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平成平成平成平成 25252525 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 26 年３月 14 日（金）  午後 2 時 00 分 

２ 場所  札幌グランドホテル２階「金枝の間」 

３ 出席委員  49 名（遅参０名） 欠席 15 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 札幌市水防計画の修正について 

３ 報告第１号 指定緊急避難場所等の指定について 

４ 報告第２号 札幌市災害時要援護者避難支援ガイドラインの改定について 

５ 議事内容 

●村井課長 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 25 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。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６４名中４９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。 

それでは、会長であります上田文雄 札幌市長より、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、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。 

日ごろから、皆様方には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い

ただき、この場をお借りしまして感謝を申し上げます。 

さて、１万８千人以上の死者を出した東日本大震災から今月 11 日で３年が経ちまし

たが、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、様々な課題が山積し、復興の歩みは思うように進んでいないのが現状で

す。 

この未曾有の大震災の教訓を生かし、災害への備えにつなげていくことが、市民の

生命・財産を災害から守る自治体としての責務であると考えているところです。 

昨年１０月、札幌市では、人口の減少と高齢化が進むこれから１０年間のまちづく

りの指針であります「札幌市まちづくり戦略ビジョン」を策定しました。 

このビジョンにおける防災分野の項目には、「災害に備えた地域防災体制づくり」と

して、東日本大震災の教訓や積雪寒冷地としての課題も踏まえ、避難場所の環境整備
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の推進や、共助に基づく災害時要援護者対策の強化など、実践的な地域防災体制づく

りを進めることとしております。 

今後とも札幌市の防災力がより強固なものとなりますよう、皆さま方のご協力をよ

ろしくお願いいたします。 

本日の会議ですが、国におきまして、東日本大震災の教訓を生かした災害対策法制

の大幅な改正がなされていることから、法改正等に伴う「札幌市地域防災計画の修正」

及び「札幌市水防計画の修正」を議案として提出させていただいております。 

皆さま方におかれましては、自由闊達なご議論をいただき、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。 

●村井課長 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の１、１の２、資料２

の１、２の２、資料３、資料４でございます。 

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。 

●村井課長 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

ろしくお願いいたします。 

●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２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。 

●小笠原部長 危機管理対策部長の小笠原でございます。 

議案第１号の「札幌市地域防災計画の修正」について、ご説明させていただきます。 

資料としましては、資料１の１と資料１の２となりますが、資料１の１により、説

明いたします。資料１の２は新旧対照表でございますので、後程、ご確認いただきま

すようお願いいたします。 

まず、１の各災害対策編共通の修正についてでございます。    

（１）については、平成２５年６月に災害対策基本法が改正され、高齢者や障害者

等の特に配慮を要する方を「要配慮者」と定義したことから「災害時要援護者」及び

「要援護者」を「要配慮者」に修正するものでございます。 

（２）の施設の名称変更に伴う修正については、消防指令情報センターがリニュー

アルし、消防指令管制センターに名称を変更したため、修正するものでございます。 
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（３）の法人名称変更に伴う修正については、関係法令が施行されましたので修正

するものでございます。なお、これについては機械的な変更でありますので新旧対照

表は省略させていただきますので、ご了承ください。 

次に、２の地震災害対策編でございます。 

（１）の条例等の改正に伴う修正でございます。 

１点目は、「札幌市防災会議条例」の改正により、札幌市防災会議の所掌事務から災

害時の情報収集に関する記述を削除したことに伴い、修正するものでございます。 

２点目は、「札幌市災害対策本部の組織及び運営等に関する規程」の改正に伴い、警

戒配備部局を変更する修正でございます。 

３点目は、「同規程事務取扱要領」の改正に伴い、表のとおり修正するものでござい

ます。 

（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、平成２５年１１月現在の状況に修正するもので、新たに８件を追加

