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はじめに   ～未来を創造する強くしなやかな札幌を目指して～ 
 

 

 2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、広範囲で甚大な被害をもたらし、現在も被災

地では復旧・復興活動が継続して行われています。 

 私たちは、この経験を通じて、自然災害の脅威を改めて認識するとともに、将来に向けて記憶を

風化させることなく、得られた教訓を活かしていかなければなりません。 

 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、今一度、大規模自

然災害等の様々な危機を直視して、平時から備えを行うことが重要であり、人命を守り、経済や社

会への被害を致命的なものにせずに迅速に回復させる、「強さとしなやかさ」を備えたまちづくり

を進めていくことが必要です。 

 札幌市は、1972 年の札幌オリンピック開催を契機に進められた都市基盤の老朽化や急速な高齢

化の進行に加えて、人口減少社会の到来といった課題を抱え、大きな変化の時期を迎えています。

そのような中にあって、市民、企業、行政が力を合わせ、安全・安心で災害に強い都市を構築する

ため、「札幌市強靱化計画」を策定しました。 

 本計画では、命や生活を守ることはもちろんのこと、国内外から人、モノ、情報などを引き付け

るような環境の整備も視点に盛り込み、従来の狭い意味での「防災」の範囲を超えて、まちづくり

の視点を持って取り組んでまいります。 

 日本全体では、今後 30 年以内に 70%という高い確率で、南海トラフ地震、首都直下地震とい

った国家的規模の地震の発生が懸念されている中、札幌市の地理的な優位性や高次の都市機能とい

った強みを最大限発揮するとともに、安全・安心を提供する強靱化の取組により札幌の魅力を高め、

「誰もが安心して暮らし生涯現役として輝き続ける街」さっぽろ、そして、「世界都市としての魅

力と活力を創造し続ける街」さっぽろを目指してまいります。 

 最後に、計画の策定にあたり、ご尽力を賜りました札幌市強靱化計画策定検討会議委員をはじめ、

様々な形で関わっていただいた皆様に心からお礼を申し上げます。 

 

 

 

平成 28 年 1 月 

 

 

 

 

 

  

札幌市長      
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(1) 
札幌市強靱化の 
背景・必要性 

１ 計画策定の趣旨、位置づけ 

東日本大震災の教訓や、南海トラフ地震＊、首都直下地震＊、火山噴
火等の大規模自然災害等の発生のおそれから、事前防災及び減災その
他迅速な復旧復興に資する施策を総合的かつ計画的に実施するため、
国は「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資
する国土強靱化基本法（以下、「国土強靱化基本法」という。）」を制定
し、それに基づく「国土強靱化基本計画」を策定。 

これを受け、北海道においても、高い確率で発生が想定されている
日本海溝･千島海溝周辺海溝型地震＊をはじめ、火山噴火や豪雨･豪雪な
どの自然災害リスクに対する取組を進め、北海道の強靱化を図るため
の地域計画として、「北海道強靱化計画」を平成 27 年３月に策定した。 

「北海道強靱化計画」は、道内市町村を含めた、北海道における国
土強靱化策を推進するための基本的指針として位置づけられ、北海道
が人口減少や少子高齢化に加え、社会資本＊への投資余力の減少等の課
題を抱える中で、大規模自然災害への対応を見据えつつ、産業、交通、
エネルギー、まちづくりなど幅広い分野における機能強化を平時の段
階から図ることを目的としている。 

一方、札幌市においても、 

■これまで増加傾向にあった人口が、少子高齢化の急速な進行ととも
に、減少に転じる見込み 

 
■1972 年の札幌オリンピック開催を契機に進めた都市基盤＊の老

朽化が進み、今後、その更新時期が集中的に到来 
 
■豪雨・豪雪をはじめとした自然災害は、度々被害をもたらしてきて

おり、防災力の強化が必要 
 

といった課題を抱えており、まちづくりの基本的な指針である『札幌
市まちづくり戦略ビジョン＊』においても、災害に強い都市の構築を掲
げている。 

これらの課題への対応は「北海道強靱化計画」の目指す方向性とも
一致しており、北海道全体の強靱化の基本的指針である「北海道強靱
化計画」に調和した取組を進めることで、札幌市の強靱化を図ること
はもとより、北海道全体の強靱化にも繋げていくことが期待されてい
る。 

そこで、札幌市の強靱化の取組を進めるにあたっての基本的な考え
方や、その考え方に基づく施策・事業を整理した上で、「北海道強靱化
計画」の行動計画（アクションプラン）として『札幌市強靱化計画』
を策定する。 

１ 
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(2) 
計画の位置づけ 

国土強靱化基本法では、地方公共団体は国の定めた国土強靱化基本
計画と調和した地域計画を定めることができるとされており、地域計
画策定ガイドラインにおいては、強靱化を実効あるものとするために
は、国における取組のみならず、地域計画が策定されることで、国と
地方が一体となって強靱化の取組を推進していくことが重要とされて
いる。 

『札幌市強靱化計画』は、札幌市の総合計画である「札幌市まちづ
くり戦略ビジョン」の基本目標を実現していく計画とするとともに、
札幌の強靱化を北海道・国の強靱化へとつなげるため、「北海道強靱化
計画」の展開方向と調和した国土強靱化地域計画として策定する。 

また、計画の主な推進事業を「中期実施計画＊」にも位置づけること
で、具体性を持った着実な行動計画とする。 

 

 ＜計画体系概念図＞ 

札幌市 

 

北海道強靱化計画 
札幌市  

まちづくり 
戦略ビジョン 

中期実施計画 

主な推進事業を 
中期実施計画に位置づけ 

災害に強い都市の 
構築を具現化 

○○市強靱化計画 

○○市強靱化計画 

○○町強靱化計画 

札幌市 

強靱化計画 

国土強靱化基本計画 

『施策プログラム』及び 
『施策展開の方向性』に 

合致したアクションプラン   

計画策定の趣旨、位置づけ 1 

1 

南海トラフ地震：南海トラフ沿いで発生する大規模な地震。関東から四国・九州にかけての極めて広い範囲で強い揺れと巨大な津波が想定  
されており、30 年以内の発生確率は 70%程度とされている。 

首都直下地震：政治や行政、経済といった各種の中枢機能が高度に集積し、かつ人口や建築物が集中している首都地域において発生する  
地震。マグニチュード 7 クラスの地震は切迫性が高いとされている。 

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震：房総半島の東方沖から三陸海岸の東方沖を経て択捉島の東方沖にかけての日本海溝・千島海溝周辺で  
発生する地震。様々なタイプのものがあるが、発生間隔が約 40 年と短いものもある。 

社会資本：ここでは、鉄道、道路、上下水道、教育・文化・福祉厚生施設、河川、浄水場、漁港など、生活環境・経済社会・産業活動の基
盤を形成するものをいう。 

都市基盤：ここでは、鉄道・道路・上下水道・公園・緑地・学校や区役所等の建築物など、都市を構成する基盤となる構造物をいう。 
札幌市まちづくり戦略ビジョン：札幌市のまちづくりの指針であり、計画体系では最上位に位置付けられる「総合計画」。目指すべきまち

の姿を描いた＜ビジョン編＞と、主に行政が優先的・集中的に実施することを記載した＜戦略編＞で構成。 
中期実施計画：平成 27～31 年度までの 5 年間を計画期間とした「札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン 2015」。「札幌市

まちづくり戦略ビジョン」を実現するための、本市の行財政運営や予算編成の指針となるもの。 
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(3) 
地域防災計画との 
役割分担 

日本がこれまでに大地震等の発生の度に甚大な被害を受け、その都
度、長期間をかけて復旧・復興を図るという「事後対策」を繰り返し
てきたことを教訓として、平時からの大規模自然災害等に対する備え
を行うことが国土強靱化の理念である。 

この理念を踏まえた国土強靱化地域計画は、地方自治体の状況に応
じて、発災後の様々なリスクを想定（リスクシナリオの設定）しつつ、
平時（発災前）の備えを中心に包括的な対応策を講じるものであり、
従来の狭い意味での「防災」の範囲を超えて、非常時のみならず平時
にも有効に活用できるまちづくりの視点も必要となる。 

一方、地域防災計画は、地震や洪水など災害種類ごとに防災に関す
る業務等を定めた計画であり、発災後の応急対策や災害復旧・復興対
策についてもその計画範囲としている。 

両計画はどちらも災害発生という危機に対して、地方自治体が総力
を挙げて対応していくために必要不可欠なものであり、それぞれの計
画の目的に合わせて役割分担を図りながら札幌市の強靱化を目指す必
要がある。 
 

 

(4) 
計画期間 

社会情勢の変化や国・北海道の強靱化の状況に応じた施策の推進が
必要になることから、計画期間は国土強靱化基本計画及び北海道強靱
化計画を踏まえて５年間とする（平成 27 年度から平成 31 年度まで）。 
 

 

 

計画策定の趣旨、位置づけ 1 

１ 
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〔参考〕地域防災計画との関係 

〔地域防災計画〕
 

〔強靱化計画〕 

災害予防 

応急体制 

整備 

迅速な 
復旧･復興 
体制整備 

応急 

復旧 

復興 

社会経済 
システムの 

強靱化 

発災前 発災後 

・エネルギー供給 
・流通機能の強化 
・企業立地促進 
・…… 
・…… 

 国土強靱化地域計画 地域防災計画 

検討アプローチ 自然災害全般 災害の種類ごと 

対象フェーズ 発災前 発災時・発災後も含む 

施策の設定方法 リスクシナリオに合わせた施策 － 

施策の重点化 ○ － 

 

計画策定の趣旨、位置づけ 1 

1 
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(1) 
札幌市の概況 
(地域特性) 

① 地勢 
北緯 43 度、東経 141 度に位置し、東京から約 830km の距離に

ある北日本最大の都市で、その地形は大きく４つに区分される。 
南西部は冬季オリンピック会場となった手稲山、天然記念物の藻岩

原始林をもつ藻岩山、同じく天然記念物の円山原始林をもつ円山など、
緑豊かな山地が広がっており、市域の過半を形成している。東南部で
は、その南方に広がる山岳の噴火による火山灰で形成された月寒台地
や野幌丘陵が展開しており、北東部は、長い間の海進海退により古石
狩湾が隆起してできた石狩低地帯が広がっている。南西部山地と東南
部丘陵地の間を北部低地へ流れる豊平川によって形成されている豊平
川扇状地は、市街地が発達してきた中心的な場所となっている。 

 

２ 札幌市強靱化の目指すべき姿 

   
2 



  

6 

 

 

② 気候 
日本海型気候で、夏季はさわやかで冬季は積雪寒冷を特徴としてお

り、鮮明な四季の移り変わりがみられる。 
春は、晴天の日が多く街は新緑に包まれ、夏季は、オホーツク海高

気圧の影響を受けて朝晩涼しく、梅雨前線による長雨もほとんどない
過ごしやすい日々が続く。秋になると、ひと雨ごとに気温が低下し、
雨量も多くなる。10 月には最低気温が 0℃近くまで下がることもあ
り、10 月下旬には初雪も見られる。12 月から 2 月にかけての冬季
は、多量の降雪が見られ、最深積雪は約１ｍで、ひと冬を通しての総
降雪量は 6ｍに達する。 

年平均気温は 8.9℃で、年総降水量は約 1,100mm。 
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札幌市強靱化の目指すべき姿 ２ 

〔気象庁：（2014 年）月ごとの値〕 
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〔過去の地震被害〕 
 
 
 
 
 
 
 
〔液状化現象跡〕 

③ 災害の歴史 
市内で被害のあった地震としては、「十勝沖地震」（1952、1968、

2003 年）「浦河沖地震」（1982 年）が知られているが、市民生活全
体に壊滅的な被害を与えた災害は発生していない。ただし、遺跡発掘
現場等から、有史以前に発生した強い揺れによる液状化現象＊の跡が多
数発見されている。 

風水害としては、昭和 56 年 8 月の 2 度にわたる豪雨により、市内
北部を中心とした洪水氾濫被害が発生したほか、豊平川流域で大規模
な土砂災害が発生している。その後も、本州・四国・九州に比べると
少ないものの、台風による道路冠水等の内水氾濫＊や強風による家屋損
壊等の被害が断続的に発生しており、近年は集中豪雨による河川氾濫
や土砂災害も発生している。 

また、吹雪による交通障害や人的被害等、積雪寒冷地特有の雪害も
毎年発生している。 

札幌市強靱化の目指すべき姿 ２ 

   
2 

液状化現象：地震が発生した際に、水を含んだ砂質地盤が液体状になる現象。 
内水氾濫：降雨量に対して、小河川や下水道等の処理能力が追いつかない場合に、処理できない雨水により道路や市街地が浸水する水害事象。 
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〔昭和 56 年 8 月の風水害〕 
 

発生年月日 浸水被害家屋 その他 
S56.8.4 集中豪雨 6,363 戸 全壊 1 戸、半壊 1 戸、一部破損 7 戸 
S56.8.23 台風 15 号 10,192 戸 死者 1 人、軽傷 1 人、全壊 4 戸、半壊 7 戸 

                           〔危機管理対策室「札幌の災害史」〕 

 
 
 
〔近年の大雨被害〕 
 
 （平成 24 年 5 月の国道 230 号線の土砂崩れ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

〔北海道開発局：一般国道 230 号（中山峠）被災概要〕 

  
 （平成 26 年 9 月の集中豪雨） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 〔北海道開発局：平成 26 年 9 月 11 日からの低気圧に伴う豪雨による出水の概要（速報版）〕 

 

札幌市強靱化の目指すべき姿 ２ 

2 
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④ 社会経済情勢 
人口 190 万人を超える（北海道の人口の約 3 割）、全国 5 番目の大

都市。道内の中心都市として昼間は都心部に人が集中する。また、豊
かな自然や「食」など、都市のブランドイメージは高い評価を得てお
り、観光意欲に関する魅力度は全国的にも高い。 

統計区別昼間人口密度（平成 22 年 10 月 1 日現在） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市長政策室政策企画部企画課「国勢調査」 

 
〔観光地としての総合満足度〕   〔札幌のイメージ〕 
 

札幌市強靱化の目指すべき姿 ２ 

   
2 
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　 ＜資料＞　総務省「国勢調査」、市長政策室政策企画部企画課

　昭和50年  平成22年  平成52年
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しかし一方で、超高齢社会＊に加え、ここ数年のうちに人口減少を迎
える見込みであり、今後、生産年齢人口＊の減少に伴う経済規模の縮小
が懸念される。 

札幌市の人口の将来見通し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
札幌市の人口構造の変化（各年 10 月 1 日現在） 

（千人）

＜資料＞　札幌市、総務省「国勢調査」　
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65歳以上15～64歳0～14歳

札幌市強靱化の目指すべき姿 ２ 

超高齢社会：総人口に占める 65 歳以上人口の割合が 21％を超える社会のこと。なお、７％以上 14％未満を「高齢化社会」、14％以上
21％未満を「高齢社会」と呼ぶ。 

生産年齢人口：15 歳以上 65 歳未満の人口。 
 

2 
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札幌市は大規模自然災害が少なく、また、地理的に首都圏や関西圏
から一定程度離れていることから、高い確率で発生が想定されている
首都直下地震、南海トラフ地震などの国家的規模の災害との同時被災
リスクも低い。 

しかし、過去の大地震の痕跡である液状化現象跡が見つかっている
ほか、近年の集中豪雨による浸水被害や土砂災害、雪による交通機能
の麻痺に伴う都市機能の停滞など、備えておくべき自然災害リスクが
存在している。 

また、都心の企業の集積や、高いブランドイメージを持つ北海道の
中心都市である札幌の被災拡大は、道内全体にも大きな影響を与えか
ねない。 

さらに、今日における日本全体の課題でもある人口減少については、
札幌市も例外ではなく、国が定めた「まち・ひと・しごと創生法」＊に
基づき、東京圏への人口の過度の集中を是正し、地域で住みよい環境
を確保して、将来にわたって活力ある地域社会を維持していく『地方
創生』の取組が求められている。 

札幌市強靱化の目指すべき姿 ２ 

まち・ひと・しごと創生法：人口減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、活力ある日本社会を維持して 
  いくために、基本理念や国等の責務等を定めた法律。 

   
2 
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(2) 
基本的考え方と 
目標 
 

「多くの人が住み、集まる札幌」として安全・安心な都市を構築し、
平時から大規模自然災害に対する備えを行い、札幌市を強靱化するこ
とで、発災時においても、暮らしている市民はもちろんのこと、札幌
で働いている人や観光に訪れた人を守り、社会経済機能を保護するこ
とが必要である。 

「北海道における札幌」としては、交通基盤の整備など、その効果
が北海道全体に波及する取組を推進することにより、北海道の強靱化
へ寄与するほか、道及び道内他市町村との連携を促進し相互協力を図
ることで、北海道全体で災害対応力を強化していくことが必要である。 

また、「日本全体における札幌」の観点からは、首都圏など道外にお
ける被災も想定し、救助・救援活動や迅速な復旧・復興に貢献するこ
とはもちろん、首都圏等に集中している政府機能のバックアップ体制
構築に向けた取組や、企業の本社機能や生産拠点の誘致による経済活
動のリスク分散の取組（バックアップ機能の発揮）を積極的に進め、
国全体の強靱化に貢献する。 

