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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    

 

日 時  平成２４年７月１１日（水）  午後２時３０分から 

場 所  札幌グランドホテル２階「金枝の間」 

 

出席委員  ５８名（遅参３名） 欠席４名 

議事等 

１ 議案第１号 札幌市地域防災計画等の見直しについて 

⑴ 原子力災害対策編の策定方針等について 

⑵ 札幌市の津波対策について 

⑶ 札幌市の避難場所環境整備について 

 

議事内容 

 

１ 開会宣言  

池江係長 ○ 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

統括係長の池江と申します。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６２名中５５名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ご報告申し上げます。 

なお、各団体の機構改革や人事異動等による委員の変更につきましては、

お手元にお配りしております名簿にて、あらためてご確認願います。 

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。 

 

２ 会長挨拶  

  上田市長 ○ 札幌市長の上田でございます。 

        失礼ながら座ったままご挨拶をさせていただきます。 

本日は、何かとご多用の中、「札幌市防災会議」にご出席をいただき、誠

にありがとうございます。また、日ごろから、皆様方に様々なお立場から、

札幌市の防災行政にご理解とご協力を賜っておりますことに対し、この場を

お借りしまして心から感謝を申し上げます。 
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さて、市民の生命と財産を災害から守るということは、自治体に課せられ

た重要な使命であります。このことから、私は、３期目の「施政方針」にお

いて、まちづくりの基本的な方向の柱の１つとして「安心して暮らせるぬく

もりの街」を掲げ、市民と共に災害に強いまちづくりを進めるため、学校の

耐震補強などハード面の整備や備蓄物資の充実など計画的な災害対策を講

じて参りました。 

特に、昨年の東日本大震災において、大地震による大津波と福島第

一原発の事故による被害があまりにも甚大であったことから、これま

で札幌市では想定していなかった津波と原子力事故について、地域防

災計画に盛り込むべく、昨年７月の防災会議でそのことをご了承いた

だいたところであります。 

また、併せて、避難場所の環境整備の充実についても推進すること

を報告させていただきました。 

本日は、これまでの経過報告と今後の進め方についてお諮りするも

のであります。 

今後も、私どもがかつて経験したことのない大規模な災害が起こる可能性

がございます。突発的に発生する大地震をはじめ、大雨や台風による被害を

最小限に抑えるためには、常日頃から対策を講じておくことが肝要であるこ

とは言うまでもありません。 

このような中、本日、ここに関係各機関の皆様に、地域防災計画等の見直

し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を強化し、防

災対策をより確固たるものにするうえで、必要不可欠でございます。 

本日の会議におきまして、自由闊達なご議論をいただき、札幌市の防災計

画の充実と皆様方との防災情報の共有化が図られますことを心から期待い

たしまして、開会にあたってのご挨拶とさせていただきます。 

 

３ 会議資料説明  

池江係長 ○ 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、会議書、議案第１号の資料１から資料３、右上に囲みで、

議案番号、資料番号を振っておりますのでご確認願います。 

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。 
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池江係長 ○ では、早速、議事に入らせていただきます。 

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。 

 

４ 議事進行  

議  長 ○ 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、議案審議１件を予定しておりますので、皆さまのご協力をよろしくお

願いいたします。 

では、議案第１号「札幌市地域防災計画等の見直しについて」を事務局

から説明願います。 

 

山崎部長 ○ 議案第１号の「札幌市地域防災計画（原子力災害対策編）の策定方針等」

について、ご説明させていただきます。 

スクリーンをご覧ください。お手元の資料につきましては、右肩に【議案

第１号】の【資料１】と記載されたものをご用意しておりまして、スクリー

ンの表示と同じものでございます。見やすい方をご覧いただければと思いま

す。 

先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、昨年

７月の防災会議におけるご承認のもと、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参りました。 

これまでの検討状況を踏まえ、具体的な策定方針等につきまして、皆様に

お諮りさせていただきたいと思います。 

【背景・目的】 

計画策定にあたっての背景、目的でございます。 

皆様ご承知のとおり、福島第一原子力発電所の事故により、約 60～100

㎞先に位置する福島市においては、放射線量の異常数値の観測や農産物の出

荷制限等の影響を受けております。 

一方、札幌市は、泊発電所から 40～80 ㎞先に位置しており、事故が発生

した場合は、放射性物質の飛散のみならず、避難者の受け入れも含め、災害
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対応の必要性が生じることとなります。 

