
■地震対策部会分科会の構成

分科会 組織体制 検討テーマ 新たな課題等
構成員 ワーキンググループ 地震防災対策に関する提言 震災教訓 防災関係機関等アンケート

１　組織・体制分科会 座長：危）危機管理対策部長

総）行政部長
総）職員部長
市）地域振興部長
市）市民自治推進室長
財）税政部長
財）管財部長
保）総務部長

環）みどりの推進部長
環）みどりの管理担当部長
消）警防部長
中）市民部長
北）市民部長
豊）市民部長
西）市民部長

防災普及WG
消防体制・消防活動WG
被災者支援WG
災害対策本部体制WG
応援要請WG

1.災害対策本部の設置運営
2.職員動員体制
3.市防災組織体制
4.広域応援体制の確立
5.自衛隊及び警察等との連携体制
6.救出・救護体制

7.消火体制
8.防災訓練の充実
9.必要物品の調達（契約関係）
10.市民への生活再建支援
11.防災意識の啓発

○札幌市の防災体制の強化（4(1)
ア）
○他地方公共団体等との連携体制
の確立（4(1)イ）
○市民の防災力向上（4(2)ア）
○集結地・集積地の整備（4(2)イ)

○実践的・効果的な研修・訓練手法
や研究の制度化・体系化
○応援隊の集結
○物資の集積･配送等の広域防災
拠点のあり方
○被災者支援（様々な支援メニュー
の窓口・効果的な運用）
○被災者生活再建支援法

○地震対策の進行管理（減災目標
の設定・進捗管理等）
○災害対策訓練の充実
○災害対策本部の職員参集のあり
方
○災害対策本部における様式類が
未整備
○国・道有施設等の防災拠点や避
難所の位置づけの明確化（国補助
対象可）
○本部訓練・避難場所実務研修の
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○本部訓練・避難場所実務研修の

２　防災情報分科会 座長：政）広報部長

危）危機管理対策部長
総）情報化推進部長
消）総務部長

厚）市民部長
南）市民部長

システムWG
情報WG

1.広報
2.安否情報
2.報道機関との連携・協力体制
3.情報収集・伝達

4.防災行政無線等施設の整備拡充
5.情報通信網の活用
6.市行政情報・コンピューター
　　　　データ保護対策

○防災情報共有社会の実現（4(2)
オ）

○緊急地震速報に対する対応の全
市統一の取扱い

○実践的な情報収集・提供体制
○多様な手段による情報の提供シ
ステム

３　まちづくり分科会 座長：市）都市計画部長

危）危機管理対策部長
政）政策企画部長
市）総合交通計画部長
財）財政部長
環）みどりの推進部長

都）開発調整担当部長
都）開発事業部長
都）建築指導部長
白）市民部長
清）市民部長

まちづくり分科会WG 1.災害に強いまちづくり
2.復興

○都市計画における防災（4(2)イ）

４　ライフライン分科会 座長：建）管理部長

北海道電力㈱札幌支店
　　企画総務グループ副長
東日本電信電話㈱北海道支店
　　設備部災害対策室主査
北海道ガス㈱輸送ﾈｯﾄﾜｰｸ計画部

建）維持担当部長
建）土木部長
建）下水道施設部長
水）総務部長
水）給水部長

（WGは設置せず。） ○水道施設の耐震化の推進
○給水区域のブロック化
○緊急用資材・応急給水資機材の
備蓄等の充実
○バックアップ化
○応急復旧・給水体制の強化
○日本貨物鉄道㈱との連携が必要

1.電気･ガス・電話等ライフライン対策
2.水道対策（施設の耐震性、給水、復旧体制）
3.下水道対策
4.緊急輸送路の指定・確保 （警察との連携）
5.地下鉄等の整備
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北海道ガス㈱輸送ﾈｯﾄﾜｰｸ計画部
　　供給企画グループ課長
北海道旅客鉄道㈱鉄道事業本部
　　工務部管理課専任部長兼管理課長
株式会社ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾄﾞｺﾓ北海道支社
　　ネットワーク部災害対策室長
経）産業振興部長

水）給水部長
水）配水担当部長
交）事業管理部長
交）高速電車部長
交）技術担当部長
10区）土木部長

○日本貨物鉄道㈱との連携が必要

５　公共施設等分科会 座長：建）土木部長

北海道開発局札幌開発建設部
　　技術管理課長
北海道開発局石狩川開発建設部
　　維持管理課長
北海道札幌土木現業所治水課長
東日本高速道路㈱北海道支社
　　管理事業部事業統括課長
観）文化部長
建）管理部長
建）維持担当部長

