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  １．開  会 

○事務局（瀬川防災推進担当課長） お待たせいたしました。 

 定刻となりましたので、ただいまから、平成３０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危機管理対策室防災推進担当課長の瀬川でござい

ます。どうぞ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が、委員総数６２名に対しまして５４名のご出席を賜り

ましたので、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。 

 

  ２．会長挨拶 

○事務局（瀬川防災推進担当課長） それでは、開会に当たりまして、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。 

○秋元会長 札幌市長の秋元でございます。 

 着座のまま、失礼させていただきます。 

 防災会議の開催に当たりまして、一言、ご挨拶申し上げます。 

 委員の皆様におかれましては、ご多忙のところ、当防災会議にご出席をいただきまして、

また、日ごろより、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、この場をおかりして厚く御礼申し上げます。 

 昨年９月６日に発生しました北海道胆振東部地震では、札幌市において、これまで経験

したことのない最大震度６弱を記録し、加えて、先月には最大震度５弱の余震が発生いた

しました。 

 とりわけ、９月に発生しました胆振東部地震では、地震そのものの被害に加えて、北海

道全域が停電、いわゆるブラックアウトということになりまして、この対応等において、

関係機関の皆様方には多大なご協力を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。 

 震災における一連の対応を通じまして、これまで以上に関係機関の皆様がそれぞれの立

場で役割を担いながら、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

ならないと痛感いたしたところであります。 

 本日お集まりの皆様には、本市における防災、減災の取り組みに引き続きご協力いただ

きますよう、改めてお願い申し上げる次第でございます。 

 本日の防災会議では、震災を踏まえた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、震災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、委員の皆様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いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。 

 本日は、どうぞよろしくお願い申し上げます。 



- 2 - 

 

○事務局（瀬川防災推進担当課長） ありがとうございました。 

 

  ◎会議資料の確認 

○事務局（瀬川防災推進担当課長） 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。 

 お配りしておりますのは、会議次第、委員一覧、席次表のほか、資料１から１０までと

いう構成になっております。 

 一番上の会議次第にありますとおり、本日は、議案２件、報告６件となっておりまして、

それぞれに関する資料が１から１０まで連番で並んでおります。資料番号は、各資料の右

上に記載しております。 

 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。 

 

  ３．議  事 

○事務局（瀬川防災推進担当課長） 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、規定に基づきまして、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。 

○秋元会長 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６件を予定しておりますので、皆様のご協力をお願いい

たします。 

 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しま

す。 

○事務局（中出危機管理対策部長） 危機管理対策部長の中出でございます。 

 議案１の札幌市地域防災計画の修正について、私から説明を申し上げます。 

 まず、資料につきましては、資料１、資料２、新旧対照表として資料３をご用意してお

ります。 

 地域防災計画につきましては、平成３０年度北海道胆振東部地震を踏まえまして見直し

が必要というふうに考えておりますが、これにつきましては、対応の検証結果等を踏まえ

て、次回以降の当会議でお諮りしていくことになります。 

 対応の検証結果につきましては、後ほど本日の報告第１号として説明をさせていただき

ます。 

 それでは、議案１の説明に入ります。 

 資料１をごらんください。 

 まず、１、地震災害対策編の修正についてでございます。 

 まず、１点目の平成３０年北海道胆振東部地震を踏まえた修正についてでございます。 

 こちらにつきましては、検証に先立ちまして、本計画を修正する内容のものでございま

す。 
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 まず、アの本計画に記載しております災害の履歴につきましては、今回の地震が本市に