そこで、市民の生命、財産を守るため、また、市民の不安を軽減し、無用

な混乱を生じさせないためにも、万全の体制を整備することが必要になるも

のであります。 

【札幌市と福島市の原発との距離】 

こちらの図は、札幌市と福島市のそれぞれの原子力発電所との距離を示し

ております。それぞれの中心部から原発との距離は双方とも約 70 ㎞前後と

いうこともあり、万が一、泊発電所に大きな事故が発生した場合は、福島市

の状況を踏まえますと、放射性物質拡散等の影響を受けることは避けられな

いものと考えております。 

【計画の構成】 

続きまして、計画の構成案でございます。 

大きくは、総則、災害予防、災害応急対策、災害復旧の４つに分類し、１

つめの総則につきましては、計画の目的や災害等の想定などが盛り込まれる

ことになりますが、災害想定については、現時点では、福島市の被害がベー

スになろうかと考えております。また、２つめの災害予防は、情報収集をは

じめとする各種体制の整備など、３つめの災害応急対策は、事故時の放射性

物質の測定や防護措置としての屋内退避など、４つめの災害復旧につきまし

ては、放射性物質による汚染の除去、風評被害等の軽減対策などについてそ

れぞれ整備するものでございます。 

【災害予防に関わる主な検討項目】 

現時点で予定している、主な検討項目についてご説明いたします。 

まず、総則の次の災害予防でありますが、事故や異常時の情報収集、市民

等への情報伝達、放射線モニタリングや除染などの各種体制整備のほか、原

子力防災に関する知識や心構えなどの市民等への普及・啓発などを想定して

おります。 

【災害応急対策に関わる主な検討項目】 

続いて、３つめの柱となる災害応急対策ですが、事故発生時の状況に即し

た情報等の収集及び連絡、応急対策活動情報や被害情報等の収集、放射性物
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質による影響の早期把握や、これに伴う屋内退避などの防護措置への対応、

食品などの放射性物質の測定、被災地住民の避難の受け入れなどが挙げられ

ます。 

【災害復旧に関わる主な検討項目】 

最後４つめの柱となる、災害復旧についてですが、放射性物質による汚染

の除去、各種制限措置の解除、被害状況調査や放射線モニタリングの継続的

実施とその情報提供、風評被害等の軽減対策の実施などを検討していく予定

です。 

【地域防災計画における位置付け】 

続きまして、地域防災計画における位置付けでございます。 

今回の原子力災害対策編につきましては、原子力災害の性質を踏まえます

と、広範囲あるいは大規模な防災対応が想定されますことから、札幌市地域

防災計画の地震災害対策編、風水害対策編、雪害対策編に続く４つめの対策

編として位置付けたいと考えております。 

なお、事故災害対策編の放射性同位元素等事故対策計画につきましては、

所要の改正としておりますが、詳細はこのあとご説明いたします。 

【放射性同位元素等事故対策計画の取り扱い】 

放射性同位元素等事故対策計画の取り扱いについてでございます。 

当初は、この計画の大幅改正を視野に入れて検討を進めて参りましたが、

対象となる災害が、放射線取扱施設の損壊及び火災、放射性物質の輸送中の

事故などでございまして、原子力災害対策とでは、それぞれ関係法令が異な

っていること、また、想定被害の規模の違いから、情報連絡体制や対応策に

大きな差異があります。 

したがいまして、原子力防災に関しましては、新たに札幌市地域防災計画

の原子力災害対策編を策定することとし、放射性同位元素等事故対策計画に

つきましては、現行を維持し、原子力災害を適用除外とするなど所要の改正

を行いたいと考えております。 

【今後の進め方】 

続きまして、今後の進め方でございます。 
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検討体制としましては、原子力や放射線などの専門家による有識者会議及

