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総則 第５節 地震被害の想定

 

 災害シナリオ（苫小牧沖）                             
 

 特徴 地震発生～ ２、３時間後～ １日後～ 

共共
通通
事事
項項  

夏
季 

人
的
被
害 

建物倒壊
により、
死傷者等
が発生す

発災 
時刻 

●建物倒壊・火災等による死者数等 ・余震は次第に収束し、建物被害や土砂災害が拡大する恐れは
・救助現場及び医療機関で負傷者のトリアージを行い、必要に
搬送する必要がある。
・医療機関における入院対応力には余裕がある。
・クラッシュシンドローム患者が発生する。
◆
◆

死者 重軽傷者 要救助者 
５時 2人 118人 5人
12時 1人 96人 3人
18時 1人 97人 3人

る。  ・建物倒壊で最大2人が死亡。

被
災
者
生
活 

断水等に
より、避難
者等が発
生する。

建物 
被害 

全壊 430棟 避難者（建物被害に
よる避難者） 

避難場所 1,500人 断水による枯渇
が原因の避難者

2,200人
半壊 1,200棟 避難場所外 1,600人 2,400人

時刻 ・市有建物では、特に
被害は発生しない。

出火件数 ・被災者が、避難場所
を中心に集まる。
・給水需要  23m3

・食料需要1,800食

焼失棟数 ・避難場所避難者が増える
ことで、食料需要も増加す
る。
・食料需要2,700食

５時 出火なし ―
12時 出火なし ―
18時 出火なし ―

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン 

ライフライン被
害

・停電（0.6％）、都市ガス供給停止
（0.1%）、LPガス安全点検需要
（0.7%）、断水（0.4％）が発生する。
・一般電話施設や携帯電話施設には
不通や輻輳の被害は発生しない。
・本庁舎等の施設被害やライフライ
ン被害が、発生する可能性は低い。

・電柱に被害があった地域のみ、
一時的に停電するが、速やかに復
旧する。
・一時的な停電により信号が停止
し、一部混乱や交通渋滞が生じる。

◆
◆
・都市ガス供給停止（0.1%）、
の被害は、ほぼ回復する。

・ＬＰガスが復旧する。

冬
季 

人
的
被
害 

時刻 死者 重軽傷者 要救助者 （夏に同じ）
・要救助者の凍死によ
り死者数が増える。
 

（凍死の仮定）

死者 ・要救助者は救
出され、凍死に
は至らない。

（凍死の仮定）

死者 
５時 2人 127人 5人 6人 2人
12時 1人 104人 4人 4人 1人
18時 1人 105人 4人 4人 1人

る全壊約3.1

万棟  ・建物倒壊で最大2人が死亡。
・積雪により救助活動が難航する。
・透析患者の治療体制の確保。

・要救助者を２時間以内に救助で
きない場合、凍死する。

・24時間以内に、要救助者
を救助できない場合、凍死
する。

被
災
者
生
活 

建物 
被害 

全壊 430棟 避難者（停電により
暖房のない避難者）

避難場所 3,200人 停電回復により
避難者数減少

1,700人
半壊 1,200棟 避難場所外 2,700人 1,400人

時刻 ・市有建物では、特に
被害は発生しない。

出火件数 ・毛布等寒さ対策の物
資の需要が拡大する。
・給水需要  23m3

・食料需要3,900食

焼失棟数 ・避難場所避難者数が減り、
食料需要が減る。

・食料需要2,000食

５時 出火なし ―
が発生す
る。

12時 出火なし ―

18時 出火なし ―

  （夏に同じ） ・積雪の影響により、夏季に比べ
て復旧作業の効率が低下する。
・電力は、ほぼ回復する。

・一部、都市ガスの供給が
・LPガスの安全点検は、
・一般電話の不通は回復す

地地
域域
特特
性性  

 

低
地
（
宅
地
） 

揺れ・液状化
が生じる。

・低地の大部分は震度５弱または震
度５強であり、揺れによる建物被害
は、ほとんど発生しない。
・液状化危険度「可能性が高い・あ
る」の地域が点在し、建物被害が生
じる。

・余震により、建築物被害が発生
する可能性は低い。
・電気の復旧に伴い、通電火災が
発生する可能性がある。

・建物の応急危険度判定を
・応急仮設住宅の用地を確
・避難場所を運営・管理す

・防災拠点等の被害の

 都心
部 

高層ビルやマン
ション特有の被
害が発生する。
群集事故や帰宅
困難者も発生す
る。

・鉄道が緊急停止する。
・ビル落下物により、通行人が死傷
・エレベータが停止し、閉じ込め者
が多数発生する。
・高層ビルは、上層階の揺れが大き
く、屋内収容物の移動や転倒、落下
物・収容物の飛散が発生する。

・鉄道が停止し、一時的に移動が
困難になり、駅に多数の人が滞留
するが、数時間後に鉄道の安全点
検が完了し、運転が再開される。
・エレベータに閉じ込められた人
の衛生・健康状態が悪化する。
・エレベータが使用できず、中高
層階の住民生活に支障がでる。
・観光客が行き場を失う。

（
宅
地
） 

山
地
・
丘
陵
地 

急傾斜地、地すべ
り、雪崩が発生す
る。

・南区役所の南側（常盤付近）の急
傾斜地で「危険性が高い」箇所が数
か所存在する。
・孤立地域が発生する可能性は低
い。

◆
◆
・危険箇所の緊急点検を実施する。
・余震は次第に収束するが、本震で緩んだ危険箇所で崩壊が発
生する可能性がある。
・余震が繰り返し、本震で緩んだ危険箇所で崩壊が発生する。
・雨が降ると、地盤の緩みにより崩壊が発生する。

建物倒壊
等により
死傷者等
が発生す
る。

断水等に
より、避
難者等が
発生する

積雪等に
より、救
助活動が
遅延し、
凍死が発
生する。

積雪等に
より建物
被害が増
大する。
停電によ
り避難者
等が発生
する。

ララ
イイ
ンン
ララ
イイ
フフ
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総則 第５節 地震被害の想定

 

                                             
 

２、３日後～ １週間後～ １か月後～ ６カ月後～ １年後～ 
少ない。
に応じて高次医療機関へ ・風邪、エコノミークラス

症候群の死者が発生する。
・慢性疾患患者等の症状が
悪化する。

・仮設住宅への入居が進み、高齢者等の孤独死を含め、病気・ストレス・発作・自
殺等の間接的原因による震災関連死が発生する可能性がある。

・断水が回復せず、以前多く
の避難者がいる。

避難場所 1,500人 ・応急仮設住宅等に順次入居する（需要約200世帯）
・水道やガスが復旧し、避難場所の周辺住民への食事
提供はなくなる。
・生活環境が大きく変化し、高齢者等を中心に健康状
態の悪化・罹病、精神的ダメージが深刻化する。
・地域コミュニティの崩壊、孤独感の増幅により、精
神的ダメージを受ける。

