
No 章 頁 意見の内容 意見に対する考え方
１　計画全体に関すること ５件
(1) 全体 　様々な地震対策が盛り込まれているが、この

計画が絵に書いたもちで終わらない様に、より
具体的な取組みの実施をお願いしたいと思い
ます。

　総則第1節第2項の計画の柱として掲げた
「実践的な防災体制」の確立に向けて、本計
画に関連する具体的なマニュアルの整備や
訓練・研修を通じて地域防災力の強化を図り
ます。

(2) 全体 　災害予防計画と災害応急対策計画は、関
連性のある項目のリンクを示すことが必要と思
います。災害予防計画と災害応急対策計画
では、脚注でリンクさせていますが、関連表等
で整理すると見やすいと考えられます。

　災害予防計画、災害応急対策計画及び災
害復旧・復興計画については、欄外の【関連
対策】にて整理しております。

(3) 全体 　巻末に、用語集、索引、関連情報を掲載し
てください。

　全体の頁数を考慮して、用語の説明は、関
連節内に注釈として記載しており、索引につ
いては目次から検索していただくことになりま
す。また、関連情報は、総則第2節第2の【地
域防災計画の構成図】に示す資料編にて、本
計画修正後に整理します。

(4) 全体 　総則に示される目的や防災協働社会・防災
協働コミュニティの理念は、「札幌市国民保護
計画」の関連活動と共通するので、計画を独
立させず、相互リンク（計画の位置づけ、体系
等）を明確にする、又は計画を融合するべき
ではないか。

　地域防災計画と国民保護計画は、対象とな
る危機事象や計画策定の根拠法令が異なる
ことから、別計画として策定しております。

(5) 全体 　災害対策本部と区災害対策本部の役割分
担について、読み取れなかった。

　災害対策本部と区災害対策本部の具体的
な役割分担につきましては、別に規程や要領
で定め、明確にしております。

２　地震被害想定に関すること ４件
(1) 1-05 　一番関心があるのは、自らの居住地におい

て、どのような被害が想定されているのかとい
うことです。地震被害想定の地図に市役所や
区役所の位置だけでも表示してあれば、ある
程度自分の居住地を特定できると思います。

　地震被害想定を示した地図は、本市全体の
災害予測等をコンパクトにまとめたものであ
り、自らの居住地の状況を確認したい場合
は、「地震防災マップ」をご覧ください。

(2) 1-05 　前提としている地震被害想定に対する目標
対応時間の設定に無理があるのではないか。

　本計画で示す目標対応時間（災害応急対
策計画において「災害の流れ」に示す時間）
は、凡例で示しておりますとおり、主な対策を
行う目安であり、対策を行う時期や順番は、想
定した被害と実被害の差によって変わる場合
があります。

(3) 1-05 　地域防災計画が前提にしている被害想定
（「激甚レベル」）だけでなく、事前の計画、実
効性を持つ「計画レベル」の被害想定（もう少
し規模の小さい）を設定することが大切と考え
ます。

　本計画は、札幌で発生する可能性があり最
大級の被害をもたらす地震を想定して、対策
を整理しております（総則第5節第1項）。
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No 章 頁 意見の内容 意見に対する考え方
(4) 1-05 　地震被害想定に、初動期の災対活動に最も

影響のある（危険の拡大に伴う災対行動の停
滞という意味で）焼失面積の想定が記載され
ていませんでした。

　　火災の延焼の想定には大きく２つあり、市
街地構造に基づく延焼シミュレーションを実施
する場合と、過去の被害実績を考慮した簡易
モデルに基づく想定方法に分けられます。今
回の被害想定では、札幌市地震被害想定委
員会の助言をもとに、札幌市は延焼しにくい
市街地構造であり、詳細な延焼シミュレーショ
ンが必要なほど道路幅が狭かったり木造密集
地域があるわけではないことから、中央防災
会議でも想定に使用している簡易モデルに基
づいて被害想定を行いました。

