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平成 26 年度札幌市防災会議 議事録 

 

１ 日時  平成 27 年 3 月 26 日（木）  午後 2 時 00 分 

２ 場所  京王プラザホテル札幌２階「エミネンスＡ」 

３ 出席委員  53 名（遅参 1 名） 欠席 12 名 

４ 議事等 

１ 議案第１号 札幌市地域防災計画の修正について 

２ 議案第２号 指定緊急避難場所の見直しについて 

３ 議案第３号 札幌市水防計画の修正について 

４ 報告第１号 札幌市避難勧告等の判断・伝達マニュアルの改正について 

５ 報告第２号 札幌市９．１１豪雨対応検証について 

５ 議事内容 

●危機管理対策課長  

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 26 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村井

と申します。よろしくお願いいたします。 

当会議は、「札幌市防災会議運営規定」第５条に基づき、会議の成立には過半数の委

員出席が必要となりますが、委員総数６５名に対しまして、５２名のご出席をいただ

いておりますので、本会議は有効に成立しておりますことを、ご報告申し上げます。 

開会にあたりまして、札幌市防災会議の会長であります上田文雄札幌市長からご挨

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。 

 「札幌市防災会議」の開催にあたりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

日ごろから、委員の皆様方には様々なお立場から札幌市の防災行政に対しまして、

格別なるご理解とご協力をいただいておりますことに、この場をお借りしまして御礼

を申し上げます。 

また、本日は年度末のお忙しい中、このようにご出席を賜りましたこと心から感謝

申し上げる次第であります。 

今年度を振り返りますと、日本各地では、異常気象に伴う豪雨、またそれによる土

砂災害や洪水が多発しており、昨年８月には、広島市で土石流等により７４人が、ま

た、礼文町で崖崩れにより２名の尊い命が犠牲となっております。 

このような状況の中、札幌市におきましても、９月１１日未明に、数十年に一度の
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規模の際に発表される「大雨特別警報」が、道内で初めて発表される事態となり、こ

れに対処するため、昭和５６年８月以来、３３年ぶりとなる札幌市災害対策本部を設

置し、避難勧告の発令や避難場所の開設など市民の方の安全を確保するための対応を

行ったところです。 

自然災害による被害を軽減するためには、これまで以上に、市民の皆さま、関係機

関の皆さまがそれぞれの立場で、それぞれの役割を担いながら、自助・共助・公助が

一体となった取り組みを進めていかなければならないと考えています。 

本日、お集まりの皆さまには、引続き、本市における防災の取組みにご協力くださ

いますようよろしくお願いいたします。 

本日の防災会議では、地震、風水害、原子力災害対策などの「地域防災計画の修正」

や、「水防計画の修正」の議案を提出しております。また、昨年９月１１日の豪雨に伴

う対応状況の検証結果の報告などを予定しておりますので、委員の皆さまには忌憚の

ないご意見をいただき、札幌市の防災体制の充実と防災情報の共有化が図られますこ

とを心から期待しまして、開会にあたってのご挨拶とさせていただきます。 

●危機管理対策課長  

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、出席者名簿のほか、資料１の１、１の２、１の

３、資料２、資料３の１、３の２、資料４、資料５の１、資料５の２と、それと大雨

に備えた避難ガイドでございます。 

資料の不足等がございましたら、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。 

●危機管理対策課長 

 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。よろしくお願いします。 

 ●議長  

それでは、議事を進めさせていただきます。本日の会議は、議案３件と報告２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いたします。 

では、議案第１号「札幌市地域防災計画の修正について」、事務局から説明願います。 

●危機管理対策部長 

 危機管理対策部長の小笠原でございます。 

  資料としましては、資料１の１から資料１の３をご用意しております。 

資料１の１をご覧ください。１の地震災害対策編について、でございます。 

（１）の避難行動要支援者名簿に関する事項の追加についてです。 
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平成 25 年６月に災害対策基本法が改正され、災害時の避難に特に支援を要する方たち