・応急仮設住宅から、公営
住宅（一時入居）、民間賃
貸住宅、持家購入・建替、
自宅改修・修理により、合
計約180戸の住宅の確保
等を行う。

避難場所外 1,600人
・食中毒発生の恐れ。

・小売店の営業再開等により
食料等の需要が減る。

・被災者や従事者の一部
に、ＰＴＳＤが発生する。
・小売店の営業再開等によ
・食料需要1,800食

◆

、断水及び下水道（0.3％）

・避難場所の生活ごみ発生

・ライフライン被害は、ほ
とんど回復する。
・都市ガスの供給が再開さ
れる（７日）。
・復旧に伴いがれきが発生
する。

 
・避難場所の閉鎖に伴い家
庭ごみの量は、平時の水準
に戻る。
・自宅の復旧が一段落し、
粗大ごみの量も平時の水
準に戻る。

・がれきの発生 約26万トン
ひと月当り ３か月まで ６か月まで １年後まで
家庭ごみ 3.1万トン 3.1万トン 3.1万トン
粗大ごみ 0.9万トン 0.9万トン 0.9万トン

（夏と同様） ・仮設住宅への入居が進み、高齢者等の孤独死を含め、病気・ストレス・発作・自
殺等の間接的原因による震災関連死が発生する可能性がある。

・停電が回復し、建物被害に
よる避難者が中心となる。

避難場所 1,700人 ・応急仮設住宅に順次入居する（需要約200世帯）
・水道やガスが復旧し、避難場所の周辺住民への食事
提供はなくなる。
・生活環境が大きく変化し、高齢者等を中心に健康状
態の悪化・罹病、精神的ダメージが深刻化する。
・地域コミュニティの崩壊、孤独感の増幅により、精
神的ダメージを受ける。

・応急仮設住宅から、公営
住宅（一時入居）、民間賃
貸住宅、持家購入・建替、
自宅改修・修理、により、
合計約180戸の住宅の確
保等を行う。

避難場所外 1,400人
・食料需要2,000食

が供給する。
終わり、復旧する。
る。

・断水が復旧する（５日） ●ライフライン回復見込 

・都市ガス供給停止 10日

・避難場所の閉鎖に伴い家
庭ごみの量は、平時の水準
に戻る。
・自宅の復旧が一段落し、
粗大ごみの量も平時の水
準に戻る。

・がれきの発生 約26万トン

（粗大ごみ、家庭ごみの発生量は夏に同じ）

実施する。
保する。
る。

把握を行う。

・公営住宅、民間住宅の被災度区分判定を実施する。
・り災証明の発行体制を整える。
・応急仮設住宅を建設する。
・応急仮設住宅、公営住宅、住宅再建に関する情報提供・相談業務及び支援を実施する。

・市民への生活支援、住まいの支援、就労・就学支援等を行う。

  ・必要に応じて、防災拠点等の応急修理を実施する。

・企業では、事業継続計画に基づく事業の再開が始まる。
◆
◆
◆
・被災した中高層ビルの安全対策（窓ガラス等の飛散防
止、解体・撤去作業等）を実施する。
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3,366

25,646

7,550 5,429
12,431

3,872



総則 第５節 地震被害の想定

 

 災害シナリオ（石狩低地東縁断層帯（主部））                        
 

 特徴 地震発生～ ２、３時間後～ １日後～ 

共共
通通
事事
項項  

夏
季 

人
的
被
害 

建物倒壊
により、
死傷者等
が発生す

発災 
時刻 

●建物倒壊・火災等による死者数等 ・余震による建物被害や土砂災害が拡大する恐れは、少ない。
・要救助者の救助中に余震が発生し、二次災害が発生する。
・一部の地域では、道路被害により消防・自衛隊等の到着が遅
・救助現場及び医療機関で負傷者のトリアージを行い、必要
搬送する必要がある。
・医療機関における、入院対応力には余裕がある。

・クラッシュシンドローム患者が発生する。

死者 重軽傷者 要救助者 
５時 8人 664人 38人
12時 5人 507人 30人
18時 5人 509人 30人

る。  ・建物倒壊で最大8人が死亡。

被
災
者
生
活 

断水等に
より、避難
者等が発
生する。

建物 
被害 

全壊 1,000棟 避難者（建物被害に
よる避難者） 

避難場所 3,400人 断水による枯渇
が原因の避難者

7,600人
半壊 4,100棟 避難場所外 3,600人 8,200人

時刻 ・市有建物では、特に
被害が発生しない。

出火件数 ・公共施設にも、避難
者が押しかける。
・給水需要140m3

・食料需要4,000食

焼失棟数 ・避難場所避難者が急増し、
食料需要が急増する。

・食料需要9,100食

５時 出火なし ―
12時 出火なし ―
18時 出火なし ―

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン 

ライフライン被
害

・停電（5.9%）、都市ガス供給停止
（6.4%）、ＬＰガス安全点検需要
（2.2%）、断水（2.5％）が発生する。
・一般電話施設や携帯電話施設には
不通や輻輳の被害は発生しない。
・本庁舎等の施設被害やライフライ
ン被害が、発生する可能性は低い。

・電柱の被害が著しい地域以外は、
ほぼ電力が回復する（停電率
2.1％）。
・停電により、信号が停止し混乱
や交通渋滞が生じる。

・停電（0.7％）、一般電話
復する。
・都市ガス供給停止（6.4%）、
する。
・ＬＰガスの安全点検が終

冬
季 

人
的
被
害 

積雪寒冷の影
響による凍死
の影響
揺れによ

時刻 死者 重軽傷者 要救助者 （夏に同じ）
・要救助者の凍死によ
り死者数が激増する。
 

（凍死の仮定）

死者 ・多くの要救助
者は救出され、
凍死しない。

（凍死の仮定）

死者 
５時 8人 728人 40人 40人 9人
12時 6人 556人 31人 31人 6人
18時 6人 558人 31人 31人 6人

る全壊約3.1

万棟  ・建物倒壊で最大8人が死亡。
・積雪により救助活動が難航する。
・透析患者の治療体制の確保。

・要救助者を２時間以内に救助で
きない場合、凍死する。

・24時間以内に、要救助者
を救助できない場合、凍死
する。

被
災
者
生
活 

停電で暖
房が使え
ず、避難者

建物 
被害 

全壊 1,000棟 避難者（停電により
暖房のない避難者）

避難場所 2.6万人 停電回復により
避難者数減少

1.2万人
半壊 4,300棟 避難場所外 2.1万人 1.0万人

時刻 ・市有建築物の一部に
被害が発生し、防災拠
点等で利用できない可
能性あり。
・火器により火災多発

出火件数 ・毛布等寒さ対策の物
資の需要が拡大する。
・給水需要140m3

・食料需要3.1万食

焼失棟数 ・避難場所避難者数が減り、
食料需要が減る。

・食料需要1.5万食

５時 出火なし ―
が発生す
る。

12時 出火なし ―
18時 5件 0棟

  （夏に同じ） ・積雪の影響により、夏季に比べ
て復旧作業の効率が低下する。
・ほぼ電力は、回復する。

・停電率は、0.8％、都市ガ
る。
・一般電話の不通（0.3%）

地地
域域
特特
性性  

 

低
地
（
宅
地
） 

揺れ・液状化
が生じる。

・低地の大部分は震度５強であり、
６弱の場所もみられるが、揺れによ
る建物被害は少ない．
・液状化危険度「可能性が高い・あ
る」の地域が点在し、建物被害が生
じる。
・ブロック塀・石塀が転倒し、通行
人が死傷する。