３　市民一人ひとりの防災対策に関すること ４件
(1) 1-03 　総則第3節第3項第1目において、定期的に

行われる防災訓練（町内会主催・市主催）に
対して、積極的に参加することを奨励してくだ
さい。

　ご指摘の意見は、平常時における市民の役
割の一つととらえて、災害予防計画第1節第3
項に追加しました。

(2) 2-01 　日ごろから市民一人ひとりが防災対策に取り
組むことができるよう、防災に関する普及啓発
を、行政が行うべき。

　いつ起きるか分からない災害に対して、市
民一人ひとりの心がけや備えが重要でありま
すので、防災知識の普及や防災訓練などを
通じて、市民・企業・地域に対する防災対策を
促進していきます。

(3) 2-01
2-02

　予防計画第1節第3項には市民・企業等の
役割が明記されているのに、予防計画第2節
には何も触れられていません。「市民・企業等
（自主防災組織・町内会・その他地域団体）」
の対策を啓発する記述をしてください。これに
より、「災害に強い組織・人づくり」が行政だけ
の役割でないことを強調します。

　本計画は、災害予防計画及び災害応急対
策計画ともに、第1節にて市民・企業・自主防
災組織等の基本方針に基づいた役割を示し
ております。これは、防災協働社会の構築に
向けて、ご指摘のとおり、行政だけでは対応
できないため、市民や地域のご協力のもと取り
組むことを示しております。また、第2節以降で
は、地域防災計画の性格を踏まえ、市と防災
関係機関・団体が行う対策を定めております。

(4) 2-01 　「第4章　災害復旧・復興計画」の「第1節　災
害復旧・復興対策基本方針　第1　災害復旧・
復興対策の基本方針」に、中央防災会議の
提言および北海道地域防災計画(地震防災
計画編)を踏まえ、「地震保険は、地震等によ
る被災者の生活安定に寄与することを目的と
した公的保険制度であり、被災者の住宅再建
にとって有効な手段の一つであることから、そ
の制度の普及促進に努める」旨記載いただく
よう要望します。

　地震保険につきましては、ご指摘を受けまし
て、災害復旧・復興計画第２節市民生活安定
への支援第１市民への生活支援の住まいの
支援の一つとして、支援の種類、担当、支援
の概要、根拠法令についての記載を新たに
加え、地震保険の内容が明確に伝わるように
しました。
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No 章 頁 意見の内容 意見に対する考え方
４　業務継続計画に関すること １件
(1) 1-03 　普段の行政事務の復旧についての位置付

けがないので、行政事務の業務継続計画
（BCP）策定について言及すべきではないか。

　 災害対策基本法に基づく地域防災計画
は、優先的に継続すべき通常業務も定めるＢ
ＣＰとは、対象業務の範囲が異なるため、札幌
市のBCPは別に策定する必要があると考えて
おります。

５　訓練に関すること １件
(1) 2-02 　防災訓練が10年ごとなので、改善して欲し

い。
　総合防災訓練は各区持ち回りで年一回開
催している他、全区で年一回区防災訓練を実
施しております。

６　自主防災組織や活動に関すること ４件
(1) 2-03 　活動組織編成例の『避難誘導班』は『避難・

援護班』と改名し、役割に災害時要援護者に
対する活動（福祉避難場所との連携を含む）
を記述します。また、この班には、民生委員・
児童委員をメンバーとして組み込みます。

　計画に記載しているのは組織活動の編成例
でありますので、地域の実情に応じてその役
割を担う方（班）や班名を決めていただくこと
になります。災害事要援護者を支援する方も
地域の実情に応じて決めていただくことになり
ます。
　また、民生委員・児童委員については、単位
町内会とその活動範囲が必ずしも一致してい
ないことなどから画一的に自主防災組織への
組み込みは難しいと考えております。

