 号は、25 日 0 時すぎ静岡県御前崎に上陸県北西部に北上

したため強風と大雨を伴い、県下全域に家屋倒壊、浸水地域、また土砂崩れ等人的・物的に大き

な被害をもたらした。

県下の被害状況は、県北部の大里、児玉地区、県西部の入間、比企地区が風によるものであり、

県南部北足立地区は豪雨による浸水地域となっている。なかでも県北部大里地区の寄居町と深谷

市を結ぶ線上から群馬県よりの本圧市児玉地方一帯が特に激しい暴風となり県下最大の被害を

受けた。

なお、被害は記録的な暴風による家屋倒壊が大きかったが、原因は最大瞬間風速 40m/s 前後の

暴風が県北西部を通り抜けたことにあるが、その他の原因として

ア 農村の家屋が、上部が重いワラやカワラぶきでしかも老朽家屋が多かったこと

イ 災害はあまり受けた経験がない県民としては、まさかという油断で、家屋の補強をする人が

少なかったことがある。

この災害で県及び市町村は災害対策本部を設置し、態谷市、行田市、妻沼町、岡部村、深谷市、

川本町、花園村、寄居町、本圧市、美里村、児玉町、神川村、上里村、飯能市、板戸町、日高町、

川越市、狭山市、吉見村、秩父市、羽生市、東松山市、小川町、吹上町、加須市、毛呂山町、滑

川村、鳩山村、所沢市、与野市、戸田町、足立町、富士見町、武蔵町、越生町、川島村、横瀬村、

野上町、東秩父村、大里村、江南村、豊里村、騎西町、川里村、鶴ヶ島町、菅谷村、南河原村、

皆野町、西部町、小鹿野町、玉川村、都幾川村の 52市町村に災害救助法を適用し救助にあたる

とともに、住宅の復興等全般にわたって復旧要綱を決定し、県政史上いまだかつてない大規模な

救助活動を実施した。

(2) 被害状況

ア 死者：28 人、負傷者：727 人

イ 流失家屋：1戸

ウ 全壊：1,242 戸、半壊：6,699 戸、一部破損：80,262 戸

エ 床上浸水：740 戸、床下浸水：10,548 戸

オ 被害戸数（イ、ウ、エ）合計：99,492 戸

カ 被害人員：442,358 人

サ 公共土木：2,974 箇所

５ 台風 20 号による風水害

(1) 概要

昭和 54年 10 月 17 日の 22 時頃から、県下に台風 20号の影響による雨が降りはじめ、18 日 16

時 50 分に大雨洪水注意報、19 日 7 時 20 分に暴風雨洪水注意報が態谷地方気象台から発令され

県内全域にわたり風と雨による被害が続出しはじめ、15 市 10 町 5 村で災害対策本部を設置し、

県では警戒体制第 2配備を施行し災害状況の調査にあたった。
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(2) 被害状況