・余震により、建築物被害が発生
する。
・初期消火にて、消火できない火
災により、延焼が拡大する。
・電気の復旧に伴い、通電火災が
発生する。

・余震による建築物被害が
・建物の応急危険度判定を
・応急仮設住宅の用地を確
・避難場所を運営・管理す

・防災拠点等の被害の

 都心
部 

高層ビルやマン
ション特有の被
害が発生する。
群集事故や帰宅
困難者も発生す
る。

・鉄道が緊急停止する。
・ビル落下物により、通行人が死傷
・エレベータが停止し、閉じ込め者
が多数発生する。
・高層ビルは、上層階の揺れが大き
く、屋内収容物の移動や転倒、落下
物・収容物の飛散が発生する。

・鉄道が停止し、一時的に移動が
困難になり、駅に多数の人が滞留
するが、数時間後に鉄道の安全点
検が完了し、運転が再開される。
・エレベータに閉じ込められた人
の衛生・健康状態が悪化する。
・エレベータが使用できず、中高
層階の住民生活に支障がでる。

（
宅
地
） 

山
地
・
丘
陵
地 

急傾斜地、地すべ
り、雪崩が発生す
る。

・南区役所の南側（常盤付近）の急
傾斜地で「危険性が高い」箇所が数
か所存在する。
・孤立地域が発生する可能性は低
い。

・危険箇所の緊急点検を実施する。
・余震は次第に収束するが、本震で緩んだ危険箇所で崩壊が発
生する可能性がある。
・余震が繰り返し、本震で緩んだ危険箇所で崩壊が発生する。
・雨が降ると、地盤の緩みにより崩壊が発生する。
◆
◆
◆

建物倒壊
等により
死傷者等
が発生す
る。

断水等に
より、避
難者等が
発生する

積雪等に
より建物
被害が増
大する。
停電によ
り避難者
等が発生
する。

ララ
イイ
ンン
ララ
イイ
フフ

積雪等に
より、救
助活動が
遅延し、
凍死が発
生する。
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総則 第５節 地震被害の想定

 

                                             
 

２、３日後～ １週間後～ １か月後～ ６カ月後～ １年後～ 
◆

れ、消火・救助が難航する。
に応じて高次医療機関へ

・風邪、エコノミークラス
症候群の死者が発生する。
・透析患者や慢性疾患患者
等の症状が悪化する。

・仮設住宅への入居が進み、高齢者等の孤独死を含め、病気・ストレス・発作・自
殺等の間接的原因による震災関連死が発生する可能性がある。

・断水が回復せず、以前多く
の避難者がいる。

避難場所 5,400人 ・応急仮設住宅等に順次入居する（需要約460世帯）
・水道やガスが復旧し、避難場所の周辺住民への食事
提供はなくなる。
・生活環境が大きく変化し、高齢者等を中心に健康状
態の悪化・罹病、精神的ダメージが深刻化する。
・地域コミュニティの崩壊、孤独感の増幅により、精
神的ダメージを受ける。

・応急仮設住宅から、公営
住宅（一時入居）、民間賃
貸住宅、持家購入・建替、
自宅改修・修理により、合
計約420戸の住宅の確保
等を行う。

避難場所外 5,900人
・３日後から生活に最小限必
要な水を供給するため、給水
需要が急増する(510m3)。
・食中毒発生の恐れ。

・被災者や従事者の一部
に、ＰＴＳＤが発生する。
・小売店の営業再開等によ
り食料等の需要が減る。
・給水需要90m3

・食料需要6,500食
の不通（0.3%）は、ほぼ回

断水（1.7％）の被害は継続

わり、復旧する。

・避難場所の生活ごみ発生

・停電は解消する(5日)。
・都市ガス供給停止（6.1%）
・断水は継続（0.2%）
・一般電話の通話機能は、
ほぼ回復する(4日)。

・復旧に伴うがれき発生

●ライフライン回復見込 
・断水（水道） 20日、下水道 20日
・都市ガス供給停止 31日

・避難場所の閉鎖に伴い家
庭ごみの量は、平時の水準
に戻る。
・自宅の復旧が一段落し、
粗大ごみの量も平時の水
準に戻る。

・がれきの発生 約62万トン
ひと月当り ３か月まで ６か月まで １年後まで
家庭ごみ 3.1万トン 3.1万トン 3.1万トン
粗大ごみ 1.0万トン 0.9万トン 0.9万トン

（夏と同様） ・透析患者の対応力は回復
する。

・仮設住宅への入居が進み、高齢者等の孤独死を含め、病気・ストレス・発作・自
殺等の間接的原因による震災関連死が発生する可能性がある。

・停電が回復し、建物被害に
よる避難者が中心となる。

避難場所 0.4万人 ・応急仮設住宅に順次入居する（需要約460世帯）
・水道やガスが復旧し、避難場所の周辺住民への食事
提供はなくなる。
・生活環境が大きく変化し、高齢者等を中心に健康状
態の悪化・罹病、精神的ダメージが深刻化する。
・地域コミュニティの崩壊、孤独感の増幅により、精
神的ダメージを受ける。

・応急仮設住宅から、公営
住宅（一時入居）、民間賃
貸住宅、持家購入・建替、
自宅改修・修理、により、
合計約420戸の住宅の確
保等を行う。

避難場所外 0.3万人
・３日後から生活に最小限必
要な水を供給するため、給水
需要が急増する(640m3)。

・給水需要350m3

・食料需要4,600食

・ＬＰガスが回復する（2

日）。

ス供給停止(6.4%)は継続す

は、継続する。

・停電は、解消する(6日)。

・都市ガス供給停止（6.3%）
・断水は継続（0.9%）
・一般電話の通話機能は、
ほぼ回復する(5日)。

●ライフライン回復見込 
・断水（水道） 29日、下水道 29日

・都市ガス供給停止 44日

・避難場所の閉鎖に伴い家
庭ごみの量は、平時の水準
に戻る。
・自宅の復旧が一段落し、
粗大ごみの量も平時の水
準に戻る。

・がれきの発生 約62万トン

（粗大ごみ、家庭ごみの発生量は夏に同じ）

発生する。
実施する。
保する。
る。

把握を行う。

・公営住宅、民間住宅の被災度区分判定を実施する。
・り災証明の発行体制を整える。
・応急仮設住宅を建設する。
・応急仮設住宅、公営住宅、住宅再建に関する情報提供・相談業務及び支援を実施する。

・市民への生活支援、住まいの支援、就労・就学支援等を行う。

  ・必要に応じて、防災拠点等の応急修理を実施する。

・企業では、事業継続計画に基づく事業の再開が始まる。
◆
◆
◆
・被災した中高層ビルの安全対策（窓ガラス等の飛散防
止、解体・撤去作業等）を実施する。
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
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46

66

【

12,914

70,160
60,717

39,93737,355

16,108



総則 第５節 地震被害の想定

 

 災害シナリオ（野幌丘陵断層帯）                             
 

 特徴 地震発生～ ２、３時間後～ １日後～ 

共共
通通
事事
項項  

夏
季 

人
的
被
害 

建物倒壊
により、
死傷者等
が発生す

発災 
時刻 

●建物倒壊・火災等による死者数等 ・余震による建物被害や土砂災害が発生し、死傷者が増加す
・要救助者の救助中に余震が発生し、二次災害が発生する。
・市街地の一部で、大きな道路被害が発生し、消防・自衛隊等
難航する。
・救助現場及び医療機関で負傷者のトリアージを行い、必要
市域外搬送する必要がある。
・一部地域の医療機関において、医師・看護師が不足し、入院