し、５件の協定について協定名の変更等の修正をいたします。 

２ページ目をご覧ください。 

（３）の修正については、平成２５年６月に災害救助法が改正されたことに伴い、

表のとおり字句修正するものでございます。 

（４）のその他の時点・字句修正については、人口・気象データ等の時点修正や地

震観測計設置場所の変更、災害業務マニュアル等の策定に伴う修正、庁内体制の見直

しに伴う修正などでございます。 

次に、３の風水害対策編についてでございます。 

（１）の本編については、後ほど説明する水防計画と土砂災害対策を束ねる計画で

ありますので、位置づけを明確にするため計画体系図を追加しております。 

また、平成２５年８月に運用を開始した特別警報への対応として、庁内体制を変更

するとともに、近年の風水害の被害に平成１６年の台風１８号を追加するなどの時点

修正・字句修正を行っております。 

（２）の土砂災害対策計画については、平成２５年６月に水防法が改正され、主と

して高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する方が利用する施設を

「要配慮者利用施設」と定義したことから、「災害時要援護者施設」を「要配慮者利用

施設」に修正するものでございます。 

また、人口等の時点修正を行っております。 

次に、４の原子力災害対策編についてでございます。 

 この計画は、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、有識者のご意見や、平成２４年１０月３１日に策定された原子力規制委
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員会の原子力災害対策指針などを踏まえ、昨年３月の札幌市防災会議において策定し

たものであります。 

 計画の想定としましては、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、空間放射線量率の上昇が観測され、一定の被害が

発生しており、泊発電所から約４０～８０㎞に位置する札幌市においては、福島市と

同程度の被害規模を基本としたものであります。市民の中には、もっと大きな被害を

想定しなければならないのではないかというご意見もございますけれども、地域防災

計画としての性質上、国や北海道の防災計画との整合性を図る必要がありますことを、

ご理解いただきたいと思います。 

今回の修正につきましては、原子力規制委員会の原子力災害対策指針が、平成２５

年２月、６月、９月と策定から１年足らずの間で３度の改正がなされており、これに

あわせて、北海道の原子力防災計画も、平成２５年１月、５月に修正されていること

から、これらの改正に伴う、原子力災害対策編の必要な修正でございます。 

（１）の原子力規制委員会が定める指針の改正に伴う修正でございます。 

１つ目は「一時移転の記載」でございます。 

現計画におきましては、福島原発事故の際に実施された、一定期間中に計画的に避

難する防護対策について、「計画的避難」と記載しておりますが、同様の防護対策を表

す用語が、指針において「一時移転」とされたことを受け、修正するものであります。 

続きまして３ページに参りますが、２つ目は、「指針が示した判断基準等の掲載」で

ございます。 

国の防護措置に関する考え方については、昨年の計画策定時点では明らかにされて

いない部分が多かったため、概要を簡単な表に整理し掲載しておりました。その後、

指針の改正を経る中で、「原子力事業者、国、地方公共団体が採ることを想定される措

置」や「防護措置実施のフローの例」、あるいは、ＥＡＬ、原子力施設の事故等の状態

に応じて避難等を決定するための判断基準ですとか、ＯＩＬ、環境モニタリング等の

結果による防護措置（避難等）の実施を決定するための判断基準といった、具体的な

内容が示されましたので、指針から抜粋し、本対策編の末尾に参考資料として掲載す

るものであります。 

続きまして、（２）の北海道の原子力防災計画の修正に伴う修正に参ります。 

まず、「一時滞在場所」の明記でございます。 

泊発電所の周辺自治体からの広域避難に係る受け入れ先は、ホテル・旅館などの民

間宿泊施設が基本となりますが、宿泊客の状況によっては、即時に入れない場合もあ

ることなどから、一時的に公的施設の避難所、すなわち一時滞在場所を開設する旨、

北海道の原子力防災計画に記載されたのを受け、本対策編においても明確に位置付け
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るものであります。 