(2) 2-03 　『災害時の役割』の発動要件（自主防災本
部設置の判断）と関係機関への登録、活動拠
点の場所指定と設営（自主防災本部立ち上
げ）、組織員任命確定（予防対策で設定した
人選の再確認）等に関するガイドラインが必要
です。

　　災害時の発動要件などは、各地域の被害
の状況や時間の経過などによって異なる性格
のものです。

(3) 2-03 　市民・関係機関・事業所等との連携（例）の
中で、区・連合町内会長・単位町内会長の間
の情報ルートを示してほしい。

　情報ルートに関しては、【情報収集・共有・伝
達経路の明確化】（災害応急対策計画第3節
第1項）で示しておりますが、区災害対策本部
の情報はまちづくりセンターを通じて連合町
内会長に伝わるルートが確立されています。
連合町内会長から各単位町内会長へのルー
トは、地域の実情に応じて定めることが適当で
あると考えます。

(4) 3-01 　災害予防計画に示す、自主防災団体の災
害時の役割が、災害応急対策にも記述される
べき

　災害応急対策計画第1節第3項「災害応急
対策における市民・企業等の役割」のなか
で、自主防災組織・町内会・その他地域団体
の取組として、より具体的に整理しておりま
す。

７　災害時要援護者対策に関すること ２件
(1) 2-03 　災害時には、個人及び公共の福祉を保護

する観点から、個人情報の開示範囲や手続き
など個人情報保護の取り扱いに関する方針に
ついて明記した方がよいのではないか。

　札幌市は、「札幌市災害時要援護者避難支
援ガイドライン」（平成20年3月策定）に基づ
き、地域が主体となった取り組みの促進を
図っております。この要援護者対策を進める
場合、要援護者や支援者の個人情報を取り
扱うこととなりますので、ご意見を踏まえ、個人
情報保護に関する適正な取り扱いの理解促
進について計画に記載することとしました。
　なお、有事における情報開示の検討にあ
たっては、プライバシー等の保護に十分配慮
するとともに、いただいたご意見を参考とさせ
ていただきます。
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(2) 2-03 　町内会長が、要援護者の把握を行うための

マニュアルなどを示して頂きたい。
　大きな災害が発生した直後など一刻を争う
事態では、行政の支援が間に合わないため、
地域の主体的な対応が必要となります。
　そこで、札幌市では、地域における災害時
要援護者の避難支援に関する取組を進める
ため「札幌市災害時要援護者避難支援ガイド
ライン」や「災害時支えあいハンドブック」のほ
か、各区で行った災害時要援護者支援に関
するモデル事業による取組のノウハウなどをま
とめた報告書を作成し、各町内会などに配布
しております。これら資料を参考にして、各地
域の実情にあった形で取り組みを進め、より
多くの要援護者を把握していただきたいと思
います。

８　避難場所に関すること ４件
(1) 2-02 　避難場所運営に関しては、応急対策第7節

第2項にて運営主体が示され、応急対策第17
節にボランティアによる運営支援が示されて
いますが、運営主体、ボランティア、避難者・
被災者の間に意識ギャップによるトラブルが
生じないように、協調して円滑な運営が推進さ
れるようにするための方策（事前・応急）が必
要です。

　災害予防計画第10節第6項にて、災害ボラ
ンティアの受入体制や育成など、基本的な考
え方は明記しておりますが、ご指摘の地域（避
難場所運営組織）とボランティアの連携による
円滑な避難場所運営に関する運用面につい
ては、避難場所の運営面で重要な課題ととら
えており、今後、（仮称）ボランティア活動支援
マニュアルの作成（災害予防計画第10節第6）
や避難場所業務マニュアルの見直し（災害予
防計画第10節第４）の中で具体的な方策等に
ついて検討する予定です。

