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平成 28 年度 札幌市防災会議 議事録 

 

１ 日時  平成 28 年７月 25 日（月） 午後 2 時 45 分 

２ 場所  札幌グランドホテル ２階「金枝の間」 

３ 出席委員  54 名（※うち遅参１名、欠席 10 名） 

４ 議事等 

議案第１号 札幌市地域防災計画の修正について 

議案第２号 札幌市水防計画の修正について 

報告第１号 札幌市水防計画の修正について 

報告第２号 「札幌市 9.11 豪雨対応検証報告書」に係る取組状況について 

報告第３号 市災害対策本部訓練について 

報告第４号 平成 28 年熊本地震における札幌市の支援状況について 

５ 議事内容 

●危機管理対策課長 

 お待たせいたしました。定刻となりましたので、只今から、平成 28 年度札幌市防災

会議を開会させていただきます。 

 本日の進行を務めさせていただきます、札幌市危機管理対策課の坂上でございます。

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程第５条に基づき、会議の成立には、委員総数の

過半数の出席が必要となっております。本日は、委員総数 64 名に対しまして、53 名

のご出席をいただいております。当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。 

それでは、開会にあたりまして、札幌市防災会議会長であります秋元札幌市長から

ご挨拶申し上げます。 

 ●秋元市長 

  札幌市防災会議の開催にあたりまして、ご挨拶申し上げたいと思います。 

委員の皆様には、大変お忙しい中、当会議にお集まりいただきまして、ありがとう

ございます。 

また、先ほどこの防災会議に先立って開催いたしました、国民保護協議会のご審議

にも引き続きご出席をいただいております方もいらっしゃいます。重ねて御礼申し上

げたいと思います。 

今年４月に、熊本県を中心といたしまして、震度７という大きな地震が連続して発

生いたしました。この地震に伴いまして、多大な被害をもたらされたわけでございま

すけれども、お亡くなりになられた方、また被災をされました方、今なお避難を余儀
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なくされている方々、大勢いらっしゃいます。被災された皆様方に心からお悔やみと、

お見舞いを申し上げたいと思います。 

今回の熊本地震に際しましては、札幌市におきましても、熊本市が政令指定都市の

仲間ということもございまして、物資の支援をはじめとして、避難所の運営、あるい

は罹災証明発行業務、建物被害認定調査のために職員を派遣いたしまして、今なお職

員を派遣しているところでございます。本日お集まりの皆様方にも、災害発生時から

多くのご支援・ご協力を賜りまして、ご尽力いただきましたことに、改めて感謝を申

し上げたいと思います。 

こうした自然災害によります被害を少しでも軽減していくためには、これまで以上

に、関係機関の皆様がそれぞれのお立場で、それぞれの役割を担っていただきながら、

自助・共助・公助が一体となった取り組みということがこれまで以上に求められてい

るところでございます。 

本日、お集まりの皆様方には、引き続き、本市における防災の取組みについて、ご

協力を賜りますよう、お願い申し上げたいと思います。 

本日の会議におきましては、地震、風水害などの地域防災計画の修正と水防計画の

修正を議案として提出させていただいているところでございます。 

委員の皆様方には忌憚のないご意見を頂戴いたしまして、札幌市の防災体制の充実、

そして防災情報の共有化が図られますよう、心から祈念いたしまして、開会にあたっ

てのご挨拶とさせていただきます。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 ●危機管理対策課長 

 それでは議事に入ります前に、お手元の会議資料を確認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から９までの９点で

ございます。 

 資料の不足等ございましたら、事務局までお申し出ていただきますよう、お願いい

たします。 

 それでは、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、規程に基づき、会長であります秋元市長が行います。よ

ろしくお願いいたします。 

●秋元市長 

 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２件、報告４件を予定しておりますので、皆様のご協力をお願

い申し上げます。 

 まず、議案第１号札幌市地域防災計画の修正について、事務局から説明をお願いた
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します。 