さらに、まちづくりの視点を持った強靱化の取組を通じて、住みよ
い環境・安心して働ける環境づくりを行うとともに、人や企業、投資
を呼び込むことによる札幌市の経済活動のさらなる活性化、地方創生
にも繋げていくことができる。 

このような考え方を踏まえるとともに、北海道強靱化計画に掲げる
「生命・財産と社会経済システムを守る」「北海道の強みを活かし、国
全体の強靱化に貢献する」「持続的成長を促進する」という３つの目標、
道央地域の施策の展開方向も勘案し、札幌市の強靱化に向けた目標を
以下に掲げる。 

 
 
  
  
   ①大規模自然災害からの生命・財産及び 

社会経済機能の保護 

   ②北海道の強靱化への貢献、連携の促進 

   ③国全体に対するバックアップ機能の発揮 

   ④経済活動の活性化、地方創生 
 

【札幌市強靱化の目標】 

札幌市強靱化の目指すべき姿 ２ 

2 
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  ３ 脆弱性評価 

(1) 
脆弱性評価の 
考え方 
 

大規模自然災害等に対する脆弱性＊を分析・評価すること（以下、「脆
弱性評価」という。）は、国土強靱化に関する施策を策定し、効果的、
効率的に推進していく上で必要不可欠なプロセスである。 

「北海道強靱化計画」においては、札幌市を含めた北海道全体の脆
弱性評価を行い、さらに道央地域における施策展開の方向性を示して
はいるが、北海道の人口の３分の１以上を占め、行政や経済の重要な
機能が集積する札幌市は、他の地域と横並びで論じることはできない
部分も多いため、「北海道強靱化計画」に準じつつも、札幌市独自に脆
弱性評価を実施する。 

「北海道強靱化計画」における脆弱性評価を踏まえた 21 のリスクシナ
リオ（起きてはならない最悪の事態）のうち、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 18 のリスクシナリオを設定。 

〔14 ページ〕 

【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。 
〔15～38 ページ〕 

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。 

〔39～78 ページ〕 

(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。ま
た、国全体に対するバックアップ機能の発揮という観点から、首都直
下地震や南海トラフ地震など、国家的規模の自然災害も対象とする。 

   
3 

脆弱性：もろくて弱い性質。安全上の欠陥。 
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(3) 
リスクシナリオの 
設定 
 

北海道強靱化計画で設定されている７のカテゴリーと 21 のリスク
シナリオを元に、札幌の地域特性等を踏まえ、６のカテゴリーと 18
のリスクシナリオを設定。 

(4) 
リスクシナリオ回 
避に向けた現状の 
分析・評価 

18 のリスクシナリオごとに、リスク回避に資する現行施策を抽出
し、各施策の取組状況や課題等を整理し、事態の回避に向けた現状に
ついて分析・評価を行った。 

評価にあたっては、施策の進捗度や達成度を定量的に把握するため
の数値データを参考指標として活用した。 

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) 

 人命の保護 1 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 

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 消防、警察、自衛隊等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 

 救助・救急 
活動等の迅速 
な実施 

2 
 行政機能の 

確保 
 

3 3-1 市内外における行政機能の大幅な低下 

 ライフライ 
ン＊の確保 
 

4 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 

 経済活動の 
機能維持 5 

 迅速な復旧 
･復興等 6 

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 
5-2 物流機能等の大幅な低下 

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 
※「北海道強靱化計画」における『大規模津波等による多数の死傷者の発生』など

3 項目については、札幌市への影響が限定的であるため除外 

脆弱性評価 ３ 

3 

ライフライン：電気、ガス、水道、下水道、電話など、日常生活を送る上で必須の諸設備、供給線。 
サプライチェーン：原料の段階から製品やサービスが消費者の手に届くまでの一連のプロセスのつながり。 
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【評価結果】 

1-1-1 住宅・建築物等の耐震化 

●住宅の耐震化率、多数の者が利用する建築物の耐震化率とも全国数
値を上回っているものの、公立小中学校の耐震化率は全国を下回っ
ている。平成 32 年までの国の目標である耐震化率 95%に向け、さ
らなる耐震化を促進するとともに、建物内及び周辺にいる利用者の
安全性に配慮したガラス飛散防止や東日本大震災で多くの被害があ
った体育館・大規模ホール等の天井に係る脱落防止対策を講じる必
要がある。 

●社会福祉施設や都市公園など住民が利用する公共施設についても、
耐震化や改築を促進する必要がある。 

●平成 25 年 11 月の法改正により、新たに耐震診断が義務づけられ
たホテルや旅館、商業施設等の民間の大規模建築物に対し、耐震診
断や改修等に係る支援を行うことで、耐震化を促進する必要がある。 

1-1-2 建築物等の老朽化対策 

●冬季オリンピック開催や政令指定都市への移行を契機に公共施設を
はじめとした都市基盤施設が集中的に整備された結果、現在、完成
後30年以上が経過した公共施設の面積割合は約4割を占めている。 

●老朽化した市有施設については、「市有建築物の配置基本方針」や各
種施設の「長寿命化計画」の基本的方向性に基づき、今後も財政状
況等を勘案しながら計画的に施設更新を進めていく必要がある。 

●密集市街地等における既存建築物の老朽化に対しては、市街地再開
発事業を活用した建替え等の取組を進めており、今後も計画的な事
業の推進が必要である。 
 

  
 

 

 
人命の保護 
1 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 

脆弱性評価 ３ 

   
3 
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1-1-3 避難場所等の指定・整備 

●災害時の避難場所として活用される学校、体育館、公園等について、
地域の実情に応じた施設整備を計画的に推進する必要がある。また、
小中学校の体育館については、施設管理者未到着時の開錠手法を確
立する必要がある。 

●基幹避難場所へ備蓄庫を整備するほか、被害集中地域へ速やかに備
蓄物資を供給するため、防災拠点倉庫等を整備する必要がある。 

●複雑化している避難場所分類を市民にわかりやすいものに整理する
とともに、避難場所看板を設置し、避難場所に関する市民の認知度
を向上させる必要がある。 

●高齢者、障がい者等の要配慮者の安全性が確保されるよう、福祉避
難場所指定可能施設の拡大や福祉避難場所用スペースの整備を進め
るとともに、福祉施設等の防災対策を促進する必要がある。 

1-1-4 緊急輸送道路＊等の整備 

●救急救援活動等に必要な緊急輸送道路について、橋りょうの耐震化
を含めて、計画的な整備を推進する必要があるほか、都市機能の集
積する都心部へのアクセスの強化を検討する必要がある。 

●無電柱化や放置自転車対策、倒木のおそれのある街路樹の更新等、
避難路の通行を妨げることのないような取組を推進する必要があ
る。 
 

  
 

 

 
人命の保護 
1 

脆弱性評価 ３ 

3 

緊急輸送道路：災害時に救助・救急、消火活動、物資輸送等を円滑に行うため指定された、防災拠点間を相互に連絡する道路。 
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1-1-5 地盤等の情報共有 

●市内におけるがけ崩れ危険区域の詳細な調査を引き続き行い、市民
と情報共有する必要がある。 

●国が調査を推奨している大規模盛土＊造成地について、その位置、規
模及び危険性が確認されていないことから、調査を実施し、情報を
周知する必要がある。 

【現状値】 
住宅の耐震化率 87.0%〔H25〕 
※全国約 82%〔H25〕、北海道約 82%〔H22〕 
（国の目標 95%〔H32〕、北海道の目標 90%〔H27〕） 
多数の者が利用する建築物の耐震化率 91.0%〔H25〕 
※全国約 85%〔H25〕、北海道約 81%〔H22〕 
（国の目標 95%〔H32〕、北海道の目標 90%〔H27〕） 
社会福祉施設の耐震化率 87%〔H25〕 
※全国約 86%〔H25〕、北海道約 82%〔H25〕 
社会体育施設の耐震化率 97.0%〔H27〕 
※全国約 73%〔H24〕、北海道約 69%〔H24〕 
公立小中学校の耐震化率 93.8%〔H27〕 
※全国 95.6%〔H27〕、北海道 88.2%〔H27〕 
体育館等へのガラス飛散防止フィルム施工済み小中学校数  
127 校〔H27〕 
基幹避難所備蓄庫数 203 か所〔H26〕 
福祉避難場所の指定可能施設 215 施設〔H27〕 
緊急輸送路などに架かる橋りょうの耐震化率 62%〔H26〕 
市街地等の幹線道路の無電柱化率 10%〔H24〕 
※全国約 15%〔H24〕、北海道約 9%〔H24〕 
駅周辺の放置自転車数 7,230 台〔H26〕 
がけ地カルテの作成 65.1%〔H26〕 

  
 

 

 
人命の保護 
1 

脆弱性評価 ３ 

   
3 

盛土：住宅地の開発等において、低い地盤や斜面に土砂を盛り上げて高くし、平坦な地表を作ること。 
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【評価結果】 

1-2-1 警戒避難体制の整備 

●土砂災害防止法に基づき、北海道が土砂災害警戒区域＊の指定をした
地区に対してハザードマップ＊を作成し、警戒避難体制の整備を進め
ているが、今後も北海道の指定に合わせてハザードマップを作成す
る必要がある。 

●早期に危険の予兆を把握し、住民避難を促すため、がけ崩れ危険区
域の斜面状況等を整理した「がけ地カルテ」を作成しているが、全
区域分の作成に向け、計画的に推進する必要がある。 

1-2 土砂災害による多数の死傷者の発生 

【現状値】 
北海道が指定した土砂災害警戒区域に対するハザードマップ 
捕捉率 100%〔H26〕 

札幌市の全ハザードマップ作成予定数に対する作成割合 35%
〔H26〕 
がけ地カルテの作成 65.1%〔H26〕 

  
 

 

 
人命の保護 
1 

脆弱性評価 ３ 

3 

土砂災害警戒区域：特に警戒避難体制を整備すべき箇所を詳細に調査し指定した区域。 
ハザードマップ：災害時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るほか、日頃の防災対策に活用するため、被害の想定される区域や避難

場所などを表示した地図。 
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【評価結果】 

1-3-1 洪水ハザードマップの作成 

●洪水ハザードマップはすでに作成済みだが、今後、水防法の改正に
より、国・道の浸水想定が見直される予定のため、ハザードマップ
を修正する必要がある。 

1-3-2 河川改修等の治水対策 

●平成 26 年 9 月の豪雨では市内数カ所で水害が発生しており、河川
の改修や流域貯留施設＊整備など、治水安全度の向上を図る必要があ
る。 

●浸水被害軽減のため、下水道雨水拡充管やポンプ場の整備など、近
年の局所的な集中豪雨の増加や都市化の進展等を勘案した整備を推
進する必要がある。 

1-3-3 地下施設の防災対策 

●地下施設の避難確保計画、浸水防止計画の手引を作成しているが、
水防法改正による浸水想定区域の見直しに合わせ、地下施設の避難
体制の確保などをさらに促進する必要がある。 

●地下鉄施設については、地上駅を除く 42 駅について、駅ごとの特
性を考慮し、止水板・浸水防止シート・土のうの設置等を実施して
いる。 

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 

【現状値】 
治水整備指針＊の進捗率 63%〔H26〕 
流域貯留施設整備数 121 カ所〔H26〕 
雨水拡充管整備延長 196km〔H26〕 
避難確保計画及び浸水防止計画を作成した地下施設の割合 

 約 90%〔H26〕 
地下鉄施設の浸水対策  
土のう 4,870 袋、吸水土のう 720 袋、浸水防止シート 90 基、 
止水板 10 箇所 

  
 

 

 
人命の保護 
1 

脆弱性評価 ３ 

   
3 

流域貯留施設：洪水を防ぐため、公園や学校のグラウンドを部分的に掘り下げ、敷地内に降った雨水を一時的に貯留する施設。 
治水整備指針：治水整備を効率的・効果的に実施するため、今後 10 年間における治水整備の進め方を定めた指針。 
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【評価結果】 

1-4-1 暴風雪時における道路管理体制の強化 

●冬季道路情報システムを運用することで、札幌市近郊を細分化した
降雪予測情報やマルチセンサーから得られる気象情報を元に迅速な
情報伝達を行っている。大雪時には、道路パトロールを行い、緊急
の必要がある場合は通行規制を行うほか、一定の気象状況や道路状
況では、「大雪時の対応指針」に基づき警戒配備体制等をとって情報
収集、連絡調整、除雪作業を行うこととしており、今後とも、大雪
時に迅速かつ適切な除排雪活動が実施できるよう努める必要があ
る。 

1-4-2 除雪体制の確保 

●市内を 23 の地区に分け、地区ごとに複数の除排雪業者が車道・歩
道除雪、運搬排雪等を一括実施するマルチゾーン除雪体制を構築し
除排雪事業を進めており、今後とも大雪時には、緊急輸送道路やバ
ス路線等を優先して除排雪し、道路交通機能の確保に努める必要が
ある。 

●「冬のみちづくりプラン」に基づき、雪堆積場の確保や、除雪機械
の計画的な更新、増強を図るとともに、除雪作業の担い手を確保す
るための施策を推進しており、将来的にも安定的な除雪体制の確保
を図る必要がある。 

●効率的な雪対策を推進するため、市内各所にある融雪施設や流雪溝＊

などの雪処理施設を計画的に維持、更新する必要がある。 

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 

【現状値】 
道路除雪延長 5,398km〔H26〕 

  
 

 

 
人命の保護 
1 

脆弱性評価 ３ 

3 

流雪溝：道路下に設置された流雪溝本体に下水処理水や河川水を送水し、道路上の投雪口から沿線住民が投雪作業を行い、水の流れを利用
して雪を流す施設。 
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【評価結果】 

1-5-1 冬季も含めた帰宅困難者対策 

●昼間人口が約 7 万人の都心地域における災害時の帰宅困難者対策に
ついて、大規模集客イベントの開催の有無や冬季間の災害発生とい
う諸条件を考慮しつつ、民間企業との連携により、ガイドラインの
作成等の取組を推進する必要がある。 

1-5-2 積雪寒冷を想定した避難所等の対策 

●防寒対策として、移動式灯油ストーブや避難者に対する毛布や寝袋
の備蓄を行っているが、冬季防寒対策をさらに促進する必要がある。 

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 

【現状値】 
災害時の帰宅困難者（推計） 最大 9 万 6 千人 
上記のうち、屋外滞留者 38,000 人 
都心地域帰宅困難者対策協議会参加団体 56 団体〔H26〕 
帰宅困難者に対するガイドラインの作成 未作成〔H26〕 
避難所における最大避難者数（想定） 110,700 人 
高規格寝袋の備蓄数 63,500 個〔H26〕 
従来型寝袋の備蓄数 47,200 個〔H26〕 

【評価結果】 

1-6-1 関係機関の情報共有化 

●災害時における情報連絡体制を確保するため、全ての基幹避難所
（310 か所）への防災行政無線＊の整備及び移動局無線機＊の新規格
への更新が必要である。 

●災害対策に必要な情報を関係機関がリアルタイムで共有する防災情
報共有システムについて、一層の効果的な運用に向け、監視機器の
増設等計画的な整備を推進する必要がある。 

●消防活動における、国、道、他消防機関並びに活動部隊相互の通信
手段として使用している災害情報ネットワークシステムについて、
次期システムへの更新・高度化が必要である。 

1-6 情報伝達の不備・途絶等による死傷者の拡大 

  
 

 

 
人命の保護 
1 

脆弱性評価 ３ 

   
3 

防災行政無線：非常災害時における災害情報の収集・伝達手段の確保を目的として、整備している防災用無線システム。 
移動局無線機：車載型や携帯型等の移動可能な無線機。主として行政機関内や防災関係機関との通信手段。 
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1-6-2 住民等への情報伝達体制の強化 

●消防庁において調査検討を行っている全国共通の防災アプリについ
て、今後の動向を見据えながら、整備を進める必要がある。 

●平成 26 年 9 月の豪雨では札幌市として 33 年ぶりの避難勧告の発
令となったが、避難所へ避難した市民への情報不足が指摘されたた
め、災害情報の伝達方法の多様化について検討を進める必要がある。 

1-6-3 観光客、高齢者等の要配慮対策 

●外国人を含む観光客が被災した場合、一時的な避難場所等を示す観
光案内サインが不足している。また、市内の観光施設等への公衆無
線 LAN＊の整備の促進、多言語に対応した情報発信が必要である。 

●要介護高齢者や障がい者など災害時の避難等に支援が必要な方々に
対し、避難支援ガイドラインに基づき、迅速で円滑な支援が可能と
なるよう、支援体制の構築、対象者情報の収集、名簿の作成・活用
等、所要の対策を推進する必要がある。 

