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平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度札幌市防災札幌市防災札幌市防災札幌市防災会議会議会議会議    議事議事議事議事録録録録    

 

１ 日時  平成 25 年３月 21 日（木）  午後１時 30 分 

２ 場所  札幌グランドホテル２階「金枝の間」 

３ 出席委員  54 名（遅参０名） 欠席９名 

４ 議事等 

１ 議案第１号 札幌市地域防災計画（原子力災害対策編）の策定について 

２ 議案第２号 札幌市地域防災計画（地震災害対策編、風水害対策編、雪害対策編

及び事故災害対策編）の修正について 

３ 議案第３号 札幌市防災会議運営規程の改正について 

４ 報告第１号 札幌市避難場所基本計画の策定について 

５ 報告第２号 津波防災啓発パンフレットの作成について 

６ 報告第３号 札幌市防災会議条例の改正について 

５ 議事内容 

●千葉課長 お待たせをいたしました。定刻になりましたので、只今から平成 24 年度

札幌市防災会議を開会いたします。 

私は、本日の司会進行を務めさせていただきます、札幌市危機管理対策課長の千葉

と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

さて、当防災会議は、規定により、委員の過半数の出席が必要となっておりますが、

本日は全委員 63 名中 54 名の委員の皆様にご出席をいただいておりますので、会議が

成立しておりますことをまずご報告申し上げます。 

会議に先立ちまして、若干のご報告をさせていただきたいと存じます。 

防災会議委員につきましては、札幌市防災会議条例第３条第５項の規定により選任

されることとなっておりますが、災害対策基本法に定める指定公共機関として、日本

赤十字社北海道支部、ＫＤＤＩ株式会社北海道総支社からそれぞれ新たに委員として

就任をいただいております。 

また、各団体の機構改革や人事異動等により、一部、委員の変更がございますので、

お手元にお配りしております名簿にて、あらためてご確認をお願いいたします。 

それでは、会長であります札幌市長 上田文雄より、開会のご挨拶を申し上げます。 

●上田市長 札幌市長の上田でございます。 

本日は、年度末でもございまして、大変お忙しい中、多くの皆様方にご参加いただ

きましたこと、心から感謝申し上げます。また、日ごろから、札幌市の防災に関わる

様々な立場から、ご協力、ご理解いただいておりますことに、改めて感謝を申し上げ

たい、このように思います。ありがとうございます。 
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さて、市民の生命・財産を守るということは、自治体に課せられた最大の課題・使

命であります。このことから、私は、３期目の「施政方針」といたしまして、このま

ちで「安心して暮らせるぬくもりのある街」ということを施政方針の柱の１つに掲げ

ておりまして、市民と共に災害に強いまちづくりを進めるために、学校の耐震補強を

するなどハード面の設備整備や備蓄物資の充実など、計画的な災害対策といったこと

を講じて参りました。 

１万８千人を超える人々がお亡くなりになり、あるいは行方不明になられてい

るこの東日本大震災、今月の 11 日には丸２年を経過したところでございますが、

この大地震による大津波と福島第一原発の事故によります被害があまりにも甚

大であったことから、様々な課題が山積をし、復興の歩みは思うように進んでい

ないのが現実でございます。 

更に２月 26 日、私は、札幌市の職員 6 名を継続的に派遣しております、宮城

県と福島の県境にございます、山元町というところに行って参りました。 

２年前も私行って参りましたけれども、がれきの山の中から、今はがれきは撤

去されておりまして、真っ平らなまちになっておりました。２年経過いたしまし

て、マイナスのマイナスのマイナスから、やっとゼロに戻ったというような状況

かな、というふうに思います。 

これから、本当に復興というものが始まる、２年という経過の中で、町民の皆

様から本当に大変な思いをしながら、努力をされている姿を拝見して参りました。 

このような、私どもがこれまで経験したことがない災害といったものが私たちに降

りかかってくるということは、十分に想定をしながら、心の準備、そしてさまざまな

行政上の準備を進めていかなければならない、こんな風に改めて感じたところでござ

います。 

本日、ここに関係各機関の皆様に、地域防災計画等についてご検討をいただきます

ことは、札幌市の危機対応力、これを強化をし、そして防災対策をより確固たるもの

にするうえで、必要不可欠なことだと考えております。 

本日は、議題といたしまして、「札幌市地域防災計画（原子力災害対策編）」の

策定について、議案とさせていただいているところでございます。 

これまで庁内の関係部局からなります、策定検討委員会や、あるいは有識者会

議でのご意見をいただきまして、市民の皆様からもパブリックコメントを経まし

て、まとめた計画案をお諮りするところでございます。 

また、報告事項といたしまして、避難場所の環境整備の充実について推進する、

ということを前回の防災会議で報告させていただきました。 

このたび、この避難場所指定のあり方、あるいは避難場所での寒さ対策、備蓄
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物資の配備のあり方などを盛り込みました、「札幌市避難場所基本計画」という

