
令和２年度の出水期における板橋区の対応について

板橋区 危機管理室



フェーズ１

目的 区内の集中豪雨対応（がけ地や内水はん濫）

発動
目安

・板橋区を台風が通過する予報
・気象庁の早期警戒情報 など

フェーズ２

目的 荒川はん濫対応

発動
目安

江東５区の「自主的広域避難情報」が発令

フェーズ３

目的 荒川はん濫対応（切迫状況）

発動
目安

・荒川洪水警報の発令
・治水橋の水位が氾濫危険水位を超えて上昇中

フェーズ１（がけ地・内水） ２１カ所開設

フェーズ２（荒川対応） ３６カ所追加

フェーズ３（荒川切迫対応） １３ヶ所追加

０ ＋12-10-15-24
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（1）水害時の避難所開設時系列イメージ

大雨注意報 大雨警報 荒川洪水警報
はん濫危険水位（治水橋）

大雨特別警報

時系列

気象
情報

避難所
開設
状況

一時集合場所（舟渡小学校・新河岸小学校）

（2）各フェーズの概要
（3）避難の判断フロー

令和２年度の出水期における板橋区の対応

情報収集・準
備段階
・降雨状況
・河川状況
・水や食料の
備蓄確認

・避難所開設
状況確認

在宅避難
～浸水域～
・堅牢な建物
・3階以上
～非浸水域～
・がけ地以外
・河川から一定
の距離

避難所へ
・自宅が危険な
場合

垂直避難
・高台へ避難する
暇がない

・住居内の高い
場所へ

避難所での注意点
・避難所のスペー
スは広くない

・必要な物資の
持参にご協力を

縁故避難（安全な親戚や知人宅等への避難）
※各人の判断で実施

※ 雨が止んだ後も水位の上昇
が続くことがあります ！
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開設する避難所一覧

フェーズ１

フェーズ２、３

一時集合場所

凡例

網掛け部分が荒川氾濫時の浸水想定区域
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フェーズ１で開設する避難所一覧

※ 一時集合場所

※ 一時集合場所は避難所ではなく、一時的な待機、情報収集のための場所です。
フェーズ３（荒川はん濫切迫状況）になった場合は閉鎖され、高台の避難所に移動していただくことになります。

No. 土砂 避難所 所在地 対応 No. 土砂 避難所 所在地 対応

1 ○ 志村第二小学校 志村1-7-1 新河岸川 11 板橋第十小学校 大谷口上町43-1 石神井川

2 ○ 志村第四小学校 小豆沢4-13-1 新河岸川 12 ○ 上板橋第二小学校 小茂根1-14-1 石神井川

3 ○ 志村第五小学校 西台3-38-23 新河岸川 13 常盤台小学校 常盤台1-6-1 石神井川

4 志村坂下小学校 相生町26-14 新河岸川 14 加賀中学校 加賀2-19-1 石神井川

5 ○ 若木小学校 若木1-14-1 新河岸川 15 桜川中学校 桜川1-2-1 石神井川

6 ○ 紅梅小学校 徳丸8-10-1 新河岸川

7 ○ 徳丸小学校 徳丸1-21-1 新河岸川 16 ○ 成増小学校 成増1-11-1 白子川

8 西台中学校 高島平1-4-1 新河岸川 17 ○ 赤塚第二中学校 成増3-18-1 白子川

9 ○ 中台中学校 中台1-56-23 新河岸川

10 高島第三中学校 高島平4-22-1 新河岸川 18 ○ 前野小学校 前野町6-40-1 その他

19 板橋第五小学校 中丸町19-1 その他

20 ○ 志村第一中学校 大原町33-1 その他

21 ○ 赤塚第三中学校 赤塚7-27-15 その他

※ 舟渡小学校 舟渡3-6-15 一時集合場所

※ 新河岸小学校 新河岸1-3-1 一時集合場所
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No. 避難所 所在地 No. 避難所 所在地 No. 避難所 所在地

