
 

 

 

 

１．計画策定の趣旨、位置付け                      

１．１ 背景・必要性 

・札幌市強靱化計画は、国土強靱化基本法に基づき地方公共団体が策定する国土強靱化地域計画である。 

国土強靱化は、災害発生の度に、長期間をかけて復旧・復興を図るといった事後対策の繰り返しを避

け、平時から大規模自然災害等に対する備えに取り組むための計画である。 

１．2 計画の位置付け（現行計画から一部変更） 

・国土強靱化基本計画（2014 年策定、2018 年改定）及び北海道強靱化計画と調和した計画である

とともに推進事業を中期実施計画に位置付けることで、実行性を持った着実な行動計画とする。 

・北海道胆振東部地震を踏まえた災害に強いまちづくりへの社会的要請に応えるとともに、強靱化の取

組を温暖化対策や経済成長などにもつなげ、将来世代が安心して暮らせる社会づくりに向けて、

「SDGs」の視点を持って取り組む。 

   

１．３ 計画期間（現行計画から変更） 

・中期実施計画の計画年度を踏まえ、4年間（2019年度～2022年度）とする。 

１．4 地域防災計画との関係 

 

 

 

2．札幌市の概況と想定される災害                  

2．1 札幌市の概況（現行計画に一部追加） 

・地勢、気候、人口、産業、観光、公共施設、災害の歴史について、概況を掲載。 

2．2 想定される災害（現行計画に追加） 

・地域防災計画等から想定される災害（地震、洪水、土砂災害）を掲載。 

・北海道胆振東部地震の被害、対策概況を整理。 

３．脆弱性評価                            

３．1 脆弱性評価について 

・「北海道強靱化計画」に準じつつ、札幌市独自に脆弱性評価を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．2 脆弱性評価において想定するリスク 

・国、北海道の強靱化計画と同様に大規模自然災害を対象とする。 

・政府機能、企業活動のリスク分散という観点から、国家的規模の自然災害についても考慮する。 

3．3 リスクシナリオの設定（現行計画から一部変更） 

・現行：北海道強靱化計画を踏まえ、6つのカテゴリーと 18のリスクシナリオを設定。 

（大規模津波の発生など札幌市への影響が限定的な 3項目について除外） 

・改定：大規模自然災害のリスクは、大きくは変わらないものの、北海道胆振東部地震の教訓、国土強

靱化基本計画の改定内容を踏まえ、6つのカテゴリーと 22のリスクシナリオを設定。 
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札幌市強靱化計画（改定案）の概要 

【脆弱性評価】 
札幌市が実施している関連施策の状況や課題等を整理した上で、リスクシ

ナリオの回避に必要な事項等について分析・評価。 

脆弱性評価の結果から、リスクシナリオごとに、札幌市強靱化のための施
策プログラム及び推進事業を設定。 

「北海道強靱化計画」におけるリスクシナリオ（起きてはならない最悪
の事態）をもとに、札幌市が抱える自然災害リスクや地域課題等に対応し
た 2２のリスクシナリオを設定。 

札幌市強靱化計画 札幌市地域防災計画
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― ◦災害応急対策について、方針、

体制、具体的取組を整理

◦復旧・復興対策を整理

対象とする

災害

自然災害 自然災害、原子力災害、事故災害
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札幌市強靱化計画リスクシナリオ 

 

３.４ リスクシナリオ回避に向けた現状の分析・評価 

・各リスクシナリオについて、これまでの取組を定量的、定性的に振り返り、今後の取組の必要性につ 

いて評価を実施した。 

 

 

 

４．基本目標と重点方針                       

４．1 基本目標（現行計画から一部変更） 

・北海道胆振東部地震の経験や脆弱性評価を踏まえ、札幌市の強靱化に向けた基本目標を設定。 

・強靱化施策で貢献を目指す主な SDGsのゴール 

 

４．２ 重点方針（現行計画から変更） 

（１）大規模停電対策 

・全道約２９５万戸が停電となったブラックアウトを教訓とし、都心のエネルギー施策を中心に、再

生可能エネルギーの活用など、経済成長、温暖化対策にも資する大規模停電対策について重点化。 

    

（２）建築物、インフラ、大規模盛土造成地の対策 

・建築物、インフラの耐震不足、老朽化への対応や大規模盛土造成地における安全度の把握など、着

実に進めていかなければならないハード施策を重点化。 

   