大きな影響を与えたものであることから、これまでの災害履歴の部分に９月の実施につい

て記載を追加したところでございます。 

 続きまして、イの応援協定の締結についてでございます。 

 まず一つ目ですが、災害時における建設機械器具の支援に関する協定についてでござい

ます。 

 地震によりましてブラックアウトが発生したことを受けまして、避難所等で使用する発

電機、照明、暖房器具、これらを優先的に調達することが可能となるよう、一般社団法人

日本建設機械レンタル協会北海道支部様、同じく札幌地区部会様と協定を締結したところ

でございます。 

 続きまして、災害時における旅行者の受入れ等に関する協定書についてでございます。 

 地震や風水害等によりまして、電力、公共交通機関等が停止をした場合に、観光で訪れ

ている方々が安全に滞在することができる場所を確保することを目的といたしまして、札

幌市内ホテル連絡協議会様、札幌ホテル旅館協同組合様、定山渓温泉旅館組合様と協定を

締結したところでございます。 

 ウの一時滞在施設の位置づけについてでございます。 

 こちらについては、帰宅困難者の対策としまして開設いたします一時滞在施設につきま

して、地域防災計画上の位置づけを明確にしたものでございます。 

 続いて、（２）の地区防災計画の計画策定地区の追加についてでございます。 

 今年度、地区防災計画を策定した３地区について計画に追加をするものでございます。 

 こちらについては、別に資料２を用意しておりますので、後ほど説明をさせていただき

ます。 

 続いて、（３）その他の応援協定の締結・修正についてでございます。 

 平成３０年北海道胆振東部地震を受けまして締結した協定については、先ほど二つの協

定についてご紹介させていただきましたが、昨年のこの会議以降、幾つかの協定について

締結・修正をしておりますので、それについて規定の修正を行っております。 

 地震災害対策編については以上でございます。 

 続きまして、２の風水害対策編（土砂災害対策）についてでございますが、こちらにつ

いては、法律の改正によりまして、災害時に配慮を要する方が利用する施設、要配慮者利

用施設について定めたものでございます。 

 こちらについては、議案第２号の札幌市水防計画の修正と内容が重複いたしますので、

あわせてそちらのほうで説明をさせていただきます。 

 続いて、３の地震災害対策編、風水害対策編、事故災害対策編、これらの各編共通の修

正事項についてでございます。 

 各種対策の時点修正や語句の整理、こういったものを何点かにわたって行ったものでご

ざいます。 
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 これらについては、ここでの細かい説明は割愛させていただきますが、新旧対照表とし

てお配りしております資料３にて後ほどご確認をいただければと思います。 

 それでは、資料２をごらんください。 

 先ほど、地区防災計画の追加の部分で後ほどというお話をさせていただいておりました

が、こちらについて資料２に基づきまして説明させていただきます。 

 今年度、地域防災計画に計画を追加いたしますのは、資料２の裏面の２に掲載しており

ます三つの地区となっております。 

 札幌市の地区防災計画の取り込みですが、平成２９年度からスタートしたばかりでござ

いまして、札幌市として自助、共助の取り組みを一層浸透させ、地域の防災力を向上させ

る取り組みとして力を入れて支援をしているところでございます。 

 資料２の１ページに戻っていただきまして、１のところで改めて地区防災計画の趣旨等

について確認させていただきます。 

 地区防災計画ですが、東日本大震災を踏まえまして、一定の地区において自発的な防災

活動を促すために新たに創設された制度でございます。 

 各地区の特性に応じた地域密着型の計画でございまして、地区の計画を市町村の地域防

災計画に規定、位置づけをすることで、行政と地域の連携を深めるものとされています。 

 計画の作成に向けた過程やその取り組みを継続するといった計画に係るプロセス全体に

おいて、地域コミュニティーにおいて顔の見える関係が一層強化されるといった効果も期

待されているところでございます。 

 それでは、今年度、地域防災計画に規定いたします三つの地区の地区防災計画について

ご説明させていただきます。 

 資料２の３、平成３０年度モデル地区における取り組みの概要についてという表になっ

ているところをごらんいただければと思います。 

 いずれも防災に大変関心が高く取り組んでいただいた地区ばかりとなっておりますが、

その一つ目として、札幌時計台ビルでございます。 

 こちらのビルについては、約７０のテナントが入居しておりまして、ビル管理会社とテ

ナントがともにワークショップを実施し、平常時、災害時の役割分担について検討を行い、

災害時には３日間、ビル内に滞在できることを目標とした計画となっております。 

 このビルには保育園が入居しておりますので、今後、子どもが安心して過ごせる防災活

動を実施する予定と聞いております。 

 二つ目のロイヤルシャトー新琴似でございますが、こちらはおよそ１９０世帯が入居し

ているマンションでございまして、停電時の断水など、マンション特有の課題があります

ので、その対応策について検討したところでございます。 

 また、９月の地震のまさに直前に炊き出しの訓練を実施していたということで、地震発

生時には住民同士のチームワークが十分に発揮されたことから、今後も実動的な訓練を実

施し、防災力をさらに向上させることとしております。 
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 その下の三つ目の厚別西厚信会についてでございます。 