び、庁内関係部局による策定検討委員会を設置し、具体的な計画策定に向け

た検討を進めたいと考えております。 

有識者会議のメンバーにつきましては、多様なご意見をいただくため、原

子力や放射線だけでなく、防災全般や社会心理など幅広い分野の専門家にお

願いする予定であります。 

また、市民意見の反映につきましては、原子力防災に関するシンポジウム

の開催や、計画の素案に対するパブリックコメントを実施したいと考えてお

ります。 

なお、本市の防災計画の検討を進めるにあたり、北海道地域防災計画と整

合性を図る必要がありますので、必要に応じて北海道と協議及び調整を図り

たいと考えております。 

【スケジュール】 

続きまして、計画策定のスケジュールですが、この議案のご承認をいただ

いたのち、早速、今月から計画素案の作成・検討作業に入りまして、１０月

から１１月頃にかけて、シンポジウムやパブリックコメントを実施できれば

と考えております。最終的には、今年度中に計画を策定するため、２月頃に、

本年度２回目の防災会議を開催させていただき、最終計画案を皆様にお諮り

したいと考えております。 

また、最終計画案をご承認いただいたのちは、３月頃を目処に計画を市民

に公表できればと考えております。 

なお、国や道の動きに関してですが、国については、新聞報道等によりま

すと、９月頃までに原子力規制委員会が発足し、この発足に伴い、国の防災

基本計画が改訂され、また、原子力防災に関する新たな防災指針が決定され

る見込みであります。道については、この国の動きに合わせる形で、秋ごろ

に北海道地域防災計画の改訂が見込まれるものであります。 

これらの国や道の動向に合わせて、計画策定にあたっては、必要な調整な

どを図りたいと考えております。 

以上、（仮称）札幌市地域防災計画（原子力災害対策編）の策定方針等に
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つきまして、ご説明を終了させていただきます。 

 

次に、札幌市の津波対策について、ご説明いたします。 

お手元の資料では、右肩に【議案１号】の【資料 2】と記載されたものと

なります。 

【津波対策の進捗状況】 

はじめに、進捗状況についてでございます。 

昨年の防災会議では、国や北海道の動きと並行し、北海道による日本海の

津波浸水予測が見直された場合、速やかに対策を策定できるように津波災害

対策に関する事前調査を行っていくというスケジュールをお示しし、ご了承

いただいたところでございます。 

その後の状況ですが、北海道による津波浸水予測の見直しについては、太

平洋側の予測が６月２８日に公表されましたが、日本海側については津波堆

積物調査を今年度も継続する予定とのことでございます。 

札幌市におきましては、昨年度に津波対策の事前検討を実施し、札幌市域

における標高図等を、市民の皆様への情報提供として公表いたしました。 

【平成 23年度 津波対策事前検討】 

次に、昨年度行いました事前検討の具体的な内容についてご説明いたしま

す。主な検討項目はご覧のとおりでございますが、このなかで、本市域にお

ける津波防災対策を検討するために作成した基礎資料についてご説明いた

します。 

【基礎資料作成及び条件等の整理（標高図及び標高数値）】 

まず、標高図ですが、これは津波防災対策を検討するうえで札幌市域の標

高情報が重要であることから作成したものです。 

東日本大震災以降、ご自宅の標高を知りたいという市民の方が非常に多か

ったことから、これをホームページで公表いたしました。 

併せて、住所毎の標高の数値を検索できるデータも公表しております。 

ご覧の図は、およそ標高１０ｍ以下の平地部分を中心にした標高図で、こ

れ以外に、市全体図と各区拡大図があります。 
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配布資料にはございませんが、一例として手稲区の拡大図をスクリーンに