●危機管理対策部長 

札幌市危機管理対策部長の小田原でございます。 

私の方からご説明させていただきますが、恐縮ですが、着席の上、ご説明をさせて

いただきます。 

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。 

資料は、資料１の「札幌市地域防災計画の修正について」と資料２の新旧対照表を

ご用意しておりますが、修正の概要版であります資料１に基づいて、ご説明させてい

ただきます。 

それでは、資料１をご覧ください。 

まず、１の各編共通の修正事項について、全部で３点ございます。 

１点目は、平成 28 年度の札幌市の機構編成において、名称や事務分掌が変更となっ

た局等につきまして、各地域防災計画の関係箇所を修正しております。 

箇所数が多いため、申し訳ございませんが、詳細の説明につきましては、省略させて

いただきます。 

２点目の法改正に伴う修正につきましては、法の名称が変更になったものについて、

これを反映しております。 

３点目が、時点修正や文言修正などでございます。 

次に、２の「地震災害対策編の修正について」でございます。 

まず、（１）の「札幌市応援者受入計画の策定に伴う修正について」でございます。 

これは、今月、札幌市応援者受入計画を策定したことに伴い、災害対策本部内に設

置する応援者受入本部について、地域防災計画に追加するものであります。 

次に、（２）の応援協定の時点修正でございますが、関係団体等と締結しております

災害時の応援協定につきまして、平成 28 年６月現在の状況に修正するもので、新たに

15 件を追加いたしました。 

新たに締結した協定の一例といたしましては、陸上自衛隊第 11 旅団第 18 普通科連

隊と締結いたしました「災害時等の連携に関する協定書」や、札幌ハイヤー協会と締

結いたしました「災害時における緊急輸送等に関する協定書」などがございます。 

続きまして、（３）の「災害時精神科医療基幹病院制度について」でございます。 

災害時の傷病者等への対応として、すでに外科・整形外科等の診療科目を有する病

院の中から災害時基幹病院を指定しておりますが、東日本大震災を受けまして、平成

27 年度に札幌市の附属機関である精神保健福祉審議会での審議や関係機関との協議

等を踏まえまして、このたび精神科医療におきましても、災害時精神科医療基幹病院

を第一受入医療機関とする受入体制を整備したことから修正するものでございます。 
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なお、計画には具体の医療機関名は記載しておりませんが、保健福祉局では本年４

月までに、精神科救急医療体制上も基幹的な役割を果たしている精神病棟を有する市

立札幌病院など６病院を災害時精神科医療基幹病院として指定済みでございます。 

 地震災害対策編の修正点は以上でございます。 

次に、３の風水害対策編土砂災害対策でございますが、共通事項以外では、災害発

生時における連絡系統図を、改めて整理したものでございます。 

札幌市地域防災計画の修正に関する説明は、以上でございます。 

●秋元市長 

 只今の説明につきまして、ご質問、ご意見などございませんでしょうか。 

 それでは、議案第１号につきまして、ご承認いただくことでよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

 特にご異議がないようでございますので、議案第１号につきましては、ご承認いた

だいたものとさせていただきます。地域防災計画の修正を進めさせていただきます。 

 続いて、議案第２号札幌市水防計画の修正について、事務局から説明をお願いいた

します。 

●危機管理対策部長 

それでは、議案第２号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。 

水防計画は、水防法第 33 条に基づき札幌市が定める計画でありますが、変更する際

は、札幌市防災会議に諮らなければならないことが、法によって定められております。 

資料は、資料３の「札幌市水防計画の修正について」と資料４の新旧対照表の２つ

がございますが、修正の概要版であります資料３に基づいてご説明させていただきま

す。 

それでは、資料３をご覧ください。 

まず、１の機構編成等による修正につきましては、先ほどの地域防災計画と同様と

なっております。 

２の河川管理者の基準水位見直しによる修正でございますが、河川管理者である北

海道が一部河川の基準水位を変更いたしましたので、北海道の変更に合わせて修正を

しております。この基準水位は、避難勧告等を発令する際の目安となるものでござい

ます。北海道の変更に合わせ、修正しております。 

３の「地下施設の追加等について」でございます。 

水防計画では、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
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等の住所地と名称を資料編において定めております。 