 こちらの町内会は、約２，８００世帯が加入しておりまして、防災訓練では毎年５００

名以上の方が参加する防災に大変関心の高い単位町内会でございます。厚別川と野幌川に

挟まれた地域ということもありまして、主に風水害を想定した計画となっております。 

 また、近隣の民間事業者とご協議を重ねまして、民間の駐車場を地区独自の一時避難場

所として設定した計画となっております。 

 今回、地域防災計画に規定しますモデル地区の取り組みの概要については以上でござい

ますが、そのほかのモデル地区の取り組み等につきましては、資料の中段以降に記載して

おりますので、後ほどご確認をいただければと思います。 

 また、今回規定をする三つの地区の計画の本書は、資料２－１から２－３ということで、

それぞれ少し厚さのある冊子がついているかと思いますが、後ほどご確認いただければと

思っております。 

 札幌市といたしましては、地区防災計画の作成を推進していくことで、防災協働社会の

実現、さらには地域防災力の向上をしっかり図ってまいりたいと考えております。 

 以上で議案第１号 札幌市地域防災計画の修正についての説明を終わります。 

○秋元会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問等はございませんでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○秋元会長 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」と発言する者あり） 

○秋元会長 ご異議がないようでございますので、ご承認いただきました。 

 地域防災計画の修正を進めさせていただきます。ありがとうございました。 

 続きまして、議案第２号 札幌市水防計画の修正について、事務局から説明お願いしま

す。 

○事務局（中出危機管理対策部長） 議案２の札幌市水防計画の修正についても私から説

明を申し上げます。 

 資料４の修正概要とその別紙、さらには、４－１の新旧対照表の三つをご用意しており

ます。 

 水防計画は、水防法第３３条に基づきまして、水防事務の円滑な実施のために必要な事

項を定め、洪水等による被害を軽減するために策定されている計画でございます。 

 この計画を修正する場合はこの防災会議に諮ることが定められております。 

 まず、資料４の１ですが、要配慮者利用施設の範囲を新たに設定したことにつきまして、

別紙にて説明させていただきます。 

 別紙の１に経緯とあります。 

 災害時に特別な配慮を要する者が利用する施設、いわゆる要配慮者利用施設につきまし
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ては、従来、水防法、さらには土砂災害防止法、これらの法律において名称や所在地を地

域防災計画に定め、災害危険時にその情報を伝達するといった内容が定められていたとこ

ろでございます。 

 また、水防法においては、洪水の危険時に利用者の安全を確保するために、避難確保計

画の策定が努力義務とされていたところでございます。 

 しかしながら、平成２８年の台風第１０号によりまして、これらの施設にお住まいの高

齢者が被害を受けてしまったことを受けまして、国において、平成２９年６月に水防法及

び土砂災害防止法を改正いたしまして、この避難確保計画の策定につきまして義務化され

たところでございます。 

 あわせまして、その対象となる施設の例が示されたことから、今回、施設の選考基準を

見直すこととしたところでございます。 

 ２の対象施設の選定についてでございます。 

 従前は、宿泊を伴う高齢者、障がい者福祉施設と児童関連の施設としておりまして、学

校等は含まれておりませんでした。今回、市内部で検討を重ねた結果、これに加えまして、

洪水時に０．５メートル以上の浸水が予測される区域、または、土砂災害発生のおそれの

ある区域に位置する小・中学校やデイサービスなど、宿泊を伴わない施設も対象としたと

ころでございます。 

 来年度以降、該当となる施設を精査の上、義務づけを行っていく予定でございます。 

資料４と別紙の説明については以上でございます。 

 その他、水防計画につきましては、先ほどもお話ししたとおり、資料の４－１でお配り

したとおり、各種対策や数値等の時点修正をあわせて行っておりますが、この場での説明

は割愛させていただきます。 

 札幌市水防計画の修正についての説明は以上でございます。 

○秋元会長 ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問等はございませんでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○秋元会長 それでは、議案第２号につきましては、ご承認いただくことでよろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○秋元会長 ありがとうございました。 

 ご異議がないようでございますので、第２号議案につきましてはご承認いただきました。

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。 

 