なお、一時滞在場所の運営の具体的な手順などにつきましては、現在、北海道や関

係町村と協議を進めているところであります。 

２つ目は、「引用部分」の修正でございます。 

これは、本対策編において引用している、北海道の原子力防災計画の修正に応じた

ものであります。 

続きまして、（３）の「災害対策本部及び警戒配備体制」の明記でございます。 

 警戒配備と災害対策本部の区分ごとに、配備の基準や、職員の参集体制について掲

載するものであります。 

具体的には、こちらの表のとおり、事故等の進展状況に応じて、段階的に配備体制

を拡充することとしております。 

警戒配備では、危機管理対策室をはじめとする関係部局の所要職員で配備体制をと

ることとし、更に事態が進展し、災害対策本部を設置した場合には、最大で約５万人

の避難者受け入れが想定されていることなどを踏まえ、配備体制として全職員の参集

としたところであります。 

次に、（４）の原子力災害対策重点区域（ＰＡＺ等）の掲載箇所の変更でございます。 

指針が示す、原子力災害対策重点区域、ＰＡＺ、ＵＰＺ及びＰＰＡの用語説明につ

きまして、現計画では用語集に掲載しておりますが、よりわかりやすいものとするた

め、本文に盛り込むことといたします。 

４ページ目に参りまして、最後の（５）は、その他所要の字句修正でございます。 

原子力災害対策編に関する説明は以上ですが、原子力防災に係る各種対策の実施要

領等の進捗状況につきまして、資料は用意しておりませんが、若干、ご報告いたしま

す。 

まず、広域避難につきましては、本年度末をめどに、札幌市に避難されてくる泊村

を含めた９町村と、応援協力に係る覚書を締結すべく、協議を進めているところであ

ります。 

この他、緊急時環境放射線モニタリングの実施要領につきましても、作成作業を進

めているところでございます。 

また、この度の警戒配備時や災害対策本部の体制整備を踏まえ、実際の運用に係る

実施要領の検討に着手したところでございます。 

来年度におきましても、引き続き、原子力規制委員会や北海道の動きを踏まえ、必

要な実施要領等の作成を進めて参りたいと考えております。 

次に、５の事故災害対策編についてでございます。 

資料に記載のとおり、応援協定や機構変更などの理由により、所定の修正をするも
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のでございます。 

なお、現在、地域防災計画の資料編を時点修正しております。 

防災会議にて決定した地域防災計画と併せて、後日、みなさまにお知らせいたしま

すので、よろしくお願いいたします。 

私からは以上でございます。 

 ●上田市長 はい、ありがとうございました。 

  ただいまの議案でございますが、ご質問・ご意見があればお伺いしたいと思います。  

法律の改正によりまして、修正が必要な事が大部分でございますけれども、いかが 

でしょうか。 

原子力防災につきましては、先程の説明にもありましたけれど、国の計画、それか

ら道の防災計画との整合性を図る為の修正という位置づけでございます。 

従いまして、福島原発で問題になった部分は色々検討されているとは思いますが、

なかなか 30 ㎞というふうでは収まらないことが現実に起こっている訳であります。 

例えば、飯館村は、50 ㎞圏内だったと思いますが、放射性プルームがそこに雨を降

らせて全村避難という状況にもなっています。 

そういう所での防災計画はどうしたらいいのかというのが、まだ課題としてあるの

かな、という意見があります。 

災害時、原子力発電所から排出され漏れたものがどこに行くのか、それに対してど

う市民を守っていくか、何をしたらいいのか、ということについては、まだまだわか

らないという状況、要するに芯がない、あるいは「スピーディー」が全然動かなかっ

たという反省と対策ということについてもまだ十分に終わっていないというところで

ございますけれども、それを汲みながら、一応今考えている国の計画と道の計画との

整合性を図るという主旨での改正でございます。 

ご意見等はございませんでしょうか。 

●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。 

（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号は承認されました。 

続きまして、議案第２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。 

●小笠原部長 議案第２号の「札幌市水防計画の修正」について、ご説明させていた

だきます。 

資料としましては、資料２の１と資料２の２の２つとなりますが、資料２の１によ

り説明させていただきます。資料２の２の新旧対照表については必要に応じ参照いた
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だければと存じます。 