このため浸水想定区域内の地下施設として今年の 11 月に開設を予定しております

白石区複合庁舎と、隣接の民間ビルである（仮称）白石ガーデンプレイス及びこれら

のビルが接続したことにより、洪水が侵入する可能性が生じました地下鉄白石駅を新

たに追加するほか、一部ビルの名称変更等を行っております。 

また、既存のビルについて、地下鉄側との管理協定や立地状況を精査した結果、ビ

ルによる避難確保計画の作成は不要と判断されたビル３件を削除するものであります。 

札幌市水防計画修正につきましては以上でございます。 

●秋元市長 

只今の説明につきまして、ご質問、ご意見等はございませんでしょうか。 

それでは、議案第２号につきましては、ご承認いただくということでよろしいでし

ょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

 ありがとうございます。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。 

 議案の審議につきましては、以上となります。 

 続いて、報告に移らせていただきます。 

 まず、報告第１号札幌市業務継続計画の策定について、事務局から説明をお願いい

たします。 

●危機管理対策部長 

報告第１号は、昨年９月に策定いたしました、札幌市業務継続計画の概要について

ご説明させていただきます。 

資料５をご覧ください。 

１ページ目、第１章第１節の計画の目的ですが、地震災害時の市役所機能の低下を

最小限にとどめ、業務実施に必要な庁舎や職員などの資源を確保することを目的とし

た計画となっております。 

次に、第２節計画の位置づけですが、中段左側の図１をご覧ください。 

大規模な地震災害が発生するまでは、水色のとおり通常の業務を行っておりますが、

地震で被害を受けますと職員や庁舎の被災など、人的・物的制限が発生しますので、

業務レベルが一気に下がり、その後、紫色の線のように時間の経過に合わせて、ゆっ

くりと回復していきます。 

これを緑色の線のように、なるべく迅速に回復し、業務立ち上げ時間を短縮するこ
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とを目的として定めたものが業務継続計画です。Business continuity plan というこ

