
１ 避難場所基本計画の改定について

平成 25 年３月に策定した避難場所基本計画に基づき、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きたが、平成 28年４月の熊本地震や平成 30年 7月豪雨、さらに

は、北海道胆振東部地震など大きな災害が発生する中で、避難所や備蓄物資に関する課

題が露見し大きな社会問題となってきた。 

また、国においても、避難所における生活環境の整備等を目的に災害対策基本法の改

正を行っており、これらを踏まえた計画の改定が必要となったことから、学識経験者、関係

団体、市民等で構成する「札幌市避難場所基本計画見直し検討委員会」の意見等を踏ま

え、令和元年 7～8 月にパブリックコメントを経て、9 月に計画を改定した。 

《 主な改定ポイント》  

① 備蓄物資の充実 
・ 備蓄物資の数量・ 品目等の見直し 

⇒食糧は1日分から 2日分に、物資の種類を25品目から 35品目に増強 
・ 避難所以外の場所に滞在する被災者等への生活関連物資等の支援 

② 要配慮者等への対応の充実 
・ 要介護高齢者、妊産婦、障がい者等の要配慮者、小児、女性等への支援 

・ 要配慮者のための福祉避難スペースの提供 

③ 避難所における生活環境の充実 
・ 寒さ対策、トイレ対策、大規模停電に備えた通信・ 情報対策などの充実 

④ 災害対策基本法の改正を踏まえた避難場所等の分類の見直し 
・ 従来の区分を指定緊急避難場所、指定避難所（ 基幹） 及び指定避難所（ 地域）

に区分し、指定基準を見直し 

⇒指定避難所（ 地域） については、災害時における施設の安全性や避難所の永 
続性の確保を図るため、現況調査を実施し指定の整理を行う 

⑤ 避難所の開設、統合、閉鎖の基本的な考え方の整理  

２ 避難所運営マニュアルの改定等について

平成 25 年３月に「避難所運営マニュアル」を策定したが、北海道胆振東部地震での課題

や避難場所基本計画の改定に併せ、市内部での検討会を開催し、令和元年 9 月にマニュ

アルを改定した。また、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、令和２年６月、国の技術

的助言等に基づき新型コロナウイルス感染症への対応に係る補足事項を作成した。 

《 主な改定ポイント》  

① 避難場所基本計画の改定事項の反映 
・ 要配慮者等への対策・ 寒さ対策及び停電対策 

② 一連の流れをまとめた「 避難所開設・ 運営チェックシート」 を新たに作成 
③ 北海道胆振東部地震で特に課題となった初動対応部分を明確化 

⇒避難所ごとのマニュアルを作成 
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番 

号 
施設名称 所有者 管理主体 施設概要 

A14 札幌市民交流プラザ 札幌市 
公益財団法人 

札幌市芸術文化財団
1～2階広場、3～6階ホワ
イエ 

A15
北ガスアリーナ札幌46
（ 札幌市中央体育館）  

札幌市 
(一財）  

さっぽろ健康スポーツ財団
剣道室、武道室、柔道室 

A16 札幌三井Ｊ Ｐビルディング
三井不動産㈱ 
日本郵便㈱ 

三井不動産㈱ 1～3階共用部 

A17 さっぽろテレビ塔 ㈱さっぽろテレビ塔 ㈱さっぽろテレビ塔
地下1階共用部、2階貸し
ホール 

３ 札幌駅・大通駅周辺地区都市再生安全確保計画の改定について

平成 24 年 7 月に都市再生特別措置法が改正され、大規模な地震発生時に備えた都市

再生安全確保計画制度が創設されたことを受け、都市機能が集中する札幌駅・大通駅周

辺地区において国、道、市、民間事業者等で構成する「札幌都心地域都市再生緊急整備

協議会」により平成 26 年 3 月に計画を策定した。 

北海道胆振東部地震では、札幌都心地域に多くの観光客が帰宅困難者として滞留した

ことを受け、協議会を開催し令和元年 12 月に計画を改定した。 

《 主な改定ポイント》  

① 一時滞在施設の確保として、観光客については、「 災害時における旅行者の受入
れ等に関する協定」 に基づき、宿泊施設と連携・ 協力体制の構築を進め、安全に

避難できる施設の確保に努めることを記載 

② 新たな一時滞在施設の追加 
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改定にあたって 

 札幌市では、平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災の教訓を踏まえ、避難

所に求められる機能や備えるべき備蓄物資などについて定めた札幌市避難場

所基本計画を平成 25 年 3 月に策定し、本計画に基づき、避難所の環境整備を

進めてまいりました。 

 こうした中、国内においては、平成 28 年 4 月の熊本地震や平成 30 年 7 月の

西日本豪雨、さらには、同年 9 月の北海道胆振東部地震など大きな災害が発生

し、備蓄物資の不足や要配慮者等への対応など、避難所に関する課題が明らか

となり、大きな社会問題となってきました。 

 また、国においても、避難所における生活環境の整備や避難所以外の場所に

滞在する被災者への配慮を目的に災害対策基本法の改正等を行っており、それ

を踏まえた計画の改定が必要となったところです。 

 これを受け札幌市では、学識経験者、関係団体及び市民などの幅広い意見を

取り入れるため、札幌市避難場所基本計画見直し検討委員会を設置し検討する

とともに、パブリックコメントにより市民の皆さまのご意見をいただきながら

見直しを進め、この度、本計画を改定いたしました。 

 今後は、北海道胆振東部地震で得た教訓や経験も踏まえながら、本計画に基

づく取組を進め、「命を守る場所、命をつなぐ場所」となる避難所の更なる質の

向上に努めてまいります。 

 最後に、本計画の改定にあたり、これまでの経験や知識を基に活発な議論を

展開していただいた委員の皆さまをはじめ、多くの貴重なご意見をお寄せいた

だいた市民の皆さまに対し、心から感謝を申し上げます。 

令和元年（2019 年）9月 札幌市長 秋元 克広
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【用語の解説】 