資料の説明の前に、水防計画についてですが、水防法第３３条に基づき、札幌市が

定める計画で、本計画を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

いるものでございます。 

それでは、資料２の１をご覧ください。１の水防計画の変更理由についてです。 

１点目の特別警報の新設については、昨年５月に気象業務法が改正となり、昨年８

月から運用されているため、特別警報を計画に含める修正を行っているものでござい

ます。 

２点目ですが、昨年６月に水防法が改正され、「水防計画に河川に関する情報の提供

や水防活動など、河川管理者の協力が必要な事項を記載しようとするときは、あらか

じめ、河川管理者に協議し、その同意を得なければならない」と定められました。こ

のため、河川管理者との協議調整を実施し、協議結果に基づき修正を行っているもの

です。 

このほか、水防計画は平成 22 年 12 月以来の修正となりますので、その後の庁内の

機構や連絡体制の変更などを踏まえた時点修正等を行っております。 

次に、２の特別警報新設に伴う修正についてです。 

特別警報について、用語の定義や発表の基準、特別警報が発表された際の体制等を

ご覧のとおり計画に追加しております。 

ページをめくって頂きまして、３の河川管理者との協議に伴う修正についてです。 

（１）でありますが、平成２５年の水防法改正に基づき、河川管理者である開発局

の札幌開発建設部と北海道の札幌建設管理部と協議を行い、河川管理者の責務に情報

提供や資機材の貸与等を追加しております。 

（２）のダムに係る取扱いの変更ですが、ダムの放流通報について、 

第４節「河川水位等の観測及び連絡」と第５節第２「ダムの通報」に分割するとと

もに、本文を変更しております。また、従前は「ダムの決壊」という表記を用いてお

りましたが、河川管理者からダムの決壊前にその機能が保持できなくなった時点で下

流域での対応が必要となる、との指摘がありましたのでその表記を削除するほか、ダ

ム放流の通報の連絡系統を変更するなど、河川管理者との調整に基づいた修正を行っ

ております。 

このほか３ページの（３）に、札幌市が北海道開発局や北海道札幌建設管理部に協

力要請を行う内容を追加しております。 

ページをめくって頂きまして、４の機構等、庁内体制の変更による修正です。 

（１）の庁内の連絡系統の変更による修正ですが、災害対応にあたる各区土木部の

情報については、昨年７月から建設局総務課が集約し関係課に通知する形となりまし
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た。 

（２）ですが、特別警報新設により警戒配備・非常配備基準を見直したことから、

計画に記載している基準の内容を変更するなどの修正を行っております。 

５ページの５のその他時点修正・字句修正でございます。 

（１）の地下街等の地下施設ですが、１点目として、水防計画に定める地下施設に

ついては、従前より避難確保計画の作成が義務付けされておりましたが、昨年６月の

水防法改正により、浸水防止計画の作成等も義務付けとなりました。このため「浸水

の防止」を地下施設の定義に定めるほか、「災害時要援護者施設」を「要配慮者利用施

設」に文言修正しております。 

２点目として、前回の水防計画修正以降に開通した札幌駅前通地下歩行空間を位置

づけしております。 

３点目として、従前は地下街や地下通路に接続するビル全てを計画に位置づけして

おりましたが、ビルを再精査したところ、バスターミナルのように地下鉄駅の付帯施

設であるものや、ビル単独では地下階を有していないものなど、避難確保計画と浸水

防止計画の作成を義務付けするのになじまない施設が散見されましたので、これを除

外できるよう、「地下接続しているビルのうち資料編で定めるもの」と地下接続ビルの

定義を変更したものであります。 

なお、この地下接続ビルの定義変更や、施設の新設・廃止に伴う地下施設の一覧は

新旧対照表の４７、４８ページに示しておりますが、追加・削除の結果、修正前の 

１０６施設から、１１１施設に増加しております。 

（２）の札幌市の地域特性については、ご覧のとおりの時点修正を行っているもの

でございます。 

札幌市水防計画修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。水防計画の修正についてでございますが、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。 

（「なし」の声あり） 

●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。 

（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２号は承認されました。 

本日、用意されました議案審議は以上のとおりです。 

続きまして、報告第１号「指定緊急避難場所等の指定について」、事務局から説明願

います。 

●佐々木課長 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。 
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昨年改正された災害対策基本法では、指定緊急避難場所等については、地域防災計画