とで、一般的にＢＣＰと呼ばれております。 

続きまして、右側の図２をご覧ください。 

札幌市は地震災害時には、地域防災計画に定める応急業務の主体として重要な役割

を担うとともに、災害時であっても行わなければならない通常業務を抱えております。 

このため、災害時でもあらかじめ優先すべき業務、これを非常時優先業務といいま

すが、これを定め、業務体制を早急に復旧することを目指したものがＢＣＰでありま

す。 

図の下の、表１にＢＣＰと地域防災計画の所掌範囲を整理しております。 

地域防災計画は、地震災害時に行わなければならないことを全て網羅した計画です

ので、計画期間は復興までであるのに対し、ＢＣＰは地震発生後、混乱した時期をど

う乗り切るかということで、計画期間を２週間としております。 

第３節の計画の発動・解除でございます。 

 市内に震度６弱以上の地震が発生し、災害対策本部の本部長である市長が認めた場

合に計画を発動いたします。 

また、安定的に業務が実施できるようになった場合で、本部長が認めた場合に解除

することとしております。 

次に２ページをご覧ください。 

第２章は、計画の対象地震についてですが、第３次地震被害想定とするというもの

です。 

中段の第３章になりますが、非常時の優先業務といたしまして、表２のとおり、市

役所全体では、災害時に生じる応急業務と非常時であっても優先度の高い通常業務を

あわせて、1,667 業務を非常時優先業務として選定し、一方、通常業務のうち非常時

であるため、一定期間先送りする休止業務を 1,731 業務として整理いたしました。 

表３は、非常時優先業務が時間の経過とともに行われていく様子を示したものでご

ざいます。 

３ページ目をご覧ください。 

第４章では、現在、札幌市が抱えている業務継続上の課題と、今後の取組でござい

ます。赤の部分が特に問題となる部分でございます。 

人員体制については、特に勤務時間外に地震が発生した場合に職員数が大きく不足

することが明らかとなりました。 

そのため、人員体制に対する今後の取組といたしまして、非常時優先業務の絞り込

み、そして他都市等からの支援をスムーズに受けるための応援者受入計画の策定を行

っております。応援者受入計画につきましては、後ほどご説明させていただきます。 
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続きまして、下段のグラフの「第２節執務環境の確保について」でございます。 

庁舎の耐震化や書棚等の転倒対策や、非常用電源の確保等を行っていくこととして

おります。 

なお、新聞報道等もされておりますが、市役所本庁舎につきましては、大地震の際

に、庁舎の倒壊はしないものの、壁や柱にひびが入り利用できなくなる可能性もある

ことから、本庁舎の代替庁舎として消防局庁舎を指定しているほか、複数の施設と災

害時の利用協定を締結しております。 

最後に、４ページの第５章、業務継続力の維持・向上といたしまして、既存の危機

マネジメントシステムを用いて改善を図ることとしております。 

以上が業務継続計画、ＢＣＰに関するご説明となります 

続きまして業務継続計画に基づき、今月策定いたしました応援者受入計画について

ご説明いたします。資料６をご覧ください。 

応援者受入計画は、ＢＣＰで想定した業務量に対する人員不足を補うために、応援

者を速やかに受け入れるための計画です。 

２の受入対象業務ですが、ＢＣＰで定めました非常時優先業務のうち、応援者が来

てくれる時期から行うべきもの、外部の人でも技術的に対応できる業務、さらには重

要な意思決定を伴わないもの、などを条件として、150 業務を受入対象業務として選

定しております。 

この応援者を受け入れるため、先ほど地域防災計画の修正でご説明いたしましたが、

札幌市災害対策本部のなかに応援者受入本部を設置することとしております。応援者

受入本部は、災害ボランティアセンター等と連携して業務を行うこととしております。 

２ページをご覧ください。 

応援者を受け入れるためにあらかじめ、受入対象業務毎に、応援者が行う具体的業

務や応援者に求める資格や経験などを受入シートで整理することとしており、その受

入シートの作成例を示しております。 

受入シートは、受入業務毎に作成し、想定する応援者や応援者に求める職種や資格、

さらには応援者への指揮命令系統などを定めております。 

このように、速やかに応援者の受入体制を整え、円滑に応援者の受入を行えるよう

備えるものでございます。 

札幌市業務継続計画、応援者受入計画についてのご説明は、以上でございます。 

●秋元市長 

只今の説明につきまして、ご質問等はございませんでしょうか。 

それでは、次の報告に移らさせていただきます。報告第２号「札幌市 9.11 豪雨対応

検証報告書」に係る取組状況について、事務局から説明をお願いいたします。 
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●危機管理対策部長 

