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東日本大震災の教訓を踏まえて震災対策を見直し、迅速に対応します。 

 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、

東北地方を中心とする太平洋沿岸地域に未曾有の

被害と影響を及ぼしました。 

本区においては、「豊島区地域防災計画」に基づ

いて、災害予防の分野で「地震に強い社会づくり」、

「地震に強い都市づくり」、「施設・構造物の安全化」

を進め、自助・共助の取組みへの支援、住宅など建

物の耐震化・不燃化などさまざまな対策を講じてき

ました。 

しかし、東日本大震災は、さらに多くの課題があ

ることを私たちに示しました。 

     

震災対策強化の必要性 

 東日本大震災を契機に、区政の各分野にわたり災

害対策の視点から点検、検証するとともに、明らか

となった課題を克服する新たな施策等を計画的、総

合的に実施し、震災対策を強化していく必要があり

ます。今後３０年以内にマグニチュード７クラスの

地震が７０％の確率で発生すると予想されており、

また、４年以内に７０％という研究者の試算もあり

ます。さらに、東京都が平成２４年４月に公表した

首都直下地震に関する被害想定によると、豊島区に

も大きな被害が生じると予想されており、その対策

が急務となっています。 

 

 

「総合的な震災対策の推進に向けた基本方針」を策定 

 平成２３年度から２５年度までの３か年において、区が重点的に取り組むべき震災対策の基本的な方

針を示し、各施策を具体的に推進していくための指針として「総合的な震災対策の推進に向けた基本方

針」を平成２４年３月に策定しました。 

 この基本方針は、同時に策定した「豊島区帰宅困難者対策計画」における対策を推進し、防災対策、

震災対策の分野において基本計画を補完するとともに、災害対策基本法に基づいて、本区の防災対策に

関する基幹的計画として定めている豊島区地域防災計画を補完し、当面３か年の重点施策について定め

るもので、震災対策の強化に向けた具体的な取り組みを 10 の柱に区分し、全体として 40 の取り組み項

目を位置づけています。 

５ 安全安心創造都市：震災対策のさらなる強化 

 
 

条
件 

震源等 東京湾北部地震 

規模 
マグニチュード

7.3 

豊島区内の 

予想震度階級 
震度６弱～６強 

風速 ８ｍ／秒 

主
な
被
害 

建物全倒壊棟数 1,679 棟 

焼失棟数（※） 1,355 棟 

避難者 

（発災直後） 
52,485 人 

震災廃棄物 65 万トン 

 ※焼失棟数は、倒壊建物を含まない。 

首都直下地震による被害想定 

（平成 24 年 4 月 東京都防災会議） 

総合危険度 MAP（建物倒壊や延焼の危険性） 

出典「地震に関する地域危険度測定調査」 

（平成 20 年 2 月：東京都都市整備局） 

 

 これらは、安全安心創造都市の実現にとって、まさに最優先で取り組まなければならない課題であり、

積極的に対処していかなければなりません。 
 

「総合的な震災対策の推進に向けた基本方針」の位置付け 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実践的な防災訓練と災害情報システムの構築 

 平成２４年１１月２０日には、池袋とその周辺地区において、発災から安全確保後の帰宅支援まで一

連の帰宅困難者対策訓練を行いました。併せてこの訓練では、全国６３の自治体の中から本区の提案が

総務省消防庁で採用された、多様な手段を活用した滞留者への情報提供を行う実証実験訓練も実施しま

した。 

大都市であるがゆえに防災無線だけでは災害情報を有効に                  

提供しきれない、という問題点をカバーすることを目指して、                        

今後、想定できる全ての伝達手段を活用して情報伝達訓練を                    

行うとともに、多様化の有効性をしっかり検証していきます。 

さらに、平成 26 年度末に予定する新庁舎の竣工に向けて、                        

災害情報の収集、整理・分析を迅速かつ正確に行い、適時適                         

切に情報を伝達する機能を備えた総合的な災害情報システム                         

の整備を計画的に進めます。 

 

総合的な震災対策の推進に向けた基本方針
（２３～２５年度 ３カ年） 

豊島区基本計画 (後期・H23‐H27) 

 
【<まちづくり・交通、防災・治安> 分野の政

策】 

①魅力あるまちづくりの推進 

②魅力ある都心居住の場づくり 

③交通体系の整備 

④災害に強いまちづくりの推進 

⑤安全・安心の確保 

豊島区地域防災計画 

Ⅰ 総則 

Ⅱ 震災対策編 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 風水害対策編 

①災害予防計画 

②災害応急対策計画 

③災害復旧・復興計画 

④警戒宣言に伴う対応措置 

豊島区帰宅困難者対策計画 

豊島区業務継続計画（BCP） 

震災対策の強化に向けた１０の柱 

補完 

補完 

１ セーフコミュニティと連動した地域防災力の強化 

２ 帰宅困難者対策の刷新 

３ 防災情報基盤の整備 

４ 救援センターの充実・整備 

５ 復旧復興を支える仕組みづくり 

６ 防災意識の高揚 

７ 新庁舎の整備による災害即応態勢の確立 

８ 震災により新たに提起された事態への対応 

９ 被災地支援 

10 事業者・他自治体等との連携強化 

高度な防災機能を備えた都市づくりに向けて 

１ 「防災家づくり」の推進 
２ 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の推進 
３ 公共施設の耐震性能確保 
４ 道路ネットワークの整備促進 
５ 木造密集地域における対策強化 
６ 都市整備と連動した防災拠点機能の整備 
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防災対策基本条例・震災復興の推進に関する条例を制定し、備えを強化します。 

