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１ 指定緊急避難場所の見直しの経緯 

札幌市では、平成２６年７月２９日に災害対策基本法に基づき、異常な現象の種類ごと

に当該災害の危険から緊急に逃れるための「指定緊急避難場所」の指定を行ったが、その

直後の８月２０日の広島市における土砂災害、９月１１日の本市における豪雨の教訓によ

り、以下のような指定緊急避難場所の課題が浮かび上がった。 

① 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、土砂災害警戒

区域等に近接した避難場所は安全性が不十分。 

② 土砂災害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。 

これらの課題の解消に向け、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

を改正し、指定箇所の見直しを行うものである。 

 

２ 洪水災害に対する指定基準の変更 

（1）現行の基準 

① 安全区域（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。 

② 安全区域外（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。 

（2）変更点 

以下の条件に該当する施設については指定しないことができるよう規定。 

① 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、安全区域外（浸水深 0.5m

以上の浸水想定区域内）に存在する施設 

 
② 危険な区域（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）を通らなければ到達できない施設 
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３ 土砂災害に対する指定基準の変更 

（1）現行の基準 

安全区域(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。 

（2）変更点 

従来の基準に加えて、新たに以下の条件を規定する。 

① 安全区域外（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）に近接

していないこと。 

 

※ ただし、当該施設の他に徒歩避難可能範囲の２ｋｍ（半径 2,000／1.5≒1,333m）以

内に、指定緊急避難場所が存在しない場合は、施設の安全部分を限定して指定すること

ができる。 

 

② 危険な区域（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）を通らずに到達できること。 

 

※ ただし、当該施設の他に徒歩避難可能範囲の２ｋｍ（半径 2,000／1.5≒1,333m）以内

に、指定緊急避難場所が存在しない場合は、「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」等の条件を付すことにより指定することができる。 
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４ 指定緊急避難場所の指定基準（改正案） 

※消し線は削除、アンダーラインは追加。 

災害の種類 指定基準 

洪水災害 １ 洪水発生時の気象状況（大雨、台風等）に対応するため、室内に滞在

できること  

２ 洪水が切迫した状況において、速やかに、被災者の受け入れができる

よう以下の管理体制を有すること 

(1) 市職員等による開設が可能であること 

(2) 施設管理者が鍵を管理し、緊急時に開錠が可能であること 

３ 安全区域（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。ただし、安全区域外（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、以下の構造条件をすべて満たすこと 

(1) 河川はん濫に対して安全な構造であること 

ア コンクリート造であること 

(2) 浸水想定よりも上に避難上有効なスペースがあること 

ア 浸水深 0.5m 以上 3.0m 未満の場合は 2 階以上 

イ 浸水深 3.0m 以上 5.5m 未満の場合は 3 階以上 

ウ 浸水深 5.5m 以上の場合は 4 階以上 

４ 上記３を満たす場合でも、以下に該当する施設は指定しないことがで

きる。 

(1) 当該施設よりも氾濫の恐れがある河川側に避難が必要な居住区域 

がなく、安全区域外に存在する施設 

(2) 危険な区域（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）を通らなければ到達

できない施設 

土砂災害 １ 土砂災害発生時の気象状況（大雨、台風等）に対応するため、室内に

滞在できること  

２ 土砂災害が切迫した状況において、速やかに、被災者の受け入れがで

きるよう以下の管理体制を有すること 

(1) 市職員等による開設が可能であること 

(2) 施設管理者が鍵を管理し、緊急時に開錠が可能であること 

３ 安全区域(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。ただし、安全区域外に立地してい

る場合は、土砂災害防止法第 23 条、建築基準法施行令第 80 条の 3 及び

国土交通省告示第 383 号で定められている構造基準を満たすこと。 

３ 下記の全てを満たすこと 

(1) 安全区域(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 

(2) 安全区域外（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）に近接していないこと 

(3) 危険な区域（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）を通らずに到達でき

ること 

４ ３の規定にかかわらず、当該施設の他に徒歩避難可能範囲の 2ｋｍ（半
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径 2,000／1.5≒1,333m）以内に、指定緊急避難場所が存在しない場合は、

下記の条件を満たすことにより、指定することができる。 

(1) 土砂災害特別警戒区域に立地している施設を指定する場合は、土砂

災害防止法第 23 条、建築基準法施行令第 80 条の 3 及び国土交通省告

示第 383 号で定められている構造基準を満たすこと 

(2) 安全区域外（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）に近接する施設を指定する場合は、避難場所として安全な

箇所に限定するものとする。 

(3) 危険な区域（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）を通らなければ到達

できない施設を指定する場合は、避難経路、避難時の留意事項等の条

件を付すものとする。 
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５ 洪水災害に対する指定緊急避難場所の見直し箇所 

 

� 以下に示す 2 か所を指定解除する。 

施設名 区名 住所 

旭小学校 豊平 水車町 3 丁目 1-22 

澄川西小学校 南 澄川 2条 5丁目 7-2 

 