の名簿の作成が市長の義務と規定されました。 

同年８月に内閣府が定めた取組指針においては、これを制度として運用していくに

あたり、まず、避難支援についての全体的な考え方等を定めた全体計画を整理し、地

域防災計画に重要事項を定めることとなっております。したがいまして、全体計画で

ある「札幌市災害時要援護者避難支援ガイドライン」の改定案を踏まえ、図の赤枠に

示す重要事項を地域防災計画に追加するものでございます。 

ここで、ガイドラインの改定案についてご説明いたします。資料１の３「札幌市災

害時要援護者避難支援ガイドラインの一部改定について」をご覧ください。今回の改

定では、名簿の対象となる方や避難支援に携わる方等を規定する必要があるため、パ

ブリックコメントを実施するとともに、学識経験者、関係機関、関係団体等の多様な

立場からのご意見をいただきながら、ガイドラインの一部を改定し、「札幌市要配慮者

避難支援ガイドライン案」を作成いたしました。 

主な改定内容を説明してまいります。一点目は、これまで、災害時の避難に支援を

必要とする方たちを、「災害時要援護者」としておりましたが、今後は法の規定にあわ

せて、「要配慮者」という名称としていることでございます。 

二点目は、新たに「避難行動要支援者」と「避難支援等関係者」について規定して

いることでございます。 

災害対策基本法では、要配慮者のなかでも特に支援を要する方たちを「避難行動要

支援者」、避難支援の実施に携わる方たちを「避難支援等関係者」としており、具体的

な範囲は各自治体において定めることとされております。ガイドライン案においては、

避難行動要支援者を、要介護の認定を受けている方等、記載の方としております。ま

た、避難支援等関係者を、消防局等の団体としております。 

三点目は、名簿作成及び名簿情報の提供について、新たに規定しているころでござ

います。 

災害対策基本法では、名簿情報を避難支援等関係者に提供する、とされていること

から、ガイドライン案では、名簿情報の提供について、名簿情報の管理方法等を定め

た避難支援等関係者からの申請に基づき、市と避難支援等関係者が協定を締結するこ

ととしております。この協定に基づき、対象となる避難行動要支援者に対して、名簿

情報の提供に関する同意を市が確認し、同意を得られた名簿情報を避難支援等関係者

に提供することとしております。 

  以上が主な改定内容でございます。これを踏まえまして、地域防災計画を修正する

もので、具体的な内容は、資料１の２「新旧対照表」の６ページをご覧ください。こ

こでは、計画に定めが必要となる名簿情報を提供する支援者や、名簿対象者の範囲等
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の事項について追加するものでございます。 

お手数ですが、資料１の１に戻って頂きまして、（２）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、最新の状況に修正す

るもので、新たに１２件を追加するなどを行います。新たに締結した協定の例として

は、建築関連団体との災害時における市有施設の応急修理等に関する協定や北海道産

業廃棄物協会との震災等廃棄物処理の支援に関する協定等でございます。 

（３）のその他の時点・字句修正については、各種対策や数値などの時点修正、庁

内体制の見直しに伴う軽微な修正などでございます。 

ページをめくっていただき、２の風水害対策編でございます。 

（１）の本編と土砂災害対策計画に共通の変更ですが、避難準備情報発令時の市役

所の体制を、災害対策本部体制よりもやや縮小した、緊急災害対策実施本部の体制を

取ることと新たに定めましたので、これに伴い計画中の関係する部分を変更するもの

でございます。 

続いて、（２）の土砂災害対策計画でございます。 

アの土砂災害防止法改正に係る修正事項ですが、法改正により、図１に示すような

河道閉塞や、大規模な地滑りが発生した場合は、国または道が現地調査のうえ、土砂

災害緊急情報を発表することとなりました。図２に過去に国が河道閉塞で発表した被

災想定区域、図３に重大な土砂災害の発生時期の発表事例を示しております。 

このように、国または道が、危険な区域や避難すべきか否かなどを発表する仕組み

になっておりますので、この情報に従って避難情報を出すこととして、計画に位置付

けるものです。 

ページをめくっていただき、３ページの（イ）ですが、昨年１２月の法改正で、地

域防災計画に記載が必要となった事項を、ａの訓練やｂの避難経路のように、計画に

追加するものです。イのその他ですが、昨年９月に定めた避難準備情報の発令基準な

どを計画に追加するものです。 

続いて、３の原子力災害対策編でございます。 

この計画については、平成２５年３月の策定以降、応急活動体制や屋内退避・避難

受入といったそれぞれの項目の具体的な内容について、別途整理を行い、必要な事項

について計画に盛り込むと共に、併せて北海道の計画の動向を踏まえ、修正を行って

きております。昨年７月の防災会議以降、緊急時モニタリングの実施要領と、避難受

入に係る一時滞在場所の運営マニュアルを策定しましたので、今回はこれら２点を受

けての修正でございます。 

  では、１点目の（１）緊急時モニタリング等の実施要領等の策定に伴う修正につい

て、でございます。資料１－２「新旧対照表」の４９ページも併せてご覧ください。 
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まず一つ目ですが、昨年８月までに策定いたしました緊急時モニタリングの実施要