ア 死者：2人、負傷者：55人

イ 全壊：7戸、半壊：103 戸、一部破損：1,715 戸

ウ 床上浸水：879 戸、床下浸水：9,086 戸

エ 被害戸数（イ、ウ、エ）合計：11,790 戸

オ 被害人員：36,013 人

カ 被害総額：76 億 2,226 万円

６ 台風 24号による風水害

(1) 概要

昭和 56 年 10 月 22 日朝から、県下に台風 24 号の影響による雨が降りはじめ、22 日 13 時 50

分に大雨・洪水・強風注意報、同 18 時 00 分に暴風雨・洪水警報が発令され、県内全域にわたり

風と雨による被害が続出しはじめ、36 市町村で災害対策本部もしくはそれに準じる体制をしい

た。

県では警戒体制第 1配備を施行し災害状況の調査にあたった。

(2) 被害状況

ア 一部破損：7戸

イ 床上浸水：2,119 戸、床下浸水：20,227 戸

ウ 被害戸数（イ、ウ、エ）合計：22,353 戸

エ 被害総額：1億 6,964 万円

７ 台風 10号による風水害

(1) 概要

昭和 57 年 8 月 1 日朝から、県下に台風 10 号による大雨が降り、1 日 9時 20 分に大雨洪水注

意報、同 13 時 10 分に大雨洪水警報、2日 0時 10 分に暴風雨洪水警報が発令され、県内全域に

わたり風と雨による被害が続出しはじめ、19 市町村で災害対策本部を設置し、県では警戒体制

第 1配備を施行し災害状況の調査にあたった。

(2) 被害状況

ア 死者：4人、負傷者：6人

イ 全壊：5戸、半壊：25戸、一部破損：671 戸

ウ 床上浸水：151 戸、床下浸水：3,692 戸

エ 被害戸数（イ、ウ、エ）合計：4,454 戸

オ 被害人員：18,217 人

カ 被害総額：181 億 8,022 万円

８ 台風 18号による風水害

(1) 概要

昭和57年9月12日 18時頃静岡県御前崎付近に上陵した台風18号による影響により平野部を

中心に大雨が降り県内全域にわたって大きな被害をもたらした。

この災害で、浦和市ほか 52市町村で災害対策本部を設置し、昭和 41年以来の災害救助法を志

木市、富士見市、朝霞市、草加市、越谷市、大宮市、浦和市、与野市及び鳩ヶ谷市の 9市に適用

し救助活動を実施した。

(2) 被害状況

ア 死者：1人、負傷者：4人

イ 全壊：1戸、半壊：13戸、一部破損：28 戸

ウ 床上浸水：13,760 戸、床下浸水：50,075 戸

エ 被害戸数（イ、ウ、エ）合計：63,877 戸

オ 被害人員：223,606 人



Ⅵ資料編

埼玉県における台風被害

資料－22

カ 被害総額：127 億 9,267 万円

９ 台風 5号・6号による風水害

(1) 概要

昭和 58年 8月 14日から県下に台風 6号の影響による雨が降りはじめ、さらに本土への接近が

遅れた台風 5号が台風 6号を吸収し、17 日夜半ごろ本県を通過した。

この間、15 日 2時 00 分に大雨強風洪水注意報、同 15時 40 分に大雨洪水注意報、同 21時 55

分に大雨洪水警報雷雨注意報が発令され、県内全域にわたり風と雨による被害が発生した。

このため、11 市町村で災害対策本部を設置し、県では警戒体制第２配備を施行し災害状況の

調査にあたった。

(2) 被害状況

ア 死者：1人

イ 半壊：1戸、一部破損：3戸

ウ 床上浸水：4戸、床下浸水：147 戸

エ 被害戸数（イ、ウ、エ）合計：155 戸

オ 被害人員：546 人

カ 被害総額：24 億 1,677 万円

10 台風 6号による風水害

(1) 概要

昭和 60 年 7 月 1 日 2時すぎに御前崎付近に上陸した台風が、中心気圧 970mb と大型で並の勢

力を保ちながら、県南部を通り 7時すぎ三陸沖に抜けた。

この間 6月 30 日 10時 50 分に大雨洪水注意報、同 17 時 30分に大雨洪水警報、同 23 時 50 分

に大雨洪水警報強風注意報が発令され、県内全域にわたり大きな被害が発生した。

このため、13 市町村で災害対策本部を設置し、県では警戒体制第 1配備を施行し、災害状況

の調査にあたった。

(2) 被害状況

ア 床上浸水：704 戸、床下浸水：3,069 戸

イ 被害戸数（イ、ウ、エ）合計：3,773 戸

ウ 被害人員：13,376 人

エ 被害総額：32 億 3,617 万円

11 台風 10 号による風水害

(1) 概要

昭和61年 7月 29日フィリピン東方海上に発生した弱い熱帯性低気圧が8月1日ルソン島の東

で台風 10 号となった。その後台風が北東進し、4日には石廊崎の南約 120km の海上で温帯性低

気圧に変わった。台風がもたらした高温多湿や気流と前面にあった低気圧に伴う前線が活発化し

たため、広い範囲で多量の雨が降り、埼玉県内において 200mm を超える大雨となった。このため

県南部を中心に浸水の被害が発生し、また、県内のところどころで田畑の冠水、道路被害が発生

した。埼玉県は、5日午後 10 時 30 分草加市に災害救助法を適用した。

(2) 被害状況

ア 死者：1人

イ 半壊：2戸、一部破損：1戸

ウ 床上浸水：6,060 戸、床下浸水：20,275 戸

エ 被害戸数（イ、ウ、エ）合計：26,338 戸

オ 被害人員：105,027 人

カ 被害総額：35 億 9,924 万円
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12 台風 18 号による水害