� 道路上等の局所的な浸水箇所を精査し、11 か所を指定対象外とする。 

施設名 区名 住所 

桑園小学校 中央 北 8条西 17 丁目 

日新小学校 中央 北 8条西 25 丁目 2-1 

啓明中学校 中央 南 9条西 22 丁目 2-1 

円山小学校 中央 北 1条西 25 丁目 1-8 

向陵中学校 中央 北 4条西 28 丁目 1-30 

宮の森小学校 中央 宮の森 4条 6 丁目 1-1 

苗穂小学校 東 北 9条東 13 丁目 1-1 

藻岩北小学校 南 川沿 2条 3丁目 7-1 

石山東小学校 南 石山東 5 丁目 6-1 

陵北中学校 西 二十四軒 2条 3丁目 1-23 

二十四軒小学校 西 二十四軒 2条 3丁目 1-37 

 

� 区別指定箇所数（洪水災害に対する指定緊急避難場所） 

区名 箇所数（当初） 箇所数（見直し後） 

中央 17 11 

北 31 31 

東 20 19 

白石 31 31 

厚別 23 23 

豊平 32 31 

清田 19 19 

南 28 25 

西 7 5 

手稲 21 21 

合計 229 216 
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６ 土砂災害に対する指定緊急避難場所の見直し箇所 

 

� 以下に示す 5 か所を指定解除する。 

施設名 区名 住所 

清田中学校 清田 清田 3条 3丁目 7-1 

駒岡小学校 南 真駒内 143 番地 

簾舞中学校 南 簾舞 3条 3丁目 3-33 

福井野中学校 西 福井 6丁目 12-10 

宮の丘中学校 西 西野 3条 10 丁目 9-1 

 

� 以下に示す 7 か所は条件付きで指定を継続する。 

施設名 区名 住所 指定条件 

大倉山小学校 中央 宮の森 3条 13 丁目 6-20 

･体育館以外の校舎を指定 

･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 

宮の森中学校 中央 宮の森 1条 16 丁目 5-1 
･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 

澄川小学校 南 澄川 5条 4丁目 1-1 
･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 

澄川中学校 南 澄川 6条 6丁目 1-10 
･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 

定山渓中学校 南 定山渓温泉西 1丁目 31 
･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 

手稲宮丘小学校 西 宮の沢 3条 2 丁目 1-1 
･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 

稲穂小学校 手稲 稲穂 4条 5丁目 12-5 

･多目的ラウンジから西側の校舎を指定 

･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 

 

� 区別指定箇所数（土砂災害に対する指定緊急避難場所） 

区名 箇所数（当初） 箇所数（見直し後） 

中央 15 15 

北 0 0 

東 0 0 

白石 2 2 

厚別 20 20 

豊平 27 27 

清田 22 21 

南 32 30 

西 19 17 

手稲 12 12 

合計 149 144 
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７ 地震災害に対する指定緊急避難場所の追加箇所 

� 耐震化工事の完了により、23 か所を追加指定する。 

施設名 区名 住所 

日新小学校 中央 北 8条西 25 丁目 2-1 

三角山小学校 中央 宮の森 4条 11 丁目 4-1 

北陽小学校 北 北 31 条西 9丁目 2-1 

新琴似南小学校 北 新琴似 1条 3丁目 1-1 

光陽中学校 北 新琴似 4条 11 丁目 7-1 

新琴似緑小学校 北 新琴似 10 条 11 丁目 5-1 

屯田中央中学校 北 屯田 6条 8丁目 1-1 

美香保小学校 東 北 18 条東 6丁目 1-10 

元町中学校 東 北 28 条東 20 丁目 1-1 

上白石小学校 白石 菊水上町 1条 3丁目 52 

北都中学校 白石 川下 749 番地 56 

小野幌小学校 厚別 厚別東 2条 4丁目 5-1 

上野幌小学校 厚別 厚別南 7丁目 9-1 

厚別区体育館 厚別 厚別中央 2条 5丁目 1-20 

西岡中学校 豊平 西岡 3条 12 丁目 1-1 

西岡南小学校 豊平 西岡 4条 12 丁目 7-1 

東月寒中学校 豊平 月寒東 3条 18 丁目 1-72 

有明小学校 清田 有明 141-2 

北野台小学校 清田 北野 4条 5丁目 4-80 

駒岡小学校 南 真駒内 143 番地 

西野小学校 西 西野 8条 4丁目 4-1 

前田北小学校 手稲 前田 10 条 18 丁目 4-1 

稲陵中学校 手稲 曙 7条 2丁目 6-50 

 

� 区別指定箇所数（地震災害に対する指定緊急避難場所） 

区名 箇所数（当初） 箇所数（追加後） 

中央 20 22 

北 34 39 

東 36 38 

白石 29 31 

厚別 21 24 

豊平 29 32 

清田 21 23 

南 30 31 

西 28 29 

手稲 25 27 

合計 273 296 

 