ものが出来上がりましたので、ご報告をさせていただきたいと考えているところ

でございます。 

皆様方の自由闊達なご議論をいただきまして、札幌市の防災体制の充実と皆様方と

の防災情報の共有化というものが図られますことを心からご期待申し上げたいという

風に考えているところでございます。開会にあたりましてご挨拶とさせていただきま

す。 

本日はどうかよろしくお願い申し上げます。 

●千葉課長 ありがとうございました。それでは、議事に入ります前に、お手元の会

議資料の確認をさせていただきます。 

本日の資料は、会議次第、席次表、委員名簿のほか、資料１－１、１－２、１－３、

資料２－１、２－２、資料３、資料４－１、４－２、４－３、資料５、資料６でござ

います。会議資料には右肩に資料番号を振っておりますのでご確認願いただき、資料

の不足等がございましたら、恐れ入りますが、事務局まで申し出ていただきますよう

お願いいたします。 

お手元に資料の不足などございませんでしょうか。 

ないようでございますので、早速、議事に入らせていただきたいと思います。 

議事進行につきましては、規定に基づき、会長であります上田市長が行います。よ

ろしくお願いいたします。 

●議長 はい、ありがとうございます。それでは早速、議事を進めさせていただきた

いと思います。本日の会議は、次第にもございますが、議案３件と報告３件を予定し

ております。皆さまのご協力をよろしくお願い申し上げます。 

では、早速ですが、議案第１号「札幌市地域防災計画（原子力災害対策編）の策定

について」を議案とし、事務局から説明をいたします。 

●山崎部長 事務局を担当しております、危機管理対策部長の山崎でございます。恐

れ入りますが、着席して説明させていただきます。それでは、議案第１号の札幌市地

域防災計画（原子力災害対策編）の策定について、ご説明させていただきます。 

お手元にお配りしております資料としましては、資料１－１、資料１－２、資料１

－３の３つでございます。 

資料１－１は、計画案の概要版で、カラー刷りのＡ３版２つ折りとなっております。 

資料１－２は、計画案の本編でございます。53 ページからなる冊子でございます。 

資料１－３は、本計画案に対するパブリックコメントを実施いたしましたので、「市

民から寄せられたご意見の概要と札幌市の考え方について」でございます。 

まず、計画内容のご説明の前に、これまでの経過につきまして簡単にご説明をさせ
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ていただきます。 