・クラッシュシンドローム患者が発生する。

死者 重軽傷者 要救助者 
５時 365人 10,250人 1,433人
12時 253人 7,313人 1,098人
18時 254人 7,341人 1,102人

る。  ・建物倒壊で最大365人が死亡。

被
災
者
生
活 

断水等に
より、避難
者等が発
生する。

建物 
被害 

全壊 0.7万棟 避難者（建物被害に
よる避難者） 

避難場所 1.3万人 断水による枯渇
が原因の避難者

6.1万人
半壊 3.4万棟 避難場所外 1.4万人 6.6万人

時刻 ・市有建物では、特に
被害は発生しない。

出火件数 ・公共施設にも、避難
者が押しかける。
・給水需要1,900m3

・食料需要1.5万食

焼失棟数 ・避難者が急増し、食料需
要が急増する。

・食料需要7.3万食

５時 10件 40棟
12時 15件 60棟
18時 20件 70棟

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン 

ライフライン被
害

・停電（15％）、都市ガス供給停止
（66%）、LPガス安全点検需要
（18%）、断水（34％）が発生する。
・一般電話施設や携帯電話施設が被
害を受け、不通や輻輳が発生する。
・本庁舎等でも、一部施設被害、ラ
イフライン機能支障が発生し、情報
連絡が一部不能となる。

・電柱の被害が著しい地域以外は、
ほぼ電力が回復する（停電率
6.2％）。
・停電により、信号が停止し混乱
や交通渋滞が生じ、対策の遅延に
つながる。

・停電（1.8％）、一般電話
復する。
・都市ガス供給停止（66%）、
断水（20％）の被害は継続

冬
季 

人
的
被
害 

積雪寒冷の影
響による凍死
の影響
揺れによ

時刻 死者 重軽傷者 要救助者 （夏に同じ）
・要救助者の凍死によ
り死者数が激増する。
 

（凍死の仮定）

死者 ・要救助者の凍
死により、死者
数が増加する。

（凍死の仮定）

死者 
５時 420人 11,507人 1,608人 1,707人 543人
12時 296人 8,231人 1,233人 1,282人 390人
18時 303人 8,300人 1,237人 1,293人 397人

る全壊約3.1

万棟  ・建物倒壊で最大420人が死亡。
・積雪により救助活動が難航する。
・透析患者の治療体制の確保。

・要救助者を２時間以内に救助で
きない場合、凍死する。

・24時間以内に、要救助者
を救助できない場合、凍死
する。

被
災
者
生
活 

停電で暖
房が使え
ず、避難者

建物 
被害 

全壊 0.8万棟 避難者（停電により
暖房のない避難者）

避難場所 7.0万人 停電回復により
避難者数減少

3.7万人
半壊 3.7万棟 避難場所外 5.7万人 3.1万人

時刻 ・市有建物では、特に
被害は発生しない。
・火器の使用により、
火災が多発する。

出火件数 ・毛布等寒さ対策の物
資の需要が拡大する。
・給水需要3,700m3

・食料需要8.4万食

焼失棟数 ・避難場所生活者数が激減
し、食料需要が減る。

・食料需要 4.5万食

５時 40件 150棟
が発生す
る。

12時 60件 230棟
18時 100件 380棟

  （夏に同じ） ・積雪の影響により、夏季に比べ
て復旧作業の効率が低下する。
・ほぼ電力は、回復する。

・停電率（2.1％）、都市ガ
安全点検需要（15%）、断水
・一般電話の不通は3.5%。

地地
域域
特特
性性  

 

低
地
（
宅
地
）

揺れ・液状化
が生じる。

・低地の大部分が、震度６弱以上や
液状化危険度「可能性が高い・あり」
の地域となり建物被害が発生する。
・火災が同時多発で発生するが、断
水で一部の消火栓が使用できない。
・ブロック塀等が転倒し、通行人が
死傷する。

・余震により、建築物被害が発生
する。
・初期消火にて、消火できない火
災により、延焼が拡大する。
・電気の復旧に伴い、通電火災が
発生する。

・余震による建築物被害が
・建物の応急危険度判定を
・応急仮設住宅の用地を確
・避難場所を運営・管理す

・防災拠点等の被害の

 都心
部 

高層ビルやマン
ション特有の被
害が発生する。
群集事故や帰宅
困難者も発生す
る。

・鉄道が緊急停止する。
・ビル落下物により、通行人が死傷
・エレベータが停止し、エレベータ
内の閉じ込め者が多数発生する。
・高層ビルは、上層階の揺れが大き
く、屋内収容物の移動や転倒、落下
物・収容物の飛散が発生する。
・大規模集客施設、地下街、イベン
ト等にて群衆事故が発生する。

・駅周辺に帰宅困難者が集中する
・札幌駅周辺の道路や建物等の被
害は少ないが、周辺に被害が発生
し、アクセスが困難になる。
・エレベータに閉じ込められた人
の衛生・健康状態が悪化する。
・エレベータが使用できず、中高
層階の住民生活に支障がでる。
・観光客が行き場を失う。

・地下鉄・ＪＲは、安全が
確認された区間から、順次
運転を再開する。
・盛土等の被害が生じた区
間は、ＪＲの運行停止。
・帰宅困難者への水・トイ
レなどの支援を行う。
・現地の地理に不案内な観
光客が行き場を失う。

（
宅
地
） 

山
地
・
丘
陵
地 

急傾斜地、地すべ
り、雪崩が発生す
る。

・震度６強～６弱の危険箇所で崩壊
の危険性が高い。
・定山渓～藻岩山、白旗山周辺の多
くの危険箇所で「危険性が高い（あ
る）」と判定される。
・道路寸断により孤立地域が発生。
・砥山ダム付近に「液状化の可能性
が高い」箇所が存在する。

・孤立地域との通信確保、状況把握、救急救助、医療搬送、
なる。
・危険箇所の緊急点検を実施する。
・余震が繰り返し、本震で緩んだ危険箇所で崩壊が発生する。
・雨が降ると、地盤の緩みにより崩壊が発生する。
・土砂が河川を堰き止めると、大雨が重なり洪水が発生した。
・山崖崩れ箇所は、土砂の撤去や応急工事を進め、雨季対策
◆

建物倒壊
等により
死傷者等
が発生す
る。

断水等に
より、避
難者等が
発生する

積雪等に
より、救
助活動が
遅延し、
凍死が発
生する。

積雪等に
より建物
被害が増
大する。
停電によ
り避難者
等が発生
する。

ララ
イイ
ンン
ララ
イイ
フフ
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総則 第５節 地震被害の想定

 

                                             
 

２、３日後～ １週間後～ １か月後～ ６カ月後～ １年後～ 
る。
◆
の到着が遅れ、消火・救助が
◆
に応じて高次医療機関へ
◆
対応力が不足する。
◆

・風邪、エコノミークラス
症候群の死者が発生する。
・透析患者や慢性疾患患者
等の症状が悪化する。

・医療機関の入院対応力不
足が継続する。

・仮設住宅への入居が進み、高齢者等の孤独死を含め、病気・ストレス・発作・自
殺等の間接的原因による震災関連死が発生する。

・断水が回復せず、以前多く
の避難者がいる。

避難場所 4.0万人 ・応急仮設住宅等に順次入居する（需要約3.200世帯）
・水道やガスが復旧し、避難場所の周辺住民への食事
提供はなくなる。
・生活環境が大きく変化し、高齢者等を中心に健康状
態の悪化・罹病、精神的ダメージが深刻化する。
・地域コミュニティの崩壊、孤独感の増幅により、精
神的ダメージを受ける。