(2) 2-03
2-10

　地域防災力の確立には、平常時から小学校
区単位に収容避難所を確立し、この組織の地
域指導により自主防災計画の自衛消防隊活
動を活性化すべきである。

　地域防災力の確立に関しては、総則第３節
第1防災協働社会の必要性にありますように、
隣近所や町内会などの「顔の見える」規模の
地域コミュニティが、日ごろの地域活動や防災
活動に取り組むことが必要であると考えてお
り、組織の形成や活動の活性化の支援につ
いては、災害予防計画第3節第1項に位置づ
けております。

(3) 2-03 　災害に強い地域づくり（予防計画第3節第1
項）における避難場所運営について、災害予
防計画の段階での訓練等の記載が必要では
ないか？

　避難場所運営に関する訓練や研修につい
ては、「●活動例及び活動組織の編成例」の
平常時の役割に、『研修会等の実施』、『防災
訓練の実施』として位置付けております。

(4) 2-03 　町内会としては、避難場所の運営と避難場
所以外の運営の両方を考えなければなりませ
ん。活動組織も2つ編成しておくことが必要で
す。また、予防計画第3節第1項に示されてい
る「市民・関係機関・事業所等との連携（例）」
図の『単位町内会』も2つで構成されます。

　町内会としては、避難場所を含めた地域全
体の情報収集と災害対応に当たっていただく
ことが望ましいと考えております。
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９　災害ボランティアに関すること １件
(1) 2-03 　自主防災組織側に、災害ボランティアとの連

携窓口となる役割を整理すべきではないか？
　災害ボランティアについては、応急対策計
画第17節第２の「ボランティア活動支援のイ
メージ図」のとおり、防災機関の一つである災
害ボランティアセンターから派遣されてくるた
め、ご指摘の意見について、防災機関への連
絡や活動班との調整などを行う防災部長がそ
の役割を担うと考えております。
　ただし、計画に記載しているのは組織活動
の編成例でありますので、地域の実情に応じ
てその役割を担う方（班）を決めることができま
す。

１０　防災情報システムに関すること １件
(1) 2-07

3-03
　予防計画第7節及び応急対策計画第3節の
随所にインターネットへの言及があり、市民等
との双方向伝達を実現するために不可欠であ
るため、予防計画第7節第2項に示される「無
線系システム」に、「収容避難場所及び仮設
住宅街の公衆無線LAN」を加えてください。

　収容避難場所や仮設住宅街にインターネッ
ト利用環境を整備し活用することは、有益であ
ると考えられますが、災害情報ネットワーク・シ
ステムの一環として導入する場合には、セキュ
リティの確保を図るとともに、無線LANを内蔵
したノートPCの普及率の動向を見極める必要
があります。
　先進的な取り組みとして地方自治体が公衆
無線ＬＡＮのサービスを提供している事例もあ
りますことから、札幌市として備えるべき通信イ
ンフラの必要要件を検討するとともに、目的、
コスト、効果を総合的に精査し、整備可能なイ
ンフラの種類及び整備範囲等について調査
を進めてまいりたいと考えております。

１１　防火委員会に関すること 1件
(1)   防火委員会は、単位町内会の防災役員の

中から防火委員を専任しているが、防災対策
の中から『防火の推進』だけの対応だけでは
今日的ではない。更に、単位町内会に対する
防災対策に関する指導・助言の役割を担う組
織が何処にあるのか、各区の安全係りでは体
制的に問題がありますので、住民の安心・安
全を司る防災・防犯・交通安全組織の一元化
を検討すべきである。

　　ご指摘の御意見は、今後の業務の参考に
させていただきます。

１２　災害時医療に関すること １件
(1) 2-09 　災害発生時には、重症者の受け入れを行う

病院の指定や表示を行うべき。
　札幌市では、災害時の重傷者に24時間体
制で対応できる「災害時基幹病院」として、市
内13箇所の医療機関を指定しております。大
規模災害時においては、非常に多くの重症者
の発生が予測されることから、1人でも多くの
市民の生命を救うため、災害時医療の専門家
により、傷病者のトリアージ（選り分け）を行っ
たうえで、搬送をすることになります。　これら
の対応は、札幌市医療対策本部や救急搬送
を担う各区署隊本部の連携のもとで行いま
す。

