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用語の定義 
 

 本計画で使用する用語等は、次のとおりとする。 
 
１ 法令・条例名等の標記 

 標  記 説  明 
１ 防災会議条例 荒川区防災会議条例 

（昭和 38 年条例第 8 号） 
２ 災対条例 荒川区災害対策条例 

（平成 14 年条例第２号） 
３ 災対本部条例 荒川区災害対策本部条例 

（昭和 38 年条例第９号） 
４ 災対本部施行規則 荒川区災害対策本部条例施行規則 

（昭和 38 年規則第 12 号） 
５ 災対法 災害対策基本法 

（昭和 36 年法律第 233 号） 
６ 災対法施行令 災害対策基本法施行令 

（昭和 37 年政令 288 号） 
７ 水防法 水防法（昭和 24 年法律第 193 号） 
８ 水防法施行規則 水防法施行規則（平成 12 年建設省令 44 号）

９ 土砂災害防止法 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止

対策の推進に関する法律 
（平成 12 年法律第 57 号） 

10 急傾斜地崩壊防止法 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する

法律（昭和 44 年法律 57 号） 
11 救助法 災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号） 
12 救助法施行規則 災害救助法施行規則 

（昭和 22 年政令第 225 号） 
13 激甚法 

 
激甚災害に対処するための特別の財政援助

等に関する法律（昭和 37 年法律第 150 号）

14 建築基準法 建築基準法 
（昭和 25 年 5 月 24 日法律第 201 号） 

15 東京都震災対策条例 東京都震災対策条例 
（平成 12 年条例第 202 号） 

16 東京都帰宅困難者対策条例 東京都帰宅困難者対策条例 
（平成 24 年条例第 17 号） 

17 火災予防条例 火災予防条例 
（昭和 37 年 3 月 31 日条例第 65 号） 
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２ 機関名等の標記 

  
 
３ 特定の用語に含まれる範囲、意味 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 標  記 説  明 
１ 防災関係機関 計画事業に関係する、区、東京都（警視庁、

東京消防庁、消防団を含む。）、自衛隊、指定

公共機関、指定地方公共機関等の防災機関を

いう。 
２ 災対本部 荒川区災害対策本部をいう。 
３ 災対各部 荒川区災害対策本部を構成する各部（局）を

 標  記 説  明 
１ 震災 災対法第2条第1項に定める地震により生じ

る被害をいう。 
２ 風水害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮等の自然現象

により生じる被害をいう。 

いう。
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用語の解説 

 
あ行 
・荒川区防災情報システム 

区が導入している災害情報を総合的に集約するシステムで、通信系システム、観測系

システム、情報処理系システム、映像系システムから構成されており、区が実施すべき

災害応急活動を支援する。 
 
・一次避難所 

災害により住居が倒壊・焼失する等の被害を受けた住民を受け入れ、宿泊、給食等の

救援を行う施設で、小中学校等の施設を指定している。 
 

・一時（いっとき）集合場所 

火災の延焼等で危険が迫った場合に、防災区民組織を中心に一定の地域や事業所単位

に集団を形成して、避難所や避難場所に避難するために一時的に集合する場所。 
集合した人の安全が確保されるスペースをもった公園や学校の校庭、大通り上等を、

各町会単位に、区が、警察署、消防署等の防災関係機関、防災区民組織、町会、自治会

と協議により選定している。 
 
・液状化現象 

  地震の際に地下水位の高い砂地盤が、振動により液体状になる現象をいう。これによ

り比重の大きい構造物が埋もれ、倒れたり、地中の比重の軽い構造物（下水管等）が浮

き上がったりする。単に液状化ともいう。 
 
・応急給水拠点 

  区が避難所等に応急給水用資器材等を配備し、区民に対して応急給水活動をおこなう

拠点をいう。 

 