  ４．報  告 

○秋元会長 それでは次に、次第４の報告に移らせていただきます。 

 まず、報告第１号 北海道胆振東部地震の対応に係る検証結果について、事務局から説



- 7 - 

 

明をお願いいたします。 

○事務局（長谷川危機管理対策課長） 危機管理対策課長の長谷川でございます。 

 私から、北海道胆振東部地震の対応に係る検証結果についてご説明をさせていただきま

す。 

 お手元の資料５－１が北海道胆振東部地震の対応検証報告書になります。資料５がその

概要版になりますので、本日は概要版に沿ってご説明をさせていただきます。 

 初めに、第１章の検証の目的と手順でございます。 

 昨年の９月６日に発生しました北海道胆振東部地震におきましては、札幌市として初め

て地震に起因する災害対策本部を設置しまして、災害応急対策に当たりましたけれども、

このたびの検証は、これら一連の災害対応について、札幌市危機管理基本指針に基づきま

してさまざまな角度から検証を行い、本部の運営体制の見直しや各種マニュアルなどの修

正などにつなげることで、防災体制の一層の強化を図ることを目的としております。 

 検証の手順としましては、市民アンケート調査や、電話、メールなどで直接寄せられた

ご意見、また、報道機関からの指摘事項と市の各部局の対応状況の検証結果から、問題点

の集約、課題の抽出、改善策の検討、さらには、その過程において有識者等からのご意見、

ご助言をいただくとともに、要配慮者団体、関係団体へのヒアリング結果なども踏まえ、

課題に対する今後の対応の方向性を見出し、改善に向けた取り組みを含めた検証報告とし

て取りまとめを行っているところでございます。 

 次に、第２章の市民の意見等でございます。 

 １の市民アンケート調査では、３，１７７件、６３．５％の回答率となっております。

これは、市民の皆様に高い関心を寄せていただいた結果と受けとめさせていただいており

ます。 

 調査の結果としましては、備蓄物資としての食料品などの充実を求める声、また、携帯

電話の充電を求める声が多く聞かれました。さらに、停電中には、７０％に近い方がラジ

オから情報を入手していたことが確認されております。 

 次に、右のページに移らせていただきます。 

 ２の市民から直接寄せられた意見や報道機関等による指摘でございます。 

 主な内容としましては、避難所の開設、運営に関するものとして、ペットの屋内避難や、

外国人観光客向けの避難所の設置、停電対策の強化、避難所の閉鎖についての意見などが

挙げられております。 

 続いて、３の有識者等へのヒアリングでございます。 

 いただいた主なご意見としましては、あらゆる場面を想定した実動的な訓練を行うなど

の人材育成が重要ということや、避難所運営におきましては、マニュアルの整理や関係整

理や管理職の責務、教職員との連携など、体制をしっかりと整備することが重要といった

ご意見をいただきました。 

 さらには、要配慮者関係団体から、一般の避難所の中に福祉避難スペースが設置されて
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いることを知らない方が多い状況にあると伺っております。 