(1) 概要

平成 3年 9月 15 日に沖の鳥島の南東海上で発生した台風 18号は、沖縄南方海上を経て日本の

南海上を北東進し、19 日 20 時頃には千葉県銚子市の南東約 50km まで接近した。その後三陸沖

に進み 20 日 9 時には温帯低気圧に変わった。

台風は大型で広範囲に雨雲を伴い、また北上するに従い日本の南海上の前線が活発化したため、

埼玉県内でも所により 200mm を超える大雨となった。

このため県南部及び東部を中心に大きな被害が発生し、21市 6町で災害対策本部が設置され、

県でも警戒体制第 1配備を施行し災害情報の収集にあたった。また、与野市、草加市、志木市、

朝霞市及び富士見市の 5市に災害救助法を適用した。

(2) 被害状況

ア 全壊：1戸

イ 床上浸水：6,382 戸、床下浸水：22,059 戸

ウ 被害戸数（イ、ウ、エ）合計：28,442 戸

エ 被害人員：99,907 人

オ 被害総額：32 億 7,304 万円

13 台風 11 号による風水害

(1) 概要

平成 5年 8月 27 日に、台風 11 号が千葉県銚子市付近を通過し、本州の東海上を北上したため、

関東甲信地方から東北地方南部にかけて大雨となった。

県内では、26 日 16 時 00 分に全域で大雨・洪水・強風・雷注意報、翌 27日 5時 35 分に大雨・

洪水警報が発令され、大きな被害が発生した。秩父地方をはじめとする県内各地は、降水量が

200mm を超える大雨であった。

このため、19 市町で災害対策本部が設置された。

(2) 被害状況

ア 負傷者：2名

イ 全壊：1戸、一部破損：2戸

ウ 床上浸水：2,060 戸、床下浸水：15,787 戸

エ 被害戸数（イ、ウ）合計：17,850 戸

オ 被害人員：54,984 人

カ 被害総額：17 億 3,771 万円

14 台風 17 号による風水害

(1) 概要

平成 8年 9月 13 日にフィリピンの東海上で発生した台風第 17 号は、発達しながら北西のちに

北東に進み、22 日午前強い勢力で八丈島の西の海上を通り、午後には房総半島の東海上を北北

東に進んだ。台風の中心が近くを通った房総半島など関東地方南部等で暴風雨となった。

県内では、21 日 18 時 20 分に全域で大雨・洪水・強風注意報、翌 22 日 11 時 10 分に大雨・洪

水・暴風警報が発令され、風と雨による被害が発生した。

このため、12 市町で災害対策本部を設置し、県でも警戒体制第 1配備を施行して災害情報の

収集にあたった。また、与野市に災害救助法を適用した。

(2) 被害状況

ア 負傷者：4名

イ 半壊：1戸、一部破損：26戸

ウ 床上浸水：761 戸、床下浸水：4,329 戸

エ 被害戸数（イ、ウ）合計：5,117 戸

オ 被害人員：14,426 人
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カ 被害総額：1億 6,668 万円