１３　交通対策・緊急輸送に関すること ６件
(1) 　札幌市では、年間の４ヶ月近く積雪の期間

がある。釧路沖地震（平成5年1月15日）、兵庫
県南部地震（平成7年1月17日）のように、真冬
の大災害が現実として発生していますので、
交通に関して、積雪寒冷下における危機管理
の観点がもう少々必要ではないか。

　冬季の交通対策は、積雪・除雪対策（災害
予防計画第5節第1項）や道路対策（災害応
急対策計画第11節第1）に基づき行います。
また、豪雪時の対応については、地域防災計
画（雪害対策編）に基づいて対策を進めま
す。
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No 章 頁 意見の内容 意見に対する考え方
(2) 3-08 　道路、鉄道、地下鉄、空港・港湾といった単

独の交通系統に関する対策をさらに発展さ
せ、相互連関による体制強化も重要ではない
かと考えます。

　災害時の交通については、交通対策・緊急
輸送（災害応急対策計画第8節第3項）に、輸
送の確保として、道路、鉄道、地下鉄、空港等
の活用について位置づけております。また、
各交通事業者の取り組みは、ライフラインの災
害対策（災害予防計画第6節）、ライフラインの
応急対策（災害応急対策計画第12節）にて位
置付けているように、各社がそれぞれ取組を
進めるとともに、防災会議等を通じて日ごろか
ら情報交換を行っております。

(3) 3-08 　支援物資を配送する場合に、民間の車両を
活用する方策はないか

　災害時における物資の輸送にあたっては、
応急対策を円滑に行うため、緊急輸送道路を
指定して必要な交通規制を行うとともに、陸
路、空路といった複数の手段を活用します。ま
た、陸路の輸送手段は運送会社と締結した協
定に基づいて確保されております。

(4) 3-08 　救援物資の搬送には丘珠空港を利用するこ
とが期待できますが、機能（滑走路の長さ、雪
対策等）の面で十分でしょうか？また、新千歳
空港との連携についても、特に冬季災害を考
慮した具体的な検討が必要であると考えま
す。

　災害応急対策計画第８節第３輸送の確保に
位置付けている通り、救援物資の航空輸送で
の搬送には、丘珠空港での航空機による航空
輸送の他ヘリコプターによる航空輸送も行い
ます。また、新千歳空港との連携についての
ご意見は、今後の参考にさせていただきま
す。

(5) 2-05
3-11

(6) 2-05
3-11

　地域防災計画で想定するような広範囲に被
害が及ぶ災害の場合は、緊急輸送道路の除
雪にも優先順位が必要であると思います。建
設重機の作業員は、除雪機械の作業も担当
するため、倒壊家屋への対応と道路除雪が同
時に求められる場合、人手や重機が不足が
生じると考えられますが、優先的にどのルート
を除雪するかなど、具体的な検討が必要であ
ると思います。

札幌市の「豪雪時の対応指針」では、豪雪時
の緊急除雪路線として第１次緊急輸送道路、
第２次緊急輸送道路を優先的に除雪すること
としていますが、災害時の緊急輸送道路は、
被災状況等によって定められることになるた
め、災害時には災害対策本部の指示のもと、
対応可能な人手、機械に応じて柔軟に除雪
作業を行うものであると考えております。