お示しします。 

スクリーンをご覧ください。 

色分けは、低地は赤色とし、高くなるにつれて黄色、緑色から青色へと変

化させており、標高１０ｍ以下を１ｍ間隔で表示し、 

１０ｍから４０ｍまでは１０ｍ間隔、それ以上はグラデーションで表示して

おります。 

【基礎資料作成及び条件等の整理（避難用施設の整理）】 

次に、避難用施設について調査、整理した結果でございます。 

一点目ですが、避難の際に使用が想定される津波避難ビルの候補として、

市内の中高層建物を抽出し階数ごとに地図上に整理しました。 

上の図をスクリーンに拡大します。 

スクリーンの地図に黒い丸印で示しているのが７階以上の建物ですが、ご

覧のとおり、低い土地には避難ビル候補が比較的少ないことがわかります。 

二点目として、今後、安全に避難するために必要な避難路を定める際の基

礎資料とするため、道路のデータを整理しました。 

避難計画を作成する場合には幅員や高台までの距離等を勘案し避難路を

選定することとなります。 

下の図をスクリーンに拡大します。 

スクリーンの図は手稲区を拡大したものですが、赤い矢印で示すよう

に、鉄道を横断する道路は限られ、このため、高台に続く道路の数も限

られていることが分かります。 

【課題】 

次に、津波対策を進めていく上での課題についてご説明いたします。 

一点目として、日本海側の津波浸水予測見直しの完了時期が不透明で

あるということがあげられます。 

北海道が東日本大震災以後、津波堆積物調査を行っておりますが、太

平洋側と比べ調査が進んでいないことから、見直しの時期が明示されて

いないのが現状であります。 
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二点目は、市民の津波に対する不安が大きいことです。大震災以降、

今でもご自宅の標高や津波予測の見直しの時期等についてのお問い合わ

せが寄せられております。このような市民の不安をできるだけ早く払し

ょくすることが必要でございます。 

次に、三点目の課題である、本市域と東日本大震災の浸水区域の類似

性についてご説明いたします。 

ご覧の左の図は横軸が海岸線からの距離、縦軸が浸水面積の累積割合

となっております。右の図は横軸が標高、縦軸が浸水面積の累積割合と

なっております。 

東日本大震災では、全浸水区域面積の９０％は、海岸線からの距離が

３ｋｍ以内の地域または標高１０ｍ以下の地域で占められており、海岸

から近く標高の低い地域に被害が集中したことが分かっております。 

配布資料にはございませんが、これを札幌の状況にあてはめてみます

ので、スクリーンをご覧下さい。スクリーンの図は、このたび公表した

標高図です。 

[パワポ：標高１０ｍライン出現] 

今お示しした赤色のラインが標高１０ｍの線ですが、ご覧のように、

東区、北区、西区、手稲区の札樽自動車道より北側の大部分が標高１０

ｍ以下の地域です。 

[パワポ：行政区域界出現] 

今現れた灰色のラインは、札幌市の行政区域界の線です。 

[パワポ：３ｋｍライン出現] 

海岸線から３ｋｍのラインがご覧の黒い線ですので、手稲区の一部が

海岸から３ｋｍ以内に入ることとなります。 

【本市域の地形と東日本大震災の浸水区域の類似性】 

次に、スクリーンにお示ししている地図は国交省の国土審査会より、

昨年公表された資料です。 

[パワポ：石狩湾○出現] 

今、現れた丸印で囲まれた区域の、石狩湾から札幌市域の一部が赤色
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となっております。 

これは海岸線から１０ｋｍ以内かつ標高３０ｍ以下という条件の地域

で、大津波が発生した場合、東北地方と同様に大きな被害が発生する可

能性が示唆されております。 

【今後の展開】 

次に、今後の展開でございます。 

現時点では、浸水予測を踏まえた地域防災計画の見直しや避難計画の

策定には着手できない状況でございます。 

しかし、不安に思われている市民が多いことや、被災地域との地形的

類似性を勘案いたしますと、何らかの対策を行うべきと考えております。 

市民の皆様の津波防災に関する意識を醸成することが重要であります

ので、当面は、津波防災に関する啓発を行っていきたいと考えておりま

す。 

そのため、防災や津波に関する専門家である学識者や防災関係機関、

低地にお住いの市民の代表者などによる１０名程度の検討委員会を立ち

上げ、パンフレットの作成や啓発方法などについて検討していただきた

いと考えております。 

【検討スケジュール】 

最後に、検討スケジュールでございます。 

この秋を目途に津波対策検討委員会を設置し、年度内にパンフレット

作成等の啓発方法などを検討していただく予定です。 

引き続き北海道の動向を注視し、地域防災計画等の策定に向けた準備

もすすめ、平成２５年度以降は、浸水予測見直しの結果が発表されれば、

地域防災計画の見直しの検討となろうかと考えております。 

津波対策に関する説明は以上でございます。 

 