15 台風 4号による風水害

(1) 概要

平成 10 年 8 月 26 日から 31 日にかけて、前線が本州付近に停滞した。一方、台風 4号は、日

本の南海上をゆっくり北上した。この間、日本の東の高気圧と台風の影響で、前線に向かって暖

湿気流が流入したため、北日本から東日本にかけて断続的に大雨が降った。

県内では、27 日 20 時 30 分に全域で大雨・洪水・雷注意報、翌 28 日 1 時 35 分に大雨・洪水

警報が発令され、大きな被害が発生した。

このため、8市で災害対策本部を設置し、県でも警戒体制第 1、2 配備を施行して災害情報の

収集にあたった。また、川越市に災害救助法を適用した。

(2) 被害状況

ア 床上浸水：814 戸、床下浸水：1,881 戸

イ 被害戸数（ア）合計：2,695 戸

ウ 被害人員：8,016 人

エ 被害総額：22 億 9,725 万円

16 台風 5号による風水害

(1) 概要

平成 10 年 9 月 14 日に父島の南海上で発生した台風５号は、発達しながら北上して 16 日 4 時

半頃静岡県御前崎付近に上陸し、その後、関東地方から東北地方を縦断した。

県内では、15 日 17 時 20 分に全域で大雨・洪水・暴風警報、雷注意報が発令され、大きな被

害が発生した。秩父地方では、降水量が 250mm を超える大雨であった。

このため、5市で災害対策本部を設置し、県でも警戒体制第 1配備を施行して災害情報の収集

にあたった。また、与野市に災害救助法を適用した。

(2) 被害状況

ア 負傷者：2名

イ 一部破損：15 戸

ウ 床上浸水：585 戸、床下浸水：1,651 戸

エ 被害戸数（イ、ウ）合計：2,251 戸

オ 被害人員：6,465 人

カ 被害総額：21 億 1,140 万円

17 台風 3号による風水害

(1) 概要

平成 12年 7月 3日にフィリピンの東海上で発生した台風 3号は、発達しながら北北東に進み、

8日早朝八丈島と三宅島の間を通って、さらに房総半島の東海上を北上した。この台風により、

7日から 8日を中心に関東から東北地方の太平洋側を中心に大雨となった。

県内では、7日 16 時 50 分に全域で大雨・洪水・強風注意報、22 時 20 分に大雨・洪水・暴風

警報が発令され、大きな被害が発生した。

このため、6市町で災害対策本部を設置し、県でも警戒体制第１配備を施行して災害情報の収

集にあたった。また、与野市に災害救助法を適用した。

(2) 被害状況

ア 負傷者：1名

イ 床上浸水：599 戸、床下浸水：1,834 戸

ウ 被害戸数（イ）合計：2,433 戸

オ 被害人員：6,767 人

カ 被害総額：7億 7,516 万円
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18 台風 22 号による風水害