・応急危険度判定（被災建築物応急危険度判定） 

震災後の余震等による被災建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、

住民の安全の確保を図るため、建築物の被害の状況を調査し、二次災害の発生の危険の

程度の判定・表示等を行うことをいう。正式には「被災建築物応急危険度判定」である

が、本計画では「応急危険度判定」と標記する。 
 

・応急給水槽 

地震等の災害時に備え、住民の居住場所から概ね 2ｋｍの範囲内に、給水拠点（給水所

等）の無い空白地域を解消するために、都が設置する応急給水のための水槽をいう。 
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・屋外子局 

  防災行政無線用屋外スピーカーをいう。 

 

か行 
・外水はん濫 

  河川の水位が上昇し、河川の水が堤防からあふれる、または堤防が決壊した場合に、

はん濫が生じることをいう。 

 

・家屋被害概況調査（一次） 

  計画的な復興を行うために、災対本部が収集する情報を積極的に取得して、被災後一

週間以内に区全域の家屋被害概況を把握し、町丁目単位等で整理することにより当面の

建築行為を制限する建築制限区域の指定に向けた判断をするための調査をいう。 

 

・家屋被害状況調査（二次） 

復興対象地区を指定する上での重要な基礎資料を得ることを目的として、被災市街地 

内の全建物の損壊程度（全壊・半壊・一部損壊・無被害等）を調査するものであり、調 

査によって得られた情報を、被災後一か月以内に家屋被害台帳、街区別被害度分布図及 

び地区別被害状況図として整理し、復興対象地区の設定等にあわせて適切な時期に公表 

する。 

 

・家庭内備蓄 

  災害時に使用できる日用品、食料、飲料等を自宅に備蓄することをいう。 

 （家庭内備蓄の方法として、日常備蓄やローリングストック法などがある。） 

 

・がれき 

震災による建物の焼失、倒壊および解体により発生する廃木材およびコンクリートが

ら等のこと。広義としては、緊急道路障害物除去により道路上より撤去したがれきも含

む。 
 
・感震ブレーカー 

  地震発生時に設定値以上の揺れを感知したときに、ブレーカーやコンセントなどの電

気を自動的に止める器具をいう。感震ブレーカーの設置は、不在時やブレーカーを切っ

て避難する余裕がない場合に電気火災を防止する有効な手段であり、分電盤タイプ、コ

ンセントタイプ、簡易タイプ等の種類がある。 

 
・帰宅困難者 

震度 5 強以上の地震が発生した場合にはほとんどの交通機関が停止するため、外出者

（滞留者）の多くが、すぐには帰宅できない状況となる。この場合、帰宅距離が 10ｋｍ

未満の外出者は全員を帰宅可能者とし、10ｋｍ以上から 20ｋｍ未満は、1ｋｍ距離が増す

ごとに帰宅可能者が 10％ずつ逓減するものとし、20ｋｍ以上は全員を帰宅困難者とする。 
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・急傾斜地 

  「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」（昭和 44 年法律第 57 号）では、傾

斜度が 30 度以上ある土地を急傾斜地と定義している。 

 
・給水拠点 

災害時の断水に備え、都が飲料水を確保している浄水場、給水所等および応急給水槽

をいう。居住場所から概ね 2ｋｍ程度の距離内に１か所ある給水拠点には、応急給水用資

器材を配備している。（災害時給水ステーションともいう。） 
 

・緊急医療救護所・医療救護所 

  緊急医療救護所は、超急性期において災害拠点病院等の近接地等に設置する救護所で、

主に傷病者のトリアージ、軽症者に対する応急処置及び搬送調整を行う場所をいう。 

医療救護所は、災害の状況に応じて各避難所に設置する救護所で、医療救護班の巡回

等による医療救護活動を実施する場所をいう。 

 