 本計画における用語の解説は以下のとおり。 

用語 解説 

避難場所 
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその

危険から逃れるための場所 

避難所 
災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在

させるための施設 

要配慮者 
要介護高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、外国人、難

病患者等の防災対策において特に配慮を要する者 

Is 値 
構造耐震指標。建物の構造的な耐震性能を評価する指

標。Is 値が大きいほど耐震性が高い。 

避難スペース 
各種災害から緊急的に避難するスペース。その地域の

浸水深によっては、施設の上階になることなどがある。

滞在スペース 
災害により自宅へ戻れなくなった被災者等が滞在する

スペース。小中学校等については主に体育館等 

福祉避難スペース 
滞在スペースで生活することが難しい要配慮者のため

に提供するスペース 

ペット 犬や猫などの小型の哺乳類 

札幌式高規格寝袋 

通常の寝袋とクッション材を一体化したもの。通常の

寝袋に比べて中綿を増量し、肌に触れる部分をフリー

ス素材にすることで接触温感を高めている。 

アルファ化米 
炊いたり蒸したりした米を、熱風で急速に乾燥させた

米で熱湯や冷水を注入することで可食の状態となる。 

最大食糧需要量 
避難所の避難者に加え、避難所以外の場所に滞在する

被災者を含めた食糧需要量の最大値 

多言語シート 
避難所で必要となる掲示案内などを、多言語で表示す

るシート 

筆談ボード 

聴覚障がい者や病気によって声を失った方などとコミ

ュニケーションを取る際に、文字を書いて意思を伝え

合うための用具 
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第１章 総則                          

１ 計画の目的 

 札幌市避難場所基本計画（以下「計画」という。）は、札幌市地域防災計画に基づき、被

災者等の安全確保と復旧に向けた支援対策の拠点となる避難場所及び避難所（以下「避難場

所等」という。）について、備えるべき機能目標を設定し、その整備方針を定めるものであ

る。 

２ 避難所の基本的な考え方 

１ 避難所の役割                                   

  避難所は、被災者等を受け入れる役割のほか、以下の役割を有する。 

   ・緊急物資の集積場所 

   ・情報発信の場所 

   ・情報を収集する場所 

   ・避難所以外の場所に滞在する被災者が必要な物資を受け取りに来る場所 

２ 避難所としての施設のあり方                            

  避難所は、災害により自宅へ戻れなくなった住民等が一時的に滞在する施設であり、以

下の者を受け入れの対象としている。 

   ・自宅が被害を受け、居住の場を失った者 

   ・ライフラインの被害により、自宅での日常生活が著しく困難な者 

   ・避難勧告等が発令されるなど、緊急的な避難が必要な者 

   ・上記のほか、自宅に留まることができなくなった者 など 

  ただし、避難所に指定している施設は、平常時の本来機能がある。被災者等の受入れは

一時的なものであることから、迅速な応急仮設住宅の設置や民間賃貸住宅の借り上げ等を

行い、施設本来の機能の早期回復を目指す。 

３ 自助・共助の取組の重要性                             

  過去の災害の教訓から行政による公助には限界があることが認識されているため、自分