建）雪対策室長
建）道路工事担当部長
建）下水道河川部長
都）市街地整備部長
都）住宅担当部長
都）建築部長
都）建築指導部長
東）市民部長
手）市民部長
10区）土木部長

道路・雪対策WG
河川・山崖崩れ対策WG
住宅・建築対策WG

1.公共施設の耐震化
2.文化財の保護
3.道路・河川対策
4.山崖崩れ対策
5.積雪・除雪対策
6.仮設住宅対策
7.応急危険度判定体制
8.公営住宅への一時入居

○地震に強いまちづくりの推進(4(2)
イ)　（公共施設の耐震化等の推進・
民間施設の耐震化の啓発・建物の
応急危険度判定体制の整備）
○積雪・寒冷に対する対策（地震時
の除雪・排雪対策）（4(3)ア)

○防災拠点施設の安全確認（応急
危険度判定等の実施）
○緊急輸送路の障害物除去対策

○緊急地震速報導入に伴う大規模
施設の対策
○災害救助法に基づく住宅の応急
修理
○積雪寒冷地を考慮し・学校体育
館の床・壁等への保温材導入

６　医療・環境・衛生分科会 座長：保）保健所長 保健衛生WG 1.緊急医療体制 4.仮設トイレ ○医療救護活動に係る情報連絡体

 
報 告 
第１号 

平成２１年度 札幌市防災会議 

資料２ 平成２１年７月２３日（木） 

６　医療・環境・衛生分科会 座長：保）保健所長

保）医療政策担当部長
保）医療担当部長
保）食の安全担当部長
保）生活衛生担当部長
保）衛生研究所長
環）清掃事業担当部長
環）施設担当部長
環）環境管理担当部長

環）円山動物園長
病）経営管理部長
消）警防部長
北）保健担当部長
東）保健担当部長
清）保健担当部長
手）保健担当部長

保健衛生WG
生活衛生WG
清掃WG
環境保全WG
円山動物園WG

1.緊急医療体制
 （人員、医療器具、施設の耐震性、
水、電気、医療ボランティア）
2.避難所の医療体制
3.ごみ対策
 （建築廃材、瓦礫、生活ゴミ）

4.仮設トイレ
5.災害死亡者（安否確認）
6.し尿処理
7.防疫
8.動物・ペットの保護、死体処理
9.円山動物園の動物管理

○医療救護活動に係る情報連絡体
制
○身元不明者に対する情報提供に
関するガイドライン策定
○医薬品等供給・透析医療体制等
の確立（具体的対策の構築）
○遺体安置の取扱い（安置所の事
前取決等）

７　生活物資分科会 座長：経）産業振興部長

危）危機管理対策部長
市）市民生活部長
経）中央卸売市場長

厚）保健福祉部長
南）保健福祉部長

生活物資課題検討WG 1.食料の備蓄・供給体制
2.生活必需物資の供給
3.救援物資の受入、供給

4.企業への支援 ○備蓄・輸送拠点・物流の一体的な
整備（4(2)イ）

○被災者ニーズに応じた備蓄品目・
調達品目の検討

８　り災者対策分科会 座長：保）総務部長

危）危機管理対策部長
総）国際部長
市）市民自治推進室長
市）男女共同参画室長

観）観光コンベンション部長
教）生涯学習部長
中)保健福祉部長
東）市民部長

避難所運営WG
要援護者対策WG
ボランティア対策WG
学校防災対策WG

1.避難場所生活者対策
2.災害時要援護者避難支援対策
3.ボランティア対策
4.学校教育対策
5.避難場所整備

○積雪・寒冷に対する対策（燃料と
暖房器具の確保）（4(3)ア）
○群集事故と外国人・観光客への
対応（4(3)イ）

○外国人・子供等を含めた災害時
要援護者対策
○避難場所の自主運営等の開設・
運営実務の具体化
○福祉避難場所のあり方・指定・運
営

○子ども対策・妊産婦・乳幼児・児
童の対策窓口
○避難場所対策(マニュアルの見直
し)
○災害時要援護者避難支援対策
(内容見直し・マニュアル整備）
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市）男女共同参画室長
保）保健福祉部長
保）障がい福祉担当部長
保）母子保健担当部長
子）子育て支援部長

東）市民部長
白）保健福祉部長
豊）保健福祉部長
西）保健福祉部長
手）市民部長

営 (内容見直し・マニュアル整備）
○避難場所の冬期対策（配備品・避
難場所設備）
○ペット対策
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