平成 23 年３月 11 日の東日本大震災に伴う、福島第一原子力発電所の事故を受けま

して、23 年７月の札幌市防災会議での承認を経て、原子力防災に関し札幌市として必

要な対応策の検討を進めてまいりました。 

その検討結果を踏まえ、昨年 24 年７月の札幌市防災会議におきまして、地域防災計

画（原子力災害対策編）の策定方針のご承認をいただき、庁内の関係部局の職員から

成る策定検討委員会を設置し、計画素案の作成作業を行うとともに、原子力や放射線

などの専門家９名で構成する有識者会議を併せて設置し、様々なご助言をいただきな

がら、具体的な計画内容の検討を進めて参りました。 

このような検討作業のもと、昨年 12 月上旬に計画の素案をとりまとめ、昨年末から

１月にかけて、広く市民の皆様からご意見をいただくためパブリックコメントを実施

し、提出されたご意見による修正を加えまして、本日、計画案としてご説明をさせて

いただくものでございます。 

それでは、計画案の概要につきまして、お手元の資料１－１により、ご説明させて

いただきます。１ページ目をご覧いただきたいと思います。 

まず、この計画の目的でございます。泊発電所の事故によって起こる原子力災害へ

の対応について、札幌市、北海道及び防災関係機関が必要な体制を確立し、総合的か

つ計画的な対応を行うことによって、市民の生命、身体及び財産を守る、ということ

を目的としております。 

次に、方針として、原子力災害の特殊性を踏まえ、市民に対する的確な情報伝達体

制の確立、原子力防災に関する知識の普及啓発、迅速かつ的確に対応するための防災

関係機関相互の協力体制の確立などを定めております。 

この方針のもと、計画の柱といたしまして、被ばくの低減、最小化を図るための「市

民の安全の確保」、的確な情報提供による社会的混乱や風評被害の低減、最小化を図る

ための「市民の安心の確保」、避難者の受け入れ支援等の「道及び他市町村との連携・

協力」、この３つを柱として掲げております。 

続きまして、２ページになりますが、この計画が想定する被害に参ります。 

先の福島第一原発での事故により、同原発から約 50 ㎞～90 ㎞に位置する福島市に

おいては、空間放射線量率の上昇が観測され、教育施設では屋外活動制限等が実施さ

れるなどの多大な影響を受けたところであります。 

さらに、放射性物質の拡散は、同心円状ではなく気象条件に大きく依存し、福島第

一原発から約 30 ㎞～50 ㎞に位置する飯館村では、事故後、計画的避難区域に指定さ

れ、ほぼ全ての村民が村外への避難を余儀なくされるという事態に至りました。 

そこで、札幌市においては、泊発電所から約 40 ㎞～80 ㎞に位置することや、原発
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からの距離がほぼ等しいこれらのまちの被害状況を踏まえまして、市全域においては、

福島市の汚染規模を基本とし、併せて、最大汚染規模として、泊発電所から約 50 ㎞以

内の地域においては、飯舘村が受けた放射性物質による汚染規模を被害想定としたも

のであります。 

この被害想定をもとに、具体的な事前対策や応急対策を講じることになります。 

次に、計画の具体的な内容ですが、「事前の備え」、即ち「原子力災害事前対策」と

しまして、 

・ まず、確実な災害情報の収集・連絡体制の構築を図ること 

を挙げております。特に、情報収集に関しては、警戒事象の段階、すなわち、その時

点では放射線量率の上昇は観測されてはいなくとも、事故等により上昇する可能性が

生じた場合などに、北海道原子力安全対策課から直接、情報を入手することとしてお

ります。 

続きまして、 

・ 警戒配備や災害対策本部、環境放射線モニタリングなどの災害応急体制の整備 

その次に、 

・ 屋内退避や計画的避難の実施体制、また、高齢者や障がいのある方などの災害

時要援護者に対する必要な体制の整備 

としております。ここで、若干補足させていただきますと、計画的避難の対象となる

泊発電所から約 50 ㎞の範囲に該当するのは、南区の後志側の山間部であります。居住

人数は、少し古いデータですけれども、平成 17 年の国勢調査によるメッシュ統計にお

いては 26 人となっております。その後、豊羽鉱山の閉山もあり、現在は、さらに少な

くなっているものと思われます。 

では、資料に戻ります。４項目目でございますが、 

・ 報道機関の活用など、さまざまな手段による市民への的確な情報伝達体制の整

備 

次に、 

・ 他市町村からの避難者受け入れ支援や、市民への原子力災害及び放射性物質の

特性などに関する知識の普及と啓発 

・ さらには、国、道及び原子力事業者などと連携した防災訓練の実施 

このような項目を、事前の備えである「原子力災害事前対策」として盛り込んだと

ころでございます。 

なお、避難者の受け入れに関しましては、現時点での北海道からの情報提供により

ますと、泊発電所から約 30 ㎞圏内の 13 町村には、約８万人の方が居住しており、そ

のうち９つの町村、約５万人が札幌市に避難してくるものと想定しており、避難先と
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いたしましては、市内のホテルや旅館などの宿泊施設としているところでございます。 