・応急仮設住宅から、公営
住宅（一時入居）、民間賃
貸住宅、持家購入・建替、
自宅改修・修理により、合
計約3,000戸の住宅の確保
等を行う。

避難場所外 4.3万人
・３日後から生活に最小限必
要な水を供給するため、給水
需要が急増する(6,100m3)。
・食中毒発生の恐れ。

・被災者や従事者にＰＴＳ
Dが増加する。
・小売店の営業再開等によ
り食料等の需要が減る。
・給水需要1,200m3

・食料需要4.8万食
の不通（3.4%）は、ほぼ回

LPガス安全点検需要（15%）

・避難場所の生活ごみ発生

・停電は解消する(5日)。
・都市ガス供給停止（65%）
・LPガス安全点検が終わ
り、回復する(7日)。
・断水は継続する（3.0%）
・一般電話の通話機能は、
ほぼ回復する(5日)。
・復旧に伴うがれき発生

●ライフライン回復見込 
・断水（水道） 25日、下水道 25日

・都市ガス供給停止 46日
・避難場所の閉鎖に伴い家
庭ごみの量は、平時の水準
に戻る。
・自宅の復旧が一段落し、
粗大ごみの量も平時の水
準に戻る。

・がれきの発生 約240万トン
ひと月当り ３か月まで ６か月まで １年後まで
家庭ごみ 3.1万トン 3.1万トン 3.1万トン
粗大ごみ 1.1万トン 1.0万トン 0.9万トン

（夏と同様） ・透析患者の対応力は回復
する。

・仮設住宅への入居が進み、高齢者等の孤独死を含め、病気・ストレス・発作・自
殺等の間接的原因による震災関連死が発生する。

・停電が回復し、建物被害に
よる避難者が中心となる。

避難場所 1.6万人 ・応急仮設住宅に順次入居する（需要約3,600世帯）
・水道やガスが復旧し、避難場所の周辺住民への食事
提供はなくなる。
・生活環境が大きく変化し、高齢者等を中心に健康状
態の悪化・罹病、精神的ダメージが深刻化する。
・地域コミュニティの崩壊、孤独感の増幅により、精
神的ダメージを受ける。

・応急仮設住宅から、公営
住宅（一時入居）、民間賃
貸住宅、持家購入・建替、
自宅改修・修理、により、
合計約3,300戸の住宅の確
保等を行う。

避難場所外 1.3万人
・３日後から生活に最小限必
要な水を供給するため、給水
需要が急増する(8,200m3)。

・給水需要4,700m3

・食料需要1.9万食

◆
◆
◆
ス供給停止(66%)、LPガス
(24%)が継続する。

・停電は解消する(6日)。
・都市ガス供給停止（65%）
・ＬＰガス安全点検需要
(22%)、断水(12%)が継続。
・一般電話の通話機能は、
ほぼ回復する(7日)。

●ライフライン回復見込 
・LPガス 9日
・断水（水道） 36日、下水道 36日

・都市ガス供給停止 66日

・避難場所の閉鎖に伴い家
庭ごみの量は、平時の水準
に戻る。
・自宅の復旧が一段落し、
粗大ごみの量も平時の水
準に戻る。

・がれきの発生 約250万トン
（粗大ごみ、家庭ごみの発生量は夏に同じ）

発生する。
実施する。
保する。
る。

把握を行う。

・公営住宅、民間住宅の被災度区分判定を実施する。
・り災証明の発行体制を整える。
・応急仮設住宅を建設する。
・応急仮設住宅、公営住宅、住宅再建に関する情報提供・相談業務及び支援を実施する。

・市民への生活支援、住まいの支援、就労・就学支援等を行う。

  ・必要に応じて、防災拠点等の応急修理を実施する。

・企業では、事業継続計画に基づく事業の再開が始まる。
・企業の事業再開に伴い、都心部への人の流入が増え（平
常時に近づき）、鉄道の運行停止に伴う支障や自家用車の
利用の増加に伴う交通渋滞が発生する。
・被災した中高層ビルの安全対策（窓ガラス等の飛散防
止、解体・撤去作業等）を実施する。
◆
◆
◆
物資輸送等の対応が必要と
◆
◆
◆
◆
◆
も実施する。
◆
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54

77

【

39,055

110,667

135,928

107,045

74,107

50,428



総則 第５節 地震被害の想定

 

 災害シナリオ（月寒断層）                             
 

 特徴 地震発生～ ２、３時間後～ １日後～ 

共共
通通
事事
項項  

夏
季 

人
的
被
害 

建物倒壊
により、
死傷者等
が発生す

発災 
時刻 

●建物倒壊・火災等による死者数等 ・余震による建物被害や土砂災害が発生し、死傷者が増加す
・要救助者の救助中に余震が発生し、二次災害が発生する。
・道路被害により消防・自衛隊等の到着が遅れ、消火・救助が
・救助現場及び医療機関で負傷者のトリアージを行い、必要
市域外搬送する必要がある。
・医療機関において、医師・看護師が不足し、入院対応力が

・クラッシュシンドローム患者が発生する。

死者 重軽傷者 要救助者 
５時 1,789人 30,623人 5,507人
12時 1,318人 23,297人 4,492人
18時 1,325人 23,397人 4,508人

る。  ・建物倒壊で最大1,789人が死亡。

被
災
者
生
活 

断水等に
より、避難
者等が発
生する。

建物 
被害 

全壊 3.0万棟 避難者（建物被害に
よる避難者） 

避難場所 3.9万人 断水による枯渇
が原因の避難者

13.6万人
半壊 7.1万棟 避難場所外 4.2万人 14.7万人

時刻 ・市有建築物の一部に
被害が発生し、防災拠
点等で利用できない
可能性あり。

出火件数 ・公共施設にも、避難
者が押しかける。
・給水需要3,700m3

・食料需要4.7万食

焼失棟数 ・避難者が急増し、食料需
要が急増する。

・食料需要16.3万食

５時 40件 160棟
12時 50件 190棟
18時 70件 255棟

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン 

ライフライン被
害

・停電（18％）、都市ガス供給停止
（97%）、LPガス安全点検需要
（47%）、断水（67％）が発生する。
・一般電話施設や携帯電話施設が被
害を受け、不通や輻輳が発生する。
・本庁舎等でも、一部施設被害、ラ
イフライン機能支障が発生し、情報
連絡が一部不能となる。

・電柱の被害が著しい地域以外は、
ほぼ電力が回復する（停電率
6.2％）。
・停電により、信号が停止し混乱
や交通渋滞が生じ、対策の遅延に
つながる。

・停電（2.2％）、一般電話
復する。
・都市ガス供給停止（97%）、
断水（44％）の被害は継続

冬
季 

人
的
被
害 

積雪寒冷の影
響による凍死
の影響
揺れによ

時刻 死者 重軽傷者 要救助者 （夏に同じ）
・要救助者の凍死によ
り死者数が激増する。
 

（凍死の仮定）

死者 ・要救助者の凍
死により、死者
数が増加する。

（凍死の仮定）

死者 
５時 2,050人 34,395人 6,184人 8,234人 2,637人
12時 1,530人 26,257人 5,044人 6,574人 2,012人
18時 1,557人 26,490人 5,062人 6,619人 2,038人