領につきまして、その名称及び名称の後にカッコ書きで測定対象を明記するものです。

併せて当該箇所の項目等についても、所要の字句修正をしております。 

続いて、新旧対照表はめくって５０ページですが、緊急時のモニタリングは緊急事

態のレベルに応じて段階的に行う旨を追加し、併せて、それぞれの要領に定められた       

モニタリングの実施内容を表形式に整理し、新たに掲載するものです。 

２点目は、（２）一時滞在場所運営マニュアルの策定に伴う修正についてでございま

す。泊発電所で事故が発生し、周辺の関係町村の住民が本市に避難する場合には、ま

ず区の体育館等の一時滞在場所で受け入れ、その後ホテル等へ移動することとなって

おります。北海道と関係町村との協議を踏まえ、1 月に一時滞在場所運営マニュアル

を策定したところです。これを受け、新旧対照表の４９ページにあるとおり、マニュ

アルの名称を明記し、同じく５０ページには一時滞在場所の運営は、同マニュアルに

よる旨記載するものです。 

続きまして、資料１－１の４ページ、４の事故災害対策編でございます。 

（１）放射性同位元素等事故対策でございます。新旧対照表は５１、５２ページを

引き続きご覧ください。この計画は、病院や大学などといった教育機関、さらには官

民の研究機関などの施設において、放射性同位元素等が広く利用されていることを踏

まえ、万一の事故により市内において放射線障害が発生した事態等に対処するため、

平成１４年７月に策定されたものです。今回の修正は２点ございます。 

まず、１つ目「札幌市内の放射線取扱施設等の状況をまとめた一覧表の更新」につ

いてでございます。新旧対照表は５１ページになります。 

放射性同位元素等を取扱う施設は、それぞれ放射線障害防止法や医療法等の関係法

令により、原子力規制委員会等の所管官庁へ届け出をすることになっております。こ

れら施設における取扱い状況を把握するため今年１月に調査を行い、その調査結果に

基づき、既存の表を更新するものでございます。なお、所管省庁の告示の変更により、

放射線源の分量ごとに大中小の分類がなくなったことから、表の体裁を変更すること

と併せ、備考２を削除しております。 

２点目は「放射線防護の３原則図を更新」する件でございます。新旧対照表では５

２ページになります。この図面は電気事業連合会の「原子力・エネルギー図面集」の

抜粋でございますが、このたび改訂がございましたので、これに合わせて更新するも

のです。 

  最後に、資料１－１に戻って頂きまして、（２）航空機事故対策でございますが、施

設名などの字句修正等を行うものでございます。 

「札幌市地域防災計画の修正について」の説明は、以上でございます。 
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 ●議長  

ありがとうございました。 

  ただいまの議案 1 号につきまして、ご質問はございませんでしょうか、ご意見でも

結構でございます。   

災害対策基本法の改正などを背景とした追加修正でございます。 

●議長  

ないようでありますので、それでは、議案第１号を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。 

（異議なし） 

●議長  

ありがとうございました。それでは、ご承認いただきましたので、地域防災計画の

修正を進めさせていただきます。 

続きまして、議案第２号「指定緊急避難場所の見直し」について、事務局から説明

願います。 

●危機管理対策部長  

資料２をご覧ください。まず、１の経緯ですが、札幌市では、昨年７月２９日の防

災会議において、災害対策基本法に基づき、災害種別ごとにその危険から緊急に逃れ

るための「指定緊急避難場所」を、洪水、土砂災害など４つの災害を対象として指定

し、地域防災計画に定めたところであります。しかしながら、その直後の８月２０日

に広島市では、大規模な土砂災害により多数の人命が失われ、９月１１日には札幌市

でも、集中豪雨により３３年ぶりの避難勧告を発令する事態となり、床上浸水や道路

損壊などの被害が発生しました。これらの災害から、指定緊急避難場所に係る課題が

２点浮かび上がってまいりました。 

１点目は、「土砂災害警戒区域等より広範囲に土砂災害が発生する恐れがあるため、

警戒区域等に近接した避難場所は安全性が不十分であること」、 

２点目は、「警戒区域や氾濫の恐れがある河川など危険な区域を通る避難ルートは不

適切であること」であります。 

これらの課題を解消すべく検討を行い、このたび、洪水災害と土砂災害に対する指

定緊急避難場所の指定基準と指定箇所の見直しの（案）を取りまとめたところでござ

います。それでは、具体的な変更点についてご説明いたします。１ページ中段、２の

洪水災害に対する指定基準の変更をご覧ください。 

（１）の現行の基準は、浸水想定区域外または浸水深 0.5ｍ未満の浸水想定区域内

に立地していること、又は浸水深 0.5ｍ以上の浸水想定区域内に立地している場合は、

コンクリート造であり、浸水想定よりも上に避難上有効なスペースがあることを要件
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としております。 