札幌市の役割といたしましては、主に、避難者が宿泊施設に入る前の一時的な避難

場所の確保や、避難した自治体の役場機能補完への協力などを想定しているところで

ございます。 

続きまして、３ページをご覧ください。 

「災害時の対応」、即ち、「緊急事態応急対策」としまして、まず、泊発電所におい

て事故が発生した場合、事故の状況や規模に応じて、警戒配備の実施あるいは災害対

策本部の設置など、迅速に各種対策を講じることができるよう、万全の体制を整える

こととしております。 

具体的な応急対策の体系を表に示しておりますが、当初の警戒配備体制の段階では、 

・ 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 

・ 緊急時モニタリング等の実施 

・ 市民への的確な情報伝達活動  

また、その後事態が進展し、災害対策本部を設置した時点におきましては、 

・ 屋内退避や計画的避難等の防護対策の実施 

・ 社会的混乱の防止 

・ 飲料水・飲食物の摂取制限等の実施 

・ 災害時の広聴活動の実施 

・ 泊発電所周辺自治体からの避難者の受け入れ 

こういった項目を、それぞれ必要に応じて、実施していくこととなります。 

続きまして、４ページをご覧ください。 

「事後の対応」、即ち、「原子力災害中長期対策」でございます。 

災害の発生後、中長期対策となる復旧・復興に関する各種対策は、迅速かつ効果的

に実施しなければならないものであります。 

・ 放射性物質による環境汚染への対処として、学校や公園などの子どもの生活環

境を優先し、必要な措置を講じること 

・ 環境放射線モニタリングについては、応急対策時から引き続き実施し、実施結

果を速やかに市民に公表すること 

・ 市民の不安軽減のための適切な情報を提供するとともに、心身の健康に関する

相談体制をとること 

・ 風評被害等による影響の軽減としては、市内産の農産物等の放射能汚染への不

安が広まることにより、消費者の買い控えや価格低下による売り上げ減少を防ぐ

ため、放射性物質検査を実施し、その結果を報道機関やホームページなどの多様

なメディアを活用し、広く情報発信すること 
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・ 原子力災害に伴う、農林水産業や商工業などが受けた被害調査の実施や、屋内

退避及び計画的避難の対象となった市民に対する証明事務を行うこと 

こういった項目を、「原子力災害中長期対策」として盛り込んだところでございます。 

さらに、下段にあるとおり、この計画には、市民・企業の役割についても記載して

おります。 

原子力災害が発生した場合は、被ばくの低減・最小化のための具体的な防護措置を

円滑に実施するため、札幌市や防災関係機関などによる対応だけでは、十分な対策が

講じられるとは限りません。 

また、放射線による被ばくの程度や汚染の程度は、直ちに把握できないため、直接

的な被害が生じていないにもかかわらず、社会的な混乱や風評などの間接的な被害が

生じることも想定されます。 

したがいまして、市民・企業の役割として、 

・ 他の災害と同様、地域の自主防災組織、町内会などの協力が欠かせないこと 

・ 国や北海道電力、北海道、札幌市などが発する各種情報を正確に受け止め、冷

静かつ適切に行動をすること 

・ 平素から、原子力災害の特性に関すること、放射線の人体への影響及び緊急時

にとるべき行動に関することなど、原子力防災に関する正しい知識の習得に努め

ること 

以上の項目を、市民・企業の役割として盛り込むことにより、計画の実効性をより

高めるとともに、札幌市としても、市民に対し積極的に原子力防災の普及・啓発を実

施していきたいと考えております。 

資料に基づく、計画の内容の説明は以上でございますが、最後に、計画策定後の進

め方等について若干ご説明をいたします。 

国におきまして、昨年９月の原子力規制委員会の発足以来、原子力防災について様々

な見直しが進められております。 

去る２月 27 日、それまでの検討を踏まえまして、原子力災害対策指針が改定され、

30 ㎞のＵＰＺ圏内における防護措置の判断基準などを中心に、30 ㎞圏外における考え

方も一部示されたところです。今後、さらに検討が進み、環境放射線モニタリングな

どに関して具体的な内容が示される予定でありますので、必要に応じて計画本編を修

正するとともに、本計画に具体性を持たせるため、屋内退避等の防護措置、さらには

避難者の受け入れなどの具体的な対策内容につきましては、別途、実施計画や実施要

領などといった形で定めてまいります。 

最後になりましたが、お手元の資料１－３につきましては、３月18日に公表したパ

ブリックコメントの実施結果でございます。後ほどご覧いただければと思います。 
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以上で、「札幌市地域防災計画（原子力災害対策編）」案についての概要説明を、終