る全壊約3.1

万棟  ・建物倒壊で最大2,050人が死亡。
・積雪により救助活動が難航する。
・透析患者の治療体制の確保。

・要救助者を２時間以内に救助で
きない場合、凍死する。

・24時間以内に、要救助者
を救助できない場合、凍死
する。

被
災
者
生
活 

停電で暖
房が使え
ず、避難者

建物 
被害 

全壊 3.4万棟 避難者（停電により
暖房のない避難者）

避難場所 11.1万人 停電回復により
避難者数減少

7.4万人
半壊 7.9万棟 避難場所外 9.1万人 6.1万人

時刻 ・市有建築物の一部に
被害が発生し、防災拠
点等で利用できない可
能性あり。
・火器により火災多発

出火件数 ・毛布等寒さ対策の物
資の需要が拡大する。
・給水需要3,700m3

・食料需要13.3万食

焼失棟数 ・避難場所生活者数が激減
し、食料需要が減る。

・食料需要8.9万食

５時 140件 560棟
が発生す
る。

12時 200件 870棟
18時 314件 1,405棟

  （夏に同じ） ・積雪の影響により、夏季に比べ
て復旧作業の効率が低下する。
・ほぼ電力は、回復する。

・停電率は、2.5％、都市ガ
安全点検需要（45%）が、
・一般電話の不通は5.4%。

地地
域域
特特
性性  

 

低
地
（
宅
地
） 

揺れ・液状化
が生じる。

・大部分は、震度６弱・６強となり、
広い範囲で建築物被害が発生する。
・液状化危険度「可能性が高い（あ
る）」の箇所が大部分を占める。
・同時に多くの火災が発生するが、
断水で一部消火栓が使用できない。
・ブロック塀・石塀が転倒し、通行
人が死傷する。

・余震により、建築物被害が発生
する。
・初期消火にて、消火できない火
災により、延焼が拡大する。
・電気の復旧に伴い、通電火災が
発生する。

・余震による建築物被害が
・建物の応急危険度判定を
・応急仮設住宅の用地を確
・避難場所を運営・管理す

・防災拠点等の被害の

 都心
部 

高層ビルやマン
ション特有の被
害が発生する。
群集事故や帰宅
困難者も発生す
る。

・鉄道が緊急停止する。
・ビル落下物により、通行人が死傷
・エレベータが停止し、エレベータ
内の閉じ込め者が多数発生する。
・高層ビルは、上層階の揺れが大き
く、屋内収容物の移動や転倒、落下
物・収容物の飛散が発生する。
・大規模集客施設、地下街、イベン
ト等にて群衆事故が発生する。

・駅周辺に帰宅困難者が集中する
・札幌駅周辺の道路や建物等の被
害は少ないが、周辺に被害が発生
し、アクセスが困難になる。
・エレベータに閉じ込められた人
の衛生・健康状態が悪化する。
・エレベータが使用できず、中高
層階の住民生活に支障がでる。
・観光客が行き場を失う。

・地下鉄・ＪＲは、安全が
確認された区間から、順次
運転を再開する。
・盛土等の被害が生じた区
間は、ＪＲの運行停止。
・帰宅困難者への水・トイ
レなどの支援を行う。
・現地の地理に不案内な観
光客が行き場を失う。

（
宅
地
） 

山
地
・
丘
陵
地 

急傾斜地、地すべ
り、雪崩が発生す
る。

・震度６強～６弱の危険箇所で崩壊
の危険性が高い。
・定山渓～藻岩山、白旗山周辺の多
くの危険箇所で「危険性が高い（あ
る）」と判定される。
・道路寸断により孤立地域が発生。
・砥山ダム付近に「液状化の可能性
が高い」箇所が存在する。

・孤立地域との通信確保、状況把握、救急救助、医療搬送、
なる。
・危険箇所の緊急点検を実施する。
・余震が繰り返し、本震で緩んだ危険箇所で崩壊が発生する。
・雨が降ると、地盤の緩みにより崩壊が発生する。
・土砂が河川を堰き止めると、大雨が重なり洪水が発生した。
・山崖崩れ箇所は、土砂の撤去や応急工事を進め、雨季対策

建物倒壊
等により
死傷者等
が発生す
る。

断水等に
より、避
難者等が
発生する

積雪等に
より建物
被害が増
大する。
停電によ
り避難者
等が発生
する。

ララ
イイ
ンン

ララ
イイ
フフ

積雪等に
より、救
助活動が
遅延し、
凍死が発
生する。
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総則 第５節 地震被害の想定

 

                                             
 

２、３日後～ １週間後～ １か月後～ ６カ月後～ １年後～ 
る。

難航する。
に応じて高次医療機関へ

不足する。

・医療機関の入院対応力不
足が継続する。
・風邪、エコノミークラス
症候群の死者が発生する。
・透析患者や慢性疾患患者
等の症状が悪化する。

・仮設住宅への入居が進み、高齢者等の孤独死を含め、病気・ストレス・発作・自
殺等の間接的原因による震災関連死が発生する。

・断水が回復せず、以前多く
の避難者がいる。

避難場所 10.7万人 ・応急仮設住宅等に順次入居する（需要約1.3万世帯）
・水道やガスが復旧し、避難場所の周辺住民への食事
提供はなくなる。
・生活環境が大きく変化し、高齢者等を中心に健康状
態の悪化・罹病、精神的ダメージが深刻化する。
・地域コミュニティの崩壊、孤独感の増幅により、精
神的ダメージを受ける。

・応急仮設住宅から、公営
住宅（一時入居）、民間賃
貸住宅、持家購入・建替、
自宅改修・修理により、合
計約1.2万戸の住宅の確保
等を行う。

避難場所外 11.6万人
・３日後から生活に最小限必
要な水を供給するため、給水
需要が急増する(13,000m3)。
・食中毒発生の恐れ。

・被災者や従事者にＰＴＳ
Dが増加する。
・小売店の営業再開等によ
り食料等の需要が減る。
・給水需要3,100m3

・食料需要12.8万食
の不通（5.3%）は、ほぼ回

LPガス安全点検需要（44%）

・避難場所の生活ごみ発生

・停電は解消する(5日)。
・都市ガス供給停止（95%）
・LPガス安全点検（26%）、
断水は継続（8.4%）
・一般電話の通話機能は、
ほぼ回復する(6日)。
・復旧に伴うがれき発生

●ライフライン回復見込 
・LPガス 17日
・断水（水道） 30日、下水道 30日
・都市ガス供給停止 54日

・避難場所の閉鎖に伴い家
庭ごみの量は、平時の水準
に戻る。
・自宅の復旧が一段落し、
粗大ごみの量も平時の水
準に戻る。

・がれきの発生 約630万トン
ひと月当り ３か月まで ６か月まで １年後まで
家庭ごみ 3.1万トン 3.1万トン 3.1万トン
粗大ごみ 1.9万トン 1.2万トン 1.0万トン

（夏と同様）
・透析患者1,100人の治療体
制の確保が必要。

・透析患者の対応力は回復
する。

・仮設住宅への入居が進み、高齢者等の孤独死を含め、病気・ストレス・発作・自
殺等の間接的原因による震災関連死が発生する。

・停電が回復し、建物被害に
よる避難者が中心となる。

避難場所 5.0万人 ・応急仮設住宅に順次入居する（需要約1.5万世帯）
・水道やガスが復旧し、避難場所の周辺住民への食事
提供はなくなる。
・生活環境が大きく変化し、高齢者等を中心に健康状
態の悪化・罹病、精神的ダメージが深刻化する。
・地域コミュニティの崩壊、孤独感の増幅により、精
神的ダメージを受ける。