(1) 概要

平成 16 年 10 月 4日 15 時にフィリピンの東海上で発生した台風第 22号は、発達しながら日本

の南海上を北上した。台風は、9日 16 時頃、伊豆半島に強い勢力で上陸し、関東地方を通って、

夜には鹿島灘に進み、10 日 9 時に日本の東海上で温帯低気圧となった。

県内では、8日 15 時 50 分に全域で大雨・洪水注意報、翌 9日 14 時 07 分に大雨・洪水・暴風

警報、雷注意報が発令され、大きな被害が発生した。降水量が県内各地で約 200mm を超える大雨

であった。

このため、7市町で災害対策本部を設置し、県でも警戒体制第 2配備を施行して災害情報の収

集にあたった。

(2) 被害状況

ア 負傷者：1名

イ 床上浸水：159 戸、床下浸水：1,403 戸

ウ 被害戸数（イ）合計：1,562 戸

オ 被害人員：1,996 人

カ 被害総額：10 億 8,453 万円

（文中に使用される単位等については当時の基準に従って記載されています。現在では異なる

単位や区分で使用されているものがあります。）



Ⅵ資料編

埼玉県におけるその他の気象被害

資料－26

埼玉県におけるその他の気象被害

１ 昭和 9年 3月 21 日の日本海低気圧

風の被害。満州方面より日本海に入った低気圧が急激に発達し、12 時には秋田沖で 981mb とな

った。このため県下では南部、東部で南西の風が強まり被害が出た。熊谷の最大風速は 12.9m/s

（NW）。雨量は僅少であった。

２ 昭和 12 年 7 月 13 日～17 日の梅雨前線豪雨

雨の被害。最大地点雨量名栗 480mm。雨量は平野では少なく、東部や南部では 50mm 以下であっ

たが、山地で多雨となり被害が出た。死者 12 名、負傷者 5名、行方不明者 1名、住家全壊 5戸、

半壊 21戸、流失家屋 4戸、床上浸水 444 戸、床下浸水 2,279 戸。

３ 昭和 13 年 8 月 29 日～9月 1日の台風

風と雨の被害。熊谷最低気圧 980.3mb、最大風速 17.8m/s(NE)、最大地点雨量大滝 522mm。台風

中心所沢付近より入り北上、山地特に雨多く荒川など破堤。全県被害甚大。死者 74 名、負傷 40

名、住家全壊 1,205 戸、半壊 1,998 戸、流出 369 戸、床上浸水 7,874 戸、床下浸水 8,310 戸、その

他。

４ 昭和 24 年 8 月 31 日～9月 1日のキテイ台風

風と雨の被害。熊谷最低気圧 983.4mb、最大風速 18.2m/s(S)、最大地点雨量中津川 448mm、県西

部に雨多く、平野部は 100mm 以下。風害大。死者 12名、負傷 12 名、住家全壊 683 戸、半壊 1,567

戸、流失 6戸、床上浸水 326 戸、床下浸水 1,390 戸、その他。

５ 昭和 34 年 9 月 26 日～27 日の伊勢湾台風

風と雨の被害。熊谷最低気圧 983.0mb、最大風速 21.1m/s(S)、最大地点雨量秩父 265mm。県中央

部を中心に風害大。死者 8名、負傷 55名、住家全壊 351 戸、半壊 1,155 戸、床上浸水 291 戸、床

下浸水 1,497 戸、その他。

６ 昭和 38 年 5 月 22 日の雷雨・降ひょう・突風

雷、雨、ひょう、風の被害。夕方県北部の妻沼、深谷など 7市町村に鶏卵大の降ひょうと強風に

よる大被害あり、死者 4名、負傷 60 名、住家全壊 99戸、半壊 266 戸、床下浸水 81戸、その他。

７ 平成 25 年 9 月 2 日の竜巻

竜巻の被害。午後 2時頃発生。県内では越谷市、松伏町、さいたま市で被害が発生。長さが約

19km、幅が 100～200m。強さを示す藤田スケールが F2。重症 7名、軽症 56名、建物被害 1,555 棟、

その他。

８ 平成 25 年 9 月 16 日の竜巻

台風 18 号における竜巻被害。4つの竜巻が 16日午前 1時 30 分から午前 2時 40 分にかけて断続

的に襲来、県内では熊谷市、行田市、滑川町に被害。最大のものは、長さ約 13km、幅が約 200m。

強さを示す藤田スケールは F1が 3つ、F0が 1つ。中等症 1名、軽症 15 名、竜巻と台風 18 号の被

害を合わせた建物被害 1,021 棟、その他。

９ 平成 26 年 2 月 14 日～15 日の大雪

2月 14 日から 15 日にかけての大雪による被害。南西諸島で発生して発達した低気圧と上空の寒

気の影響により、14 日早朝から雪が降り続き、県内の最深積雪は、熊谷で 62cm、秩父で 98cm。死

者 3名、重症 28 名、中等症 135 名、軽症 296 名、住家半壊 1棟、一部損壊 9棟、県有施設被害 1

棟、農業被害額合計 229 億円（32 市 22 町 1村）、その他。
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埼玉県における事故被害

１ 旧秩父郡吉田町の大火

(1) 概要

昭和32年2月17日 17時 10分頃、旧秩父郡吉田町大字吉田地区の自動車修理販売店において、

ドラムガソリンを他の容器に入れ替え作業中、誤って土間へこぼしたため、近くにあったコンロ

の火が引火したものであるが、折からの強風にあおられて大火となり、全市街地を焼失するに至

ったものである。

このため、県は旧吉田町に対し、災害救助法を適用した。

当時の気象 天候：晴、風：NW、5m/s 温度：5℃、湿度：35％

(2) 被害状況

ア 負傷者：4人

イ 全焼世帯：55 世帯（112 棟）、半焼世帯：6世帯（8棟）

ウ 被害人員：259 人

エ 焼失面積 ：9,141 ㎡

オ 被害総額：1億 3,560 円（発生当時の見積額）

２ 八高線列車転覆事故

(1) 事故の概要

昭和 22 年 2月 25 日午前 7時 40 分頃、入間郡高麗川村大字鹿山地区（現日高市大字鹿山）の

入間川架道橋付近において、八高線下り八王子発高崎行き普通旅客列車（6両編成）が速度超過

により脱線転覆し、折から、この列車は買い出しに赴く乗客で満員であったので、この事故によ

り死傷者は多数にのぼり、負傷者は関係機関の協力を得て救援列車及び自動車により、毛呂、越

生、東飯能、川越、大宮、所在の病院へ収容したものである。

(2) 被害状況

ア 死者：157 人

イ 負傷者：210 人

(3) 事故発生の原因

機関士佐野一周の運転する下り第 3列車（機関車第 C5779 号）は東飯能駅を定時刻より 7分お

くれて発車し、時速約 25 キロで現場付近にさしかかったものであるが、現場付近は 20/1,000

の下り勾配のため次第に速度を増して約 50 キロとなった。更にこの付近は左にカーブしている

うえ、両側が高さ 5メートルの築堤になっているため、速度調整の必要を感じて常用制動をかけ

たが、正常な排気音なく、僅か 1キロ減圧したので、制動効果の不良を関知した。その後列車は

急激に速度を増したため、危険を感じて直ちに非常制動を講じたが、効果なく、周章狼狽するう

ちに列車は後方から強く前後動をはじめ、続いて左右動が加わり強烈な振動となり、その瞬間つ

いに後部 4両が分離して脱線し、うち 3両が高麗川駅南方 850m の地点において、進行右側の築

堤下に回転しながら相重なって転覆大破したものである。
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和光市における風水害被害