1-6-4 地域防災活動、防災教育の推進 

●自主防災組織の活動促進のため、防災リーダー研修、活動資機材の
助成、防災訓練の指導など、地域防災力の強化に向けた取組を推進
する必要がある。 

●地域防災の中核である消防団の活動体制を強化するため、双方向情
報伝達手段の確保及び大規模災害を想定した教育訓練の更なる充実
が必要である。 

●児童･生徒に対して、日常の様々な場面で防災知識を学べる機会を提
供し、子どものころから防災教育を充実し、自主防災組織の担い手
を育成する必要がある。 

【現状値】 
基幹避難所への防災行政無線の設置 300 か所・97%〔H26〕 
移動局無線機 818 局 
観光案内サインの設置数 191 基〔H26〕 
要配慮者避難支援に取り組む地域組織を支援した回数 80 回

〔H26〕 
自主防災組織活動カバー率 61.7%〔H26〕 
※全国 80%〔H26〕、北海道 51.3%〔H26〕 
防災教育用教材の活用割合 48.7%〔H26〕 

  
 

 

 
人命の保護 
1 

脆弱性評価 ３ 

3 

公衆無線 LAN：駅や空港などの公共施設や飲食店などで、ケーブルがなくてもインターネットに接続できる仕組み。 



23 

 

  

【評価結果】 

2-1-1 物資供給等に係る連携体制の整備 

●物資供給をはじめ医療、救助・救援、人材、帰宅支援など災害時の
応急対策を迅速かつ円滑に行うため、道及び道内市町村、民間企業･
団体等との間で各種応援協定を締結しているが、その実効性を確保
するとともに、対象業務の拡大など協定内容の見直しを適宜実施す
る必要がある。 

●物資の供給体制について、「北海道における民間の施設・ノウハウを
活用した災害に強い物流システムの構築に関する協議会」における
検討も踏まえて、関係者間の連携・協力体制の強化を図っていく必
要がある。 

2-1-2 非常用物資の備蓄促進 

●基幹避難場所等における食料備蓄は、想定される最大避難者数の 2
割増しの 133,000 人に対して 2 食分を備蓄しているが、さらなる
増強が必要である。 

●寒さ対策としての寝袋や、停電対策としてのロウソクランタン、ラ
ジオ付き手廻しライトといった応急救援備蓄物資の整備は行ってい
るが、高規格型寝袋への更新等、さらなる増強を図る必要がある。 

●地域や企業等における食料・飲料水等の備蓄について啓発活動を強
化するなど、各当事者の自発的な備蓄の取組を促進する必要がある。 
 

  
 

 

 

救助・救急
活動等の迅
速な実施 

2 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 

【現状値】 
防災関係の協定件数（民間企業・団体、行政機関） 64 件〔H26〕 
食料備蓄数 266,000 食〔H26〕 
市内の停電率（地域防災計画（地震）想定） 
発災直後 17.8%、1 日後 2.5% 

脆弱性評価 ３ 

   
3 
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【評価結果】 

2-2-1 防災訓練等による救助・救急体制の強化 

●「札幌市防災会議＊」では、警察や自衛隊をはじめとした道・国の関
係行政機関のほか、交通、情報、エネルギー、医療などのライフラ
イン事業者等が参加し、連携強化を図っているが、今後も防災訓練
などの機会を通じて災害対応の実効性を高めていく必要がある。 

●消防職員の大量退職・大量採用によるベテラン層の減少、経験の浅
い若年層の増加が進んでおり、消防隊員の消火技術の維持・向上に
向けた取り組みを推進する必要がある。 

2-2-2 自衛隊体制の維持・拡充 

●北海道に所在する陸上自衛隊の削減や部隊の統廃合等によって人員
が不足した場合、災害発生時における対応に遅れが生じ、被害が拡
大する懸念がある。 

2-2-3 救急活動等に要する情報基盤、資機材の整備 

●災害対応能力の維持・強化に向け、消防車両や消防ヘリコプターの
整備・更新を推進するとともに、救急隊の増隊の検討や活動資器材
の配備増強、ICT（情報通信技術）の活用などによる消防救急活動の
強化を図る必要がある。 

【現状値】 
救急隊現場到着時間 6.5 分〔H26〕 
救急搬送受け入れ要請回数 5 回以上の事案 916 件〔H26〕 
緊急消防援助隊登録数 57 隊〔H26〕 
住宅密集度の高い地域の耐震性貯水槽整備率 68%〔H26〕 

2-2 消防、警察、自衛隊等の被災等による救助・救急活動の停滞   
 

 

 

救助・救急
活動等の迅
速な実施 

2 
脆弱性評価 ３ 

3 

札幌市防災会議：災害対策基本法に基づく、札幌市の防災行政を円滑に運営するための組織。 
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【現状値】 
災害時医療に係る訓練・研修 3 回〔H26〕 
福祉避難場所用スペース整備補助をした特別養護老人ホーム 
6 か所〔H26〕 
同スペースを整備補助した障がい者生活介護・短期入所併設事業所 

 1 か所〔H26〕 
予防接種法に基づく予防接種麻しん・風しんワクチンの接種率 

 1 期 94.9%、2 期 92.2%〔H25〕 

【評価結果】 

2-3-1 被災時の医療支援体制の強化 

●災害時医療に係る人材を確保するため、札幌医師会と連携しての訓
練・研修を行っているが、医療施設及び行政関係者間のさらなる連
携強化が必要である。 

2-3-2 災害時における福祉的支援 

●災害に備えた地域防災体制づくりを進め、関係機関との協定の締結
や情報の共有化を図ることで、要介護高齢者や障がい者など災害時
の避難等に支援が必要な方々への支援拡充を図る必要がある。 

●高齢者、障がい者等の要配慮者の安全性が確保されるよう、福祉避
難場所用スペース整備や利用する福祉施設等の防災対策を促進する
必要がある。 

2-3-3 防疫対策 

●災害発生時における、外傷等に伴う感染症の発生及び避難所内にお
ける感染症の蔓延等を防止するため、平時からの感染症対策として、
定期的な予防接種を進める必要がある。 

2-3 被災地における医療・福祉機能等の麻痺   
 

 

 

救助・救急
活動等の迅
速な実施 

2 
脆弱性評価 ３ 

   
3 
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脆弱性評価 ３ 
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【評価結果】 

3-1-1 災害対策本部機能等の強化 

●災害対策本部の訓練について、市全体での訓練は 5 年に 1 度、区訓
練は各区持ち回りで年 1 回実施しているが、職員の異動等により、
訓練の検証結果を十分に引き継ぐことができていない。また、外部
評価者により、専門的見地から訓練の客観的評価及び具体的な検証
を行うことが必要である。 

●災害発生時の動員について、現行の体制は融通性や柔軟性において
課題があり、人的資源の有効活用のため、参集の取り扱い等の動員
体制の見直しが必要である。 

●災害時の防災拠点として災害対応力維持確保に不可欠な行政施設の
更新整備を推進する必要がある。 

3-1-2 行政の業務継続体制の整備 

●業務継続計画＊に従い、災害時の対応力の向上に努めるとともに、行
動手順書（マニュアル）の整備等の取組を推進する必要がある。 

●市役所本庁舎には災害時に備えた非常用発電機を設置済みである
が、データセンターについては、災害時における行政情報システム
機能の維持・継続を図るため、電源系統の二重化など設備故障への
対策は施されているものの、電力供給が断たれた場合の対策につい
て整備する必要がある。 

●震災時に利用困難と想定される庁舎の代替庁舎の確保のほか、耐震
化等の長期的課題についても検討を継続する必要がある。 

3-1-3 広域応援・受援体制の整備 

●大規模災害時における広域的な支援体制の強化に向け、札幌市とし
て受援計画＊を策定し、受援体制の構築を図る必要がある。 

3-1-4 政府機能等のバックアップ 

●札幌市は、大都市としての都市機能や冷涼な気候のほか、首都圏と
の同時被災リスクが低いなど、バックアップ拠点としての全国への
貢献を掲げており、国の取組状況を見極めながら、バックアップに
必要な受入環境の整備や誘致活動などの取組を推進する必要があ
る。 

  
 

 

 

行政機能の
確保 

3 3-1 市内外における行政機能の大幅な低下 

脆弱性評価 ３ 

   
3 

業務継続計画：災害発生時に重要業務をなるべく中断させず、中断してもできるだけ早急に復旧させるための計画。 
受援計画：災害発生時に業務単位で効率的に他自治体等からの支援を受け入れるための計画。 
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【現状値】 
災害対策本部訓練 5 年に 1 度（市全体）〔H26〕 
防災拠点となる公共施設等の耐震化率（庁舎） 89.2%〔H26〕 
※全国 71.8%〔H25〕、北海道 55.5%〔H25〕 
消防本部、消防署所の耐震化率 100%〔H26〕 
データセンターの非常用発電設備 未設置〔H26〕 
受援計画の策定 未策定〔H26〕 

  
 

 

 

行政機能の
確保 

3 
脆弱性評価 ３ 
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【評価結果】 

4-1-1 再生可能エネルギー＊の導入拡大 

●平成 24 年時点における札幌市の電力消費量のうち、再生可能エネ
ルギーの割合は約 5%であり、大規模災害により既存エネルギーの
生産基盤が打撃を受けた場合、市民生活に甚大な影響が懸念される
ため、再生可能エネルギーの導入拡大が必要である。 

4-1-2 電力基盤の整備 

●エネルギーの大消費地である札幌市において、民間も含めた各種省
エネやピークカット＊の取組を推進し、電気事業者の供給負荷を低減
させる必要がある。 

●災害時も含めた電力の安定供給を確保するため、設備の耐災害性の
向上に努めるとともに、電源の多様化、分散化を促進する必要があ
る。 

●都心や真駒内など、市内 4 地区に熱供給基盤が整備されているが、
地区単位で電気と熱を自立的に賄う体制の検討を進める必要があ
る。 

4-1-3 多様なエネルギー資源の活用 

●災害時においても、電力や熱を継続的に供給するため、天然ガスコ
ージェネ＊、燃料電池＊、再エネ、地中熱＊等多様なエネルギー資源を
活用した自立分散型エネルギーネットワークを構築する必要があ
る。 

●水素エネルギーの利活用、廃棄物発電・熱利用などエネルギー構成
の多様化に向けた取組を推進する必要がある。 
 

  
 

 

 

ライフライ
ンの確保 

4 4-1 エネルギー供給の停止 

【現状値】 
新エネルギー導入量 発電容量 6 万 kW〔H24〕 

           発電電力量 1 億 7,300 万 kWh〔H24〕 
学校施設への太陽光パネル設置数 137 校〔H27〕 

              発電容量 1,674kW〔H27〕 

脆弱性評価 ３ 

   
3 

再生可能エネルギー：太陽光、風力、地熱など、エネルギー源として永続的に利用することができるものの総称。 
ピークカット：ピーク時の電力需要を低減すること。 
コージェネ：コージェネレーションシステムの略。発電時に発生した排熱を、冷暖房や給湯などに利用し、総合的なエネルギー効率を高め

る仕組みのこと。 
燃料電池：水素と酸素を電気化学的に反応させることによって、電気を発生させる装置。 
地中熱：年間を通して温度の変化が少ない浅い地盤中に存在する低温の熱エネルギー。 
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【評価結果】 

4-2-1 食料生産基盤の整備 

●農業従事者の高齢化や後継者不足により、今後さらに耕作放棄地の
増加が懸念されることから、経営安定化対策や新たな担い手を育
成・確保することが必要である。 

●特色ある札幌産農産物に着目した食関連産業等からの需要拡大や都
市農業＊の振興に向けて、ブランド力や流通力の強化を図る必要があ
る。 

4-2-2 道産食料品の販路拡大 

●全国の食料供給基地として重要な役割を担う北海道の道産食料品の
安定供給のためには、平時から十分な生産量と市場流通量を確保す
る必要がある。 

●付加価値＊向上を図り、海外を含めた販路拡大の取組を推進すること
で、食関連産業の経営基盤の強化に取り組む必要がある。 

4-2-3 生鮮食料品の流通体制の確保 

●災害の発生によって被災した中央卸売市場が、相互に救援協力し、
被災地域における生鮮食料品の安定供給を図ることを目的とした
「全国中央卸売市場協会災害時相互応援に関する協定」や、道内の
卸売市場が相互に救援協力し、被災地域における生鮮食料品の安定
供給を図ることを目的とした「道内卸売市場災害対応等ネットワー
ク協推進会議」への参加継続により流通体制の確保が必要である。 

●卸売業の経営基盤の強化のため、卸売業とメーカーとのマッチング
等の取組を推進する必要がある。 
 

4-2 食料の安定供給の停滞 
 

【現状値】 
食料自給率（カロリーベース） 1% 
6 次産業＊活性化事業による新商品開発などの補助件数 4 件
〔H26〕 
マッチング・販路拡大事業に参加した企業の商談額（累計） 

 74 百万円〔H26〕 

  
 

 

 

ライフライ
ンの確保 

4 
脆弱性評価 ３ 

3 

都市農業：市街地及びその周辺の地域において行われる農業。 
付加価値：生産過程で新たに付け加えられる価値。総生産額から原材料費と機械設備などの減価償却分を差し引いたもの。 
６次産業：第 1 次産業、第 2 次産業、第 3 次産業を融合させ、農水畜産物等に新たな付加価値を生み出そうとする考え方を表す用語。    

１×２×３＝６であることに由来する。 
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【評価結果】 

4-3-1 水道施設の防災対策 

●札幌市は水道水源の約 98%を豊平川へ依存しており、豊平川で局所
的な豪雨による河川水の濁りの上昇（高濁）や重大な水質事故が発
生するなど、浄水処理が継続できなくなった場合は大規模な断水が
発生する恐れがある。 

●安定した給水を確保するため、浄水場、配水池、配水管など水道施
設の耐震化のほか、送水ルートの複数化等の整備を推進する必要が
ある。 

●災害時における飲料水確保のため、緊急貯水槽＊などの整備や地域の
給水訓練など、応急給水体制の整備を促進する必要がある。 

●水道事業において、大規模災害の場合でも業務を継続し、低下した
水道機能を早期に復旧させる「業務継続計画」の策定が必要である。 

4-3-2 下水道施設等の防災対策 

●昭和 40～50 年代に集中的に整備した下水道施設について、老朽化
による事故の発生や機能停止等を未然防止し、安全で快適な市民生
活を守るため、適切に老朽化対策を進める必要がある。 

●災害時においても公衆衛生環境を確保するとともに、道路陥没等の
発生を防止するため、水再生プラザや管路等の下水道施設の耐震化
のほか、汚泥圧送管＊ループ化等の対策を進める必要がある。 

●下水道事業において、大規模災害の場合でも業務を継続し、低下し
た下水道機能を早期に復旧させる「業務継続計画」の策定が必要で
ある。 

●下水道整備計画区域外においては、合併処理浄化槽＊の設置補助を実
施しているが、災害に強い特性を持つ合併処理浄化槽の設置を一層
推進する必要がある。 
 

4-3 上下水道等の長期間にわたる機能停止 
 

  
 

 

 

ライフライ
ンの確保 

4 
脆弱性評価 ３ 

   
3 

緊急貯水槽：災害発生時の飲料水を確保するための施設。学校や公園などに設置している。 
汚泥圧送管：下水をきれいにする過程で発生する汚泥を処理するために、水再生プラザ（旧下水処理場）からスラッジセンター（汚泥処理

場）まで、汚泥をポンプで圧力をかけて送るための管。 
合併処理浄化槽：し尿と台所、風呂などの生活雑排水を微生物の働きなどを利用して浄化する設備で、下水道が未整備の建物などに設置

される。 
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【現状値】 
上水道の基幹管路の耐震適合率 37.7%〔H26〕 
※全国 34.8%〔H25〕、北海道 39.9%〔H25〕 
浄水施設の耐震化率 18.6%〔H26〕 
※全国 22.1%〔H25〕、北海道 17.8%〔H25〕 
配水池の耐震化率 76.9%〔H26〕 
※全国 47.1%〔H25〕、北海道 41.8%〔H25〕 
上水道の供給ルートが耐震化された災害時重要施設（医療機関）数  
38 か所〔H26〕  
緊急貯水槽設置数 38 か所〔H26〕 
上水道の業務継続計画の策定 未策定〔H26〕 
下水道管路改築延長 127km〔H26〕 
下水道圧送管バックアップシステム整備率 79%〔H26〕 
下水道の業務継続計画の策定 未策定〔H26〕 
浄化槽のうち合併処理浄化槽の設置率 72%〔H24〕 
※全国 42%〔H24〕、北海道 68%〔H24〕 

  
 

 

 

ライフライ
ンの確保 

4 
脆弱性評価 ３ 

3 
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【評価結果】 

4-4-1 北海道新幹線の整備 

●高速交通網の基軸である新幹線の札幌延伸は、平成 42 年度末
（2030 年度末）の予定であり、1 日も早い開業の実現に向けて、
北海道や鉄道・運輸機構等との連携により、建設事業を円滑に推進
する必要がある。 

4-4-2 交通ネットワークの整備 

●災害時において、物資輸送や人的支援を迅速に行うため、骨格道路
網＊等の整備、交通結節点＊の機能強化を推進する必要がある。 

●また、高速道路等から都市機能の集積する都心へのアクセス強化を
はじめ、緊急輸送道路、避難路等の整備を計画的に推進する必要が
ある。 

4-4-3 道路施設の防災対策等 

●道路陥没による通行車両等の事故の防止のため、舗装路面の下に発
生する空洞対策が必要である。 

●橋りょうをはじめとした道路施設の老朽化対策について、施設ごと
の長寿命化計画等に基づき計画的な施設の補修・更新が必要である。 

4-4-4 空港の機能強化 

●札幌市と道外との移動については、96%を航空に頼っており、その
大半が新千歳空港を経由している。新千歳空港の被災による機能不
全といった事態も想定し、丘珠空港の利用促進に向けた取組が必要
である。 