・応急仮設住宅から、公営
住宅（一時入居）、民間賃
貸住宅、持家購入・建替、
自宅改修・修理、により、
合計約1.4万戸の住宅の確
保等を行う。

避難場所外 4.1万人
・３日後から生活に最小限必
要な水を供給するため、給水
需要が急増する(17,000m3)。

・給水需要9,700m3

・食料需要6.1万食

ス供給停止(97%)、LPガス
継続する。

・停電は、解消する(6日)。
・都市ガス供給停止（95%）
・LPガス安全点検需要
（33%）も継続。
・断水は継続（26%）
・一般電話の通話機能は、
ほぼ回復する(8日)。

●ライフライン回復見込 
・LPガス 24日

・断水（水道） 43日、下水道 43日
・都市ガス供給停止 77日

・避難場所の閉鎖に伴い家
庭ごみの量は、平時の水準
に戻る。
・自宅の復旧が一段落し、
粗大ごみの量も平時の水
準に戻る。

・がれきの発生 約660万トン

（粗大ごみ、家庭ごみの発生量は夏に同じ）

発生する。
実施する。
保する。
る。

把握を行う。

・公営住宅、民間住宅の被災度区分判定を実施する。
・り災証明の発行体制を整える。
・応急仮設住宅を建設する。
・応急仮設住宅、公営住宅、住宅再建に関する情報提供・相談業務及び支援を実施する。

・市民への生活支援、住まいの支援、就労・就学支援等を行う。
  ・防災拠点等の応急修理を実施する。

・企業では、事業継続計画に基づく事業の再開が始まる。
・企業の事業再開に伴い、都心部への人の流入が増え（平
常時に近づき）、鉄道の運行停止に伴う支障や自家用車の
利用の増加に伴う交通渋滞が発生する。
・被災した中高層ビルの安全対策（窓ガラス等の飛散防
止、解体・撤去作業等）を実施する。
◆

物資輸送等の対応が必要と

も実施する。
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52

74

【

25,427

95,705
85,943

64,334
57,392

32,577



総則 第５節 地震被害の想定

 

 災害シナリオ（西札幌断層）                             
 

 特徴 地震発生～ ２、３時間後～ １日後～ 

共共
通通
事事
項項  

夏
季 

人
的
被
害 

建物倒壊
により、
死傷者等
が発生す

発災 
時刻 

●建物倒壊・火災等による死者数等 ・余震による建物被害や土砂災害が発生し、死傷者が増加す
・要救助者の救助中に余震が発生し、二次災害が発生する。
・市街地の一部で、大きな道路被害が発生し、消防・自衛隊等
難航する。
・救助現場及び医療機関で負傷者のトリアージを行い、必要
市域外搬送する必要がある。
・市全域の医療機関において、医師・看護師が不足し、入院対

・クラッシュシンドローム患者が発生する。

死者 重軽傷者 要救助者 
５時 1,046人 18,584人 3,876人
12時 772人 14,398人 3,178人
18時 777人 14,463人 3,189人

る。  ・建物倒壊で最大1,046人が死亡。

被
災
者
生
活 

断水等に
より、避難
者等が発
生する。

建物 
被害 

全壊 1.8万棟 避難者（建物被害に
よる避難者） 

避難場所 2.5万人 断水による枯渇
が原因の避難者

8.6万人
半壊 4.9万棟 避難場所外 2.8万人 9.3万人

時刻 ・市有建物の一部に被
害が発生し、防災拠点
等で利用できない可
能性あり。

出火件数 ・公共施設にも、避難
者が押しかける。
・給水需要2,400m3

・食料需要3.1万食

焼失棟数 ・避難者が急増し、食料需
要が急増する。

・食料需要10.3万食

５時 30件 90棟
12時 30件 100棟
18時 40件 160棟

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン 

ライフライン被
害

・停電（18％）、都市ガス供給停止
（89%）、LPガス安全点検需要
（32%）、断水（42％）が発生する。
・一般電話施設や携帯電話施設が被
害を受け、不通や輻輳が発生する。
・本庁舎等でも、一部施設被害、ラ
イフライン機能支障が発生し、情報
連絡が一部不能となる。

・電柱の被害が著しい地域以外は、
ほぼ電力が回復する（停電率
6.4％）。
・停電により、信号が停止し混乱
や交通渋滞が生じ、対策の遅延に
つながる。

・停電（2.2％）、一般電話
復する。
・都市ガス供給停止（89%）、
断水（27％）の被害は継続

冬
季 

人
的
被
害 

積雪寒冷の影
響による凍死
の影響
揺れによ

時刻 死者 重軽傷者 要救助者 （夏に同じ）
・要救助者の凍死によ
り死者数が激増する。
 

（凍死の仮定）

死者 ・要救助者の凍
死により、死者
数が増加する。

（凍死の仮定）

死者 
５時 1,203人 20,902人 4,359人 4,690人 1,535人
12時 904人 16,269人 3,577人 3,766人 1,175人
18時 921人 16,414人 3,590人 3,793人 1,193人

る全壊約3.1

万棟  ・建物倒壊で最大1,203人が死亡。
・積雪により救助活動が難航する。
・透析患者の治療体制の確保。

・要救助者を２時間以内に救助で
きない場合、凍死する。

・24時間以内に、要救助者
を救助できない場合、凍死
する。

被
災
者
生
活

停電で暖
房が使え
ず、避難者

建物 
被害 

全壊 2.0万棟 避難者（停電により
暖房のない避難者）

避難場所 9.6万人 停電回復により
避難者数減少

5.7万人
半壊 5.4万棟 避難場所外 7.8万人 4.7万人

時刻 （夏に同じ）
・火器の使用により、
火災が多発する。

出火件数 ・毛布等寒さ対策の物
資の需要が拡大する。
・給水需要2,400m3

・食料需要11.5万食

焼失棟数 ・避難場所生活者数が激減
し、食料需要が減る。

・食料需要6.9万食

５時 90件 390棟
が発生す
る。

12時 130件 620棟

18時 200件 960棟
  （夏に同じ） ・積雪の影響により、夏季に比べ

て復旧作業の効率が低下する。
・ほぼ電力は、回復する。

・停電率は、2.5％、都市ガ
安全点検需要（29.9%）が、
・一般電話の不通は6.1%。

地地
域域
特特
性性  

 

低
地
（
宅
地
）

揺れ・液状化
が生じる。

・低地の大部分が、震度６弱以上や
液状化危険度「可能性が高い・あり」
の地域となり建物被害が発生する。
・火災が同時多発で発生するが、断
水で一部の消火栓が使用できない。
・ブロック塀等が転倒し、通行人が
死傷する。

・余震により、建築物被害が発生
する。
・初期消火にて、消火できない火
災により、延焼が拡大する。
・電気の復旧に伴い、通電火災が
発生する。

・余震による建築物被害が
・建物の応急危険度判定を
・応急仮設住宅の用地を確
・避難場所を運営・管理す
・防災拠点等の被害の

 都心
部 

高層ビルやマン
ション特有の被
害が発生する。
群集事故や帰宅
困難者も発生す
る。

・鉄道が緊急停止する。
・ビル落下物により、通行人が死傷
・エレベータが停止し、エレベータ
内の閉じ込め者が多数発生する。
・高層ビルは、上層階の揺れが大き
く、屋内収容物の移動や転倒、落下
物・収容物の飛散が発生する。
・大規模集客施設、地下街、イベン
ト等にて群衆事故が発生する。