（２）の変更点ですが、河川方向への避難は不適切であることから、①の図のよう

に、当該施設よりも河川側に避難が必要な居住エリアがなく、浸水深 0.5ｍ以上の浸

水想定区域内に存在する施設について指定しないことができるよう規定するものであ

ります。また、②の図のように、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、土砂災

害危険箇所や氾濫の恐れがある河川横断箇所など危険な区域を通らなければ到達でき

ない施設についても、避難ルートとして不適切であることから、指定しないことがで

きるよう規定するものであります。 

ページをめくって頂きまして、３の土砂災害に対する指定基準の変更についてであ

ります。現行の基準は、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、土砂災害危険箇

所の区域外に立地していることを要件としておりますが、これに加えて、①の図のよ

うに、土砂災害警戒区域等に近接していないことを要件として規定するものでありま

す。ただし、徒歩避難可能範囲の２ｋｍ以内に、他の指定緊急避難場所が存在しない

場合には、危険から緊急に逃れるための施設であることを鑑みて、当該施設の安全部

分、例えば校舎部分であるとかを限定して指定することができることといたします。 

また、②の図のように、土砂災害警戒区域や氾濫の恐れがある河川横断箇所などの危

険な区域を通らずに到達できることを要件として規定するものであります。これにつ

いても、徒歩避難可能範囲の２ｋｍ以内に、他の指定緊急避難場所が存在しない場合

には、「危険区域に近接しているため、避難経路および周辺状況に注意すること」など

といった条件を付すことにより、指定することができることといたします。 

次のページの４については、ここまでご説明した改正点を基準として表したもので

あります。消し線部分は、旧指定基準から削除する部分、アンダーライン部分は、追

加する部分となっております。 

続きまして、５ページをご覧ください。今回の基準変更に伴う洪水災害に対する指

定緊急避難場所の見直し箇所でありますが、除外する条件に基づき旭小学校と澄川西

小学校の２か所を指定解除とします。併せて、道路上等の局所的な浸水で避難者が発

生する恐れが無い箇所を精査いたしまして、ご覧の１１か所を指定対象外といたしま

す。この結果、区別の指定箇所は一番下の表のとおり、全市では 216 か所の指定とな

ります。 

ページをめくって頂き、６ページをご覧ください。土砂災害に対する指定緊急避難

場所の見直し箇所でありますが、清田中学校など５か所については、今回追加した指

定基準を満たさないことから、指定を解除いたします。また、真ん中の表の７か所に

ついては、徒歩避難可能範囲の２ｋｍ以内に、他の指定緊急避難場所が存在しないこ

とから、それぞれ条件を付して指定を継続することといたします。この結果、区別の
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指定箇所は下の表のとおり、全市では 144 か所の指定となります。 

最後に、７ページをご覧ください。指定基準の見直しとは別になりますが、耐震工

事完了による地震災害に対する指定緊急避難場所の追加箇所であります。ご覧の 23

か所が追加指定となりまして、全市合計で 296 か所となります。 

説明は以上です。 

●議長  

ありがとうございます。機械的な指定緊急避難場所ではなく現実に対応する危険な

避難経路等を精査して、このような体制に修正するということですが、只今の説明に

対しまして、ご質問・ご意見等はございませんか。 

●議長  

ないようでありますので、議案第２号を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。 

（異議なし） 

●議長  

ありがとうございました。それでは、議案第２号は承認されました。 

続きまして、議案第３号「札幌市水防計画の修正について」、事務局から説明願いま

す。 

●危機管理対策部長  

札幌市水防計画の修正についてですが、水防計画とは水防法第３３条に基づき、札

幌市が定める計画で、変更する際は防災会議に諮らなければならないと定められてい

るものです。資料は、資料３の１と資料３の２の２つでございますが、３の２の新旧

対照表は必要に応じてご覧ください。 

資料３の１をご覧ください。 

１の避難準備情報発令時の配備体制などの追加は、地域防災計画と同様ですので、

説明は省略します。 

２の河川管理者の基準水位見直しによる修正は、一部河川について、避難勧告等の

判断基準となる避難判断水位や氾濫危険水位について河川管理者が本年４月に見直す

予定であるため、これについて修正するものです。 

３のその他時点修正等についてですが、（１）の地下街等の地下施設については、洪

水時、利用者の円滑かつ迅速な避難を確保し、浸水の防止を図ることのできるよう、

水防法第 15 条に基づき、浸水想定区域内の地下街やその接続ビル等の所在地と名称を

本計画の資料編において定めております。来年度中に竣工が見込まれる接続ビルを３

棟追加するとともに、一部ビルの名称変更を行います。（２）については、ご覧のとお

りに、避難情報の伝達方法に緊急速報メールを追加するものです。 
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説明については以上です。 