報告第２号の「札幌市 9.11 豪雨対応検証報告書」に係る取組状況について、ご説明

させていただきます。 

資料７をご覧ください。 

まず１の「札幌市 9.11 豪雨対応検証報告書について」でございます。 

平成 26 年９月 11 日、北海道内で初めてとなる大雨特別警報が札幌市に発表され、

札幌市として 33 年ぶりに災害対策本部を設置いたしました。 

幸いにも人的被害はございませんでしたが、避難場所開設の遅れや職員の参集遅れ

などの課題が散見されましたことから、この経験を貴重な教訓として、次に活かすと

いう観点から検証を行い、市民へのアンケートや報道機関からの指摘事項を集約する

とともに、有識者からのご意見やご助言もいただきながら対応策を検討いたしました。 

検討結果につきましては、報告書として取りまとめ、平成 27 年３月に開催されまし

た防災会議においてご報告させていただきました。 

なお、抽出した課題は７つのカテゴリーに分類いたしまして、検討した対応策は全

部で 55 項目でございました。 

その対応策は、昨年３月の報告時点での取組状況となりますが、（１）の既に実施済

の対応策は 11 項目、（２）の短期的対応策は 29 項目、（３）の中長期的対応策は 15

項目となっておりました。 

次に、下段の表でございますが、平成 27 年３月の防災会議でご報告させていただい

たもので、課題とその対応策を体系図として表したものでございます。 

続きまして、２ページをご覧ください。 

２の「現在までの取組状況について」でございます。 

（１）の短期的対応策は、29 項目ございましたが、平成 27 年度までに全てを実施

済みでございます。 

そのうち、主な取組項目につきまして、ご説明させていただきます。 

まず、アの「避難場所について」でございます。 

この取組は、災害種別、発生箇所に応じて開設すべき指定緊急避難場所を整理し、

リスト化したデータベースを作成、運用することで、災害発生時の混乱を抑制すると

ともに、早期の避難場所の開設を可能としたものでございます。 

次に、イの「市民等への情報提供及び職員の参集について」でございます。 

一斉連絡の手段として、危機管理対策室で導入しております防災情報配信システム、

これは、電話、ＦＡＸやメールを用いて関係部署などに一斉に通知できる仕組みでご

ざいますが、このシステム機能を拡充しまして、各区においても導入したことで、要

配慮者利用施設等に対する地震や水害に伴う避難情報や、災害対策本部設置、あるい
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は職員の参集情報等について、円滑に提供することが可能となりました。 

次に、ウの「訓練・研修について」でございます。 

この取組ですが、これまで５年に１回実施しておりました市災害対策本部訓練を毎

年実施することとし、併せて、各区の災害対策本部訓練は、従来持ち回りで実施して

いたものを、防災訓練と同じく各区で毎年実施することに見直したものでございます。 

また、より実戦性を重視した状況付与型の図上訓練としたことによりまして、災害

発生時、職員に求められます迅速かつ適切な対応力の習得を促進する訓練といたしま

した。 

なお、昨年度実施しました市災害対策本部訓練につきましては、この後の報告第３

号におきまして、その概要について、ご報告させていただきます。 

続きまして、（２）の中長期的対応策の取組状況でございます。 

この取組は、15 項目ございまして、このうち４項目は、今年度になりましてから着

手したもの、若しくは今年度中に実施予定となっておりますので、その４項目につい

て、ご説明させていただきます。 

まず、アの「避難場所について」でございます。 

この取組ですが、小中学校の体育館出入口にキーボックスを設置することによって、

施設管理者以外でも避難場所の鍵を開けることが可能となるものでございまして、今

年度中に設置を完了する予定でございます。 

もう一つの取組といたしまして、外国人や旅行者にも避難場所を認識しやすくする

ため、国が進めております避難場所表示方法の全国標準化に合わせまして、JIS 規格

化した災害種別記号、ピクトグラムと言われる絵文字を用いまして、指定緊急避難場

所や指定避難所の看板を今年度中に更新する予定でございます。 

この看板の更新に合わせまして、市民への広報も積極的に行い、市民の避難場所の

認知度を向上させることで、災害発生時に適切な避難行動を促すことができるものと

考えております。 

次に、イの「市民等への情報提供について」でございます。 

この取組は、スマートフォンなどの携帯情報端末を利用した防災アプリケーション

の整備を進めることで、平時は防災意識の普及啓発を、災害発生時には市民の避難誘

導や、市民に対する災害情報の的確かつ迅速な提供が可能となるものと考えておりま

す。この防災アプリケーションにつきましては、平成 29 年度の導入を予定しておりま

す。 

最後に、ウの「職員の参集について」でございます。 

この取組は、災害時に合理的かつ実効性のある職員の配備体制を構築することによ

って、速やかな参集と非常配備体制への移行を可能にするもので、現在、各都市の体
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制等も調査し、検証を進めているところでございます。 