・緊急地震速報 

地震の発生直後に、震源に近い地震計でとらえた観測データを解析して震源や地震の

規模を直ちに推定し、これに基づいて各地での震度や到達時刻を推定し、素早く知らせ

る情報をいう。 
 

・緊急通行車両 

地震発生時の交通規制により、一般車両の通行は禁止または制限されるが、公安委員

会等で承認を受けた緊急車両は、優先して通行することができる。 
 

・警戒待機 

区は、夜間、休日等勤務時間外の災害発生に備え、迅速かつ的確な防災体制を確保す

るために、輪番制の管理職および委託業者の 2名体制で、防災センター2 階の警戒待機室

に宿日直することとしている。 
 

・激甚災害（激甚災害制度） 

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律にもとづき、一般の災害復

旧事業補助や災害復旧貸付等の支援措置に加えて特別に設けられる補助制度をいう。 
 

・検視・検案 

検視とは、検視官（警察官）が犯罪性の有無の視点から死亡の状況や死因調査を行う

ことをいう。検案とは、監察医（医師）が死亡原因を調べることをいう。 
 

・広域避難場所（避難場所） 

地震火災から区民を安全に保護するため、火災が鎮火するまで一時的に待つ場所で、

東京都が指定している。東京都では避難場所というが、区では、避難所との混同を避け
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るため広域避難場所と標記している。 

 

・洪水予報 

国または都道府県が管理する河川で、万が一洪水が発生したとき、国民経済上重大な

損害を生じるおそれのある場合に、国土交通大臣または都道府県知事と、気象庁長官と

が共同で発表する。 
 

・後方医療施設 

後方医療施設とは、東京都災害拠点病院、救急告示医療機関、その他の病院で、被災

を免れて傷病者の受け入れを行う医療機関をいう。 
 
さ行 
・災害拠点病院 

通常の医療供給体制では医療の確保が困難となった場合に、傷病者を受け入れるとと

もに、都知事の要請に基づいて、医療救護班を編成し、応急的な医療を実施する医療救

護所との連携のもとに重病者の医療を行う病院をいう。 
 
・災害復興計画 

災害により重大な被害を受けた場合において、都市の復興ならびに区民生活の再建お

よび安定を図るため、策定する計画。 
 

・在宅避難 

  災害発生時に、自宅に被害が少ないため、避難所へ行かずに自宅で生活を続けること

をいう。 

 

・事業所防災計画 

東京都震災対策条例にもとづき、その事業活動に関して震災を最小限にとどめるため、

都および区の地域防災計画を基準として、事業者が作成しなければならない計画。 
 
・指定公共機関 

  国や地方公共団体と協力して災害等に対処する医療・電気・電気通信・ガス・運送事

業者等の機関をいう。 
 
・指定地方公共機関 

  知事が指定する電気・ガス・運送・通信・医療その他の公益的事業を営む法人、地方 
道路公社その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人をいう。 

 
・社会福祉施設 

  高齢者、児童、障がい者等の社会生活を営む上で、様々なサービスを必要としている

者を援護、育成し、または更生のための各種治療訓練等を行う施設をいう。 
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・住家被害認定調査 

  被害のあった住宅について、全壊、半壊等の「被害の程度」を調査するものであり、

り災証明書発行の基礎資料となる。 
 
・障害物除去 

災害時に道路損壊、崩土、道路上への落下倒壊物放置された車両などの交通障害物に

より通行不能となった道路において、それらの障害物を除去、簡易な応急復旧作業をし、

避難・救護・救急対策等のための初期の緊急輸送機能の回復を図ること。道路啓開とも

いう。 
 
・浸水想定区域 

  水防法第 14 条第 1 項の規定に基づき、洪水予報河川及び水位周知河川において、洪水

時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、想定し得る最大規模の降雨により河川がは

ん濫した場合に浸水が想定される区域をいう。 
 
・水防活動 

洪水または高潮により、堤防等に漏水、侵食または越水等が発生するおそれがある場

合、その被害を最小限にとどめるために応急措置を講ずる活動のことをいう。 
 

・水防計画 

水防法第 7 条の規定にもとづき、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送および

水門・排水機場の操作、水防のための水防団および消防機関の活動、水防管理団体（区

市町村）と他防災関係機関の協力および応援ならびに水防に必要な器具、資材および設

備の整備および運用に関する計画をいう。 
 
た行 
・地域内輸送拠点 

  東京都地域防災計画において、都は、物資の積替・配送等を行う広域輸送基地を整備

し、区市町村は、地域における物資の受入れ、配分等の拠点として地域内輸送拠点を選

定することとしている。荒川区では、荒川スポーツセンター他５か所を地域内輸送拠点

として選定している。 

 