●議長  

ありがとうございます。只今の説明に対しまして、ご質問・ご意見等はございませ

んか。 

 ないようでありますので、議案第３号を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。 

 （異議なし） 

●議長  

ありがとうございました。それでは、ご承認いただきましたので、水防計画の修正

を進めさせていただきます。 

 これをもちまして議案審議を終わります。 

続きまして、報告第１号「札幌市避難勧告等の判断・伝達マニュアルの改正につい

て」、事務局から説明願います。 

●計画担当課長  

計画担当課長の佐々木でございます。私から説明させていただきます。 

資料４をご覧ください。 

このマニュアルは、洪水や土砂災害のおそれがある際に避難勧告等をどのように出

すかについて定めた職員用のマニュアルで、洪水編は平成 20 年に、土砂災害編は平成

21 年に作成しております。 

１の背景についてですが、昨年４月に内閣府が定める「避難勧告等の判断・伝達マ

ニュアル作成ガイドライン」が改正され、避難勧告等の発令基準が具体的に例示され

ましたので、これに沿った基準修正を行ったものです。 

また、昨年９月に避難勧告を発令しましたが、土砂災害では連合町内会単位として

いたため、分かりづらい方がいたなどの課題が明らかとなりましたので、修正を行っ

たものです。 

２の主な改正点について、でございます。 

（１）のアですが、洪水編と土砂災害編に共通事項で、避難勧告の発令単位と緊急

速報メールでの表記方法の変更です。昨年９月は土砂災害については、マニュアルに

従って連合町内会単位で土砂災害の危険区域に対し避難を呼びかけましたが、住民の

方々からは住所と連合町内会の名称が違うため分かりづらいなどの意見が寄せられま

した。また、洪水と土砂災害で区域の示し方が違うのは問題との指摘もありました。 

こうしたことから、表の上の土砂災害については、図１で示している、北海道の土

砂災害警戒情報システムで示される土砂災害の危険性が高くなった赤色のメッシュを

避難勧告等の対象とし、このメッシュ内の土砂災害危険箇所等の住所に発令すること



10 

 