最後に、札幌市の避難場所環境整備について、ご説明いたします。 

お手元資料では右肩に【議案第１号】の【資料３】と記載されたもの

になります。 
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【平成 23 年度の取り組み】 

はじめに、平成２３年度の取り組みでございますが、避難場所の環境

整備については、昨年度の防災会議において、寒さ対策や避難場所指定

のあり方について、調査・検討を行うこととしてご報告させていただき

ました。 

そのような中、避難場所環境整備を、２３年度に策定した、まちづく

りの４か年計画である「第３次札幌新まちづくり計画」に、計画事業と

して位置づけたところです。これは、東日本大震災を踏まえ、寒さ対策、

食糧対策及び避難場所整備計画の見直しという内容でございます。 

このうち、寒さ対策と食糧対策については、避難場所整備計画の見直

しを待たずに対策が可能なものとして、平成２３年度から増強しており

ます。それぞれの取り組み状況について順にご説明いたします。 

【寒さ対策】 

まず、寒さ対策でございます。 

寝袋・毛布については、これまで想定避難者数に対し全員分は用意し

ていなかったものを、全員に支給できるよう、１１万７百人分を平成２

６年度までに整備することとしております。 

寝袋は、昨年度４万個を購入しており、今年度の購入分と合わせます

と避難者全員分が揃うこととなります。 

【食糧対策】 

次に、食糧対策でございます。 

被害想定における食糧の最大需要は、阪神・淡路大震災のデータを元

に、想定避難者数の２割増しの１３万３千人と想定し、１人１日２食と

して、２６万６千食を平成２７年度までに整備することとし、毎年６万

６千５百食を購入する計画としております。 

賞味期限が５年の食糧を備蓄しておりますが、賞味期限が切れる年度

のものは、訓練の際に配布してご試食いただくなど、防災意識の普及啓

発用として有効に活用しているところでございます。 

【避難場所整備計画の見直し】 

続いて、避難場所整備計画の見直しでございます。 

昨年度の会議では、東日本大震災の課題として、寒さ対策、物流機能

の停止による物資不足、停電・通信障害による情報の遮断、福祉避難所

の不足の４点を課題として報告したところです。 

これを踏まえ、平成２３年度から、基礎調査を実施しており、その内
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容は、寒さ対策のための暖房機種及び必要台数の調査、各政令指定都市

の避難場所や備蓄物資の整備状況、被災地職員へのヒアリングなどでご

ざいます。 

【中央防災会議からの報告】 

次に、平成２４年３月の中央防災会議の報告について、でございます。 

この会議の専門委員会からの報告では、東日本大震災における被災者

の生活環境の対策として、ご覧の５点が課題とされております。その中

で、特に、避難場所の環境整備に関係があるものとして、黄色く色付け

した項目がございます。 

３点目の生活環境の確保では、トイレの不足、更衣室や授乳室設置の

必要性が指摘されております。 

また、４点目の健康管理では、感染症蔓延の懸念や持病の悪化などが、

課題としてあげられております。 

【平成 24 年度の取り組み】 

続いて、平成２４年度の取り組みでございます。 

今、ご説明しました基礎調査及び中央防災会議の報告を踏まえ、札幌

市避難場所基本計画及び札幌市避難所運営マニュアルを策定する予定で

ございます。 

策定にあたっては、学識者、市民委員、学生、公募委員などで構成す

る検討委員会を設けます。 

その中で、計画については、避難場所指定のあり方、避難所での寒さ

対策、備蓄物資配置のあり方、水の確保、トイレ対策、感染症やストレ

ス対策などを、また、マニュアルについては、避難所の運営方法、運営

組織や役割分担、特別な支援が必要な人への適切な配慮などをご議論い

ただく予定でございます。 

【スケジュール】 

最後に、スケジュールでございます。 

９月に検討委員会を立ち上げ、１１月末までの議論を経まして、計画の素

案を作成し、１２月中頃にパブリックコメントを実施予定です。来年初めの

防災会議に、その状況をご報告し、年度内に計画を公表する予定でございま

す。 

来年度以降は、この計画に基づき、避難場所の環境充実を図りたいと考え

ております。避難場所の環境整備については、以上でございます。 
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議  長  ○ 只今の議案につきまして、ご質問・ご意見等はございませんか。 

 