発生年月日 原因 被害概要

1766.7 － ①浸水：滝河原耕地の田畑（堤防、約 60m 破堤）

②満水：白子川

1800. 大雨 ①堤防決壊：上新倉の三ツ俣、大野前、雑丹袋

②満水：荒川

1885.7.1 洪水 堤防決壊：荒川との合流点付近の越戸川、数カ所

1890.8 豪雨 ①堤防決壊：荒川

②浸水：新倉村、家屋 9戸、田地 20％、畑地 8％

白子村、家屋 16 戸

1910.8 梅雨前線 ①氾濫：荒川、新河岸川

②浸水：新倉村、田地（堤防決壊による。）

1945.9 カスリーン台風 市街地・農村を問わず広域にわたり家屋損壊等甚大な被害

1958.9.26 台風 22 号（狩野川

台風）

①家屋損壊：全壊 11 戸、半壊 14 戸家屋破損の 85％は土砂崩れ・崖

崩れ、白子川の出水による損壊 3戸）

②浸水：床上浸水 219 戸、床下浸水 179 戸

浸水域は、荒川低地の沖積平野、越戸川と谷中川合流点

上流部から下流にかけての谷底平野及び白子川の三園橋か

ら東埼橋の間等

③橋梁損壊：白子橋、子安橋、柿ノ木橋等

1966.6.28 台風 4号 ①家屋損壊：全壊 2戸

②浸水：床上浸水 10 戸、床下浸水 161 戸

向和会・二三栄会（20 戸）、日之出住宅（25戸）、わだち

会（50戸）をはじめ、金泉寺前、和光市駅前、北口会、向

原自治会等で床下浸水（浸水域は狩野川台風の浸水域とほ

ぼ同じ）

③道路決壊：2箇所

④橋の流出：3箇所

⑤崖崩れ：8箇所（天理教白子分教会下、白子川下、市場下、新倉の

下井戸バス停等）

1966.9.24 台風26号（風台風）①家屋損壊：半壊 12 戸、一部破損 80 戸、非住家 18 戸

②浸水：床下浸水 9戸

③道路冠水：6箇所

④道路不通：4箇所

⑤崖崩れ 1箇所

1969.9.2 集中豪雨 ①浸水：床下浸水 43 戸（矢島川付近、向原付近、わだち会の一部、

白子坂下、和光市駅前、白子南郵便局等（うち、日之出住

宅 26 戸））

②崖崩れ：清水住宅、牛房等

1982.9.13 台風 18 号 浸水：床上浸水 190 戸等（住家 128 戸、共同住宅 58 世帯、店舗 4戸）、

（浸水地域：白子川中流部の成和橋～白藤橋～成増橋付近、

白子川下流左岸等）

床下浸水 77 戸（住家 35 戸、共同住宅 7 世帯、店舗 6戸、

工場 29 棟）、（浸水地域：白子川 3丁目付近、牛王山南側の県

道・新倉・蕨線沿い等）

2005.9.4 集中豪雨 ①浸水：床上浸水 26 戸、床下浸水 14 戸

②擁壁倒壊：1箇所

2014.6.25 集中豪雨 ①浸水：床上浸水 31 戸、床下浸水 31 戸

②道路冠水：8箇所

③自動車浸水：4台
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和光市の台地及び低地の柱状図

 （B）東京地下鉄株式会社車庫 
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地形と土砂災害及び水害との関連