わらせていただきます。 

●議長 はい、ありがとうございました。只今の説明につきまして、ご意見・ご質問

等ございましたらせんか。 

●北海道電力㈱札幌支店河野委員 北海道電力㈱札幌支店の河野と申します。一言御

礼申し上げたいなと存じます。 

この度は、札幌市地域防災計画（原子力災害対策編）の策定につきまして、札幌市

及び関係機関各位のご尽力によりまして、策定できましたこと、改めて感謝申し上げ

ますとともに、敬意を表したいと存じます。この計画の中で示された、原子力事業者

としての役割・責務を果たしていきたいと考えてございます。 

また、東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、このような事故を２度と起

こしてはならないとの決意のもと、泊発電所の安全対策に万全を期し、皆さまの信頼

を賜ることのできるよう、鋭意取り組む所存でございますので、今後ともよろしくご

理解のほどお願い申し上げたいと思います。 

最後になりましたけれども、先般、数値目標付きの節電ということで、今冬の節電

につきましても、何とか冬の厳しい電力需給状況を乗り切ることができました。この

場をお借りしまして、各方面の皆様に重ねてお礼申し上げたいと、それとともに、今

後の節電の定着につきましても、ご協力を賜れればと考えてございますので、よろし

くお願いしたいと思います。以上でございます。 

●議長 はい、どうもありがとうございました。概要版をもとに説明がございました

けれども、何かご意見ございますでしょうか。 

 なければ、第１号議案、事務局から提案をされた、この原子力災害対策編について、

ご承認いただけますでしょうか。 

 （承認の拍手あり） 

●議長 ありがとうございました。それでは、議案第１号は承認をするということに

いたしました。 

続きまして、議案第２号「札幌市地域防災計画（地震災害対策編、風水害対策編、

雪害対策編及び事故災害対策編）の修正について」を議案といたします。事務局から

説明をお願いします。 

●山崎部長 議案第２号の「札幌市地域防災計画（地震災害対策編、風水害対策編、

雪害対策編及び事故災害対策編）の修正」につきまして、ご説明をさせていただきま

す。 

お手元の資料２－１をご覧ください。 

また、資料２－２、新旧対照表でございますけれども、こちらも必要に応じて参照
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していただければと考えております。 

まず、１番目「地震災害対策編の修正について」でございます。 

⑴の体系図の修正でございます。議案第１号の原子力災害対策編の策定に伴い地域

防災計画の体系図を修正するものでございます。 

⑵の指定公共機関の修正でございますが、ＫＤＤＩ株式会社北海道総支社を新たに

追加し、会社合併に伴い郵便事業株式会社北海道支店を日本郵便北海道支社へ修正す

るほか、日本赤十字社札幌地区本部を日本赤十字社北海道支部へ修正するものでござ

います。 

⑶の応援協定の時点修正でございますが、関係団体と締結している災害時の応援協

定について、平成 25 年３月（本日）現在の状況に修正するもので、新たに 11 件の協

定を追加し、３件の協定については、協定先の変更等の修正を行うものでございます。 

次に２ページをご覧ください。 

⑷の組織変更に伴う修正でございます。関係各部署の機構変更等によるものでござ

います。 

次に、２番目の「風水害対策編（土砂災害対策計画）の修正について」でございま

す。これは札幌管区気象台による土砂災害に係る大雨警報及び注意報の基準が変更さ

れたことに伴う修正でございます。 

次に、３番目の「雪害対策編の修正について」でございます。 

⑴の業務マニュアルの名称変更、⑵の緊急除雪の修正、⑶の通常時の除雪基準の修

正に伴う字句の修正をそれぞれ行うものでございます。 

次に３ページをご覧ください。 

４番目の「事故災害対策編の放射性同位元素等事故対策計画の修正について」でご

ざいます。 

⑴の原子力災害対策編の策定に伴う修正でございますが、同対策編の策定に伴いま

して、泊発電所関連の事故対策については、この計画から適用除外とする旨を加える

ものでございます。 

⑵の国の所管業務の変更に伴う修正ですが、原子力規制組織の一元化により、放射

性同位元素等の規制の所管が、文部科学省から原子力規制委員会に移管されることに

なりますので、ご覧のとおり修正するものでございます。 

なお、関連法の施行日が平成 25 年４月１日ということになっておりますことから、

⑵部分の修正につきましては、同日付の修正とさせていただきたいと考えております。 

議案第２号の札幌市地域防災計画の修正については、以上でございます。 

●議長 ありがとうございました。この議案につきまして、ご質問・ご意見はござい

ますでしょうか。 



10 

 