なお、その他の中長期的対応策の 11 項目につきましては、市役所内部や関係機関と

の調整を要するもの、あるいは新たな予算や人員を要するものとなっておりますので、

引き続き、実施に向けた検討に取り組んでまいります。 

以上が、主な対応策の取組状況でございますが、今後、これらの対応策や訓練等の

取組につきましては、継続的に見直しを行い、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おります。 

「札幌市９.11 豪雨対応検証報告書」に係る取組状況についてのご説明は、以上で

ございます。 

●秋元市長 

只今の説明につきまして、ご質問等はございませんでしょうか。 

続きまして、報告第３号市災害対策本部訓練について、事務局から説明をお願いい

たします。 

●危機管理対策部長 

報告第３号の市災害対策本部訓練について、ご説明させていただきます。 

資料８をご覧ください。 

まず、１「訓練概要」でございます。 

本年１月 22 日、市役所本庁舎や区役所において、本部長である秋元市長をはじめ、

市役所、防災関係機関及び報道機関各社など、総勢約 540 名が参加して実施いたしま

した。 

訓練は、厳冬期の札幌において、第３次地震被害想定に基づく最大震度７の地震が

発生したとの想定のもと、訓練参加者には被害状況等のシナリオを事前に周知せずに

行うブラインド型という手法をとり入れて行いました。 

この訓練は、先程の報告第２号にありました札幌市豪雨対応の検証を踏まえた課題

の対応策の一つであり、５年に１度実施していたものを毎年実施としたことや、ＰＤ

ＣＡサイクルによる改善を図るとともに、ブラインド型訓練の実施年度には、訓練時

の課題抽出のために外部評価員を導入するなど、従来の訓練とは違った形で実施をし

たものであります。 

本訓練の実施により明らかになった課題ですが、２「訓練実施による主な課題」に

記載してありますが、職員の関係規定等の理解度をはじめ、各局区の役割分担や情報

共有の方法などに課題があり、その対応策といたしまして、３「今後の主な取組」で

ございますが、災害対策本部及び各局区のマニュアルの作成・充実や、情報共有手段

の検討、危機管理対策室や各局区が主催する職員研修の内容充実を図るほか、次回の

訓練に取り組むべき重点項目を設定するなどで、より実効性の高い訓練となるよう取
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り組むこととしております。 