 続きまして裏面をごらんいただきたいと思います。 

 第３章、課題及び改善に向けた取り組みでございます。 

 資料に記載のとおり、項目としましては、（１）の職員の参集から（８）のその他まで

の８分類、個別の課題はそれぞれ「あいうえお」表記をしておりますけれども、全４２項

目となっております。 

 そして、これらの課題に対する改善に向けた取り組みは１０４項目に整理し、その中の

主なものを右側に掲載しております。 

 改善に向けた取り組みは、既に五つの項目については検討や取り組みを始めていますが、

取り組みを終えているものを取り組み済みとして５項目、今後も随時継続して取り組んで

いくものが１９項目、年度内に終わらず、おおむね来年度中には終えるものを短期として

６１項目、それ以上、相手との調整などがかかるものの１９項目については中長期とさせ

ていただいております。 

 それでは、主な課題とその改善に向けた取り組みについてご説明をさせていただきます。 

 まず、（１）の職員の参集でございますが、参集基準や非常配備態勢への職員の認識不

足などが原因で、一部、職員の参集に時間を要した動きがありました。 

 これに対する改善策としましては、参集基準や参集時のルール等を改めて周知徹底する

とともに、非常参集訓練の拡充などを検討してまいります。 

 次に、（２）の災害対策本部の運営でございますが、課題のエとカに記載しております

災害対策本部と医療対策本部との円滑な情報共有や庁内における応援職員等の配置に時間

を要するなどの課題がありました。 

 これに対する改善に向けた取り組みといたしましては、災害対策本部と医療対策本部と

の情報共有体制の構築、さらに部局単位のあらかじめの応援先を定めておくなど、庁内応

援体制の構築を進めてまいります。 

 続きまして、（３）の避難所の開設、運営でございます。 

 ここではまず、市民への避難所内でのルールの周知不足や避難所運営に対する施設管理

者や地域住民のかかわり方が避難所によって異なっていたという課題がありました。 

 これに対する改善に向けた取り組みとしまして、避難所運営検討などを通じて、避難所

の運営ルールや運営への地域住民等のかかわり方を職員、地域へ周知してまいります。 

 また、福祉避難場所に関しましては、移送に関する所管局との調整手順が煩雑で対応に

時間を要したなどの課題がありました。 

 これに対しましては、福祉避難場所の公表に関して、協定締結団体との協議を継続する

ほか、福祉避難者場所の運用方法等の再検討、そして、福祉避難所の役割、避難の仕組み

について市民への周知を図ってまいります。 

 次に、（４）の市民等への情報提供でございますが、課題のイに記載しております効率

的で漏れのない情報共有体制の確立に対しまして、市民への適切な情報提供の前提となる
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本部事務局と各部・区、避難所間での情報共有体制やその手段を検討してまいります。 

 また、要配慮者の安否確認や具体的な支援活動を行う地域包括支援センターなどの福祉

事業者への情報提供の方法が整理されておらず、十分な対応ができなかったことから、民

間事業者による安否確認や具体的な支援活動の提供に資する情報提供のあり方の検討を行

ってまいります。 

 続きまして、（５）の被災者支援でございます。 

 被災者台帳に関するシステムが未整備でありましたことから、各制度の所管部局が被災

者に関する必要十分な情報を得ることができず、対象者への対応に苦慮したところでござ

いました。 

 このため、被災者支援に係る各制度の所管部局が必要な情報を随時共有できる被災者支

援システムの構築、被災者台帳の本格整備に向けた検討を進めてまいります。 

 次の（６）旅行者を含む帰宅困難者対策では、外国語対応のために国際班や多言語支援

センターへの応援要請ができるという認識が職員に不足していたことや、災害対策本部の

体制における同センターの位置づけが明確ではなかったことから、当センターのあり方と

地域防災計画への位置づけの検討を行ってまいります。 

 次に、（７）停電による影響でございます。 

 停電の影響により、自宅で人工呼吸器や酸素濃縮装置等を使用する方の中には、長時間

の停電により生命の危機に直面した方もいらっしゃいました。 

 このことから、人工呼吸器等を使用している方などに対しまして、予備バッテリーや酸

素ボンベ等の確保に関する周知を強化するとともに、社会施設を対象とした非常用自家発

電設備整備補助事業を実施してまいります。 

 最後に、（８）その他でございますが、発災初期の通信、物流等が麻痺した状態におき

まして、避難場所本計画見直し検討委員会におきまして、備蓄物資の数量や種類の見直し

を行うとともに、協定の実効性の確保に向けた実施細目の作成、具体的な業務手順のマニ

ュアル化など、災害に強い物資供給に向けた協議を継続して進めてまいります。 

 今後、これらの改善に向けた取り組みの実施に当たりましては、札幌市危機管理基本指

針に基づく機器マネジメントシステムを活用し、ＰＤＣＡサイクルの中で継続的に災害対

応体制の強化を図ってまいります。 

 このほか、概要版には記載しておりませんが、本編の報告書には、地震や被害の概要、

本部の対応状況なども資料として掲載し、北海道胆振東部地震の対応に係る一連の検証結

果報告書という形で取りまとめを行っております。 

 これは、将来に向けて札幌市の防災体制を一層強化するための一つの区切りであります

とともに、計画的に取り組むスタートでもあると考えております。 

 これから始まる新たな取り組みの中には、防災会議構成機関の皆様との調整や必要とす

るもの、また、ご協力、ご支援をお願いすることもあるかと考えております。皆様におか

れましては、何とぞご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
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 北海道胆振東部地震の対応に係る検証結果については以上でございます。 