とします。例えば、これまでは「藻岩地区町内会連合会」に発令していたものを、具

体的な住所として「川沿２条３丁目」のように発令するものです。緊急速報メールで

の伝達では、１通 200 文字までの制限がありますので、「町名」で表記して送信するこ

ととします。ここで、町名とは、例えば川沿２条３丁目は「川沿」と表すものです。 

ただし、広範囲な区域に避難勧告を出さなければならない切迫した状況においては、

従前と同様に連合町内会単位の発令もできるものとします。 

次に、表の下側の洪水についてですが、従前は月寒川のような水位周知河川の発令

範囲や緊急速報メールの表記方法については、具体的な定めがありませんでした。今

回の改正では、豊平川などの洪水予報河川、及び水位周知河川の両方について、床上

浸水が想定される浸水深 50cm 以上の区域の住所で発令することとし、緊急速報メール

での伝達にあたっては町名を原則として用いることとします。いずれの場合におきま

しても、表の下の※印にあるように、詳細な住所については、テレビやホームページ

でお知らせします。 

ページをめくって下さい。（２）の洪水編のアの洪水予報河川の避難勧告等の発令水

位の変更でございます。図２の上の図をご覧ください。洪水予報河川については、左

側の赤枠で囲っているとおり、避難準備情報と避難勧告の発令について市独自の水位

基準を定めておりました。昨年の内閣府のガイドライン改正では、洪水の避難勧告等

は、河川管理者が定める「避難判断水位」や「氾濫危険水位」等により行う旨が示さ

れました。これに沿って、下の図のように、避難勧告等の発令水位を変更いたしまし

た。なお、先ほど水防計画の修正で説明いたしましたとおり、一部の河川については

基準水位が変更になりますので、これを反映しております。 

３ページをご覧ください。イの水位周知河川における避難勧告等の発令水位の設定

についてです。これまでは具体的な基準をこの河川では定めておりませんでしたが、

今後は図３のとおり、河川管理者の定める水位で、避難勧告等の基準を定めました。 

次に、ウの避難対象区域の取扱の設定です。 

従前は、河川管理者が想定する浸水想定区域のうち、床上浸水が想定される区域全

体に一度に発令することとしておりました。しかし、河川から遠い地域では、氾濫し

てからでも十分避難できますので、早めの避難勧告は住民にとって負担であると考え

られます。このため、河川の氾濫前後で避難すべき区域を分けることとしました。例

として月寒川の区域を図４、５に示しております。河川の氾濫前は、図４のように、

浸水想定区域のうち氾濫後２時間以内に洪水が到達する区域に発令するものです。 

河川が氾濫した後は、図５のとおり浸水想定区域全体に発令するものです。 

続きまして、４ページをご覧ください。（３）土砂災害対策編です。 

アの避難勧告等の判断基準の変更ですが、昨年７月のこの会議で報告した基準を昨
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年の９月１日から運用しておりますので、マニュアルにも記載するものです。 

説明は以上です。 

●議長  

ありがとうございました。 

只今の報告につきまして、ご質問・ご意見等はございませんか。 

9 月 11 日はだいぶ混乱したこともございまして、もう少しきめ細かく勧告すべきと

いうことや、町内会と連合町内会が一致しないことなどを踏まえまして、この様に改

正するものです。 

他にご発言がないようですので、続きまして、報告第２号「札幌市９．１１豪雨対

応検証について」報告を受けたいと思います。事務局から説明願います。 

●危機管理対策課長  

危機管理対策課長の村井です。報告２の札幌市９.11 豪雨対応検証について説明い

たします。 

 昨年 9 月 11 日の豪雨で、札幌市として 33 年ぶり災害対策本部を設置し対応しまし

た。幸いにも人的被害は発生しませんでしたが、避難場所開設の遅れ、市民等への不

十分な情報提供、職員の参集遅れ等の課題が散見されました。このため、この経験を

無駄にすることなく、次に活かすという観点から検証を行い、有識者からの助言もい

ただきながら対応策を検討し、今回、報告書としてとりまとめたところです。 

資料５－２が報告書ですが、資料５－１の概要をまとめた資料で説明いたしますので、

そちらをご覧ください。報告書は全体で５章構成となっています。 

第１章は、検証の目的と手順となります。検証の手順は、図のとおり、「市民アンケ

ート調査、市民の声、報道機関の指摘」の市民に関すること、「各局区の対応状況調査

及び関係機関からの意見」の災害対策本部に関することを基に、問題点を集約、課題

を抽出し、対応策を検討しました。また、検証にあたり、有識者会議を設置し、意見、

助言等をいただいています。 

第２章は９月 11 日当日の気象や被害の状況、第３章は、市民アンケート調査の概要

と結果となります。市民アンケート調査は、市民が避難情報をどう受け止め、どのよ

うに行動したかの実態を把握するために実施したもので、東京大学と本市の共同研究

として行いました。第４章は、有識者会議の概要となります。３名の学識経験者を委

員とした会議を設置し、客観的かつ専門的な意見、助言等をいただいています。 

２ページをご覧ください。第５章は、問題点の集約・課題と対応策となります。７項

目に整理して対応策を検討しており、項目の１から３までが、市民に特に影響のある

ものとしてまとめています。５５の対応策のうち４０項目がすでに実施済み、又は短

期で結論を出すことが可能な取組みで、１５項目は、予算、人員、関係機関との調整
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などにより中長期的に検討していく対策となっています。この中ではマル済み、マル