に定めることが望ましいとされており、本年 4 月 1 日の同法の施行後、速やかに地域

防災計画を修正したいと考えておりますので、法改正の概要や作業スケジュールなど

をこの場であらかじめ説明するものでございます。 

資料としては、資料３となります。 

１の背景ですが、東日本大震災では、津波の際、住民が災害が想定される区域にあ

る避難所に逃げたため、かえって危険が生じた事例ございました。 

これを踏まえ、改正法では、異常な現象の種類ごとに、災害の危険から緊急に逃れ

るための避難場所を指定し、より安全かつ円滑な避難を促進すること、とされたとこ

ろであります。 

また、この緊急時の避難場所と区別して、被災者が一定期間滞在する避難所につい

て、その生活環境等を確保するための一定の基準を満たす施設をあらかじめ指定する

こと、とされたところであります。 

資料下段をご覧ください。災害対策基本法ならびに同法施行令による「指定緊急避

難場所」の指定基準等についてでございます。 

１点目の対象となる異常な現象は、地震、洪水・内水氾濫などご覧の７種類であり

ます。 

指定基準ですが、①の地震については、当該施設が地震に対して安全な構造であり、

地震発生時に周辺に人の生命・身体に危険を及ぼすおそれのある建築物や工作物等の

物がないこと、とされております。 

その他の②から⑦の異常な現象については、立地条件として異常な現象による災害

発生の恐れがない安全区域内に立地していること、とされております。 

①から⑦全ての現象に共通の基準として、災害が切迫した状況において、速やかに、

居住者等に当該指定緊急避難場所が開設される管理体制を有していることが求められ

ています。 

ページをめくっていただきまして、３の指定避難所の指定基準についてであります。 

①の規模条件としては、被災者等を滞在させるために必要かつ適切な規模を有する

ものであること、 

②の構造条件としては、速やかに、被災者等を受け入れ、又は生活関連物資を被災

者等に配布することが可能な構造又は設備を有するものであること、 

③の立地条件としては、想定される災害による影響が比較的少ない場所に立地して

いること、などといったことが求められています。 

資料下段の、４の本市の避難場所分類と指定緊急避難場所等との関係であります。 

一時避難場所、広域避難場所、収容避難場所の避難場所分類はそのままとしておく
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一方、既存の避難場所の中から指定緊急避難場所を選定することとしたいと考えてお

ります。 

また、既存の収容避難場所は、基本的に指定避難所の基準に適合していることから、

ほぼそのまま指定避難所とすることが可能と考えております。 

次のページに移りまして、５の異常な現象ごとの指定の基本的な考え方であります

が、法の施行令及び施行規則に基づきまして、まず、地震については、昭和５６年に

導入された建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合するものを指定したいと考えて

おります。 

次の、洪水、内水氾濫については、想定される洪水の水位以上の高さに居住者等受

入用部分があり、避難上有効な階段その他の経路があることが最低条件と考えており

ます。 

３つめの、崖崩れ、土石流及び地滑りについては、原則として、土砂災害危険地域

外にあるものを指定したいと考えております。 

なお、指定に際しては、市立小中学校等の基幹避難所を中心に選定したいと考えて

おります。その主な理由といたしましては、夜間・休日の開設体制が確保されている

こと、冬季の発災などの気象条件から屋内施設が望ましいこと、などであります。 

資料下段の６になります。１つ目の、大規模な火事に対する指定緊急避難場所につ

いてですが、原則として、国交省告示による広域避難地の基準である 10ｈａ以上を適

用したいと考えております。この他、緊急時に一定の安全性を確保できる場所を指定

したいと考えております。 

２点目の、津波、高潮、火山現象でありますが、これらの災害は現時点で本市にお

いて想定されていないため、今回は指定しない考えでございます。 

次のページに移りまして、７のスケジュールであります。 

関係法令等の整理や検討に必要な資料収集などを行ったうえで、指定基準（案）の

検討及び指定施設の選定作業を進めているところでございます。 

本年 4 月 1 日の法の施行後、準備が整いしだい防災会議に諮り、地域防災計画を修

正したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

指定緊急避難場所等の指定については以上であります。 

●議長 ありがとうございました。東日本大震災で、指定された避難場所自体が打撃

を受けるというようなこともございますので、より厳格な基準というものを設けて指

定をするように、こういう要件等も述べていただきたいと思います。 

この件につきまして、ご質問・ご意見ございますでしょうか。 

それでは、この計画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。 
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●議長 続きまして、報告第２号「札幌市災害時要援護者避難支援ガイドラインの改