・地域復興協議会 

震災後に、地域住民が主体的に地域づくり協議やコミュニティ活動などを行う組織と

して行政の認定を受けた復興市民組織。町会・自治会、まちづくり協議会などが母体と

なる。 
 

・地区内残留地区 

一定の条件を満たし、市街地大火が発生しない地区で、火災が発生しても地区内の近

い距離（１区画程度）の退避を行えば安全が確保でき、広域的な避難をする必要がない
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とされている地区。広域避難場所と同様、東京都が指定している。 
 
・同行避難 

  災害発生時に飼い主が飼育しているペットを同行し、避難所まで安全に避難すること

をいう。避難所において人とペットが同一の空間で居住できることを意味するものでは

ない。 

 
・同伴避難 

  災害発生時に飼い主とペットが同一の空間で居住できる避難方法をいう。 

 
・土壌雨量指数 

  降雨による土砂災害発生の危険性を示す指標で、土壌中に貯まっている雨水の量を示

す指数。解析雨量、降水短時間予報をもとに、5km 四方の領域ごとに算出している。 
 

・トリアージ 

災害発生時に多数の傷病者が同時に発生した場合に、傷病者の緊急度や重症度に応じ

て適切な処置や搬送を行うための治療優先順位を決定することをいう。 
 
な行 
・内水はん濫 

  河川の水位が上昇し、堤内地の水が本川へ排水できなくなり、堤内地にはん濫が生じ

ることをいう。 

 

・二次避難所 

 妊産婦、乳児、要介護１から３までの高齢者、３級から７級までの身体障がい者の方

のうち一次避難所での生活が困難な方を対象とした避難所であり、地震災害発生後、一

次避難所が開設されたのちに適宜ひろば館・ふれあい館等を二次避難所として開設する。 

 

・日常備蓄 

  災害時に備えて、日常から使用している物を常に少し多めに備えることをいう。 

 

は行 
・はん濫警戒情報 

  住民の避難行動に関連する河川のはん濫に対して警戒を要するレベルに発表される洪

水予報をいう。この情報により区市町村は避難勧告等の発令を判断する。 

 

・被災者生活実態調査 

  被災者を対象に、被災前の状況（住所、世帯構成、住宅状況等）、被災後の状況（居住

場所、身体及び健康状態等）、被害状況（住宅、身体等）、今後の生活の意向について把

握するための調査をいう。 
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・被災宅地危険度判定 

宅地の二次災害を軽減・防止し、住民の安全を確保することを目的として、迅速に宅

地の被害状況を把握して被災した宅地の危険度を判定する。 

 

・避難行動要支援者 

  平成 25 年の災害対策基本法の一部改正により、従来使用されていた「災害時要援護者」

の代わりに使われるようになった言葉で、高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮

を要する者をいう「要配慮者」のうち災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に

自ら避難することが困難な者をいう。 

  なお、荒川区においては、要介護 4 から 5 に認定されている在宅高齢者、身体障害者

手帳 1・2級の障がい者、知的障がい者、精神障がい者を避難行動要支援者と定義してい

る。 

 

・避難行動要支援者名簿 

避難行動要支援者について、避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生

命又は身体を災害から保護するために必要な措置を実施するための基礎となる名簿をい

う。 

 

・避難支援個別計画 

避難行動要支援者支援体制を実効性のあるものにするため、個々の避難行動要支援者

ごとに作成される支援者や支援方法を定めた計画書をいう。 

 