○秋元会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明について、ご質問等はございませんでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○秋元会長 それでは次に、報告第２号 札幌市避難場所基本計画の見直しについて、事

務局から説明お願いします。 

○事務局（松坂計画・原子力災害対策担当課長） 計画・原子力災害対策担当課長の松坂

でございます。 

 私から説明をさせていただきます。 

 報告第２号の避難場所基本計画の見直しについて、資料６に基づきましてご説明させて

いただきます。 

 まず、１の背景についてですが、東日本大震災の課題を踏まえ、平成２５年３月に札幌

市避難場所基本計画を策定し、この計画に基づいて、避難場所に求められる機能や備蓄物

資の整備等を進めているところでありますが、熊本地震等の災害において、避難場所など

に関する新たな課題が生じたことから、計画を見直すことといたしました。 

 その後、９月の北海道胆振東部地震の発生における地震対応の検証を進めていく中でも、

避難場所や備蓄物資に関する課題も報告されたことから、これらも踏まえた見直しを行う

必要となったところでございます。 

 次に、２の計画見直しに係る体制についてでございます。 

 裏面３のスケジュールをあわせてごらんいただきたいと思います。 

 まず、計画見直しの手法として、学識経験者や関係団体、災害ボランティアの経験のあ

る方などによる幅広い意見を取り入れた検討を行うこととし、平成３０年７月、札幌市避

難場所基本計画見直し検討委員会を設置いたしました。 

 これまで３回の検討委員会を開催したところでありまして、２２日の最後の検討委員会

を開催して、検討内容の取りまとめを行ってまいりたいと考えております。 

 新年度にはパブリックコメントを実施して、７月中には計画の見直しを終える予定とな

っております。 

 次に、検討委員会での検討事項についてですが、備蓄物資の見直し、配慮スペース等の

活用、避難場所における生活環境の確保について検討を進めており、具体的には、①寒さ

対策の充実として、暖房設備や防寒用具の数量、品目について、②備蓄物資の充実として、

食料や調理機器、衛生用品などの品目の見直しについて、③要配慮者対策の充実として、

高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、外国人などへ配慮した備蓄の品目や福祉避難スペー

スの確保について、そのほかにも④としてペット動向避難者や車中泊避難者の対応の検討

や、⑤避難場所の開設、統合、閉鎖の考え方、避難者への情報提供等について議論を進め

ているところでございます。 

 最後に、避難場所基本計画の見直し後は、今回の避難所開設、運営での課題を踏まえた
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実務的な内容とするため、避難場所運営マニュアルの見直しをあわせて行ってまいりたい