短、マル中と表記しています。 

対応策の網掛け部分について、「主な対応策」として次ページで説明いたします。３

ページをご覧ください。 

まず、「避難場所について」ですが、避難場所となる小中学校の校長先生や教頭先生

が未到着の場合でも区職員が開錠できるように、区役所にスペアーキーを保管するこ

とについて検討いたします。暗証番号キーの設置は、例えば体育館入口に暗証番号を

打ち込みドアを開ける装置を付けて、駆けつけた人がそこに書かれた連絡先、例えば、

災害対策本などに電話し、暗証番号を聞いて開錠する仕組みを検討するものです。 

次に、「緊急速報メールについて」です。「発信範囲の検討」については、区単位で

の発信を求める声もあり、検討いたしました。当面は全市で発信することとして整理

しており、理由は囲みの中に挙げています。例えば、南区に避難勧告が出され、南区

だけに発信するとなると、中央区に仕事に出ていて、そこから帰宅しようとしても危

険なことに気付かないことも考えられることなどから、全市域としています。次の「対

象区域の緊急速報メールでの表記の見直し」は、先ほどの「避難勧告等の判断・伝達

マニュアルの改正について」の説明の中で触れていますので省略させていただきます。 

４ページをご覧ください。「市民等への情報伝達について」ですが、「要配慮者利用施

設への情報連絡体制」については、9 月 11 日当日は、区から施設への連絡が混乱の中

で上手くできなかったことから、一斉に送信できるＦＡＸの導入などで、情報連絡を

迅速に行えるよう検討するものです。 

次に「避難場所情報等の市民周知」ですが、広報さっぽろ４月号に冊子「大雨に備

えた避難ガイド」をとじ込み、配布する予定です。主な内容は、避難勧告等の意味の

解説、立ち退き避難、垂直避難の啓発、避難場所に一覧、自分の取るべき行動を書き

込む「わが家の避難メモ」となっています。お手元に用意しておりますので参考にご

確認ください。 

次に「訓練・研修について」ですが、「市災対本部訓練の実施サイクルの見直し」と

いうことで、現在、５年に１回実施しているものを毎年１回に変更するものです。ま

た、報道機関の参加も含め内容の充実を検討します。 

次の「区災害対策本部訓練」は、各区で毎年１回、訓練計画を立て実施する独自訓練

に変更するものです。このほか、日常的訓練の実施や異動時期に合わせ連絡訓練など

も推進したいと考えています。 

 以上が、主な対応策の詳細ですが、今後、これらの対応策や訓練等の取組について

は、継続的に見直し札幌市全体の災害対応力の向上に取組んでまいりたいと考えてい

ます。 
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札幌市９.11 豪雨対応検証については以上です。 

●議長  

ありがとうございました。只今の報告につきまして、9 月 11 日、様々な機関の方々

が大変苦労されたと思います。気象台にもたくさん問合せがあったと思いますので、

その経験を踏まえまして、気象台さんから何かございませんでしょうか？ 

 ●気象防災部長  

札幌管区気象台の室井と申します。 

  昨年９月１１日未明、局地的な大雨の発生により気象台と北海道は共同で、札幌市

に土砂災害警戒情報を発表しました。また当日は石狩・空知・胆振地方に北海道では

じめてとなる大雨特別警報も発表しております。 

当日は、北海道の西海上に低気圧が停滞し、上空に強い寒気が流入しました。この

ため大気の状態が非常に不安定となり、強い雨をもたらす線状降水帯が発生し、札幌

市内でもこれまでに経験したことがないような局地的な大雨となりました。  

今回、札幌市が土砂災害警戒情報や気象情報を積極的に活用し、迅速に避難勧告を

発令したことは、人的・物的被害の抑制に大変効果的で、最善の対応であったと気象

台としては考えております。 

近年、局地的大雨による災害が全国各地で発生しており、昨年は広島で大規模な土

砂災害、また北海道の礼文島でも土砂災害が発生し、尊い人命が失われました。札幌

市内において今回は幸い人命に係るような大きな被害はありませんでしたが、南区か

ら支笏湖方面にかけての大雨がもしも市内中心部で降っていたら大変な大災害になっ

ていた可能性も否定できません。気象庁が今年度とりまとめた最新の異常気象レポー

トでも、地球温暖化の影響により今後、局地的大雨の頻度が増加することが懸念され

ているところです。地域防災力の強化や、地球温暖化の適応策や緩和策の検討が急務

になっていると考えております。 

気象台といたしましても今後、大雨などによる災害が予測されるような場合は危機

感を迅速に共有できるよう、防災気象情報の改善に取り組んでいくとともに、災害時

には気象台の職員を災害対策本部へ派遣するなど札幌市の防災対策の取り組みにも引

き続きご協力をさせていただきたいと考えております。 

以上でございます。 

 ●議長  

ありがとうございました。いま、お話がございましたようにちょっとずれていれば、

こんなものでは済まなかったもので、本当に危機的な状況にあったのは間違いのない

ものでございます。それぞれ市民の皆様方への情報提供は大変大事なことで、報道機

関の皆さんから今回の災害に対しましてご苦労された点とか、今後このようにしたら
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良いとか、何かご意見がございませんでしょうか。 