4-4-5 鉄道施設の耐震化 

●支援物資等の輸送に必要な鉄道機能を維持するため、駅舎や高架な
ど鉄道施設の耐震化をはじめとした耐災害性の確保が必要である。 
 

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 
 

  
 

 

 

ライフライ
ンの確保 

4 
脆弱性評価 ３ 

   
3 

骨格道路網：ここでは、都心への不必要な自動車流入の抑制や周辺都市や市内各地域の拠点へ容易に到達でき、それらの拠点相互が有機的
に連結するよう計画的に配置した幹線道路網をいう。 

交通結節点：複数あるいは異種の交通手段の接続が行われる場所。 
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【現状値】 
北海道新幹線（新函館北斗～札幌間）完成・開業予定 
平成 42 年度末 
骨格道路網のうち札幌市所管分の道路整備進捗率 91%〔H26〕 
年間路面下空洞調査延長 40km〔H26〕 
補修完了橋りょう数 65 橋〔H26〕 
丘珠空港年間利用者数 17.4 万人〔H26〕 

脆弱性評価 ３ 

3 
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【評価結果】 

5-1-1 リスク分散を重視した企業立地等の促進 

●冷涼な気候や首都圏等との同時被災の可能性が少ないといった優位
性を活かし、首都圏等に所在する企業の本社機能や生産拠点の移転、
立地に向けた取組を促進する必要がある。 

5-1-2 企業の業務継続体制の強化 

●災害時でもオフィス等に電力と熱の供給が継続できる体制の構築に
向けた取組を推進する必要がある。 

●企業向けのパンフレット「企業防災のすすめ」を発行し、防災協働
社会の実現に向けた企業の役割、業務継続体制の構築等について普
及啓発を実施しているが、引き続き業務継続計画の策定等について
推進する必要がある。 

5-1-3 被災企業等への金融支援 

●札幌市では大規模災害に伴う経済環境の急変等により影響を受けた
企業に対して金融支援を実施しているが、引き続きセーフティネッ
ト＊策を確保していく必要がある。 
 

  
 

 

 

経済活動の
機能維持 

5 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 
 

【現状値】 
誘致施策を活用し立地した企業数 111 件〔H26〕 
都心における（※）業務継続計画策定済み・策定予定企業 58%
〔H25〕※札幌都心地域都市再生緊急整備協議会 

脆弱性評価 ３ 

   
3 

セーフティネット：「安全網」と訳され、網の目のように救済策を張ることで全体に対して安全や安心を提供するための仕組みのこと。 
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【評価結果】 

5-2-1 陸路における流通拠点の機能強化 

●大谷地流通業務団地は、団地を拠点とする貨物車両の台数が市内の
10%を占めるなど、道央圏にとって重要な物流拠点であるが、開設
から 50 年近くが経過し、高度化・効率化を図ることが必要である。 
 

5-2 物流機能等の大幅な低下 
 

【現状値】 
大谷地流通団地開設 昭和 42 年 

  
 

 

 

経済活動の
機能維持 

5 
脆弱性評価 ３ 

3 
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【評価結果】 

6-1-1 災害廃棄物の処理体制の整備 

●災害発生時に円滑な廃棄物処理が滞ることのないよう、設備の劣化
状況等を見極めながら、処理場・清掃工場の計画的な整備を推進す
る必要がある。 

6-1-2 地籍調査の実施 

●災害発生後の迅速な復旧・復興を図るためには、土地境界の把握が
必要であり、地籍調査＊や地図整備等の推進を図る必要がある。 
 

  
 

 

 

迅速な復旧 
・復興等 

6 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 
 

【現状値】 
がれき（震災廃棄物）処理実施要領 策定済み 
地籍調査進捗率 3%〔H26〕 
※全国 51%〔H25〕、北海道 61%〔H25〕 

脆弱性評価 ３ 

   
3 

地籍調査：土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査。 
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【評価結果】 

6-2-1 災害対応に不可欠な建設業との連携 

●復旧・復興をはじめ災害対応に不可欠な存在である建設業が、その
役割を十分に発揮できるよう、担い手の育成・確保等に向けた取組
を推進する必要がある。 

6-2-2 行政職員の活用促進 

●「災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」に基
づき、北海道及び道内市町村の職員派遣による相互応援体制は確立
されている。 

6-2 復旧・復興等を担う人材の絶対的不足 
 

【現状値】 
北海道及び道内市町村との職員派遣協定 締結済み 

  
 

 

 

迅速な復旧 
・復興等 

6 
脆弱性評価 ３ 

3 
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「北海道強靱化計画」における施策プログラムとの調和も図りなが
ら、札幌市の強靱化に資する主要な事業を推進事業として設定するこ
とで、より札幌市の実態に合った効果的な取組とするとともに、推進
事業を中期実施計画にも位置づけることで、具体性を持った着実な取
組とする（P44 ページ以降、中期実施計画に位置づけた事業は＊で表
記）。 

さらに、札幌市の総合計画である『札幌市まちづくり戦略ビジョン』
で掲げる「地域防災力が高く災害に強いまち」という基本目標の実現
を図るとともに、札幌市の強靱化を北海道・国の強靱化へとつなげる
ため、戦略ビジョンの方向に沿った取組、「北海道強靱化計画」で示さ
れた札幌を含む道央地域の施策の展開方向等に沿った取組について重
点化を行うことで、札幌市の姿勢を市内外に示し、都市の魅力の向上
を図るとともに、北海道全体での強靱化を促進し、地方創生にも繋げ
ていく。 

※重点化を図る施策の末尾には重点と記載。 
 
＜重点化の視点＞ 

■「札幌市まちづくり戦略ビジョン」で掲げられている災害に強い
都市の構築や防災体制づくりに沿った施策 

 
■北海道強靱化計画で示された道央地域の施策の展開方向等に沿っ

た施策 
 

(1) 
脆弱性評価を踏ま
えた施策プログラ
ム及び推進事業 

４ 施策プログラム及び推進事業 

「３ 脆弱性評価」の結果を踏まえて、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する。リスク回
避のために、施設の整備・耐震化、代替施設の確保等の「ハード対策」
のみではなく、情報・訓練・防災教育をはじめとした「ソフト対策」
を組み合わせて効果的に施策を推進する。 

また、本市の財政状況等も勘案し、限られた資源で効率的・効果的
に強靱化を進めるため、災害時に効果を発揮するのみならず、平時に
おいても利活用等が図られ、地域住民等にとって利便性の増進が期待
できる取組となるよう留意する。 

(2) 
施策の推進および 
重点化 

   
4 
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〔災害に強い都市の構築や防災体制づくり〕（札幌市まちづくり戦略ビ
ジョン） 
〇災害に強い都市の構築 

⇒1-1-1、1-1-2、1-3-2、1-5-1、4-3-1、4-3-2、4-4-2、4-4-3 
〇避難場所の環境整備 

⇒1-1-3 
〇実践的な地域防災体制づくり 

⇒1-6-2、1-6-3、1-6-4 
 

〔道央地域の施策の展開方向等〕（北海道強靱化計画） 
〇高規格道路と都心や物流拠点等をつなぐアクセス道路の整備 

⇒4-4-2 
〇物資輸送や人員移送の拠点となる空港・港湾等の機能強化 

⇒4-4-1、4-4-4 
〇大型公共施設や地下ネットワークを活用した帰宅困難者対策 

⇒1-5-1 
〇リスク分散の受け皿として本社機能やデータセンター等の立地促進 

⇒3-1-4、5-1-1 
〇再開発事業の促進や自立分散型エネルギーネットワークの構築等 

⇒1-1-2、1-5-2 
〇行政機関や企業における防災訓練の実施や業務継続体制の強化 

⇒3-1-1、3-1-2、5-1-2 

施策プログラム及び推進事業 ４ 

4 
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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 避難場所等の指定・整備 
1-1-4 緊急輸送道路等の整備等 
1-1-5 地盤等の情報共有 

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 

1-3 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 洪水ハザードマップの作成 
1-3-2 河川改修等の治水対策 
1-3-3 地下施設の防災対策 

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 

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 
1-6-3 観光客、高齢者等の要配慮対策 
1-6-4 地域防災活動、防災教育の推進 

 

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 
2-2 消防、警察、自衛隊等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 自衛隊体制の維持・拡充 
2-2-3 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 被災時の医療支援体制の強化 

2-3-2 災害時における福祉的支援 
2-3-3 防疫対策 

施策プログラム及
び重点化一覧 
 

 人命の保護 
 
 
 

1 

 救助・救急 
活動等の迅速 
な実施 

2 

施策プログラム及び推進事業 ４ 

   
4 
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3-1 市内外における行政機能の大幅な低下 

 
3-1-1 災害対策本部機能等の強化 
3-1-2 行政の業務継続体制の整備 
3-1-3 広域応援・受援体制の整備 
3-1-4 政府機能等のバックアップ 

 
4-1 エネルギー供給の停止 

 
4-1-1 再生可能エネルギーの導入拡大 
4-1-2 電力基盤の整備 
4-1-3 多様なエネルギー資源の活用 

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 
4-4 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 北海道新幹線の整備 
4-4-2 交通ネットワークの整備 
4-4-3 道路施設の防災対策等 
4-4-4 空港の機能強化 
4-4-5 鉄道施設の耐震化 

 

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 企業の業務継続体制の強化 
5-1-3 被災企業等への金融支援 

5-2 物流機能等の大幅な低下 
 5-2-1 陸路における流通拠点の機能強化 
 
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 

6-1-2 地籍調査の実施 
6-2 復旧・復興等を担う人材の絶対的不足 
 6-2-1 災害対応に不可欠な建設業との連携 

6-2-2 行政職員の活用促進 
 

施策プログラム及
び重点化一覧 
 

 行政機能の 
確保 

 
 

3 

 ライフライ 
 ンの確保 

 
4 

 経済活動の 
機能維持 5 

 迅速な復旧 
･復興等 6 

※  網掛けは重点化施策 
 

施策プログラム及び推進事業 ４ 

4 
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（リスクシナリオ） 
 
1-1-1 住宅・建築物等の耐震化 重点（施策プログラム） 

●学校、市営住宅、体育館、交通施設など、多くの住民等が利用する
公共施設について、地震に備えて耐震化や改築を推進するとともに、
ガラス飛散防止やつり天井の脱落防止等の措置を講じる。 

●新たに耐震診断が義務づけられたホテルや旅館、商業施設等の民間
の大規模建築物に対し、耐震診断や改修等に係る支援の充実を図り、
耐震化を促進する。 

●大規模地震災害時に火災による被害を最小限にとどめるため、住宅
密集度が高い地域等に優先的に耐震性貯水槽の整備を進める。 

 
 
1-1-2 建築物等の老朽化対策 重点 

●老朽化した市有施設については、「市有建築物の配置基本方針」や各
種施設の「長寿命化計画」のもと、『施設維持』から『機能重視』の
考え方を踏まえた複合化や、集約連携型の施設配置などを検討する
ほか、ガス管等の設備も含めて、計画的な施設の更新・改修を進め
ていく。 

●民間建築物の老朽化対策については、現行の市街地再開発事業等の
支援制度を活用し、老朽建築物の不燃化や建替等の促進を図る。 

 
 
1-1-3 避難場所等の指定・整備 重点 

●避難場所分類の整理・統合を行い、避難場所看板等を更新すること
で、避難場所に対する認知度の向上を図る。 

●災害時の避難場所として活用する建築物、公園、備蓄倉庫等につい
て、地域の実情に応じた施設整備を計画的に推進する。 

●高齢者、障がい者等要配慮者の安全性が確保されるよう、福祉避難
場所用のスペース整備や福祉施設等の防災対策を促進する。 

  
 

 

 

人命の保護 
1 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 

施策プログラム及び推進事業 ４ 

   
4 
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【推進事業】 
＊学校施設耐震補強事業 
＊学校施設改築事業 
＊市営住宅維持更新事業 
＊中央体育館改築事業 
＊交通局建築施設耐震改修事業 
＊安全・安心な公園再整備事業 
＊避難場所環境整備事業〔体育館窓ガラス飛散防止フィルム施工〕 
＊市有建築物特定天井対策事業 
＊民間建築物耐震化促進事業 
＊震災対策用消防水利整備促進事業 

【推進事業】 
＊白石区複合庁舎等整備事業 
＊中央区役所庁舎整備事業 
＊豊平区土木センター改築事業 
＊文化芸術施設リフレッシュ事業 
＊学校施設改築事業※再掲 
＊学校施設リニューアル改修事業 
＊学校施設緊急整備事業 
＊市街地再開発事業 
＊優良建築物等整備事業 
＊私立保育所整備費等補助事業 

【推進事業】 
＊避難場所認知度向上事業 
＊防災拠点倉庫整備事業 
＊避難場所環境整備事業〔基幹避難所受水槽耐震化、体育館窓ガラ

ス飛散防止フィルム施工※再掲、基幹避難所備蓄庫整備〕 
＊小中学校体育館暗証番号キー設置事業 
＊地域に応じた身近な公園整備事業 
＊公園造成整備事業 
＊広域型特別養護老人ホーム新築費等補助事業 
＊障がい者地域生活サービス基盤整備事業 
＊認知症高齢者グループホームスプリンクラー等整備費補助事業 
＊小規模多機能型居宅介護事業所スプリンクラー等整備費補助事業 

4 
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1-1-4 緊急輸送道路等の整備等 

●災害時の物資供給、救急救援活動等を迅速に行うため、緊急輸送道
路上の橋りょうの耐震化や長寿命化を積極的に行うほか、骨格道路
網等の整備を推進する。また、緊急輸送道路の運用についても検討
を進める。 

●都市機能が集積する都心へのアクセス強化に向けて、都心アクセス
強化道路軸の検討を国等と連携しながら進める。 

●災害時に救急救援活動や避難等の障害物となりうる放置自転車への
対策や、歩道橋や標識等の道路施設の維持・保全、無電柱化及び倒
木のおそれのある街路樹の更新等について計画的な整備を推進す
る。 

 

1-1-5 地盤等の情報共有 

●がけ地の危険性について、早期に危険の予兆を把握し、住民避難等
を促すため、引き続きがけ地カルテを作成するとともに、パネル展
を開催し、住民への周知を図る。 

●既存の造成宅地について、大規模盛土造成地の有無とそれらの安全
性を把握するための変動予測調査を実施し、その結果を住民と情報
共有する。 

  
 

 

 

人命の保護 
1 

施策プログラム及び推進事業 ４ 

   
4 
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【推進事業】 
＊橋りょうの耐震補強事業 
＊橋りょう長寿命化修繕事業 
＊骨格道路網等整備事業 
＊豊平川通南北延伸検討調査事業（都心アクセス強化道路軸） 
＊創成川通機能強化検討調査事業（都心アクセス強化道路軸） 
＊歩行者と自転車の共存する空間の創出事業 
＊電車通拡幅整備事業 
＊道路施設維持・保全事業 
＊健やかな道路緑化推進事業 

（H27～H31 までの事業指標） 
学校施設の構造体の耐震補強実施率（改築除く） 91.9%⇒100% 
市営住宅建替による竣工戸数 444 戸 
体育館窓ガラス飛散防止フィルム施工済み小中学校数  
127 校⇒298 校 
民間建築物(非木造)の耐震改修工事補助件数（累計） 2 件⇒16 件 
住宅密集度の高い地域の耐震性貯水槽整備率 68%⇒81% 
防災拠点倉庫の整備数（累計） 2 か所 
基幹避難所備蓄庫数 203 か所⇒298 か所 
緊急輸送路などに架かる橋りょうの耐震化率 62%⇒80% 
新設した公共駐輪場の数（累計） 14 か所 
大規模盛土造成地の有無の公表 

【推進事業】 
＊がけ地調査事業 
＊大規模盛土造成地変動予測調査事業 

4 
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1-2-1 警戒避難体制の整備 

●土砂災害による被害の低減に向け、北海道の土砂災害警戒区域の指
定に伴う土砂災害ハザードマップの作成を推進する。また、がけ崩
れ危険区域の斜面状況等を整理した「がけ地カルテ」を作成するこ
とで、市民と情報を共有し、防災意識の向上や警戒避難体制の強化
等を図る。 

 

 

 

 

1-3-1 洪水ハザードマップの作成 

●国・北海道の提供する洪水ハザードマップ作成の基礎資料となる浸
水想定区域の見直しなどを契機に、ハザードマップを修正する。 

 
1-3-2 河川改修等の治水対策 重点 

●河川改修（河道の拡幅、護岸の整備等）や流域貯留施設の整備など
を計画的に行い、治水安全度の向上を図る。 

●近年増加している局所的な集中豪雨等も踏まえ、浸水被害の軽減の
ため、雨水ポンプ場や雨水拡充管などの整備を推進する。 

 
1-3-3 地下施設の防災対策 

●地下施設の避難確保計画、浸水防止計画の作成について、地下街や
接続ビル等の所有者・管理者と連携しながら促進を図るとともに、
水防法の改正に合わせて水防計画の修正を行う。 