・駅周辺に帰宅困難者が集中する
・札幌駅周辺の道路や建物等の被
害は少ないが、周辺に被害が発生
し、アクセスが困難になる。
・エレベータに閉じ込められた人
の衛生・健康状態が悪化する。
・エレベータが使用できず、中高
層階の住民生活に支障がでる。
・観光客が行き場を失う。

・地下鉄・ＪＲは、安全が
確認された区間から、順次
運転を再開する。
・盛土等の被害が生じた区
間は、ＪＲの運行停止。
・帰宅困難者への水・トイ
レなどの支援を行う。
・現地の地理に不案内な観
光客が行き場を失う。

（
宅
地
） 

山
地
・
丘
陵
地 

急傾斜地、地すべ
り、雪崩が発生す
る。

・震度６強～６弱の危険箇所で崩壊
の危険性が高い。
・定山渓～藻岩山、白旗山周辺の多
くの危険箇所で「危険性が高い（あ
る）」と判定される。
・道路寸断により孤立地域が発生。
・砥山ダム付近に「液状化の可能性
が高い」箇所が存在する。

・孤立地域との通信確保、状況把握、救急救助、医療搬送、
なる。
・危険箇所の緊急点検を実施する。
・余震が繰り返し、本震で緩んだ危険箇所で崩壊が発生する。
・雨が降ると、地盤の緩みにより崩壊が発生する。
・土砂が河川を堰き止めると、大雨が重なり洪水が発生した。
・山崖崩れ箇所は、土砂の撤去や応急工事を進め、雨季対策

建物倒壊
等により
死傷者等
が発生す
る。

断水等に
より、避
難者等が
発生する

積雪等に
より建物
被害が増
大する。
停電によ
り避難者
等が発生
する。

ララ
イイ
ンン
ララ
イイ
フフ

積雪等に
より、救
助活動が
遅延し、
凍死が発
生する。
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総則 第５節 地震被害の想定

 

                                             
 

２、３日後～ １週間後～ １か月後～ ６カ月後～ １年後～ 
る。

の到着が遅れ、消火・救助が

に応じて高次医療機関へ

応力が不足する。

・風邪、エコノミークラス
症候群の死者が発生する。
・透析患者や慢性疾患患者
等の症状が悪化する。

・医療機関の入院対応力不
足が継続する。

・仮設住宅への入居が進み、高齢者等の孤独死を含め、病気・ストレス・発作・自
殺等の間接的原因による震災関連死が発生する。

・断水が回復せず、以前多く
の避難者がいる。

避難場所 6.4万人 ・応急仮設住宅等に順次入居する（需要約7,700世帯）
・水道やガスが復旧し、避難場所の周辺住民への食事
提供はなくなる。
・生活環境が大きく変化し、高齢者等を中心に健康状
態の悪化・罹病、精神的ダメージが深刻化する。
・地域コミュニティの崩壊、孤独感の増幅により、精
神的ダメージを受ける。

・応急仮設住宅から、公営
住宅（一時入居）、民間賃
貸住宅、持家購入・建替、
自宅改修・修理により、合
計約7,000戸の住宅の確保
等を行う。

避難場所外 7.0万人
・３日後から生活に最小限必
要な水を供給するため、給水
需要が急増する(8,100m3)。
・食中毒発生の恐れ。

・被災者や従事者にＰＴＳ
Dが増加する。
・小売店の営業再開等によ
り食料等の需要が減る。
・給水需要1,800m3

・食料需要7.7万食

の不通（6%）は、ほぼ回

LPガス安全点検需要（29%）

・避難場所の生活ごみ発生

・停電は解消する(5日)。
・都市ガス供給停止（87%）
・LPガス安全点検（12%）、
断水は継続（4.6%）
・一般電話の通話機能は、
ほぼ回復する(6日)。
・復旧に伴うがれき発生

●ライフライン回復見込 
・LPガス 12日
・断水（水道） 26日、下水道 26日
・都市ガス供給停止 52日

・避難場所の閉鎖に伴い家
庭ごみの量は、平時の水準
に戻る。
・自宅の復旧が一段落し、
粗大ごみの量も平時の水
準に戻る。

・がれきの発生 約425万トン
ひと月当り ３か月まで ６か月まで １年後まで
家庭ごみ 3.1万トン 3.1万トン 3.1万トン
粗大ごみ 1.5万トン 1.1万トン 1.0万トン

（夏と同様） ・透析患者の対応力は回復
する。

・仮設住宅への入居が進み、高齢者等の孤独死を含め、病気・ストレス・発作・自
殺等の間接的原因による震災関連死が発生する。

・停電が回復し、建物被害に
よる避難者が中心となる。

避難場所 3.3万人 ・応急仮設住宅に順次入居する（需要約8,700世帯）
・水道やガスが復旧し、避難場所の周辺住民への食事
提供はなくなる。
・生活環境が大きく変化し、高齢者等を中心に健康状
態の悪化・罹病、精神的ダメージが深刻化する。
・地域コミュニティの崩壊、孤独感の増幅により、精
神的ダメージを受ける。

・応急仮設住宅から、公営
住宅（一時入居）、民間賃
貸住宅、持家購入・建替、
自宅改修・修理、により、
合計約8,000戸の住宅の確
保等を行う。

避難場所外 2.7万人
・３日後から生活に最小限必
要な水を供給するため、給水
需要が急増する(10,000m3)。

・給水需要6,000m3

・食料需要3.9万食

ス供給停止(89%)、LPガス
継続する。

・停電は、解消する(6日)。
・都市ガス供給停止（88%）
・ＬＰガス安全点検需要
(18%)、断水(16%)が継続。
・一般電話の通話機能は、
ほぼ回復する(9日)。

●ライフライン回復見込 
・LPガス 17日

・断水（水道） 38日、下水道 38日
・都市ガス供給停止 74日

・避難場所の閉鎖に伴い家
庭ごみの量は、平時の水準
に戻る。
・自宅の復旧が一段落し、
粗大ごみの量も平時の水
準に戻る。

・がれきの発生 約443万トン
（粗大ごみ、家庭ごみの発生量は夏に同じ）

発生する。
実施する。
保する。
る。
把握を行う。

・公営住宅、民間住宅の被災度区分判定を実施する。
・り災証明の発行体制を整える。
・応急仮設住宅を建設する。
・応急仮設住宅、公営住宅、住宅再建に関する情報提供・相談業務及び支援を実施する。

・市民への生活支援、住まいの支援、就労・就学支援等を行う。
  ・防災拠点等の応急修理を実施する。

・企業では、事業継続計画に基づく事業の再開が始まる。
・企業の事業再開に伴い、都心部への人の流入が増え（平
常時に近づき）、鉄道の運行停止に伴う支障や自家用車の
利用の増加に伴う交通渋滞が発生する。
・被災した中高層ビルの安全対策（窓ガラス等の飛散防
止、解体・撤去作業等）を実施する。
◆
◆
◆
物資輸送等の対応が必要と
◆
◆
◆
◆
◆
も実施する。
◆
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空欄用
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