  ＵＨＢさんですね。どうぞお願いします。 

 ●北海道文化放送報道部長 

  北海道文化放送の報道部長の渡辺と申します。9.11 の際は、最初に土砂災害警戒情

報で私たちはスタートしたところでございまして、ただ、その一方で市が発信しまし

た緊急速報メールで事態を知るというスタッフもおりまして、非常に有用なツールで

あったと考えています。 

いまも市長のお話がありましたが、ちょっと間違えて移動すればそのエリアはいろ

いろなところに移動していく危険性があったわけですから、ある程度広い範囲も必要

だったと感じております。 

いまこの中で報道との連携の項目の解説が挙げられておりますが、私たち報道機関

も放送局の使命としまして、災害報道に忠実というものが求められております。私達

も色々自治体の皆さまに取材をするわけですが、そのときは皆さんてんやわんやな状

態で大変だと思いますが、私たちとしましては、警察、消防、自治体の皆さんの災害

情報を伝えて行くことで、実際にその自治体がどのように切迫した状況なのかという

のをお知らせするという意味で、市民の皆さまに伝えて行きたいという思いもしてお

りますので、これからも引き続き取材をしながら、市民に的確な情報を出して行きた

いと考えております。 

それからもう一点、今のいろいろな報告を聞いて思うことなのですが、札幌市では

避難準備情報という形ではあるかと思うんですが、さらに一歩進めた形の予防的避難

という観点で議論を深めていくことはできないかという思いもしております。予防的

避難というのは、家の中に避難する必要がある場合、特に高齢者など確実に避難して

もらうためには、夕方などの早目な段階からの避難の呼びかけが必要になってくるの

ではないかと思っています。 

雨が降ってきて、夜暗くなって来て、果たして足場が安全なのかというのがわから

ない、どうするのか。実際に熊本県では 2013 年 6 月の九州北部豪雨の教訓に対して、

阿蘇市ですとか南阿蘇などではモデル事業として展開しております。夕刻に気象台と

か、県とか、市町村が連絡調整をして決定して、空振りを恐れずに危険が切迫する前

に早めに避難を呼びかけるということです。もちろんメディアのほうも、どこどこの

市では避難所が開設され、近くの住民は避難を開始していますというニュースを流し

ているという報告も聞いております。もちろんこのようなことを実施することには、

さまざまな調整が必要ですし、ハードルがそれなりに高いだろうなと想像できます。

しかし、市民の財産、生命を守るという観点から、こういったことも議論してはいか

がなものかと考えます。 
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実際に 9.11 の際には突然の雨ということで、ある程度不意を突かれたという側面も

あったと思いますが、昨年 12 月半ばに道東を中心に襲った数年に一度の暴風雪でした

が、この際には、気象台から事前のレクチャーを数回いただきまして、私どもにも気

象予報士のスタッフがおりまして、これが非常に有効だったという声がありました。

視聴者に数日前から呼びかけることができまして、事前の備えができたのではないか

と思っております。 

そのような観点からも、あらかじめの対策というのも視点のなかに入れてあったの

かと思います。 

 ●議長  

ありがとうございました。大変有益なご意見をいただきました。 

避難勧告あるいは避難指示、さらには避難準備情報など、色々ございまして、この

指示なり勧告と言うものが、どういう内容なのかという事についての、共通理解と言

うものが十分ではなかったのではないかと思われるところもたくさんございまして、

お手元にございますパンフレットの避難ガイドの文章中にも、勧告とはどう言うもの

なのかという事も含めて解説させていただいているところであります。 

ただいまの渡辺委員のお話にもありましたように、予防的な避難ということも、避

難行動要支援者名簿と言うものを作るという状況の中で、まさに支援が必要な方々に

対しては、あらかじめ気象台等から情報を頂戴して、できることをやっておくという

事も十分検討されなければならないのではないかと、そんな風に今のお話をお伺いし

ながら思ったところでございます。 

引き続き、外部のご提案を含めまして危機管理対策室の方で検討を進めさせていた

だきたい、このように思いますので、その際にはまた委員の皆様方からご意見を頂戴

できればと思っているところでございます。 

その他に９．１１に関しての報告に対しまして、ご質問あるいはご意見ございませ

んでしょうか。それ以外でも、全体を通して何かございませんでしょうか。 

 

無ければこれで終了させていただきたいと思います。 

ありがとうございました。本日は皆さまお忙しいところご出席いただきましてご審

議いただきましたことを心から感謝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様方との連携を強化し災害に強い安全で安心のまち

づくりを進めて参りますので、委員の皆様方に置かれましては引き続きご支援とご協

力を賜りますように心からお願い申し上げたいと思います。 

本日は誠にありがとうございました。 
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●危機管理対策課長  

それでは、以上をもちまして、平成２６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。 