　緊急輸送道路は、被災後に災害対策本部
が指定する道路です。被災後の救急・緊急車
両、物資輸送の活動を速やかに確保するた
め、事前に候補路線が市域内に網羅されて
います。　ご意見の①につきましては、ネット
ワークの候補路線から、被災の場所、状況に
より対策本部が決定し、所轄警察署との連携
し緊急輸送道路が指定がされます。②につき
ましては、一般車両の通行は規制され、通行
の認められる救急・緊急・物資輸送用の車両
のみが通行可能となります。また、標識等によ
る周知は、先に述べましたとおり、道路の指定
は被災場所、状況に大きく左右されることか
ら、指定道路として標識を設置することは、被
災時に誤解を招き混乱することが懸念されま
す。　したがいまして、市民の皆様へは、ＨＰ
等で緊急輸送道路の候補路線及び災害時の
規制内容につきまして周知を図ってまいりた
いと考えております。

　緊急輸送道路が、①具体的にどの道路が指
定されているか、②災害時にはどのような規
制が行われるかについて、一般市民の認知
度は十分でしょうか。また、指定されている道
路には、利用者が普段から理解できるよう、標
識の設置や電光板によるサイン等も併せて行
うべきであると思います。
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１４　応援体制に関すること １件
(1) 3-04 　自衛隊と連携を図るべきだ。 　自衛隊との関係につきましては、甚大な災

害が発生し札幌市のみで対応できない場合、
自衛隊に災害派遣要請を行います。また、総
合防災訓練等で連携した取組を行うとともに、
日頃から情報交換などを行っています。また、
本計画の修正素案を作成した札幌市防災会
議地震対策部会には、自衛隊も参画しており
ます。

１５　義援金等に関すること １件
(1) 3-09 　義援金や義援品の受け入れ体制は、どのよ

うに考えているのか。
　災害時の義援金は受付窓口を設置します
し、災害義援品については、必要な品目の特
定等を行った上で、受入ルールを整備して、
要請を行います。

１６　復興対策に関すること ３件
(1) 4 　災害復旧・復興計画について、生活復興・

産業復興・都市復興を、災害対策本部と震災
復興本部のどちらで統括するかが必ずしも具
体的に確定していないようです。初期応急対
応は災害対策本部、そうでないものは震災復
興本部ですが、最近の傾向として、発災直後
から震災復興本部を立ち上げて、情報連絡
態勢を敷き、災害対策本部との情報連携を図
る計画が多いようです。

　　災害対策基本法上、地域防災計画におい
て定める事項は、災害予防、災害応急、災害
復旧ですが、国においては、｢災害発生直後
からの被災地域の再建・復興を重視した総合
的な対策を推進することが時代のニーズであ
る｣という方針を示していることから、今回の修
正に併せて、新たに災害復興の基本的な方
針を位置づけたところです。

(2) 4-05 　大きな災害が発生した場合、復興対象地区
となる住民は、①移住、②復興まで別地域で
賃貸入居、又は③復興まで仮設住宅街に居
住のいずれかになる。
　①及び②については、金銭的援助策で済
むが、③はそれなりの政策が必要と考えられ
るため、第4章に仮設住宅の記述が必要では
ないか？

  ご指摘のとおり、倒壊等により住宅を失った
方の住まいを確保するための支援策として、
被災者生活再建支援法に基づく支援金の支
給制度があります（災害復旧・復興計画第2
節）。また、応急仮設住宅を設置（民間賃貸住
宅の居室の借上げを含む。）して直接住まい
を提供することも想定しており、災害後にすみ
やかに実施すべき対策として応急対策計画
（災害応急対策計画第10節）に記載するととも
に、建設用地の確保など予め必要な準備を
災害予防計画第5節に記載しております。

(3) 4-05 　都市復興は、限られた費用と期間で行う必
要があるため、いくつかのパターンで想定復
興モデルを設定しておく必要があります。

　都市復興計画を確実に進めていくために
は、事前の検討が重要と考えますので、今
後、運用マニュアル等の整備に向けて検討を
行っていきます。

１７　感想等 ２件
(1) 全体 　大変分かりやすいので勉強になりました。

(2) 全体 　これだけ細かく防災計画を策定されたことに
対して、敬意を表します。
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