提案のとおりでよろしゅうございましょうか。 

（異議なしの声あり） 

はい、ありがとうございます。それでは、議案第２号につきましては、提案どおり

承認されました。 

続きまして、議案第３号「札幌市防災会議運営規程の改正について」について、ご

審議をいただきます。事務局から説明をいたします。 

●山崎部長 議案第３号の「札幌市防災会議運営規程の改正」について、ご説明させ

ていただきます。 

お手元の資料３をご覧ください。 

今回の改正内容の主なものといたしましては２点でございます。一つは委員の代理

出席を可能とすることを明文化するもの、もう一つは、会長の専決処分についての定

めを設けるものでございます。 

資料３の２枚目の新旧対照表をご覧ください。 

１点目の委員の代理出席につきましては、右側の改正案の第４条に記載しておりま

すが、代理出席を可能とすることにより防災会議の機動的な開催を図るものでござい

ます。 

また、２点目の会長の専決処分につきましては第６条に記載しております。専決処

分をすることができるのは、札幌市地域防災計画に係る軽微な修正に関することとい

たしまして、その専決処分を行ったときは、次の防災会議に報告することとしており

ます。 

その他の改正点でございますけれども、現行の第２条に規定しております、札幌市

内部規程の定めを削除するなどの字句整理でございます。 

札幌市防災会議運営規程の改正については、以上でございます。 

●議長 はい、ありがとうございます。議案第３号「（札幌市防災会議）運営規程の改

正」につきまして、ご質問・ご意見等があればいただきたいと思いますが、いかがで

ございましょうか。 

よろしゅうございましょうか。 

議案第３号につきましては承認するということでよろしゅうございますか。 

（承認の拍手あり） 

はい、ありがとうございました。それでは、議案第３号につきましては、提案どお

り承認ということになりました。 

それでは次に、報告に移りたいという風に思います。 

報告事項、報告第１号「札幌市避難場所基本計画の策定について」を事務局から説

明をお願いします。 
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●山崎部長 報告第１号の「札幌市避難場所基本計画の策定」について説明させてい

ただきます。 

お手元にお配りしております資料としましては、資料４－１と資料４－２、資料４

－３の３つでございます。 

資料４－１はＡ３版１枚の「計画の概要」、 

資料４－２はＡ４版１７ページからなる冊子で「計画の本編」、 

資料４－３は「本計画に対するご意見の概要と札幌市の考え方について」でござい

ます。 

それでは、資料４－１、Ａ３版の「計画の概要」をご覧ください。 

まず、左上の計画策定の経緯でございます。 

平成 23 年の当防災会議におきまして、避難場所の環境整備について取り組むことを

ご報告し、昨年７月には検討委員会を設置し計画策定を進めていく旨、ご報告をした

ところでございます。 

その後、学識者、要援護者、学生の方、地域の代表、公募委員などで構成する検討

委員会を４回にわたり開催をいたしました。 

委員会では、避難場所指定のあり方、避難場所での寒さ対策、備蓄物資配置のあり

方、特別な支援が必要な人への適切な配慮などについて幅広い視点で活発にご議論を

していただき、計画の素案を取りまとめました。 

その後、昨年末からこの１月にかけまして、パブリックコメントを経て、この度、

「札幌市避難場所基本計画」を策定いたしましたので、ご報告をさせていただきます。 

なお、パブリックコメントの結果につきましては、資料４－３として、配布させて

いただいておりますので、後ほどご覧いただきたいと思います。 

次に、右上の計画の目的でございます。 

本計画は、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きまして、備えるべき機能目標を設定し、その整備方針

を定めるものでございます。 

次に、計画の項目にある①の、「避難場所の分類」をご覧ください。 

一時避難場所、広域避難場所、収容避難場所という３分類は、これまでと変わりあ

りませんが、収容避難場所につきましては、新たに基幹避難所と地域避難所に区分を

いたします。 

これについて、資料の下側の「これまでと、これからの避難場所」の図をご覧いた

だきたいと思います。これまででございますけれども、収容避難場所として指定をし

ていた小中学校の体育館、お寺、町内会館などを、これからは、右側の図にお示しし

たように、小中学校などを基幹避難所、お寺や町内会館などを地域避難所に区分する
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ものです。 