と考えております。 

 避難場所基本計画の見直しについては、以上です。 

○秋元会長 ただいま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。 

（「なし」と発言する者あり） 

○秋元会長 それでは次に、報告第３号 第３次地震被害想定の手法の検証について、事

務局から説明お願いします。 

○事務局（松坂計画・原子力災害対策担当課長） 報告第３号 第３次地震被害想定の手

法の検証についてご説明いたします。 

 資料７をごらんください。 

 １の地震被害想定についてですが、この想定は、将来、札幌で発生する可能性があり、

最大限の被害をもたらす地震を設定して、その地震から想定される被害の全体像を示すも

ので、本市の地域防災計画における地震防災対策を推進する前提となっているものでござ

います。 

 現行の第３次地震被害想定は、平成１８年度から平成２０年度にかけて、石狩平野北部

地下構造調査を初めとしたさまざまな自然条件等の調査結果を用いて、詳細な地盤構造モ

デルを作成した上で、地震動や液状化などのハザード評価を実施し、これに基づき、人的・

物的・経済的被害等を評価したものとなっております。 

 次に、２の第３次地震被害想定の見直しについてですが、現行の想定は、設定から約１

０年を経過し、建物や人口を初めとした社会状況が変化していることから想定を見直すこ

ととして、最新のデータを用いた検討を平成３０年度に着手しており、このことについて

は昨年度の防災会議においてもお伝えしていたところでございます。 

 最後に、３の第３次地震被害想定の手法の検証についてですが、平成３０年９月に発生

した平成３０年北海道胆振東部地震の際には、現行の想定にはないブラックアウトや液状

化現象などが発生したことから、今後の災害対応に万全を期すため、これらの事象以外の

想定手法や内容も含めて精査が必要と判断し、平成３１年度は現行想定の手法の妥当性を

検証することといたしました。 

 検証に当たりましては、平成３０年北海道胆振東部地震で実際に発生したブラックアウ

トや液状化現象等による影響も含めて、現行の想定内容の再精査を行うとともに、本市が

地震発生後に調査を行った各種地盤データ等を活用して、現行制度の精度についても検証

を実施する予定です。 

 今後、これらの検証結果を踏まえた地震被害想定の見直しを改めて行った上で、地域防

災計画へ反映を行っていく予定です。 

 第３次地震被害想定の手法の検証についての報告は、以上でございます。 

○秋元会長 ただいま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。 

（「なし」と発言する者あり） 
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○秋元会長 特にないようでありますので、次に、報告第４号 洪水ハザードマップの全

面改訂について、事務局から説明お願いします。 

○事務局（松坂計画・原子力災害対策担当課長） 報告第４号 洪水ハザードマップの全

面改訂についてご説明いたします。 

 資料８をごらんください。 

 まず、１の洪水ハザードマップ改訂の経緯についてご説明いたします。 

 洪水ハザードマップとは、水防法に基づき、北海道開発局や北海道などの河川管理者が

行う洪水時の浸水想定に基づき、札幌市が作成するもので、河川の破堤等により洪水が発

生した際の区域や深さ、避難場所等を示したものでございます。 

 従前は河川の整備計画の基礎となる雨量、いわゆる計画降雨を用いて、例えば、豊平川

の例では３日間で３１０ミリ、１５０年に一度程度の確率で生じる降雨より破堤した場合

の洪水が想定されておりました。 

 しかし、平成２７年に水防法が改正され、想定し得る最大規模の雨量を前提として浸水

想定区域が新たに公表されました。 

 また、洪水発生時に氾濫流や護岸の浸食により家屋に被害が生じるおそれがある区域が

新たに家屋崩壊等、氾濫想定区域としてあわせて公表されました。これを受け、全面改訂

を行ったものでございます。 

 ２の改訂の概要についてご説明いたします。 

 従前のハザードマップは、洪水の洪水大河川４種、中小河川５種、計９種を作成してお

り、区によっては災害リスクの確認に複数のマップが必要となっておりました。 

 そこで、新たなマップにつきましては、全河川の浸水想定区域を重ね合わせて、２区ご

とに５種類としてスリム化を行っております。 

 また、今回新たに設定された家屋倒壊等氾濫想定区域のほか、従前は承知していなかっ

た土砂災害のおそれのある区域をあわせて掲載しております。 

 情報面については、適切な時期に適切な避難行動をとっていただくことを目的に、本市

の避難情報発令の意味合いやその目安、また、洪水のおそれが高まった際の行動フローを

掲載いたしました。 

 ３の市民周知についてご説明いたします。 

 この洪水ハザードマップにつきましては、今年度は全区において説明会を開催したほか、

各区連合町内会協議会の場で活用方法について説明させていただいたところでございます。 

 また、来年度につきましては、このマップを市内全戸に対して配付させていただく予定

でございます。 

 以上で洪水ハザードマップの全面改訂について報告を終わります。 

○秋元会長 ただいま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。 

（「なし」と発言する者あり） 

○秋元会長 特にないということでございますので、次に、報告第５号 指定緊急避難場
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所の指定基準の変更について、事務局から説明をお願いします。 