最後に、４の「訓練５ヶ年計画」ですが、昨年度の訓練を皮切りに、５年間の訓練

を表のとおり予定しております。今年度の訓練につきましては、昨年度に引き続き地

震災害を想定し、防災関係機関及び報道機関の皆様のご協力をいただきながら、来年

１月の「防災とボランティア週間」期間中の実施を計画しております。 

この５年間の取組によりまして、ＰＤＣＡサイクルの中で課題の抽出と改善を積み

重ね、災害対策における職員の経験や能力及び組織の対応力の向上を目指していくこ

ととしております。 

市災害対策本部訓練についてのご説明は、以上でございます。 

 ●秋元市長 

只今の説明につきまして、ご質問等はございませんでしょうか。 

 最後の報告となりますが、報告第４号「平成 28 年熊本地震における札幌市の支援状

況について」ですが、事務局から説明をお願いいたします。 

●危機管理対策室長 

 危機管理対策室長の河原です。 

私から、報告第４号平成 28 年熊本地震における札幌市の支援状況について、ご報告

させていただきます。 

本年４月に発生した熊本地震におきましては、札幌市からも熊本市に対し、各種支

援を行っております。また、私自身も、地震の発生から２週間後になりますけれども、

現地に入りまして、本市で支援を行った避難所を中心に被災地の状況を見てまいりま

したので、併せてご報告させていただきます。 

それでは、資料の一番最後になりますけれども、資料９をご覧ください。 

１「熊本地震について」の（１）概要についてでございますが、４月 14 日午後９時

26 分にマグニチュード 6.5、最大震度７の地震が発生し、その後、１日おいた 16 日午

前１時 25 分に、マグニチュード 7.3、最大震度７の本震が発生いたしました。 

（２）は、被害の状況でございますが、総務省消防庁の公表資料によりますと、平

成 28 年７月 14 日現在で、人的被害は、死者、負傷者合せて、１千８百 89 名、住宅被

害は一部損壊を含めますと 16 万２百 45 棟にのぼっており、甚大な被害を被ったとこ

ろでございます。 

このたびの熊本地震では、平成 25 年 12 月に全国 20 の政令指定都市で策定いたしま

した広域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画が初めて適用されまして、

本市もその一員として、熊本市を支援したところでございます。 

この行動計画でございますが、２の（１）にございますように、東日本大震災の教

訓を踏まえまして、迅速性と適切性をもった広域的な支援を実現するために、基礎自
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治体としての総合力を有する指定都市が緊密に連携を図り、一体となって被災地支援

を行うことを目的とするものでございます。 

具体的には下の表にありますとおり、全国を４つのブロックに分けまして、災害時

には、各ブロックに所在する都市がブロック内の被災市の状況をいち早く把握して、

支援を行うことを基本とし、被害規模に応じて支援の枠組みをブロックを越えて広げ

ていく仕組みでございます。 

次に２ページ目をご覧ください。 

２の（２）支援に至るまでの経緯でございますが、発災当初から広島市が中心とな

りまして、同じブロック内の福岡市などと共に現地に入っております。 

その後、本震が発生した 16 日には、行動計画の適用を決定し、全政令市で、熊本市

を支援することとしたものでございます。 

危機管理対策室では、支援要請に備え、情報収集体制をとり、行動計画適用後の４

月 17 日には、水や簡易トイレなどの物的支援要請が、４月 19 日には避難所運営支援

のための職員の派遣要請があったところでございます。 

続きまして、３の札幌市の具体的な支援内容についてでございますが、（１）の物的

支援といたしましては、記載の 11 品目を熊本市に発送しております。 

なかでも、到着が急がれた①から③のトイレ用品につきましては、航空便で輸送し、

４月 19 日には現地に搬入したところでございます。 

（２）の人的支援についてでございますが、行動計画に基づく支援といたしまして

避難所運営やり災証明発行などに従事する職員を派遣したところでございます。 

なお、④の建物被害認定調査業務につきましては、８月 31 日まで支援の延長を決定

しておりまして、現在も職員派遣を継続しているところでございます。 

このほか、⑤から⑨の人的支援につきましては、行動計画とは別に、関係省庁・関

係機関からの要請に基づき、行った支援でございます。 

続きまして、現地の状況を見てまいりましたので、正面のスクリーンでご紹介させ

ていただきます。 

 

（パワーポイントにて現地写真などを説明） 

 

 最後になりますけれども、熊本市に対し、これまで 300 名を超える職員を派遣し、

支援を行ってきているところでございます。この経験は、今後もし札幌市で大きな災

害が起きた時に、大きな力になるものと考えております。派遣された職員の知識、知

恵を今後必要なマニュアルの改正等に結びつけていき、必要な防災力の強化につなげ

ていきたいと考えております。今後とも、本日お集まりの皆様方のご協力をよろしく
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お願いいたします。 

 以上で、私の報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 それでは、質問等がございましたら、お受けしたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