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 

  
 

 

 

人命の保護 
1 

施策プログラム及び推進事業 ４ 

   
4 
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【推進事業】 
＊土砂災害ハザードマップ作成事業 
＊がけ地調査事業※再掲 

【推進事業】 
＊地域防災計画策定・修正関連事業〔洪水ハザードマップ修正〕 

（H27～H31 までの事業指標） 
ハザードマップ作成地区数 14 地区⇒40 地区 
がけ地カルテの作成度 65.1%⇒100% 

【推進事業】 
＊総合的な治水整備事業 
＊下水道施設災害対策事業 

【推進事業】 
＊地域防災計画策定・修正関連事業〔水防計画修正〕 

（H27～H31 までの事業指標） 
治水整備指針の進捗率 63%⇒79% 
雨水拡充管整備延長 196km⇒203km 

4 
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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 

●降雪予測情報やマルチセンサー等から得られる気象情報に加え、道路
パトロールによる道路交通状況や降雪状況の確認、関係部局や交通事
業者等からの情報の収集を行い、迅速かつ適切な除排雪活動を実施す
るとともに、報道機関への情報提供を行う。 

●一定の気象状況や道路状況により警戒配備体制等をとることで、降雪
状況に応じた除排雪作業を行うとともに、緊急の必要がある場合は通
行規制を行う。また、平時からの見通しの改善のため、交通量の多い
幹線道路と生活道路との交差点を中心とした交差点排雪の強化を図
る。 

1-4-2 除雪体制の確保 

●幹線道路は、冬期間の都市機能確保の観点から、除雪水準に基づく適
切な除排雪を推進するとともに、大雪時には、緊急輸送道路やバス路
線等を優先して除排雪するなど、道路交通機能の確保を図る。 

●除排雪を請け負う民間事業者について、道路維持補修業務と除排雪業
務の一体的委託を行うことで冬期間の人材確保を図るとともに、雪堆
積場の確保や除雪機材、雪処理施設の計画的な維持、更新を行うこと
で安定的な除雪体制を確保する。 

  
 

 

 

人命の保護 
1 

施策プログラム及び推進事業 ４ 

   
4 
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【推進事業】 
＊雪対策事業 
＊冬のみちづくりプラン推進事業 

（H27～H31 までの事業指標） 
幹線道路と生活道路との交差点を中心とした交差点排雪の強化 
冬のみちづくりプランの改定 

4 
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1-5-1 冬季も含めた帰宅困難者対策 重点 

●大型商業施設や企業が集中している都心地域における災害時の帰宅
困難者対策について、特に、さっぽろ雪まつり時期は冬期間かつ多
くの観光客を考慮する必要があるため、「札幌市都心地域帰宅困難者
等対策協議会＊」などを活用して、情報連絡体制の構築等、民間企業
と連携しながら帰宅困難者支援の取組を促進する。 

●帰宅困難者が屋内で避難できるよう、施設整備等の機会も捉えなが
ら、一時滞在施設の確保を進める。 

 

 
1-5-2 積雪寒冷を想定した避難所等の対策 重点 

●避難場所となる小中学校に移動式灯油ストーブや寝袋、毛布など直
接身体を保温する用品を備蓄するなど、「札幌市避難場所基本計画＊」
に基づく冬季防寒対策を推進する。 

●厳寒期に災害が発生することを想定し、自立分散型エネルギーネッ
トワークを構築し、災害時でも公共空間や避難場所に対しても電力
と熱の供給が継続できる体制の構築を図る。 

 

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   
 

 

 

人命の保護 
1 

施策プログラム及び推進事業 ４ 

   
4 

札幌市都心地域帰宅困難者等対策協議会：大規模地震の発生時における滞留者による混乱の抑制及び帰宅が困難となる者等に対して必要
となる対策を、官民連携により推進することを目的として、平成 26 年に設置された協議体。 

札幌市避難場所基本計画：札幌市地域防災計画に基づき、被災者の安全確保と復旧に向けた支援対策の拠点となる避難場所について、環
境整備や応急救援備蓄物資の配置方法等、備えるべき機能目標を設定し、その整備方針を定めたもの。 
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【推進事業】 
＊避難場所備蓄強化事業〔従来型寝袋の更新〕 
＊都心エネルギーネットワーク構築推進事業 

（H27～H31 までの事業指標） 
帰宅困難者に対するガイドライン作成 
高規格寝袋の備蓄数 63,500 個⇒101,260 個 

【推進事業】 
＊札幌都心地域帰宅困難者対策事業 
＊地下歩行ネットワーク拡充検討事業 
＊札幌市民交流プラザ整備事業 

4 
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1-6-1 関係機関の情報共有化 

●災害対策本部と災害対応拠点である基幹避難所との連絡手段を確保
するとともに、旧規格で運用されている移動局無線機の計画的な更
新を図る。 

●関係機関との情報の共有化のため、防災情報共有システムを活用す
るほか、監視カメラ等の機器の更新等を計画的に行う。 

●迅速な消防・救急活動の更なる充実に向け、衛星通信ネットワーク
及び多重無線ネットワーク＊について、更新・整備を推進する。 

 
1-6-2 住民等への情報伝達体制の強化 重点 

●スマートフォンやタブレット端末などの携帯情報端末を利用して、
平常時は防災の普及啓発、災害時は通信途絶状況においても避難誘
導を図ることのできるアプリケーションを整備するとともに、情報
伝達方法の多様化について検討を進める。 

 
1-6-3 観光客、高齢者等の要配慮対策 重点 

●外国人を含む観光客に対する災害情報の伝達体制の強化、ホテルな
どの観光関連施設におけるハード･ソフト両面からの防災対策など、
災害時における観光客の安全確保に向けた取組を推進する。 

●災害時も含め外国人観光客等の移動の利便性を確保するため、観光
案内サインの新設や更新を行うとともに、市内の観光施設や地下鉄
主要駅などへの公衆無線 LAN の整備、コンテンツ＊の多言語を推進
する。 

●要介護高齢者や障がい者など災害時の避難等に支援が必要な方々に
対して迅速で円滑な支援が可能となるよう、避難行動要支援者名簿＊

も活用しながら、要配慮者支援の充実を図る。 

1-6 情報伝達の不備・途絶等による死傷者の拡大   
 

 

 

人命の保護 
1 

施策プログラム及び推進事業 ４ 

   
4 

多重無線ネットワーク：消防・救急無線及び防災行政無線の基幹網として、市内要所の基地局を多重無線回線で結び、市内全域の無線交
信体制をバックアップするシステム。 

コンテンツ：文章、音楽、画像、映像またはそれらを組み合わせた情報の集合のこと。 
避難行動要支援者名簿：災害発生時やそのおそれがある場合に、自ら避難することが困難で特に支援を必要とする方々について、その避

難支援等を実施するための基礎となる名簿。 
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【推進事業】 
＊防災行政無線更新整備事業 
＊避難場所環境整備事業〔基幹避難所防災行政無線設置〕 
＊防災支援システム更新整備事業 
＊多重無線ネットワークシステム高度化事業 
＊災害情報ネットワークシステム高度化事業 
＊消防情報管理システム更新整備事業 

【推進事業】 
＊防災・災害情報伝達方法多様化推進事業 

【推進事業】 
＊観光案内サイン更新事業 
＊ICT 社会に対応した観光まちづくり推進事業 
＊観光情報発信事業 
＊要配慮者避難支援対策事業 
＊避難場所認知度向上事業※再掲 

4 
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1-6-4 地域防災活動、防災教育の推進 重点 

●地域防災力を高めるため、各区の地域特性を生かした自主防災組織
の担い手の育成や学校教育等における防災知識の普及啓発を行う。 

●地域防災の中核である消防団の装備品の整備や、より実践的な教育
訓練を実施する。また、消防団と地域コミュニティーのつながりを
深めるとともに、近隣市町村の消防団と連携した相互応援体制の構
築を進める。 

  
 

 

 

人命の保護 
1 

施策プログラム及び推進事業 ４ 

   
4 
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【推進事業】 
＊防災普及啓発事業 
＊避難場所運営研修事業 
＊ジュニアバイスタンダー育成事業 
＊消防団と市民でつくる災害安心都市さっぽろ事業 

（H27～H31 までの事業指標） 
基幹避難所への防災行政無線の設置 97%⇒100% 
防災アプリケーションの整備運用開始 
新たに公衆無線 LAN 環境を整備した施設数 19 施設 
要配慮者避難支援に取り組む地域組織を支援した回数  
80 回⇒96 回 
避難場所運営研修参加者（地域住民・累計） 20 名⇒1,260 名 
防災教育用教材の活用割合 48.7%⇒60% 

4 
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2-1-1 物資供給等に係る連携体制の整備 

●物資供給をはじめ医療、救助・救援、情報・通信など災害時の応急
対策を迅速かつ円滑に行うため、道及び道内市町村、指定都市、民
間企業･団体等との間で締結している各種応援協定について、その実
効性を確保するとともに、平時からの協力関係により防災意識の高
揚や地域防災力の強化を図る。また、対象業務の適正化など協定内
容の見直しを適宜実施する。 

 

2-1-2 非常用物資の備蓄促進 

●基幹避難場所等において、食料備蓄を中心とした応急救援備蓄物資
の増強を図る。 

●発災直後に必要となる食料、水等は 3 日分の家庭内備蓄及び流通備
蓄＊を基本としていることから、地域や企業等における備蓄について
啓発活動を引き続き行い、各当事者の自発的な備蓄の取組を促進す
る。 

  
 

 

 

救助・救急
活動等の迅
速な実施 

2 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 

施策プログラム及び推進事業 ４ 

   
4 

流通備蓄：物資を市場で流通する形で備蓄することで、備蓄品を常に流通させて更新していく備蓄方式。企業との災害時の物資供給の協定
等により確保している。 



  

58 

  

【推進事業】 
＊避難場所備蓄強化事業〔備蓄強化、従来型寝袋の更新※再掲〕 
＊防災普及啓発事業※再掲 

（H27～H31 までの事業指標） 
食料備蓄数 266,000 食⇒399,000 食 
高規格寝袋の備蓄数 63,500 個⇒101,260 個 

4 
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2-2-1 防災訓練等による救助・救急体制の強化 

●平常時の訓練の積み重ねによって、札幌市・防災関係機関・地域が
一体となった災害時の連携体制を築くため、消防、警察、自衛隊、
ライフライン機関をはじめとする官民の関係者が参加する大規模な
地震を想定した総合防災訓練や、さまざまな条件を設定した各区訓
練を実施し、災害対応の実効性を確保する。 

●消防職員の人員構成の若年化により、経験の浅い若年層が増えてい
るが、災害対応力の維持・向上に向け、恒常的な訓練の充実を図る。 

 

2-2-2 自衛隊体制の維持・拡充 

●大規模自然災害において、救助・救援活動の中心として大きな役割
が期待される自衛隊について、道内各地に配備されている部隊、装
備、人員の維持・拡充に向け、北海道や市町村などと連携した取組
を推進する。 

 

2-2-3 救急活動等に要する情報基盤、資機材の整備 

●災害対応力の維持・強化に向け、多重無線や衛星通信のネットワー
クシステムの更新など、情報基盤を整備する。 

●消防車両や消防ヘリコプターの更新のほか、異常気象による災害対
応資機材の整備等を行い、消防活動の充実強化を図る。 

●増え続ける救急需要に対する救急隊の増隊や、救急業務における ICT
（情報通信技術）を活用した医療との連携を図る。 

2-2 消防、警察、自衛隊等の被災等による救助・救急活動の停滞   
 

 

 

救助・救急
活動等の迅
速な実施 

2 
施策プログラム及び推進事業 ４ 

   
4 
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【推進事業】 
＊災害対策本部訓練事業 
・消防学校運営 

（H27～H31 までの事業指標） 
災害情報ネットワークシステムの更新完了 
水害・土砂災害活動資器材の配備 
ICT を活用した消防と医療の連携システム運用開始 
救急隊現場到着時間 6.5 分を維持 

【推進事業】 
・北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会 

【推進事業】 
＊災害情報ネットワークシステム高度化事業※再掲 
＊消防情報管理システム更新整備事業※再掲 
＊消防車両整備事業 
＊消防ヘリコプター更新事業 
＊異常気象による水害及び土砂災害対策事業 
＊ICT を活用した消防と医療の連携強化事業 
＊救急隊増強整備事業 

4 
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2-3-1 被災時の医療支援体制の強化 

●災害時医療に対応できる人材を確保するため、医学的見地から専門
的かつ実践的な研修を実施するとともに、災害発生時の連絡手段と
して、災害時緊急連絡システムの整備を行う。 

●災害時において重症傷病者の第一受入医療機関である札幌市災害時
基幹病院や関係団体との協議会を活用し、平時から情報共有を行い
医療体制の強化を図る。 

 

2-3-2 災害時における福祉的支援 

●高齢者、障がい者等の要配慮者施設関係団体等による組織のネット
ワークを活かした災害情報等の伝達、安否確認、さらには、被災者
支援の取組など、地域における災害時の取組への支援を進める。 

●災害時において家屋等が被害を受けた場合に、通常の避難場所にお
ける生活が困難な要配慮者の避難支援活動を円滑に行うため、社会
福祉施設等への福祉避難場所設置を推進する。 

 

2-3-3 防疫対策 

●災害時の避難場所等における衛生状態の悪化や害虫の発生による感
染症の発生や拡大を防止するため、平時から消毒や害虫駆除等の衛
生管理指導を行うとともに、薬剤・資機材の備蓄品の整備や患者搬
送体制を構築する。 

●感染症予防対策として、定期的な予防接種を進める。 

2-3 被災地における医療・福祉機能等の麻痺   
 

 

 

救助・救急
活動等の迅
速な実施 

2 
施策プログラム及び推進事業 ４ 

   
4 
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【推進事業】 
・災害時医療救護活動研修等対策 

（H27～H31 までの事業指標） 
災害時の障がい者対応モデル事例を構築した区の数 
0 区⇒10 区 
避難スペース整備数（新設特養） 18 か所 
障がい者地域生活サービス基盤整備数 1 か所⇒6 か所 

【推進事業】 
＊誰もが住みやすいあんしんのまちコーディネート事業 
＊広域型特別養護老人ホーム新築費等補助事業※再掲 
＊障がい者地域生活サービス基盤整備事業※再掲 
＊認知症高齢者グループホームスプリンクラー等整備費補助事業 
※再掲 
＊小規模多機能型居宅介護事業所スプリンクラー等整備費補助事業 
※再掲 

【推進事業】 
・感染症予防 
・結核予防 

4 



63 

  

 
3-1-1 災害対策本部機能等の強化 重点 

●大規模災害時に市が設置する災害対策本部を中心とした危機管理体
制が、迅速で的確な判断・対応を行うことのできるよう、図上訓練＊

等を毎年行うとともに、訓練の検証を通じて災害対応力の向上を図
る。 

●現行の職員動員体制について検証を行い、各都市の体制を調査・研
究しつつ、より有効な体制への再構築を図る。 

●災害時の拠点となりうる施設の整備・更新を行い、災害対応力の維
持・向上を図る。 

 
3-1-2 行政の業務継続体制の整備 重点 

●災害時においても、市役所機能の低下を最小限にとどめ、業務資源
（庁舎、職員等）を適切に確保するため、業務継続計画を策定し、
業務継続力の維持・向上に向けた取組を推進する。 

●データセンターが停電となった場合においても、行政の情報システ
ムを稼働させるためのバックアップ電源を整備する。 

 
3-1-3 広域応援・受援体制の整備 

●大規模災害時における広域的な支援体制の強化に向け、受援計画を
策定することで円滑に他の自治体等からの支援を受けることができ
るように体制の構築を図る。 

 
3-1-4 政府機能等のバックアップ 重点 

●大規模災害時における政府機能のバックアップについて、低い自然
災害リスクや都市機能の集積などの強みを活かし、札幌市が代替機
能を担うことができるよう、バックアップに必要な受入環境の整備
や誘致活動など、北海道と連携しながら必要な取組を推進する。 

●政府や自治体などの行政機関が保有する行政情報のバックアップ機
能を担うため、民間データセンターの立地促進や情報基盤の整備な
ど、所要の取組を促進する。 

  
 
 

 
行政機能の
確保 

3 3-1 市内外における行政機能の大幅な低下 

施策プログラム及び推進事業 ４ 

   
4 

図上訓練：地震や風水害等の災害が起きた時に、どのような被害が発生するかを地図上で想定し、参加者自身が地域の特徴や課題を地図か
ら読み取り、必要な対応を具体的に考える訓練。ＤＩＧ（Disaster（災害）、Imagination（想像力）、Game（ゲーム））。 



  

64 

  

【推進事業】 
＊災害対策本部訓練事業※再掲 
＊職員参集体制再構築事業 
＊豊平区土木センター改築事業※再掲 
＊真駒内地区防災拠点施設強化事業 
＊消防施設庁舎監視システム更新整備事業 
＊消防出張所機能強化事業 
＊丘珠空港地区消防機能移転検討事業 