1 志村小学校 志村2-16-3 13 中根橋小学校 栄町14-1 25 下赤塚小学校 赤塚6-14-1

2 志村第一小学校 泉町17-1 14 加賀小学校 稲荷台23-1 26 板橋第一中学校 大山東町50-1

3 志村第三小学校 清水町83-1 15 上板橋小学校 東山町47-3 27 板橋第二中学校 幸町26-1

4 中台小学校 中台1-9-7 16 上板橋第四小学校 上板橋1-3-1 28 板橋第三中学校 氷川町22-3

5 富士見台小学校 前野町1-10-1 17 桜川小学校 東新町2-29-1 29 板橋第五中学校 板橋4-49-3

6 板橋第一小学校 氷川町13-1 18 弥生小学校 弥生町19-1 30 志村第二中学校 小豆沢1-21-1

7 板橋第二小学校 板橋2-52-1 19 大谷口小学校 大谷口北町21-1 31 上板橋第一中学校 南常盤台1-1-1

8 板橋第四小学校 板橋4-9-13 20 向原小学校 向原2-34-1 32 上板橋第二中学校 小茂根1-2-1

9 板橋第六小学校 大山町13-1 21 赤塚小学校 赤塚3-1-22 33 上板橋第三中学校 常盤台3-30-1

10 板橋第七小学校 大山金井町31-1 22 赤塚新町小学校 赤塚新町3-31-1 34 赤塚第一中学校 徳丸4-13-1

11 板橋第八小学校 双葉町42-1 23 北野小学校 徳丸3-23-1 35 旧板橋第九小学校 栄町6-1

12 金沢小学校 加賀2-2-1 24 成増ヶ丘小学校 成増3-17-7 36 旧板橋第四中学校 富士見町3-1

フェーズ２で開設する避難所一覧

No. 避難所 所在地 No. 避難所 所在地 No. 避難所 所在地

1 緑小学校 中台3-27-1 6 小豆沢体育館 小豆沢3-1-1 11 徳丸ふれあい館 徳丸2-12-12

2 文化会館 大山東町51-1 7 赤塚体育館 赤塚5-6-1 12 大原生涯学習センター 大原町5-18

3 向原ホール 向原1-18-17 8 仲町ふれあい館 仲町20-5 13 成増生涯学習センター 成増1-12-4

4 志村コミュニティホール 小豆沢1-8-1 9 志村ふれあい館 志村3-32-6

5 成増アクトホール 成増3-11-3-405 10 中台ふれあい館 中台2-14-1

フェーズ３で開設する避難所一覧

※ 緑小学校の避難所開設は、土砂災害が予見されない場合に限ります。
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避難所における感染防止対策

（１）在宅避難・縁故避難の推進 （３）十分な換気の実施、スペースの確保

避難所内では、窓を開け十分な換気に努めるとともに、
避難者どうしの距離を離し「三密」状態にならないよ
う留意します。

（４）手洗い、咳エチケット等の徹底

避難者の感染防止対策として手指消毒剤を避難所の入
口等に設置し、避難者に利用してもらいます。また、
避難者に対して掲示物を用い、手指消毒剤を用いた手
指の消毒や手洗い、咳エチケットなどの基本的な感染
対策をしていただくよう呼びかけを行います。

避難指示

安全な場所に住む親戚、知人宅等への避難（縁故避
難）や自宅が安全な場合の自宅での避難（在宅避
難）を広報やホームページで周知することで、避難
の分散化を図ります。

（２）避難者の健康状態の確認及び専用スペースの確保

避難所で受付を行う際に、発熱や咳の症状の有無等の
健康状態の確認を行い、発熱、咳等の症状が出た避難
者の避難スペースは、症状のない避難者とは別の部屋
に確保し、専用のトイレも確保します。
また、症状のない避難者との動線が交わらないよう努
めます。
なお、新型コロナウイルス感染者や濃厚接触者は、医
療機関や宿泊施設または専用の施設での受け入れとな
るため、指定避難所での受け入れは行いません。

（５）マスク着用による感染防止対策

新型コロナウイルス感染症が流行している当面の間は、
発熱・咳等の症状が無くても、避難所へ避難する際にマ
スクの持参を呼びかけるとともに、避難所内ではマスク
を着用することを原則とします。

避難所の運営について ５

風水害時の避難所開設・運営は、原則として区職員が行うこととしており、台風19号と同様、令和２年度の出水期も区職員による
避難所運営を基本としております。しかしながら、荒川氾濫が予見されるレベルの台風の場合は、非常に厳しい状況になることが
想定されます。避難所の運営にご協力いただけるのであれば、お申し出いただけると幸いです。



避難行動に関する注意事項など

(1) 在宅避難も検討する

・ 堅牢な建物の３階以上にお住まいの方
・ 浸水やがけ崩れの危険が無い地域の方

※ 生活環境は自宅の方が快適です。
※ 在宅避難であれば移動中の危険もありません。

(2) 事前に避難所の位置や移動経路を確認する

・ ハザードマップの確認
・ 浸水域か否か、がけ崩れの危険があるか

※ 避難所の開設状況はテレビのデータ放送や
ホームページなどで最新情報を確認してくだ
さい。

(3) 避難は徒歩または公共交通機関で

・ 避難所に駐車場はありません
・ 徒歩による避難が原則です

※ 公共交通機関は計画運休により、早めに停止
する可能性があります。

(4) 避難所の備蓄品は必要最低限のもののみ
・ 水、非常食、毛布などを備蓄しております。
・ 各避難所の収容人員に合わせた数量を備蓄

※ 体育館を利用するためプライバシーは保ちにくい
状況となります。

※ 火気は使用できないため暖かい食事の提供は難
しい状況です。

・ 常用薬やメガネ等、生活に必要なもの
・ 追加の食料や飲料水など

※ 避難所の物資は必要最低限のものとなります。
各自で生活に必要なものをご持参ください。

(5) 必要な物品は各自で持参を

(6) ペットの避難にはルールがあります

・ 犬、猫、小鳥などの小動物に限ります
・ ケージに入れる必要があります
・ 避難者と同じ部屋には滞在できません
・ 犬の場合は狂犬病注射済票が必要です
・ ペットフード等の備蓄はございません。
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