・避難確保計画 

  平成 29 年に水防法及び土砂災害防止法が改正されたことに伴い、浸水想定区域や土砂

災害警戒区域に立地し、かつ市町村地域防災計画に定められている要配慮者利用施設ま

たは管理者に対し、施設を利用する要配慮者を確実に避難させられるよう、避難確保計

画の作成及び訓練の実施が義務付けられた。 

 

・避難道路 

広域避難場所へ通じる道路であって、避難圏域内の住民を当該避難場所に迅速かつ安

全に避難させるため、あらかじめ東京都が指定した道路をいう。 
 
・福祉避難所（高齢者）・福祉避難所（障がい者） 

避難行動要支援者を対象とした避難所であり、災害発生後すみやかに区が指定する社

会福祉施設において開設する。なお、福祉避難所は福祉避難所（高齢者）と福祉避難所

（障がい者）の２種類とする。 

 

・防災区民組織 

地域の初期消火活動や救護活動、避難場所への安全な移動など、地域の防災活動を担

う組織で、町会を主体に結成されている。自主防災組織ということもある。 
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・防災都市づくり推進計画 

平成 7 年に都が策定した計画で、定期的に見直しを実施し、都や区市等が防災都市づ

くりを総合的・重点的に展開していくための指針として基本的方向性や整備地域等を指

定する「基本方針」、具体的な整備計画等を示す「整備プログラム」を定めている。 
 

ま行 
・木造住宅密集地域 

老朽化した木造住宅が密集し、公園などのオープンスペースが少なく、道路が狭いな

ど、防災上、住環境上の課題を抱えた地域をいう。 
 
や行 
・要配慮者 

  高齢者、障がい者、乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する者をいう。 
 
・要配慮者利用施設 

要配慮者が利用する、社会福祉施設、学校及び医療施設等をいう。 
 
ら行 
・ライフライン 

電気・ガス・水道・下水道・通信など、生活に不可欠な物資や情報などの補給機能を

総称している。 
 
・流域雨量指数 

  降雨による洪水災害発生の危険性を示す指標で、対象となる地域・時刻に存在する流

域の雨水の量を示す指数。解析雨量、降水短時間予報をもとに、5km 四方の領域ごとに

算出する。 

 

・留守番避難 

  災害発生後、自宅に安全な場所が確保できる場合に、飼い主は避難所で、ペットは自

宅でそれぞれ生活し、ペットの世話は自宅で行う避難方法をいう。 

 

・ローリングストック（法） 

  日常食べ慣れている食品等を通常より少し多く買い、消費した分を買い足してストッ

クする方法をいう。日常備蓄を行う手法のひとつ。 

 

英字標記 
・ＤＩＳ 

  東京都が整備する東京都災害情報システムをいう。東京都防災行政無線網とともに、

区市町村及び関係機関に整備されている。 
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・ＤＭＡＴ 

  ＤＭＡＴ（Disaster Medical Assistance Team）とは、「災害急性期に活動できる機動

性を持ったトレーニングを受けた医療チーム」をいう（平成１３年度厚生科学特別研究

「日本における災害時派遣医療チーム「ＤＭＡＴ」の標準化に関する研究」報告書より

引用）。 

 

・ＥＭＩＳ 

  ＥＭＩＳ（Emergency Medical Information System）とは、災害発生時に、被災した

都道府県を越えて医療機関の稼働状況など災害医療に係る情報を共有し、被災地域で迅

速かつ適切に医療救護に関する情報を集約・提供していくためのシステムをいう。 

 

・Ｌ－アラート 

  災害発生時やその復興局面等において、公共情報を発信する自治体・ライフライン事

業者などと、それを伝える放送事業者・通信事業者を結ぶ共通基盤として総務省が整備

した災害情報共有システムをいう。 

 
・ＭＣＡ無線機 

  ＭＣＡ無線（Multi Channel Access System）は、（財）移動無線センターが中継局を

全国に整備し、提供している業務用無線通信サービスです。複数の周波数を多数の利用

者が効率よく使える業務用無線通信方式の一つ。混信に強く、無線従事者の資格が必要

ないなどの特徴がある。 

 

 