●札幌歯科医師会 

 歯科医師会の山田と申します。 

 今般の熊本地震におきまして、地域の歯科医師会を中心に、ＪＭＡＴ、ＤＭＡＴの

災害医療におきまして当初から帯同して活動していたと聞いております。 

 東日本大震災におきましては、歯科のチームの派遣が遅くなりまして、口腔内環境

が悪くなったということで、健康を害される被災者が多く出たという反省を踏まえま

して、今回は医師会さんと当初から帯同することによって、被災者の口腔ケア、口腔

内環境の維持に非常に力を発揮することができたと聞いております。 

 今回、地域防災計画の修正の中で、歯科医療・保健体制の整備というところで、歯

科医師会等、あるいは歯科医師等と「等（など）」という一文字が加わっております。 

これは、歯科衛生士、口腔ケアを担当する歯科技工士、また、このような災害にお

きましては、入れ歯等をなくされまして食事摂取が非常に困難になる事例が多く発生

しておりますので、そういうものを作製する歯科技工士が多く活躍するという意味で

加わったと思いますので、私どもとしては、有益な改正をしていただいたと思ってい

るところでございます。以上です。 

●危機管理対策室長 

他にございますでしょうか。なければ、私の報告を終わらせていただきます。あり

がとうございました。 

●秋元市長 

 熊本の状況について、報告をさせていただきましたけれども、先般の市長会議のと

きに、熊本市長とお話をする機会がございました。 

 その時に、最初の地震のときには、ほとんど被害がなかったということで、政令市

のなかでも、応援体制は必要ないのではないかという状況がありましたけれども、土

曜日の深夜におきました２回目の地震から非常に多くの方が避難されたという状況で

した。 

 最終的には、実質何人、どのくらいの方が避難されたのかということを把握しきれ

ていないということでありました。 

 先ほど報告の中にもありましたように、日中は避難所にいらっしゃる方がほとんど

いらっしゃらないんですけども、今回の場合は、夜間に大きな揺れが随分続いたとい

うこともありまして、夜に車の中、あるいは避難所にということで、ご自宅から出ら
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れる方が非常に多かった、その実数の状況が最終的に把握しきれなかったということ

を申しておりました。 

 そのようなことも想定しつつ、今回政令指定都市 20 都市で、初めて広域での応援体

制をシステマテックに取り組んで、それがかなり機能したと思っておりますけれども、

一方で、今回報告の中で、新たに受入計画や外から応援をいただいたときの受け入れ

の状況ですとか、これは物資、人もそうでありますが、そういった体制についても、

大規模な災害が起きたときの広域で支援を受ける体制についても相当想定をしておか

なければならないだろうということを熊本市長の方からもお話がありましたし、私ど

もも様々な機関の方々と災害時の応援協定を結ばさせていただいておりますが、もっ

と具体的にイメージを詰めて、どういう風に具体的に協力をいただくかということを

具体的にイメージをしながら、応援協定の中身も詰めていった方がいい、例えば物流

の企業、あるいはトラック協会などの物流の業界と支援の協定を結ばせていただいて

いるのですが、先ほどのように、物資を受け入れるときに、どういう行動をとってい

ただくとか、どのタイミングでスタートしていただくとかなど、細かいところをイメ

ージしていない、取り決めていなかったということがございました。 

 そういう意味で、今後、関係機関の皆様との災害時の協定についても、具体的にど

の段階で、どういう行動していただくことが一番いいのかということを色々なフェー

ズを想定しながら、今後災害対策にあたっていかなければいけないなと感じてまいり

ました。 

 今回の熊本地震を教訓にしながら、より市民の安全、安心に資するように、皆様方

のご協力を賜りたいと思うところでございます。 

 それでは、本日予定しておりました議案及び報告につきましては、終了とさせてい

ただきますが、全体を通して、ご質問等ございませんでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

特にご発言等がないようですので、以上をもちまして、会議を終了させていただき

ます。 

 お忙しい中、ご出席いただきまして、長時間にわたりご審議いただきましたことに、

改めて感謝申し上げます。 

今後とも、関係機関や市民の皆様方との連携強化を通じて、災害に強い安全で安心

なまちづくりを進めてまいりますので、どうぞ引き続き、ご支援、ご協力を賜ります

よう、お願い申し上げます。本日は、誠にありがとうございました。 

 ●危機管理対策課長 

  以上をもちまして、平成 28 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。 