（H27～H31 までの事業指標） 
新たな職員動員体制の運用開始 
災害対応力を強化した消防施設数 31 施設 
データセンター非常用発電設備の設置 
受援計画の策定 

【推進事業】 
＊地域防災計画策定・修正関連事業〔業務継続計画策定〕 
＊データセンター非常用発電設備整備事業 
＊都心エネルギーネットワーク構築推進事業※再掲 

【推進事業】 
＊地域防災計画策定・修正関連事業〔受援計画策定〕 

【推進事業】 
＊市街地再開発事業※再掲 
＊都心まちづくり計画改定 
＊企業立地促進事業 

4 
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4-1-1 再生可能エネルギーの導入拡大 

●再生可能エネルギーの導入拡大に向け、市有施設の改修等に合わせ
た太陽光発電システム等の整備のほか、市民および事業者等による
太陽光発電や木質バイオ燃料＊機器等の次世代エネルギー機器の導
入促進を図る。 

 

4-1-2 電力基盤の整備 

●市有施設における電力消費量の削減を進めることにより、電気事業
者の供給負荷を低減する。 

●省エネ技術者の育成や環境・エネルギー分野の技術開発支援、企業
のエネルギーマネジメントシステム＊の導入促進など、省エネやピー
クカットの取組を推進する。 

●住宅の高断熱・高気密化や省エネ改修を行うことで、省エネルギー
化を図る。 

●都心における熱と電力を効率的に供給する自立分散型エネルギーネ
ットワークを展開するほか、スマートコミュニティ＊のあり方の検討
を行う。 

 

4-1-3 多様なエネルギー資源の活用 

●廃棄物系バイオマス＊の利用や、ごみ焼却エネルギー、水素エネルギ
ーの活用等、エネルギー源の多様化に向けた取組を推進する。 

 

  
 
 

 
ライフライ
ンの確保 

4 4-1 エネルギー供給の停止 

施策プログラム及び推進事業 ４ 

   
4 

木質バイオ燃料：間伐材や製材端材、廃木材などを原料とする燃料。 
エネルギーマネジメントシステム：情報通信技術（ICT）を活用して、家庭・オフィスビル・工場などのエネルギー（電気・ガス等）の使

用状況をリアルタイムに把握・管理し、最適化するシステム。 
スマートコミュニティ：電力、水、交通・物流、医療、情報など、あらゆるインフラの統合的な管理・最適制御を実現した次世代のコミ

ュニティ。 
廃棄物系バイオマス：動植物に由来する生物資源であるバイオマスのうち、木くず、紙くずなどの廃棄物由来のもの。 
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【推進事業】 
＊分散型エネルギー導入推進事業 
＊次世代エネルギーシステム導入補助事業 
＊水道施設への再生可能エネルギー導入事業 
＊下水道エネルギー・資源有効利用事業 

（H27～H31 までの事業指標） 
学校施設への太陽光パネル設置数 137 校⇒164 校 
次世代エネルギーシステム導入による温室効果ガス削減量 

  11,709 t-CO2⇒28,608 t-CO2 
見える化機器設置施設における電力使用量 H26 比 5%以上削減 
次世代自動車購入補助台数（累計） 834 台⇒2,000 台 

【推進事業】 
＊電力見える化プロジェクト事業 
＊札幌版省エネ社会実現事業 
＊札幌型環境・エネルギー技術開発支援事業 
＊札幌型スマートファクトリー化推進支援事業 
＊札幌型省エネルギービジネス創出事業 
＊高断熱・高気密住宅普及促進事業 
＊住宅エコリフォーム補助事業 
＊都心エネルギーネットワーク構築推進事業※再掲 
＊次世代型エネルギータウン検討事業 

【推進事業】 
＊篠路清掃工場跡地利活用事業 
＊駒岡清掃工場更新事業 
＊都心エネルギーネットワーク構築推進事業※再掲 
＊次世代型エネルギータウン検討事業※再掲 
＊次世代自動車導入促進事業 

4 
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4-2-1 食料生産基盤の整備 

●新規就農者や後継者等の担い手に対して、経営の安定化を図るため
の必要な支援策を実施するとともに、農地の賃借を進めながら、農
地の健全な保全と活用を図る。 

●環境保全型農業＊の実現に向けた取組を強化して実施することで、札
幌産農産物のブランド力向上を図るとともに、消費を拡大するため
の流通力の強化を図る。 

 

4-2-2 道産食料品の販路拡大 

●大災害時における食料の安定供給に対応するためには、平時から十
分な生産量を確保することが必要であることから、地産地消＊の取組
を進めるとともに、付加価値の向上を図り、海外を含めた食関連産
業の販路拡大を支援する。 

 

4-2-3 生鮮食料品の流通体制の確保 

●生鮮食料品の安定供給を確保するため、卸売業の基盤強化等、札幌
の特徴である卸売機能や消費機能の活用を念頭に置いた取組を進め
る。 

●「全国中央卸売市場協会災害時応援に関する協定」や「道内卸売市
場災害対応等ネットワーク推進会議」への参加を継続し、卸売市場
及び業者間の相互応援体制を確保する。 

4-2 食料の安定供給の停滞   
 
 

 
ライフライ
ンの確保 

4 
施策プログラム及び推進事業 ４ 

   
4 

環境保全型農業：天然の有機物を利用した土づくりや化学合成農薬の使用を減らした病害虫防除など、環境負荷の低減に配慮した持続的
な農業。 

地産地消：地域生産・地域消費の略語で、地域で生産された様々な生産物や資源をその地域で消費すること。 
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【推進事業】 
＊新規就農等バックアップ事業 
＊さっぽろ夢農業人育成支援事業 
＊いきいきファーマー育成支援事業 
＊札幌産農産物ブランド力・流通力強化支援事業 
＊市民参加型農業推進事業 
＊札幌市農業基盤整備事業 

（H27～H31 までの事業指標） 
6 次産業活性化推進事業による新商品開発などの補助件数 

 （累計） 4 件⇒21 件 
札幌市内企業の食品輸出額 53 億円⇒100 億円 
マッチング・販路拡大事業に参加した企業の商談額（累計） 
74 百万円⇒417 百万円 

【推進事業】 
＊道内連携国内販路拡大支援事業 
・全国中央卸売市場協会災害時相互応援に関する協定 
・道内卸売市場災害対応等ネットワーク推進会議 

【推進事業】 
＊6 次産業活性化推進事業 
＊食品海外販路拡大支援事業 
＊外需獲得商材開発支援事業 
・北海道フード・コンプレックスマネジメント負担金 

4 
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4-3-1 水道施設の防災対策 重点 

●災害発生時に水道機能が低下した場合でも業務を継続し、被災した
水道機能を早期に復旧させるため、業務継続計画を策定する。 

●水源の分散配置を図ることなどにより、豊平川で重大な事故があっ
たときにも、一定量の水道水を確保する。 

●災害時においても安定した給水を確保するため、浄水施設、配水池
などの水道施設の耐震化を推進するとともに、管路についても、送
水管の多重化＊や、配水幹線の耐震化及び災害時重要施設（医療機
関・収容避難場所等）への給水ルートの耐震化を優先的に行う。 

●施設の改修や管路の更新などの老朽化対策を推進する。 

●災害時の飲料水や生活用水を確保するため、緊急貯水槽や配水池へ
の緊急遮断弁＊の整備のほか、市民との連携による給水訓練を実施
し、応急給水体制を拡充する。 

 
4-3-2 下水道施設等の防災対策 重点 

●災害発生時に下水道機能が低下した場合でも業務を継続し、被災し
た下水道機能を早期に復旧させるため、業務継続計画を策定する。 

●都市化に合わせて集中的に整備してきた下水道管路及び処理施設に
ついて、計画的な改築や維持管理を行い、適切な老朽化対策を推進
する。 

●災害による長期間の下水道の機能停止を回避するため、下水道施設
の耐震化や汚泥圧送管のループ化等の対策を進める。 

●下水道整備計画区域外においては、災害に強い特性を持つ合併処理
浄化槽の設置を促進する。 

4-3 上下水道等の長期間にわたる機能停止   
 
 

 
ライフライ
ンの確保 

4 
施策プログラム及び推進事業 ４ 

   
4 

多重化：上水道の管路などのルートを複数設けることで、災害時に、ある管路が破損した場合でも、他の管路で送水などを補うことができ
るもの。 

緊急遮断弁：地震や配水管の破裂などの異常を検知すると、自動的に閉じることができる弁のこと。避難所などへ運搬する水道水を確保す
るため、配水池に設置している。 
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【推進事業】 
・石狩西部広域水道企業団への参画継続 
＊豊平川水道水源水質保全事業 
・近隣事業体との緊急時連絡管整備 
＊水道施設耐震化事業 
＊配水管耐震化事業 
＊緊急貯水槽・緊急遮断弁整備事業 

（H27～H31 までの事業指標） 
上水道の業務継続計画の策定 
配水池の耐震化率 76.9%⇒85.4% 
配水幹線の耐震化率 38.9%⇒42.7% 
緊急貯水槽設置数 38 か所⇒43 か所 
下水道の業務継続計画の策定 
下水道管路改築延長 127km⇒224km 
合併処理浄化槽設置基数（新規）100 基 

【推進事業】 
＊下水道施設再構築事業 
＊下水道施設災害対策事業※再掲 
・下水道施設の維持管理事業 
＊合併処理浄化槽設置費・維持管理費補助事業 

4 
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4-4-1 北海道新幹線の整備 重点 

●災害に強い国土形成の基軸となる交通ネットワークであり、災害時
における陸路での高速輸送に不可欠な新幹線の札幌延伸について、1
日も早い開業の実現に向けて、北海道や鉄道・運輸機構等との連携
により、建設事業を円滑に推進する。 

 
4-4-2 交通ネットワークの整備 重点 

●広域連携の強化や市内交通の円滑化を図り、災害時の物資供給や人
的支援を迅速に行うために、骨格道路網等の整備、交通結節点の機
能強化を推進する。 

●高速道路等から都市機能が集積する都心へのアクセス強化に向け
て、都心アクセス強化道路軸の検討を国等と連携しながら進める。 

 
4-4-3 道路施設の防災対策等 重点 

●道路陥没を未然に防ぐために、舗装路面の下に発生する空洞対策を
含め、道路の補修、維持管理を計画的に実施する。 

●緊急輸送道路に指定されている道路などの橋りょうについて、橋脚
の補強や落橋の防止対策などの耐震補強を積極的に行い、計画的な
整備を推進する。また、橋りょうをはじめとした道路施設の老朽化
対策として、定期点検を実施するとともに、施設ごとの長寿命化計
画等に基づく計画的な施設の補修・更新等、施設の適切な維持管理
を実施する。 

  
 
 

 
ライフライ
ンの確保 

4 
施策プログラム及び推進事業 ４ 

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 
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【推進事業】 
＊北海道新幹線推進事業 
・北海道新幹線建設事業費負担金 

【推進事業】 
＊骨格道路網等整備事業※再掲 
＊篠路駅周辺地区まちづくり推進事業 
＊苗穂駅周辺地区まちづくり推進事業 
＊電車通拡幅整備事業※再掲 
＊豊平川通南北延伸検討調査事業 
（都心アクセス強化道路軸）※再掲 
＊創成川通機能強化検討調査事業 
（都心アクセス強化道路軸）※再掲 

【推進事業】 
＊舗装路面下の空洞対策事業 
＊道路等補修事業 
＊橋りょうの耐震補強事業※再掲 
＊橋りょう長寿命化修繕事業※再掲 
＊道路施設維持・保全事業※再掲 
＊道路標識整備事業 
＊LED 街路灯推進事業 

4 
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4-4-4 空港の機能強化 重点 

●新千歳空港の被災による機能不全といった事態も想定し、道内地方
空港がその代替機能を発揮できるよう、平時から空港機能や道内・
国内路線の維持確保に努める。 

●丘珠空港においても道内外からアクセス性を高め、ヒトやモノの流
れを加速させるため、広域的な連携による航空路線の拡充促進や関
係団体との協働によるプロモーションを通じて、丘珠空港の利用促
進を図る。 

●また、国や北海道と連携を取り、広域的な防災拠点のあり方につい
て認識の共有化を図りつつ、丘珠空港の災害時の役割、防災機能に
ついて引き続き検討を行う。 

 
4-4-5 鉄道施設の耐震化 

●災害時における鉄道利用者の安全性の確保や支援物資等の輸送に必
要な鉄道機能を維持するため、鉄道施設の耐震化をはじめ耐災害性
の強化に向けた取組を促進する。 

  
 
 

 
ライフライ
ンの確保 

4 
施策プログラム及び推進事業 ４ 

   
4 
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【推進事業】 
＊丘珠空港利用促進事業 

（H27～H31 までの事業指標） 
骨格道路網のうち札幌市所管分の道路整備進捗率 91%⇒95% 
年間路面下空洞調査延長 40km⇒230km 
幹線・補助幹線道路舗装補修延長（累計） 168km 
補修完了橋りょう数 65 橋⇒360 橋 
丘珠空港年間利用者数 17.4 万人⇒18.3 万人 

【推進事業】 
＊苗穂駅周辺地区まちづくり推進事業（苗穂駅移転橋上化事業） 

※再掲 

4 
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5-1-1 リスク分散を重視した企業立地等の促進 重点 

●災害に備えた経済活動のリスク分散やサプライチェーンの複線化に
資するため、自然災害リスクの低さなどの札幌の強みを活かし、首
都圏からの本社機能をはじめ、IT やバイオ＊などの先端産業及び製造
業などの誘致を推進する。 

●企業の立地促進を推進するため、災害時でも安定した電力と熱の供
給を継続できる体制の構築に向けた取組を促進する。 

 
5-1-2 企業の業務継続体制の強化 重点 

●都心における帰宅困難者対策協議会等を活用しながら、企業の業務
継続体制の強化を図るとともに、企業の業務継続計画の策定につい
て普及啓発を推進する。 

●企業の業務継続体制を強化するため、まちづくりと一体となって自
立分散型エネルギーネットワークを構築し、災害時でもオフィス等
に電力と熱の供給が継続できる体制の構築に向けた取組を促進す
る。 

 
5-1-3 被災企業等への金融支援 

●災害に伴う経済環境の急変等により影響を受けた企業の早期復旧と
経営の安定化を図るため、被災企業への金融支援のセーフティネッ
トを確保する。 

 

 

 

 
5-2-1 陸路における流通拠点の機能強化 

●広大な土地を有する北海道では、陸路における円滑な物資輸送を担
う流通拠点の役割が重要であり、札幌市のみならず、道央圏におい
ても、重要な物流拠点である大谷地流通業務団地の高度化・効率化
を図ることで、機能強化に向けた取組の検討を進める。 

  
 

 

 

経済活動の 
機能維持 

5  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 

5-2 物流機能等の大幅な低下 

施策プログラム及び推進事業 ４ 

   
4 

バイオ：バイオテクノロジーの略。生物工学。生物を工学的見地から研究し、応用する技術。 
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【推進事業】 
＊企業立地促進事業※再掲 
＊都心エネルギーネットワーク構築推進事業※再掲 

（H27～H31 までの事業指標） 
誘致施策を活用し立地した企業数 111 件⇒160 件 
都心におけるエネルギーネットワークへの接続建物数  
99 棟⇒111 棟 

【推進事業】 
＊札幌都心地域帰宅困難者対策推進事業※再掲 
＊都心エネルギーネットワーク構築推進事業※再掲 

【推進事業】 
＊中小企業金融対策資金貸付事業 

（H27～H31 までの事業指標） 
高度化に向けた意欲が向上したと答える企業の割合 80% 

【推進事業】 
＊大谷地流通業務団地高度化検討事業 

4 
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6-1-1 災害廃棄物の処理体制の整備 

●早期の復旧･復興の妨げとなる災害廃棄物を迅速に処理するため、
「札幌市がれき（災害廃棄物）処理実施要領」を定めているが、適
宜防災マニュアルの点検・見直しを行うとともに、近隣市町村との
連携を推進する。 

●処理場や清掃工場などの廃棄物処理施設等の設備の劣化状況を見極
めながら、計画的な更新・整備を推進する。 

 

6-1-2 地籍調査の実施 

●災害発生後の迅速な復旧・復興を図るため、土地境界の把握に必要
な地籍調査や地図整備事業等を継続して推進する。 

 

 

 

 

 

6-2-1 災害対応に不可欠な建設業との連携 

●災害時の復旧･復興に加え、公共施設等の耐震化や老朽化対策、交通
ネットワークの整備など平時における強靱化の推進に不可欠な建設
業が、その役割を十分に発揮できるよう、若年者などの担い手の育
成・確保など、関係団体等と連携した取組を推進する。 

 

6-2-2 行政職員の活用促進 

●「災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」や「大
都市災害時相互応援に関する協定」に基づき、北海道及び道内市町
村、指定都市間の職員派遣による相互応援体制を確保する。 

 

 

  
 

 
 