小中学校については、収容避難場所の中核施設として位置づけ、これまでも防災対

策上の重要な拠点として整備を進めてきておりましたので、それを明確にするもので

ございます。 

次に、避難場所の変更点などについて説明をいたします。 

まず、図の下の 1 点目の支援体制についてですが、これまでも、収容避難場所の開

設後は、職員を派遣して避難場所の運営を支援し、必要な物資を供給するということ

になっておりました。また、小中学校については、夜間や休日に震度６弱以上の地震

が発生した場合、職員が参集して開設の準備を行うこととなっております。これらに

ついては、基幹避難所と地域避難所に区分した後も変更はございません。 

その下の備蓄物資についてでございます。現在、一部の小中学校にのみ備蓄物資を

配置しておりましたが、これからは、約 300 校ある小中学校のすべてに分散配置いた

します。これによりまして、発災直後から必要となる防寒用品や食糧等を速やかに活

用することが可能となります。 

３点目の指定場所についてでございます。現在、小中学校は体育館のみを収容避難

場所としておりましたけれども、これからは、これに加えて校舎の一部の教室も指定

をすることにいたします。 

次に、中段の計画の項目に戻っていただきまして、②の寒さ対策をご説明いたしま

す。お手数ですけれども、資料４－２の計画本編の 10 ページ、11 ページも併せてご

覧いただきたいと思います。 

寒さ対策の前提となる被害想定についてご説明をいたします。 

10 ページの表３に示すとおり、すべての体育館の暖房設備は電力を必要としますの

で、地震発生に伴う停電によりいったん暖房は停止します。しかし、灯油・重油・電

気等を熱源とする暖房は電力の復旧とともに設備の安全が確認され次第、稼動するこ

とができると想定をしております。また、都市ガス暖房についても事前に接続口を設

けておくことで、移動式ガス発生装置の設置により都市ガスの供給再開前に応急復旧

ができるというふうに考えております。 

第３次被害想定では、停電発生率が発災当日で 17.8 パーセント、１日後では 2.5

パーセントと想定しておりますことから、11 ページの寒さ対策の記載のとおり、寝

袋・毛布などの直接身体を保温する用品により、発災直後の短期的な対策をするとい

うことを基本としております。さらに、新たに学校校舎 1 階の教室を避難場所として

あらかじめ指定をいたしまして、災害時要援護者等の方々が、そこで暖をとれるよう、

移動式灯油ストーブを備蓄するものでございます。 

なお、長期避難生活への寒さ対策でございますが、11 ページ中ほどの記載のとおり
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でございます。 

次に、資料４－１に戻って頂きまして、Ａ３版の方ですけれども③応急救援備蓄物

資のところをご覧ください。 

新たな備蓄物資として計画しているものは、只今申し上げました移動式灯油ストー

ブのほか、通常の寝袋よりクッション性・保温性に優れた札幌式高規格寝袋、エマー

ジェンシーシートなど、また食糧につきましては、増強を図るとともに可能な限りア

レルギー対応食品の備蓄を進めて参ります。 

また、停電対策といたしまして、以前から備蓄しているロウソクランタンに、ラジ

オ付き手廻しライトを加えるとともに、停電が長期間にわたる避難場所に対処するた

め、可搬式発電機と投光器を備蓄いたします。 

備蓄物資の配置については、すべての基幹避難所に分散して配置するとともに、一

部は拠点倉庫にも配置する方針としております。 

次に、④災害時要援護者対策についてでございます。 

学校の大規模な改修・改築と併せた玄関スロープや車いすトイレの設置を引き続き

進めるとともに、車いす対応トイレがない学校につきましては、身障者用便座を配備

をいたします。 

また、先ほどご説明したとおり、体育館以外に校舎 1 階の指定場所を災害時要援護

者用として優先的に提供することに加えまして、救護、更衣あるいは授乳等の機能を

有するスペースといたしまして、保健室や家庭科室などを活用することとしておりま

す。 

次に、⑤基幹避難所の整備をご覧ください。 

これまでの小中学校の耐震化に加え、窓ガラスや照明器具など体育館の非構造部材

の耐震化を進めてまいります。 

また、飲料水を確保するため、学校の大規模改修に併せて行っている受水槽の耐震

化をより一層進めるとともに、給水栓を設置いたしまして水を容易に取り出せるよう、

整備を進めてまいります。 

次に、⑥運営方針についてでございます。 

東日本大震災では、女性を取り巻く諸問題が改めて浮き彫りにされました。避難場

所の運営にあたっては、運営組織に女性の参画を促し、男女双方の視点に配慮するこ

ととしております。 

また、日ごろから行政と地域が一体となって研修や訓練に取り組み、避難場所の自

主運営及びそれに必要な体制を整備することを目指していくものでございます。 

最後に、今後のスケジュールでございます。本日の会議終了後、本計画をホームペ

ージにて公表をいたします。 
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次年度以降は、本計画の実現に向け、実施プランを定めて避難場所の環境整備を着