豊島区では安全・安心創造都市を確実なものとするために、大地震に備えた対策を重点課題として取

り組んでいます。地震が起きても迅速に区民の生命と財産を守るために、災害時活動体制の強化など迅

速に対応できる準備を整えるとともに、地震からの被害を最小限に抑える地震に強い都市・住まいを築

き上げることで災害予防の分野を強化していく必要があります。 

大規模な震災による被害から住まいを再建し、新しい生活を軌道に乗せるには長い時間と大変な労力

を費やさなければならないことが過去の震

災の経験から明らかになっています。迅速か

つ円滑に復興する方法を平常時から予め検

討し、準備しておくことが重要です。そのた

めには、行政だけでなく、区民、事業者の力

を合わせることが不可欠です。 

豊島区では、防災対策の基本的な事項を定

めた「防災対策基本条例」と、震災復興を進

めるうえで、復興施策の根拠となる「震災復

興の推進に関する条例」を制定することで、

総合的な災害対策への取り組みを一層強化

していきます。 

 

防災対策基本条例 

 この条例は、防災対策について基本理念を

定め、区をはじめ区民や事業者のみなさんの

責務を明らかにするとともに、予防対策、応

急対策及び復興対策に関する施策の基本的

な事項を定めることにより、防災対策を総合

的かつ計画的に推進することで、災害による

被害の最小化を図り、区民の生命、身体及び

財産を保護することを目的とします。 

 

 

【防災対策基本条例の主な特徴】 

（１） 防災対策は、セーフコミュニティ活動の一つとして取り組むことを基本理念とし、区民、事

業者等の「自助」及び「共助」、「公助（区の責務）」を規定しています。 

（２） 地域における様々な活動の連携による防災力の充実、災害時要援護者の支援強化について、

新たな方向性を規定しています。 

（３） 帰宅困難者対策を着実に推進するための新たな仕組みづくりについて規定しています。 

 

 

 

（現行法令等）

災害対策基本法

豊島区災害対策本部条例

豊島区防災会議条例

豊島区防災業務従事者損害補償条例

豊島区地域防災計画
豊島区災害弔慰金の支給等に関する条例
（災害弔慰金の支給等に関する法律に準拠）

豊島区防災対策
基本条例

豊島区震災復興の推進
に関する条例

 

震災復興の推進に関する条例 

 この条例は、被災市街地の復興を総合的かつ計画的に推進し、災害に強い活力のある市街地の形成、

安全・安心な区民生活の実現を図ることを目的としています。この目的を達成するために必要な事項と

して、地域との協働により復興を進めていくという理念や事前復興対策、震災復興本部の設置に関する

事の他、街の被害の状況に応じて、どの程度の復興事業を実施していくエリアなのかを定める「復興対

象地区」の指定、そして、建築制限などを定めています。 

 

【震災復興の推進に関する条例の主な特徴】 

 （１）地域協働復興の基本理念 

 （２）平常時からの事前復興対策（復興マニュアルの整備、事前復興ビジョンの検討） 
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総合的な災害対策への取り組みを一層強化

していきます。 

 

防災対策基本条例 

 この条例は、防災対策について基本理念を

定め、区をはじめ区民や事業者のみなさんの

責務を明らかにするとともに、予防対策、応

急対策及び復興対策に関する施策の基本的

な事項を定めることにより、防災対策を総合

的かつ計画的に推進することで、災害による

被害の最小化を図り、区民の生命、身体及び

財産を保護することを目的とします。 

 

 

【防災対策基本条例の主な特徴】 

（１） 防災対策は、セーフコミュニティ活動の一つとして取り組むことを基本理念とし、区民、事

業者等の「自助」及び「共助」、「公助（区の責務）」を規定しています。 

（２） 地域における様々な活動の連携による防災力の充実、災害時要援護者の支援強化について、

新たな方向性を規定しています。 

（３） 帰宅困難者対策を着実に推進するための新たな仕組みづくりについて規定しています。 

 

 

 

（現行法令等）

災害対策基本法

豊島区災害対策本部条例

豊島区防災会議条例

豊島区防災業務従事者損害補償条例

豊島区地域防災計画
豊島区災害弔慰金の支給等に関する条例
（災害弔慰金の支給等に関する法律に準拠）

豊島区防災対策
基本条例

豊島区震災復興の推進
に関する条例

 

震災復興の推進に関する条例 

 この条例は、被災市街地の復興を総合的かつ計画的に推進し、災害に強い活力のある市街地の形成、

安全・安心な区民生活の実現を図ることを目的としています。この目的を達成するために必要な事項と

して、地域との協働により復興を進めていくという理念や事前復興対策、震災復興本部の設置に関する

事の他、街の被害の状況に応じて、どの程度の復興事業を実施していくエリアなのかを定める「復興対

象地区」の指定、そして、建築制限などを定めています。 

 

【震災復興の推進に関する条例の主な特徴】 

 （１）地域協働復興の基本理念 

 （２）平常時からの事前復興対策（復興マニュアルの整備、事前復興ビジョンの検討） 
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