迅速な復旧 
・復興等 
 

6  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 

施策プログラム及び推進事業 ４ 

   
4 
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【推進事業】 
＊駒岡清掃工場更新事業※再掲 
＊処理場造成事業（東米里西、山本） 
＊（仮称）北部事業予定地調査・対策事業 
＊焼却灰リサイクル事業 
＊清掃車両等購入事業 

（H27～H31 までの事業指標） 
駒岡清掃工場の更新 建設開始 
清掃車両の更新 39 台 

【推進事業】 
・地籍調査事業 
・地図整備事業 

（H27～H31 までの事業指標） 
建設業人材確保・育成支援事業の助成・支援制度利用件数 

 （累計） 0 件⇒160 件 

【推進事業】 
＊建設業人材確保・育成支援事業 

4 
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骨格道路網の強化 

(1) 
国土強靱化の一体
的推進 

北海道の中心都市である札幌の強靱化は、幅広い分野において道内他
地域にもその効果が波及する取組であり、また、バックアップ機能の発
揮は、国全体の強靱化に資するものである。 

効率的かつ効果的に国土の強靱化を図るためには、札幌市の強靱化を
札幌のみならず、北海道、国の強靱化にも寄与する取組とし、国と地方
が一体となって取組を推進していくことが必要であり、施策の推進にあ
たっては、北海道や国の施策を積極的に活用するとともに、北海道や国、
関係団体と連携を取りながら、強靱化を図っていく。 

 
北海道や国等と一体的に推進する取組例 
（大規模プロジェクトや札幌の特色を活かした取組の一例） 
 
ⅰ 市内交通の円滑化を図るとともに、都市間・地域間連携や空港・港

湾へのアクセスを支える骨格道路網を整備し、交通ネットワークの構
築を図る取組（1-1-4 緊急輸送道路等の整備、4-4-1 北海道新幹線
の整備、4-4-2 交通ネットワークの整備、4-4-4 空港の機能強化 等） 

５ 施策の推進にあたっての留意点 

➢ヒトやモノの速達性・定時性を向上させ、市民生活や物流などを支える骨格道路
網の整備を推進 

   
5 
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北海道新幹線の札幌延伸 

丘珠空港の機能強化 

滑走路 1500m×45m 方位 14/32 

施策の推進にあたっての留意点 ５ 

➢陸路での高速輸送に不可欠な新幹線の札幌延伸について、関係機関との連携を取
り、1 日も早い開業の実現を目指す 

➢北海道や国と連携を取りながら空港の活性化を図りつつ、路線の拡充促進や発着
枠の活用に向けた取組を推進。また、災害時の役割、防災機能についても引き続
き検討 

 

5 
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市街地の再開発等 

ⅱ リスク分散を重視した政府機能や企業のバックアップ拠点とし
て、高次な都市機能の集積や魅力ある都市空間を創出するとともに、
地下歩行ネットワークによる回遊性の向上や、災害時の都市活動の
持続性を高めるエネルギー施策の展開を進める取組（1-1-2 建築物
等の老朽化対策、1-5-1 冬季も含めた帰宅困難者対策、3-1-4 政府
機能等のバックアップ、5-1-1 リスク分散を重視した企業立地等の
促進 等） 

 

 

北 8 西 1 地区再開発 北 1 西 1 地区再開発 

施策の推進にあたっての留意点 ５ 

➢民間投資を最大限に活用した都心の機能向上のための再開発事業を推進 
➢都市再生整備計画事業や市街地再開発事業、国際競争拠点都市整備事業等、国と

連携しながら『活力があふれ世界を引きつける都心』を目指した取組を進める 

   
5 
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都心エネルギー施策の展開 
 

 札幌駅

 大通

 

都心強化先導エリア 

 

創
成
川
通

➢分散配置したコージェネから電力と熱を効率的に供給 
➢災害時でも電力供給を継続できる体制を構築 
➢環境に配慮した災害にも強い高度なビジネス環境の整備による企業立地の促進 
➢今後も熱導管ネットワークの構築等を検討 

民間建築物等の耐震化 
 

施策の推進にあたっての留意点 ５ 

既存・計画中（コージェネ） 
既存（天然ガス、再生エネ） 

一時滞在施設 

（都市再生安全確保施設） 

＜エネルギーセンター＞ 

ⅲ 観光サービスを担うホテル・百貨店などの耐震化を図り、市民だ
けでなく観光客に対しても安全・安心を提供する取組（1-1-1 住宅・
建築物等の耐震化、1-6-3 観光客、高齢者等の要配慮対策 等） 

➢大規模建築物や災害時の機能確保が必要な避難路沿道建築物等の民間建築物の 
耐震対策を促進 

5 
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大規模自然災害時における迅速かつ円滑な物資供給や救急・救援活
動等については、他の地域との連携が不可欠である。 

地域間連携を促進し、平時から顔の見える関係を築いていくことは、
災害応援体制の強化という観点のほか、観光や経済、エネルギーなど
様々な分野で、高い効果や実効性が期待されるものであり、各地域が
持つ豊かな地域資源と札幌が持つ多様な都市機能を融合させること
で、住みよい環境を確保し、将来にわたって活力ある地域社会を維持
していく『地方創生』の取組でもある。 

札幌市は、まちづくりの基本的な指針である「札幌市まちづくり戦
略ビジョン」において、『北海道の発展なくして、札幌の発展はない』
との考え方を示し、北海道や道内市町村、さらには道内民間企業との
連携を推進し、北海道の未来を創造することを目指しており、強靱化
の推進にあたっても、横のつながりによる地域間の連携を意識し、連
携の促進を図ることで、より一層の効果的・効率的な取組とする。 

 
 

札幌市における道・道内市町村等との連携・協力の取組例 
 
ⅰ 食料、飲料水及び生活必需物資等の提供・斡旋、被災者の救出な

ど相互応援体制整備の取組（2-1-1 物資供給等に係る連携体制の整
備、6-2-2 行政職員の活用促進） 

 
 
 
 
 
 
ⅱ 道外他地域との競争における優位性を高めるための近隣自治体等

と一体となった企業誘致の取組（3-1-4 政府機能等のバックアップ、
5-1-1 リスク分散を重視した企業立地等の促進） 

 

＊災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定 
＊大都市災害時相互応援に関する協定 
＊北海道広域消防相互応援協定 
＊公共土木施設災害時における応援に関する連絡会議 等 

＊北海道との連携による首都圏からの本社機能誘致 
＊製造業などの誘致に向けた札幌圏自治体との連携 等 

(2) 
地域間連携 

施策の推進にあたっての留意点 ５ 

   
5 
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ⅲ 北海道の「食」資源の高付加価値を図るとともに、販路を拡大す
る取組（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） 

 
 
 
 
ⅳ 道内就航先や民間企業と連携した丘珠空港の利用促進を図る取組

（4-4-4 空港の機能強化） 
 
 
 
 
ⅴ 石狩管内 8 市町村で組織する広域圏組合＊において、各市町村の情

報を共有化するとともに、圏域にまたがる課題等について連携して
対応する取組 

＊地方航空路線活性化プログラムと連携した PR 
＊札幌丘珠空港就航先 PR 等 

＊北海道・東北キラリ品☆卸隊商談会 
＊道内連携卸売キャラバン 等 

施策の推進にあたっての留意点 ５ 

5 

広域圏組合：平成 9 年（1997 年）設置。札幌市・江別市・千歳市・恵庭市・北広島市・石狩市・当別町・新篠津村の石狩管内８市町村
によって構成される。 
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６ 計画の推進 

●札幌市の強靱化を着実に推進していくため、リスクシナリオごとに
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。 

●事業の実施状況や設定した指標等を参考にしながら進捗管理を行
い、各事業所管部局の効果的な施策の推進につなげていく。 

●計画期間内においても、社会情勢の大きな変化や考慮すべき自然災
害リスクの変化等により、計画内容の見直しが必要な場合は、新し
い施策を追加する等、適宜見直しを行うことで、施策の最適化を図
る。 
   ⇒PDCA サイクルによる計画の推進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●「北海道強靱化計画」を推進する北海道と連携を図ることはもちろ
ん、国へも予算要望などの機会を捉えて協力を仰ぐなど、計画事業
の推進をさらに着実なものとするため、関係機関等との十分な連携
を図っていく。 

●強靱化の推進にあたっては、行政の取組だけでなく、市民・企業と
連携した取組が必要であり、社会が一丸となってオール札幌で取り
組むことを目指す。 

 

 

 

PDCA サイクル 

   
6 
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～資料編～ 
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資料 

資 
料 

推進事業 事業費

学校施設耐震補強事業 2,631百万円

学校施設改築事業 37,168百万円

市営住宅維持更新事業 27,744百万円

中央体育館改築事業 10,500百万円

交通局建築施設耐震改修事業 5,850百万円

安全・安心な公園再整備事業 7,646百万円

避難場所環境整備事業 842百万円

市有建築物特定天井対策事業 1,665百万円

民間建築物耐震化促進事業 1,585百万円

震災対策用消防水利整備促進事業 177百万円

白石区複合庁舎等整備事業 8,186百万円

中央区役所庁舎整備事業 38百万円

豊平区土木センター改築事業 622百万円

文化芸術施設リフレッシュ事業 456百万円

学校施設改築事業※再掲 （再掲）

学校施設リニューアル改修事業 8,276百万円

学校施設緊急整備事業 17,810百万円

市街地再開発事業 35,798百万円

優良建築物等整備事業 481百万円

私立保育所整備費等補助事業 3,523百万円

避難場所認知度向上事業 120百万円

防災拠点倉庫整備事業 52百万円

避難場所環境整備事業※再掲 （再掲）

小中学校体育館暗証番号キー設置事業 17百万円

地域に応じた身近な公園整備事業 1,311百万円

公園造成整備事業 6,063百万円

広域型特別養護老人ホーム新築費等補助事業 3,330百万円

障がい者地域生活サービス基盤整備事業 520百万円

認知症高齢者グループホームスプリンクラー等整備費補助事業 14百万円

小規模多機能型居宅介護事業所スプリンクラー等整備費補助事業 108百万円

橋りょうの耐震補強事業 3,642百万円

橋りょう長寿命化修繕事業 18,736百万円

骨格道路網等整備事業 50,632百万円

豊平川通南北延伸検討調査事業 60百万円

創成川通機能強化検討調査事業 30百万円

歩行者と自転車の共存する空間の創出事業 6,504百万円

電車通拡幅整備事業 7,189百万円

道路施設維持・保全事業 3,032百万円

健やかな道路緑化推進事業 1,082百万円

がけ地調査事業 28百万円

大規模盛土造成地変動予測調査事業 20百万円

○推進事業の中期実施計画（札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン2015）への掲載一覧
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※事業費が「－」のものは、中期実施計画には掲載されていないが、経常的な事業として経常的経費で実施

1-1-5 地盤等の情報共有

1-1-4 緊急輸送道路等の整備

1-1-3 避難場所等の指定・整備

1-1-2 建築物等の老朽化対策

施策プログラム

1-1-1 住宅・建築物等の耐震化
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資 
料 

推進事業 事業費

土砂災害ハザードマップ作成事業 15百万円

がけ地調査事業※再掲 （再掲）

1-3-1 洪水ハザードマップの作成 地域防災計画策定・修正関連事業 60百万円

総合的な治水整備事業 9,235百万円

下水道施設災害対策事業 20,793百万円

1-3-3 地下施設の防災対策 地域防災計画策定・修正関連事業※再掲 （再掲）

1-4-1 暴風雪時における道路管理体制の強化 81,058百万円

1-4-2 除雪体制の確保
274百万円

札幌都心地域帰宅困難者対策事業 8百万円

地下歩行ネットワーク拡充検討事業 20百万円

札幌市民交流プラザ整備事業 27,136百万円

避難場所備蓄強化事業 587百万円

都心エネルギーネットワーク構築推進事業 389百万円

防災行政無線更新整備事業 557百万円

避難場所環境整備事業※再掲 （再掲）

防災支援システム更新整備事業 81百万円

多重無線ネットワークシステム高度化事業 391百万円

災害情報ネットワークシステム高度化事業 924百万円

消防情報管理システム更新整備事業 296百万円

1-6-2 住民等への情報伝達体制の強化 防災・災害情報伝達方法多様化推進事業 3百万円

観光案内サイン更新事業 63百万円

ICT社会に対応した観光まちづくり推進事業 172百万円

観光情報発信事業 132百万円

要配慮者避難支援対策事業 61百万円

避難場所認知度向上事業※再掲 （再掲）

防災普及啓発事業 43百万円

避難場所運営研修事業 11百万円

ジュニアバイスタンダー育成事業 15百万円

消防団と市民でつくる災害安心都市さっぽろ事業 129百万円

2-1-1 物資供給等に係る連携体制の整備 ― ―

避難場所備蓄強化事業※再掲 （再掲）

防災普及啓発事業※再掲 （再掲）

災害対策本部訓練事業 50百万円

消防学校運営 ―

2-2-2 自衛隊体制の維持・拡充 北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会 ―

災害情報ネットワークシステム高度化事業※再掲 （再掲）

消防情報管理システム更新整備事業※再掲 （再掲）

消防車両整備事業 3,072百万円

消防ヘリコプター更新事業 2,672百万円

異常気象による水害及び土砂災害対策事業 42百万円

ICTを活用した消防と医療の連携強化事業 272百万円

救急隊増強整備事業 149百万円

1-2-1 警戒避難体制の整備

施策プログラム

1-3-2 河川改修等の治水対策

雪対策事業
冬のみちづくりプラン推進事業

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

1-6-1 関係機関の情報共有化

1-6-4 地域防災活動、防災教育の推進

1-6-3 観光客、高齢者等の要配慮対策

2-1-2 非常用物資の備蓄促進

2-2-1
防災訓練等による救助・救急体制
の強化

2-2-3
救急活動等に要する情報基盤、資
機材の整備
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資 
料 