定について」、事務局から説明願います。 

●吉田課長 保健福祉局総務部地域福祉推進担当課長の吉田でございます。 

報告第２号の「札幌市災害時要援護者避難支援ガイドラインの改定」について説明

させていただきます。 

お手元の報告第２号の資料４をご覧ください。１の災害対策基本法の改正について

であります。 

平成 25 年 6 月 21 日に災害対策基本法の一部を改正する法律が公布されたところで

す。この改正により、高齢者や障がい者等のうち、災害時の避難行動に関して、特に

支援の必要な方を「避難行動要支援者」とし、その氏名や住所等の情報を記載した名

簿を作成することが、市町村長の義務となりました。 

また、名簿の作成利用に当たっては、従来、市の個人情報保護条例により情報の取

扱に制限がありましたが、法律を根拠に必要な範囲で個人情報の利用が可能となりま

した。 

市の取組としては、名簿の策定・活用等に関する事項について、全体計画及び地域

防災計画を策定し、法施行、平成 26 年４月１日でございますが、施行後できる限り速

やかに名簿を作成することとしています。 

また、名簿作成後は、災害の発生に備え、平常時においては、本人の同意が得られ

た場合には避難支援を行う関係者に名簿を提供することになります。災害発生時には、

本人同意の有無に関わらず、避難支援等のために名簿情報の利用、提供を行うことと

なります。 

続きまして、２の地域防災計画等に定める事項であります。 

この名簿については、その名簿情報を提供する支援者や、名簿対象者の範囲等につ

いて、地域防災計画において定めることが必須となっております。つきましては、ま

ずは、地域防災計画及びその下位計画であり全体計画でも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作業が必要となります。 

内側の枠にあります、避難支援等関係者となる者、避難行動要支援者の範囲、名簿

作成に必要な個人情報、入手方法など重要な項目については、地域防災計画において

定める必須事項となっております。 

 その他、名簿作成に関する関係部署の役割分担や避難支援等関係者への依頼事項な

どについては全体計画において定めることとしています。 

次に裏面をご覧ください。３のスケジュールであります。 

各計画の改定スケジュールとしましては、平成 26 年度中に外部委員による検討委員

会を発足、平成 26 年 10 月以降、パブリックコメント、個人情報保護審議会を経て、
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ガイドラインを改定し、26 年度末には防災会議により、地域防災計画の改定を予定し

ております。 

最後に、４の検討委員案ですが、ガイドライン改定における外部委員については、

地域の防災意識、防災力を高めるとともに、地域の実情に応じた計画の策定にあたり、

消防、警察、民生委員、市社協、自主防災組織や高齢者や障がいのある方等の様々な

分野の方に参加していただきたいと考えております。 

札幌市災害時要援護者避難支援ガイドラインの改定についての説明は以上となりま

す。 

●議長 ありがとうございました。 

法改正に伴いまして、この法律が４月１日に施行されるということになりますので、

それに基づきまして、名簿を作成するという手続きを開始するということです。様々

な意見を出しながら、防災計画の変更ということも来年３月までにするという計画で

ございます。 

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。 

それでは、このような手順で進めてまいりますので、随時、ご意見があればいただ

きたいと思います。 

他にご発言がないようですので、本日予定しておりました議事につきましては、全

て終了いたしました。本日は、皆さま方、お忙しいところ、ご出席をいただき、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、お願い申

し上げます。本日は、ありがとうございました。 

●村井課長 それでは、以上をもちまして、平成 25 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。 