○事務局（松坂計画・原子力災害対策担当課長） 報告第５号 指定緊急避難場所の指定

基準の変更についてご説明いたします。 

 指定緊急避難場所とは、地震、洪水、土砂災害、大規模火災など、災害種別ごとに安全

な施設を避難場所として定めたものです。 

 このたび、地震、洪水、土砂災害の基準について見直しを行いましたので、ご説明をさ

せていただきます。 

 資料９をごらんください。 

 １の基準変更の経緯についてご説明いたします。 

 先ほど、洪水ハザードマップの全面改訂について説明した際に、国や北海道により家屋

倒壊等、氾濫想定区域が新たに設定されたことをお伝えしましたが、この区域については、

従前の指定基準には考慮されているものではないことから、基準変更の必要が生じており

ます。 

 また、平成３０年胆振東部地震を初めとした昨今の災害状況を踏まえ、例えば、地震と

土砂災害、洪水と土砂災害といった災害の併発についても考慮した基準への変更が必要と

判断したことから、変更することとしております。 

 ２の併発が想定される災害についてご説明いたします。 

 まず、地震と土砂災害についてです。 

 平成３０年北海道胆振東部地震のように、本震や余震等により急傾斜地の崩壊や地すべ

りが発生するおそれがあります。また、洪水と土砂災害についてですが、降雨により洪水

やそれに伴う河岸浸食が発生しますが、同様に土砂災害についても降雨により発生するお

それがあります。 

 ３の基準変更の概要についてご説明いたします。 

 従来の指定基準では、災害の併発についての基準を設けていなかったことから、例えば、

土砂災害のおそれのある区域であっても、地震や洪水の指定を受けることが可能となって

おりました。このため、（１）の地震については、急傾斜地の崩壊や地すべりのおそれの

ある区域に位置する施設については、避難場所として指定しないことといたしました。 

 （２）（３）の洪水土砂災害についても同様に、併発のおそれのある箇所に位置する施

設については避難場所として使用しないことといたしました。 

 これによりまして、現在、３１２カ所の指定緊急避難場所のうち、２３カ所の避難場所

については、地震、洪水、土砂災害、いずれかの指定解除を行うこととなっております。 

 以上で指定緊急避難場所の指定基準の変更についての報告を終わります。 

○秋元会長 ただいま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。 

（「なし」と発言する者あり） 

○秋元会長 特にないようでございますので、最後になりますが、報告第６号 平成３１

年度に札幌市が予定している訓練・研修について、事務局から説明をお願いいたします。 
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○事務局（長谷川危機管理対策課長） 平成３１年度に札幌市が予定している訓練・研修

についてご説明させていただきます。 

 お手元の資料１０をごらんいただきたいと思います。 

 この中で、重立った訓練・研修についてご説明いたします。 

 まず初めに、上から３段目になりますが、７月から８月、そして、１２月から翌年の１

月に実施します避難場所運営研修についてでございます。 

 この研修は、各区職員、学校の職員、地域住民の３者を対象に、市立の小・中学校３０

校を会場として、防災行政無線や受水槽の使用手順の訓練、避難所運営ゲーム、いわゆる

ＨＵＧの実施に加え、胆振東部地震の検証結果を踏まえた住民体験型の研修として、参加

者の防災意識と災害対応力の向上を目指すものでございます。 

 続きまして、中段くらいにありますけれども、９月上旬から中旬にかけまして予定して

おります札幌市総合防災訓練についてでございます。 

 次年度は、中央区内を会場に、胆振東部地震の検証も踏まえ、避難所の迅速な開設、要

配慮者やペットへの対応など、地域住民を中心とした体験型の避難所開設・運営訓練と関

係機関の連携強化に主眼を置いた実動訓練を２日に分けて実施する予定でございます。 

 最後に、下のほうですが、１月に実施予定の札幌市災害対策本部訓練でございます。 

 この訓練は、災害対策本部機能の計画的な強化を目的に、年度ごとの訓練目標、そして

訓練項目を定めて実施しております。 

 次年度は、５カ年計画の最終年度となりますことから、これまでの訓練や胆振東部地震

の課題等も踏まえ、市民に対する情報発信や情報共有の項目を盛り込みつつ、災害対応力

の向上を図るため、総括的な訓練を実施する予定となっております。 

 関係機関の皆さんには、各訓練の参加などご協力についてよろしくお願い申し上げたい

と思います。 

 以上でございます。 

○秋元会長 ただいま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。 

（「なし」と発言する者あり） 

○秋元会長 ないようでございますので、報告につきましては以上となります。 

 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なりますけれども、全体を

通してご質問等はございませんでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

 

  ５．閉  会 

○秋元会長 それでは、ご発言等がないようでございますので、以上をもちまして、会議

を終了させていただきます。 

 皆様には、お忙しい中をご審議いただきましたことに改めて感謝を申し上げます。 

 札幌市としましては、今後も関係機関や市民の皆様と連携を強化し、災害に強いまちづ
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くりを進めてまいりたいと考えておりますので、引き続きの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。 

○事務局（瀬川防災推進担当課長） 以上をもちまして、平成３０年度札幌市防災会議を

終了いたします。 

 どうもありがとうございました。 

                                  以  上   