凡例

〇：ほとんど問題のない場所

△：問題の少ない場所

×：問題の起きやすい場所

地形 水害に対する条件 土砂災害に対する条件

低
地
（
平
野
）

低水敷 ×
洪水（外水）氾濫が起きやすい。（水

衡部は堤防が決壊しやすい。）

○ ほとんど問題はない。

高水敷

（旧高水敷含む）
△
洪水氾濫や内水氾濫が起こることが

ある。

旧河道（旧河跡） × 洪水氾濫や内水氾濫が起きやすい。

氾濫平野

谷底平野

等

低い所 × 内水氾濫がおきやすい。

やや高い

所
△
谷底平野の合流点付近では内水氾濫

が起きやすい。

台
地
（
段
丘
）

段丘（上段） △ 問題は少ない。

△ 問題は少ない。

段丘

（中段）

武蔵野面

浸食凹地 △
問題は少ないが、豪雨時に水が集中

しやすい。

段丘面

○ ほとんど問題はない。

○ ほとんど問題はない。

段丘窪

（緩）
△ 問題は少ない。

段丘窪

（急）
×
降雨時に崖崩れが起き

やすい。

人
工
中
央
地

盛土地（低地部） △
堤防が決壊すれば、浸水することが

ある。
○ ほとんど問題はない。

埋土地

盛土地（台地部）
○ ほとんど問題はない。 △ 問題は少ない。

そ
の
他

湧水地点 ○ ほとんど問題はない。 ×
急崖部では豪雨時に崖

崩れを起こしやすい。

水衡部 ×
増水時に側方侵食を受けて堤防が決

壊しやすい。
○ 問題はない。
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和光市土砂災害警戒区域・特別警戒区域指定対象箇所

No 箇所番号 箇所名 住所
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類

特別

警戒区域

1 11101-Ⅰ-0011 観音寺峡 白子 2丁目 急傾斜地の崩壊 ○

2 11101-Ⅰ-0012-1 越之峡-1 白子 2丁目 急傾斜地の崩壊 ○

3 11101-Ⅰ-0012-2 越之峡-2 白子 2丁目 急傾斜地の崩壊

4 11101-Ⅰ-0013 牛房西峡 南 1丁目 急傾斜地の崩壊 ○

5 11101-Ⅰ-0014-1 寺の上-1 白子 3丁目 急傾斜地の崩壊 ○

6 11101-Ⅰ-0014-2 寺の上-2 白子 3丁目 急傾斜地の崩壊 ○

7 11101-Ⅰ-0015 向坂 新倉 1丁目 急傾斜地の崩壊 ○

8 11101-Ⅰ-0016 峰 新倉 2丁目 急傾斜地の崩壊 ○

9 11101-Ⅰ-0017 堀口 新倉 2丁目 急傾斜地の崩壊 ○

10 11101-Ⅰ-0018 宮前Ⅰ 新倉 2丁目 急傾斜地の崩壊 ○

11 11101-Ⅰ-0031 市場峡 白子 3丁目 急傾斜地の崩壊 ○

12 11101-Ⅰ-0044-1 向山峡-1 白子 1丁目 急傾斜地の崩壊

13 11101-Ⅰ-0044-2 向山峡-2 白子 1丁目 急傾斜地の崩壊 ○

14 11101-Ⅰ-0046-1 漆台-1 新倉 2丁目 急傾斜地の崩壊

15 11101-Ⅰ-0046-2 漆台-2 新倉 2丁目 急傾斜地の崩壊

16 11101-Ⅰ-0047-1 宮前Ⅱ-1 新倉 2丁目 急傾斜地の崩壊 ○

17 11101-Ⅰ-0047-2 宮前Ⅱ-2 新倉 2丁目 急傾斜地の崩壊 ○

18 11101-Ⅰ-0048 半三池 新倉 2丁目 急傾斜地の崩壊 ○

19 11101-Ⅰ-0055 牛房東峡 白子 2丁目 急傾斜地の崩壊 ○

20 11101-Ⅱ-0048 午王山 新倉 3丁目 急傾斜地の崩壊 ○

21 11101-Ⅱ-0050 北城山 白子 3丁目 急傾斜地の崩壊 ○

22 11101-Ⅱ-0052 南市場 白子 3丁目 急傾斜地の崩壊 ○

23 11101-Ⅲ-0029 上之郷 新倉 2丁目 急傾斜地の崩壊 ○

24 119001-Ｋ003 旧白子川 白子 3丁目 急傾斜地の崩壊 ○
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和光市土砂災害警戒区域・特別警戒区域指定対象箇所分布図
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和光市土砂災害警戒区域・特別警戒区域指定対象箇所分布図

24