（３）市民や観光客等に安全・安心を提供する環境づくり 

・「平成 30 年北海道胆振東部地震対応検証報告書」（2019 年３月 札幌市作成）を踏まえ、避難場

所機能の強化、市民等への情報提供、旅行者を含む帰宅困難者対策等についての取組を重点化。 

   

カテゴリー 起きてはならない最悪の事態(リスクシナリオ) 

3-1市内外における行政機能の大幅な低下 

3-2災害対応体制整備の不備による被災者支援の遅れ 

  

3 
行政機能の 

確保 

4-1エネルギー供給の停止 

4-2食料の安定供給の停滞 

4-3上下水道等の長期間にわたる機能停止 

4-4道外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止 

  

4 
ライフライ 

ンの確保 

1-1地震等による建築物等の大規模倒壊や火災に伴う死傷者の発生 

1-2土砂災害による多数の死傷者の発生 

1-3異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水 

1-4暴風雪及び豪雪による交通途絶等に伴う死傷者の発生 

1-5積雪寒冷を想定した避難体制等の未整備による被害の拡大 

1-6情報伝達の不備・途絶等による死傷者の拡大 

  

1 
人命の保護 

 

2-1被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止 

2-2防災関係機関の被災等による救助・救急活動の停滞 

2-3被災地における医療・福祉機能等の麻痺 

2-4旅行者を含む大量の帰宅困難者の発生 

2-5避難所の開設・運営の不備による避難所環境の悪化 

2-6 大 

  

2 
救急・救助 

活動等の迅 

速な実施 

5-1 ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝの寸断や中枢機能の麻痺等による企業活動等の停滞   

5 
経済活動の 

機能維持 

6-1災害廃棄物の処理の停滞等による復旧・復興の大幅な遅れ 

6-2復旧・復興等を担う人材の絶対的不足 

  

6 
迅速な復旧 

・復興等 

●生命・財産及び社会経済機能の保護 

●迅速な復旧復興 

●経済の成長 

●SDGs達成への寄与 

重点取組① 都心におけるエネルギー供給環境の強化 

重点取組② 太陽光発電など再生可能エネルギーの導入推進 

重点取組③ 多様なエネルギー源の活用 

重点取組④ 確実な廃棄物処理体制の構築 

重点取組① 建築物の強靭化 

重点取組② インフラの強靱化 

重点取組③ 大規模盛土造成地変動予測調査（第二次スクリーニング） 

重点取組① 避難場所機能の強化 

重点取組② 市民や観光客等への情報発信の強化 

6-３貴重な文化財や観光資源の喪失 

 

追加 

札幌市強靱化計画（改定案）の概要 

追加 

追加 

追加 

追加 

5-２物流機能等の大幅な低下 統合 



 

 

 

５．施策プログラム及び推進事業（現行計画から変更）      
施策プログラム及び重点化一覧     ※  網掛けは重点化施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．計画の推進にあたっての留意点        

６．1 計画の推進（現行計画から一部変更） 

・強靱化を着実に推進していくため、推進事業の進捗状況を客観的に把握する事業指標を設定する。 

・単年度ごとに進捗を管理するとともに、計画期間終了年には、それまでの取組を振り返り、以降の改 

定に係る脆弱性評価に繋げる。 

６．２ 地域間の連携（現行計画から一部変更） 

・今後の強靱化においては、広域的連携について重要な要素となることを見据え、さっぽろ連携中枢都 

市圏における強靭化の取組についても検討を進める。 

６．３ 国土強靭化の一体的推進 

・北海道や国の強靭化に寄与できるよう、国、地方が一体となり、骨格道路網整備などの取組を推進する。 

2-4旅行者を含む大量の帰宅困難者の発生 

 2-4-1 一時滞在施設の運営体制の確立 

2-4-2 外国人を含む観光客に対する情報提供 

2-5避難所の開設・運営の不備による避難所環境の悪化 

2-5-1 避難所運営の強化 

2-2防災関係機関の被災等による救助・救急活動の停滞 

 2-2-1 防災訓練等による救助・救急体制の強化 

2-2-2 救急活動等に要する情報基盤、資機材の整備 

2-3被災地における医療・福祉機能等の麻痺 

 2-3-1 災害時の医療体制の強化 

2-3-2 災害時における福祉的支援 

2-3-3 防疫対策 

  