推進事業 事業費

2-3-1 被災時の医療支援体制の強化 災害時医療救護活動研修等対策 ―

誰もが住みやすいあんしんのまちコーディネート事業 17百万円

広域型特別養護老人ホーム新築費等補助事業※再掲 （再掲）

障がい者地域生活サービス基盤整備事業※再掲 （再掲）

認知症高齢者グループホームスプリンクラー等整備費補助事業※再掲 （再掲）

小規模多機能型居宅介護事業所スプリンクラー等整備費補助事業※再掲 （再掲）

感染症予防 ―

結核予防 ―

災害対策本部訓練事業※再掲 （再掲）

職員参集体制再構築事業 10百万円

豊平区土木センター改築事業※再掲 （再掲）

真駒内地区防災拠点施設強化事業 1,860百万円

消防施設庁舎監視システム更新整備事業 436百万円

消防出張所機能強化事業 761百万円

丘珠空港地区消防機能移転検討事業 34百万円

地域防災計画策定・修正関連事業※再掲 （再掲）

データセンター非常用発電設備整備事業 162百万円

都心エネルギーネットワーク構築推進事業※再掲 （再掲）

3-1-3 広域応援・受援体制の整備 地域防災計画策定・修正関連事業※再掲 （再掲）

市街地再開発事業※再掲 （再掲）

都心まちづくり計画改定 8百万円

企業立地促進事業 3,042百万円

分散型エネルギー導入推進事業 1,068百万円

次世代エネルギーシステム導入補助事業 2,242百万円

水道施設への再生可能エネルギー導入事業 584百万円

下水道エネルギー・資源有効利用事業 251百万円

電力見える化プロジェクト事業 37百万円

札幌版省エネ社会実現事業 106百万円

札幌型環境・エネルギー技術開発支援事業 270百万円

札幌型スマートファクトリー化推進支援事業 20百万円

札幌型省エネルギービジネス創出事業 50百万円

高断熱・高気密住宅普及促進事業 573百万円

住宅エコリフォーム補助事業 600百万円

都心エネルギーネットワーク構築推進事業※再掲 （再掲）

次世代型エネルギータウン検討事業 23百万円

篠路清掃工場跡地利活用事業 133百万円

駒岡清掃工場更新事業 4,596百万円

都心エネルギーネットワーク構築推進事業※再掲 （再掲）

次世代型エネルギータウン検討事業※再掲 （再掲）

次世代自動車導入促進事業 266百万円

施策プログラム

2-3-2 災害時における福祉的支援

2-3-3 防疫対策

3-1-1 災害対策本部機能等の強化

3-1-2 行政の業務継続体制の整備

3-1-4 政府機能等のバックアップ

4-1-1 再生可能エネルギーの導入拡大

4-1-2 電力基盤等の整備

4-1-3 多様なエネルギー資源の活用
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資 
料 

推進事業 事業費

札幌産農産物ブランド力・流通力強化支援事業 17百万円

新規就農等バックアップ事業 4百万円

いきいきファーマー育成支援事業 3百万円

さっぽろ夢農業人育成支援事業 268百万円

市民参加型農業推進事業 27百万円

札幌市農業基盤整備事業 72百万円

6次産業活性化推進事業 174百万円

食品海外販路拡大支援事業 217百万円

外需獲得商材開発支援事業 102百万円

北海道フード・コンプレックスマネジメント負担金 ―

道内連携国内販路拡大支援事業 57百万円

全国中央卸売市場協会災害時相互応援に関する協定 ―

道内卸売市場災害対応等ネットワーク推進会議 ―

石狩西部広域水道企業団への参画継続 ―

豊平川水道水源水質保全事業 15,032百万円

近隣事業体との緊急時連絡管整備 ―

水道施設耐震化事業 3,687百万円

配水管耐震化事業 17,556百万円

緊急貯水槽・緊急遮断弁整備事業 691百万円

下水道施設再構築事業 62,194百万円

下水道施設災害対策事業※再掲 （再掲）

下水道施設の維持管理事業 ―

合併処理浄化槽設置費・維持管理費補助事業 159百万円

北海道新幹線推進事業 45百万円

北海道新幹線建設事業費負担金 ―

骨格道路網等整備事業※再掲 （再掲）

篠路駅周辺地区まちづくり推進事業 1,880百万円

苗穂駅周辺地区まちづくり推進事業 14,165百万円

電車通拡幅整備事業※再掲 （再掲）

豊平川通南北延伸検討調査事業※再掲 （再掲）

創成川通機能強化検討調査事業※再掲 （再掲）

舗装路面下の空洞対策事業 421百万円

道路等補修事業 13,559百万円

橋りょうの耐震補強事業※再掲 （再掲）

橋りょう長寿命化修繕事業※再掲 （再掲）

道路施設維持・保全事業※再掲 （再掲）

道路標識整備事業 532百万円

LED街路灯推進事業 3,895百万円

4-4-4 空港の機能強化 丘珠空港利用促進事業 34百万円

4-4-5 鉄道施設の耐震化 苗穂駅周辺地区まちづくり推進事業※再掲 （再掲）

施策プログラム

4-2-1

4-2-2

食料生産基盤の整備

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

4-3-1 水道施設の防災対策

4-4-2 交通ネットワークの整備

下水道施設等の防災対策4-3-2

4-4-3 道路施設の防災対策等

4-4-1 北海道新幹線の整備
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推進事業 事業費

企業立地促進事業※再掲 （再掲）

都心エネルギーネットワーク構築推進事業※再掲 （再掲）

札幌都心地域帰宅困難者対策推進事業※再掲 （再掲）

都心エネルギーネットワーク構築推進事業※再掲 （再掲）

5-1-3 被災企業等への金融支援 中小企業金融対策資金貸付事業 409,134百万円

5-2-1 陸路における流通拠点の機能強化 大谷地流通業務団地高度化検討事業 19百万円

駒岡清掃工場更新事業※再掲 （再掲）

処理場造成事業 1,510百万円

（仮称）北部事業予定地調査・対策事業 333百万円

焼却灰リサイクル事業 2,030百万円

清掃車両等購入事業 542百万円

地籍調査事業 ―

地図整備事業 ―

6-2-1 災害対応に不可欠な建設業との連携 建設業人材確保・育成支援事業 76百万円

6-2-2 行政職員の活用促進 ― ―

札幌市強靱化計画策定 6百万円

〔※推進事業の事業費〕

施策プログラム

5-1-1
リスク分散を重視した企業立地等
の促進

5-1-2 企業の業務継続体制の強化

6-1-1 災害廃棄物の処理体制の整備

6-1-2 地籍調査の実施

※表中の数値は表示単位未満で端数整理しているため、これらの合計が表中の合計値と一致しない場合があります。

（単位：億円）

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

9,878 1,834 2,104 2,072 1,959 1,910

年　次　割
事業費計
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計画策定までの経過 
 

〔有識者会議〕 
国の「国土強靱化基本計画」及び北海道の「北海道強靱化計画」に調和した「札幌市強靱化計画」
の策定にあたり、専門的かつ幅広い知見を有する有識者から意見を伺うため、「札幌市強靱化計
画策定検討会議」を設置。 
 

平成 27 年 7 月 31 日 第１回札幌市強靱化計画策定検討会議 
平成 27 年 8 月 25 日 第２回札幌市強靱化計画策定検討会議 

 

※検討会議委員 

役職 氏名 所属 分野 

座長 小磯 修二 北海道大学公共政策大学院特任教授 学識経験者 

委員 白鳥 健志 札幌駅前通まちづくり株式会社代表取締役社長 民間 

委員 蓮見 孝 公立大学法人札幌市立大学理事長・学長 学識経験者 

委員 星野 尚夫 札幌商工会議所地域開発委員会委員長 経済界 

委員 松嶋 一重 株式会社日本政策投資銀行北海道支店長 金融界 

敬称略。委員は五十音順。 
 

〔民間団体等との意見交換〕 
平成 27 年 11 月 2 日 （一社）札幌建設業協会提言書手交 
平成 27 年 11 月 19 日 札幌商工会議所地域開発委員会において意見交換 
平成 27 年 12 月 10 日 札幌商工会議所建設部会において意見交換 

資 
料 
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意見区分 件数 

１ 計画の趣旨、位置づけ 1 件 

２ 札幌市強靱化の目指すべき姿 4 件 

３ 脆弱性評価 2 件 

４ 施策プログラム及び推進事業 6 件 

５ 施策推進にあたっての留意点 1 件 

６ 計画の推進 1 件 

その他 1 件 

パブリックコメント 
 

〔実施期間〕 
  平成 27 年 11 月 18 日～平成 27 年 12 月 17 日（30 日間） 

 

〔意見提出方法〕 
  持参、郵送、ファックス、電子メール、ホームページ上の意見募集フォーム 
 
〔資料の配布・閲覧場所〕 
  札幌市役所本庁舎【10 階】政策企画部【2 階】市政刊行物コーナー 
  各区役所、各まちづくりセンター 
   札幌市公式ホームページ 
 
〔パブリックコメントに対する意見〕 
   意見提出者   8 人 
   意見数     16 件 
   提出方法   電子メール 1 人、ホームページ上の意見募集フォーム 7 人 

資 
料 
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該当箇所 意見の概要 札幌市の考え 

P2 

 国土強靱化地域計画策定ガイド
ラインでは、地域強靱化計画を総合
計画の上位概念と位置付けている。
今回の計画案の計画体系概念図で
は、札幌市まちづくり戦略ビジョ
ン、中期実施計画と横並びで札幌市
強靱化計画としているが、その関係
性、位置づけについて明確にしてほ
しい。 

 国土強靱化地域計画策定ガイドラインにおいては、地域計画
の策定にあたっては、行政全般に関わる総合的な計画も十分に
踏まえる必要があるとされております。 
 札幌市の最上位の総合計画である「札幌市まちづくり戦略ビ
ジョン」では、災害に強い都市の構築を掲げていることから、
「札幌市まちづくり戦略ビジョン」を踏まえつつ、強靱化施策
を具体化すべく本計画を策定するものです。 
 また、中期実施計画は、「札幌市まちづくり戦略ビジョン」
を実現するため総合的な計画ですが、強靱化施策については、
本計画の推進事業を中期実施計画に盛り込むことで、連携を図
ってまいりたいと考えております。 

該当箇所 意見の概要 札幌市の考え 

P7 

 常時、備えをするには過去の災害
も振り返る必要があるのではない
か。例えば、昭和 56 年の台風は多
くの被害があったことを記憶して
いる。そういった具体的な過去の事
例にも触れてほしい。 

いただいたご意見を踏まえ、P7 ページに昭和 56 年の災害
等について記載いたします。 
→「風水害としては、昭和 56 年 8 月の 2 度にわたる豪雨によ
り、市内北部を中心とした洪水氾濫被害が発生したほか、豊平
川流域で大規模な土砂災害が発生している。その後も、本州・
四国・九州に比べると少ないものの、台風による道路冠水等の
内水氾濫や強風による家屋損壊等の被害が断続的に発生してお
り、近年は集中豪雨による河川氾濫や土砂災害も発生してい
る。」 
→昭和 56 年 8 月の被害状況及び近年の大雨被害の状況を追加 

P12 

 基本的考え方と目標について、
「日本全体における札幌」の観点の
記載に、首都圏など道外における被
災も想定し、『救助・救援活動や迅
速な復旧・復興に貢献することはも
ちろん』という記載を追加してはど
うか。 

国家的規模の災害等が起こった際は、札幌と他の地域で相互
に応援することが必要であり、いただいたご意見を踏まえ、
P12 ページに記載を追記いたします。 
→「また、「日本全体における札幌」の観点からは、首都圏な
ど道外における被災も想定し、救助・救援活動や迅速な復旧・
復興に貢献することはもちろん、首都圏等に集中している政府
機能のバックアップ体制構築に向けた取組や、企業の本社機能
や生産拠点の誘致による経済活動のリスク分散の取組（バック
アップ機能の発揮）を積極的に進め、国全体の強靱化に貢献す
る。」 

〔意見の概要とそれに対する札幌市の考え方〕 

 
「１ 計画の趣旨、位置づけ」に関すること 

「２ 札幌市強靱化の目指すべき姿」に関すること 

資 
料 
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該当箇所 意見の概要 札幌市の考え 

P12 

 札幌市強靱化の目標に「経済活動の
活性化、地方創生」とあるが、災害に
強い都市の構築に直接の関係性が乏し
く、風呂敷を広げすぎとの印象を受け
る。 

 強靱化の施策を推進するにあたっては、施設の耐震化や道
路の整備等をはじめとして、各分野に多様なニーズが生み出
されるほか、強靱化の取組を通じて都市の魅力を向上させる
ことで、人や企業、投資を呼び込み、新たな雇用の創出等、
活力ある地域社会を維持していく地方創生にもつなげてい
きたいと考えております。 

P12 

 国、道の強靱化計画の基本目標より
も拡大して「経済活動の活性化、地方
創生」を目標に含めているが、当該目
標がリスクシナリオにどのように反映
されているのかその関係性が不明確。 

 国土強靱化地域計画の策定にあたっては、目標を定めた後
に、具体的なリスクシナリオや脆弱性評価、施策プログラム
の設定といった手順で進めることとされておりますが、「起
きてはならない最悪の事態」として想定されるリスクシナリ
オに対して対策を講じることで、目指すべき姿としての「目
標」の達成を図るものと考えております。 

該当箇所 意見の概要 札幌市の考え 

P13 

 「起きてはならない最悪の事態」と
して複数のリスクを想定しているが、
原子力発電所の再稼働や世界各地でテ
ロが頻発していることを考えると、原
子力やテロなどによる災害についても
対象に含めるべきではないか。 

 国の国土強靱化基本計画においては、南海トラフ地震や首
都直下地震等が遠くない将来に発生する可能性があること
が予測されていること等から、まずは大規模自然災害を対象
とすることとされております。北海道強靱化計画においても
同様であり、これらの計画と調和をとった地域計画である本
計画においても、大規模自然災害を対象とすることとしてお
ります。 

P15 

 脆弱性評価で文末を「～必要があ
る。」としているものが多いが、なぜ
必要と評価するのか具体的に説明がさ
れていない。「必要がある」と評価す
るからには、根拠と理由を示すべき。 

 リスクシナリオごとの脆弱性評価の末尾には現状値を記
載し、現時点での整備水準等を示しております。これらの数
値や各事業担当部局の取組状況等から、災害への備えとして
必要と考えられることを整理しており、今後も指標等を参考
にしながら進捗管理を行っていきたいと考えております。 

「３ 脆弱性評価」に関すること 

資 
料 
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該当箇所 意見の概要 札幌市の考え 

P43 

 避難場所について、実際に災害が起
きた時にどこへ避難すればよいのか知
らない人がたくさんいると思う。ホー
ムページ以外でももっと積極的に PR
すべき。 

 ご意見のとおり、避難場所の周知を図ることは重要である
と考えております。このため、施策プログラム「1-1-3 避
難場所等の指定・整備」において、避難場所分類を整理し、
看板や各種ハザードマップを更新する「避難場所認知度向上
事業」を推進することとしております。また、これまでも、
出前講座や各種研修等の機会に周知しているほか、避難場所
情報や災害時等に市民の方々が取るべき避難行動等を掲載
したパンフレットを広報さっぽろ４月号に綴込んで全戸配
布する等の取組を行ってきたところです。今後とも、防災普
及啓発事業や避難場所運営研修事業など、日頃からの地域へ
の周知・研修に取組むとともに、より効果的なＰＲ方法につ
いても検討してまいります。 

P46 

 事業指標について、札幌市耐震改修
促進計画で設定されている指標など
は、重要な指標と考えられるので指標
として追加してほしい。 

 現行の耐震改修促進計画（計画期間:平成 20～27 年度）
では、平成 27 年度までの数値目標は定めていますが、現行
の計画は平成 27 年度で終了することから、現在改定に向け
て検討作業を進めているところです。 
 今後、耐震改修促進計画の改定の中で、強靱化計画と連携
を取りつつ、数値目標を設定していきたいと考えておりま
す。 

P65 

 災害で電気が止まってしまうと、特
に冬場は大変だと思う。再生可能エネ
ルギーの導入はできるだけ早く進めた
方がよい。 

 ご意見のとおり、札幌市では、防災・減災の観点からも再
生可能エネルギーの導入を促進することとしており、今後５
年間で、太陽光発電による発電量を約８倍に増やすことなど
を目標として、市民・事業者に対する導入支援や普及啓発な
どに取り組んでまいります。 

P67 

 施策プログラム「4-2-1 食料生産基
盤の整備」については、札幌の農業実
態を見ると、強靱化計画にはふさわし
くない。 

 食料生産基盤として充分とは言えないまでも、災害時に食
料の安定供給が停滞した場合を想定すると、札幌において
も、農業振興を図り食料生産基盤を少しでも強化していくこ
とが必要であると考えております。 

P71 

広域連携の強化を図る骨格道路網の整
備について、国道 36 号線は重要だが、
札幌市内では頻繁に渋滞が発生してお
り、防災・救援機能などの強化のため
には、渋滞解消や都心へのアクセス強
化が重要である。アクセスの多重化も
図ることのできる 3 つめの都心アクセ
ス強化道路軸として検討してみる必要
があると思う。    

国道 36 号は、道央都市圏の骨格道路網の一路線であり、交
通の円滑化など機能向上が必要と認識しております。現在、
国等と連携しながら渋滞対策等の検討を進めているところ
であり、いただいたご意見につきましては今後の参考にいた
します。 

― 

 事業指標について、達成目標が積み
上げられて達成できる目標について
は、各年度の目標数値を記載すること
で市民が当該目標に対する成果や進捗
率などについて判断できるようにして
ほしい。 

 本計画では、27 年度から 31 年度までの 5 年間での達成
目標として事業指標を設定しておりますが、各年度の成果や
進捗状況の公表につきましては、今後の計画の推進におい
て、いただいたご意見も踏まえて検討してまいりたいと考え
ております。 

資 
料 

「４ 施策プログラム及び推進事業」に関すること 
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該当箇所 意見の概要 札幌市の考え 

P83 

 道内で大規模な災害が起こった場合
を考えると、道内各地の相互応援体制
はどの程度機能するのか。起きてはな
らないような最悪の事態を想定するの
であれば、道内だけではなく、全国的
な応援協定が必要なのではないか。 

 ご意見のとおり、道外との災害時の応援協定も重要である
と認識しており、全国の指定都市と東京都を含む「大都市災
害時相互応援に関する協定」や「広域・大規模災害時におけ
る指定都市市長会行動計画」等、広範囲での相互応援協定を
締結しております。今後とも平時からの協力関係を確保して
まいります。 
 また、いただいたご意見を踏まえ、P83 ページの相互応
援体制整備の取組例に「大都市災害時相互応援に関する協
定」を記載いたします。 

該当箇所 意見の概要 札幌市の考え 

P85 

 国 土 強 靱 化 ア ク シ ョ ン プ ラ ン
2015、北海道強靱化計画のいずれに
おいてもＰＤＣＡサイクルの実践の必
要性について記述している。札幌市強
靱化計画はアクションプランとして位
置づけており、ＰＤＣＡサイクルを実
践することが必要と考えられることか
ら実践方針について明記してほしい。 

 ご意見のとおり、計画の推進においては、ＰＤＣＡサイク
ルにより、進捗管理を行うことが重要であると考えておりま
す。本計画においても、P85 ページに「６ 計画の推進」に
ついて記載しており、事業の実施状況や指標等を参考にしな
がら進捗管理を行うことで、各事業所管部局の効果的な施策
の推進につなげていきたいと考えております。 

該当箇所 意見の概要 札幌市の考え 

― 

災害に対して建物の耐震化などの備え
をすることは大事なことだとは思う
が、公共事業による事業費に多額のお
金を使うよりも、福祉など生活のため
の政策により多くの予算を配分してほ
しい。 

 札幌市は昭和 47 年のオリンピック開催を契機に進めた
都市基盤の老朽化が課題となっており、計画的な更新・整備
が必要となっております。それらの都市基盤の整備を含む強
靱化の取組は、災害に強い都市を構築することで、全ての人
に安全・安心を提供するものであり、札幌で生活するすべて
の人がその効用を受けるものと考えております。一方で、限
りある資源で、効率的・効果的に進めることは重要であり、
平時においても利活用等を図ることができる取組となるよ
う進めるとともに、ハード対策だけでなく、ソフト対策も組
み合わせて取り組んでまいります。 

「５ 施策推進にあたっての留意点」に関すること 

その他 

「６ 計画の推進」に関すること 

資 
料 
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