実に進めてまいりたいと考えております。 

札幌市避難場所基本計画の説明は、以上でございます。 

●議長 はい、ありがとうございました。只今の報告の説明でございますが、ご質問・

ご意見があればおうかがいしたいと思います。 

 よろしゅうございましょうか。 

それでは続きまして、報告第２号「津波防災啓発パンフレットの作成について」を

事務局から説明願います。 

●山崎部長 報告第２号「津波防災啓発パンフレット作成」についてご説明をいたし

ます。 

はじめに、経緯についてでございます。 

昨年７月の防災会議におきまして、北海道による石狩湾周辺の津波浸水予測の見直

しの時期は不透明であること、しかし、一方で津波に対する市民の不安が大きいこと

などから、当面は津波防災の啓発を行うということを報告させていただきました。 

これを受けまして、学識者を委員長とし、気象台の専門官、津波に関心の高い手稲

区にお住まいの方など、計６名で構成する検討委員会を設置し、パンフレット等によ

る啓発について検討してきたところでございます。 

お手元の資料５がパンフレットの案でございます。 

このパンフレットは、万が一の巨大津波や海や川の近くで地震に遭遇した場合に備

えて、まずは、市民の皆様が津波についての知識を得ることを目的として作成したも

のでございます。 

子どもさんにもわかりやすいよう、イラストを多く用いて記載をしております。 

この後、現在は案の段階でございますが、必要な最終調整を加えまして、来年度か

らは、このパンフレットを活用して、普及啓発に努めてまいりたいと考えております。 

津波防災啓発のパンフレット作成については、以上でございます。 

●議長 この報告につきまして、ご質問・ご意見等はございませんでしょうか。 

これは、何部位作るのですか。 

●山崎部長 まだ、部数は確定しておりませんけれども、必要に応じて配布できるよ

うに考えたいと思います。 

●議長 今、大変関心が非常に高い時期でありますので、ぜひ、これくらいわかりや

すいパンフレットをたくさん刷っていただきまして、予算もありますけれども、頑張

っていただきたいと思いますが。ご意見等ございませんでしょうか。 

 それでは、報告第２号につきましては、終了させていただきます。 

続きまして、（報告）第３号の「札幌市防災会議条例の改正について」をご報告させ
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ていただきます。事務局から説明願います。 

●山崎部長 報告第３号の「札幌市防災会議条例の改正」について、ご説明させてい

ただきます。 

お手元の資料６をご覧ください。 

これは、昨年 10 月の第３回定例市議会において改正された、札幌市防災会議条例の

全文でございます。 

今回の改正は、昨年の 6 月 27 日付けで、災害対策基本法の一部を改正する法律が公

布・施行され、「地方防災会議と災害対策本部の所掌事務の見直し」、「防災会議の諮問

的機関としての機能の強化」、これらを観点とした見直しが行われましたことから、そ

の趣旨を踏まえ、所要の改正を行ったものでございます。 

資料６の２枚目の新旧対照表をご覧ください。 

いずれも第２条の所掌事務の項目でございます。 

一つは「災害が発生した場合に、災害に関する情報を収集すること」というものが

以前ございましたけれども、それを削除するものでございます。もう一つは「市長の

諮問に応じて本市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること」及び「その重

要事項に関し、市長に意見を述べること」、この２つを追加するものでございます。 

 以上で、報告第３号の説明を終わります。 

●議長 はい、この件につきまして、ご質問・ご意見がございましたら、お伺いした

いと思います。 

（発言が）なければ、これはこのとおり報告ということにさせていただきます。あり

がとうございました。ほかに発言は無いようでございますので、本日予定しておりま

した議事につきましては、これにて全て終了いたしました。 

本日は、皆さま方、お忙しいところ、ご出席をいただきまして、ご審議いただきま

したことに、心から感謝を申し上げます。 

札幌市といたしましては、今後とも関係機関や市民の皆さま方との連携強化といっ

たことを通じまして、災害に強い安全で安心なまちづくりを進めて参りますので、委

員の皆さま方におかれましては、引き続きご支援とご協力を賜りますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

本日は、ご審議、誠にありがとうございました。 

●千葉課長 それでは、以上をもちまして、平成 24 年度札幌市防災会議を終了いた

します。本日は誠にありがとうございました。 