2 
救急・救助 

活動等の迅 

速な実施 

2-1被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止 

2-1-1 物資供給等に係る連携体制の整備 

2-1-2 非常用物資の備蓄促進 

2-6  

2-6-1 防災教育・防災活動の推進 

  1 人命の保護 1-1 地震等による建築物等の大規模倒壊や火災に伴う死傷者の発生 

1-1-1 住宅・建築物等の耐震化 

1-1-2 建築物等の老朽化対策 

1-1-3 公園や民間建築物等の避難場所整備 

1-1-4 緊急輸送道路の整備等 

1-1-5 地盤等の情報共有 

1-1-6 火災や家具の倒壊 

1-2土砂災害による多数の死傷者の発生 

 1-2-1 警戒避難体制の整備 

1-6情報伝達の不備・途絶等による死傷者の拡大 

1-6-1 関係機関の情報共有化 

1-6-2 住民等への情報伝達体制の強化 

1-3異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水 

 1-3-1 浸水想定区域の周知 

1-3-2 河川改修等の治水対策 

1-3-3 地下施設等の防災対策 

1-4暴風雪及び豪雪による交通途絶等に伴う死傷者の発生 

 1-4-1 暴風雪時における道路管理体制の強化 

1-4-2 除排雪体制の確保 

1-5積雪寒冷を想定した避難体制等の未整備による被害の拡大 

1-5-1 冬季も含めた帰宅困難者対策 

1-5-2 積雪寒冷を想定した避難所等の対策 

 3-2災害対応体制整備の不備による被災者支援の遅れ 

3-2-1 行政の業務継続体制の整備 

3-2-2 広域応援・受援体制の整備 

3-2-3 生活再建支援体制の整備 

  5 
経済活動の 

機能維持 

5-1 ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝの寸断や中枢機能の麻痺等による企業活動等の停滞 

 5-1-1 リスク分散を重視した企業立地等の促進 

5-1-2 企業の業務継続計画策定支援 

5-1-3 被災企業等への金融支援 

4-2食料の安定供給の停滞 

 4-2-1 食料生産基盤の整備 

4-2-2 道産食料品の販路拡大 

4-2-3 生鮮食料品の流通体制の確保 

4-3上下水道等の長期間にわたる機能停止 

 4-3-1 水道施設の防災対策 

4-3-2 下水道施設等の防災対策 

4-1エネルギー供給の停止 

 4-1-1 災害に強く環境にやさしいエネルギーの推進 

4-1-2 市有施設等の非常用電源の整備 

4-4道外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止 

 4-4-1 道外との交通機能の強化 

4-4-2 道路施設の防災対策等 

 

4 
ライフライ 

ンの確保 

 

  6 迅速な復旧 

・復興等 

6-1災害廃棄物の処理の停滞等による復旧・復興の大幅な遅れ 

 6-1-1 災害廃棄物の処理体制の整備 

6-2復旧・復興等を担う人材の絶対的不足 

 6-2-1 災害対応等に不可欠な建設産業従事者の確保・育成 

6-３貴重な文化財や観光資源の喪失 

 6-3-1 文化財や観光資源の耐震化等 

 

カテゴリー 起きてはならない最悪の事態(リスクシナリオ)/施策プログラム 

札幌市強靱化計画（改定案）の概要 

事業指標の例 
・学校施設の構造体の 

 耐震補強未実施校数 

21校⇒0 校 

 

・緊急輸送路などに架

かる橋梁の耐震化率 

77％⇒87％ 

 

・大規模盛土造成地マ

ップへの安全度表記 

0％⇒100％ 

 

・治水整備により軽減

される浸水被害面積 

0ha⇒15ha 

 

・災害対策統合システ

ムの構築 

構築完了 

事業指標の例 
・備蓄物資の充実 

25品目⇒35品目 

 

・災害時基幹病院にお

ける BCP策定率 

  33％⇒100％ 

 

・避難場所運営研修へ

の地域住民の参加人

数 

366名⇒900名 
 

事業指標の例 
・全ての学校における 

非常用電源の確保 

135校⇒317校 

 

・配水幹線の耐震化率 

40.8％⇒42.2％ 

 

・下水道管路の改築延 

長 

182km⇒304km 

3-1市内外における行政機能の大幅な低下 

 3-1-1 災害対策における庁舎機能の確保・強化 

 行政機能の 

確保 3  