小山委員(北海道エルピーガス協会) ○ 北海道エルピーガス協会の会長をおおせつか

っております小山でございます。 

私どもＬＰガス協会は、常日頃から危機管理対策室に対しまして、避難

箇所のＬＰガスの確保について提案させていただいております。 

         それは、ライフラインの都市ガス、電気につきましては大災害が来たと

きには遮断されてします。しかしながら、灯油やプロパンガスは、それぞ

れの備蓄箇所でエネルギーとして蓄えておくことができるわけですから、

常日頃からきちんとした備蓄をご提案申し上げているところであります

が、なかなか進まない状況であります。 

是非、私はこの機会に札幌市におきまして、避難箇所にＬＰガスの備蓄

をよろしくお願い申し上げたいなと。そういう思いで本日来ました。よろ

しくご返答をお願いいたします。 

 

議  長 ○ ありがとうございます。 

       札幌市とＬＰガス協会で防災協定を締結させていただきまして、本当に

ご協力をいただき心から感謝を申し上げます。 

       今の会長さんからのご質問・ご提言について、事務局からご回答はあり

ますか。 

 

  山崎部長 ○ 避難場所の寒さ対策とエネルギーに関することですが、ＬＰガスの有効

性も認識しているところでございますので、様々な方法が考えられる中、

避難場所整備計画の中で盛り込めるものについて、十分検討委員会におい

て議論をしていただきたいと考えております。 

 

  小山委員 ○ よろしくお願いします。 

 

議  長 ○ ありがとうございました。特に冬場の寒さ対策になりますと、早急に暖

を採らなければならないということになります。 

       今、札幌市では新しく建てる小学校・中学校の体育館を高断熱・高気密

にし、エネルギーがない場合でも、人の体温でなんとか凌ぐことができる

計画で設定をしております。 

       他に何かありませんでしょうか。 
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山光委員(札幌市医師会) ○ 札幌市医師会の山光と申します。原子力災害の問題は大

きな問題だと思うのですが、この中に風向きが入っていないのですが、放

射能は風によって空気が行きますので、ほとんどの場合は北海道は西から

東に吹くのですが、季節によって多少上下にぶれますが、東側の後ろに向

かって逃げても放射能は追ってきますので、逃げる場所を考えるときには

風向きはどうしても必要なので、月別の平均ぐらいでよろしいと思います

が、そういったものを市民に知らせることは大きな意味があるのではと思

います。 

 

議  長 ○ ありがとうございます。『スピーディ』というシミュレーションをできる

システムがありながら、それを活用できないという非常に残念な事態があ

ったのですが、今の時点になっても札幌市として『スピーディ』で泊原発

事故が起きた場合どうなるかという情報を絶えず聞いているのですが、な

かなか答えていただけないという現状にございます。 

       防災の計画の中で原子力防災につきましては、風向きは大きなポイント

になることはご指摘のとおりだと思います。 

       事務局の方でも、そのことについて月別の風向きの情報提供について何

かお考えがあれば、お願いしたいと思います。 

 

  山崎部長 ○ ただいまご指摘のありました風向き、それからシミュレーションの話で

ございます。 

         私共も早急に『スピーディ』等のシミュレーションを入手したいと考え

ているところでございますけれども、なかなか上手く行かないということ

であります。 

         その中で今の時点では、福島の被害を基に今回の計画を作らざるを得な

いかなと考えておりますが、いずれにしてもシミュレーションというもの

を入手することを検討しまして、そういった材料を取り入れるような計画

にして、順次改訂できるものは改訂していきたいと考えております。 

 

議  長 ○ ありがとうございました。他にございませんでしょうか。 

それでは、議案第１号の原子力災害対策、津波対策、避難場所環境整備に

ついて、事務局からの提案のとおりご承認いただくことでよろしいでしょ

うか。 
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      （各委員からの発言なし） 

 

議  長 ○ ありがとうございました。それでは、そのように決定させていただきま

す。以上で、本日予定しておりました議事につきましては、全て終了いた

します。 

本日は、皆さま方、お忙しいところ、ご出席をいただき、審議にご協力

いただきましたことに、心から感謝を申し上げたいと思います。 

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

めて参りたいと思いますので、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、お願い申し上げます。 

本日は、ありがとうございました。 

 

５ 閉会宣言  

池江係長  ○ 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。ありがとうございました。 