自身の命や身の安全を守ること（自助）と地域コミュニティーにおける相互の助け合い（共

助）の取組が重要である。 

  避難所においても、公助に加えて、自助・共助の取組により、円滑な運営を展開するこ

とが必要である。 

  自助・共助・公助の取組については、表－1のとおり。  
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表－1自助・共助・公助の取組 

区分 取組 

自助 

○日頃から備える。 

  ・自宅の耐震化や家具の転倒防止を行い、被害軽減に努める。 

  ・食料や水（3日分程度）、簡易調理器などの備蓄を行い、食料不

足やライフラインの停止に備える。 

○安全に避難する。 

  ・自宅周辺の避難場所等を事前に把握する。 

  ・避難時の経路や危険箇所等を事前に把握する。 

  ・避難する避難場所等や安否確認方法を家族で共有しておく。 

○避難所において必要最低限の自立した生活を行う。 

  ・食料や水をすぐ持ち出せるよう準備し、避難の際に持参する。 

  ・常用の薬や乳幼児のおむつなどの生活必需品も準備しておく。 

○停電に備える。 

  ・カセットコンロや移動式灯油ストーブなどを備える。 

  ・ラジオと電池、スマートフォンのモバイルバッテリーなど、情

報源と電源を備える。 

  ・車のガソリンは多めにしておく。 

共助 

○地域で安全に避難する、地域住民の安否を確認する。 

  ・避難する避難場所等や避難の方法を決めておく。 

  ・避難時に支援が必要となる者を把握し、避難支援の方法を決め

ておく。 

  ・災害時の安否確認方法を決めておく。 

○円滑な避難所運営を行う。 

  ・避難所運営における地域の役割や運営方法を決めておく。 

  ・地域の事業所との連携や協力について決めておく。 

  ・避難所運営訓練、避難所施設や資機材の事前確認などを行う。 

公助 

○円滑な避難所運営や体制の整備を行う。 

  ・食糧、寝袋・毛布などの備蓄物資や防災行政無線の設置などの

整備を行う。 

  ・市職員の派遣体制の整備や地域、施設管理者、市職員の協働に

よる研修を行い、運営体制を整備する。 

３ 計画の位置づけ 

 本計画は、「災害対策基本法」や「札幌市地域防災計画」のほか、国（内閣府）が策定し

た「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」、「避難所運営ガイドライン」

の考え方を反映させている。 

 また、避難所の運営に関する実務的な内容をまとめた「札幌市避難場所運営マニュアル」
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と整合性・関連性を有している。 

４ 避難者数の想定

 第3次地震被害想定で市内全域における被害の総量が最大となるのは、月寒断層によるも

ので、発災当日の最大想定避難者を、110,700人と想定している。 

 本計画は、この想定を前提としている。 

５ 避難場所等の整備の推移 

 避難場所等については、昭和 38 年に初めて指定して以来、段階的に整備を行ってきた。 

 平成 7年の阪神・淡路大震災を契機に、暖房による寒さ対策など、避難所に対する質の向

上が指摘されたことから、寒さ対策や高齢者・障がい者対策に重点を置いた札幌市避難場所

整備運用計画を平成 13 年に策定した。 

 また、平成 23 年の東日本大震災での教訓を踏まえ、札幌市避難場所整備運用計画を見直

し、備蓄物資の配置のあり方などを加えた新たな計画として平成 25 年に本計画を策定した。 

 本計画に基づき、避難場所等の整備を進めてきたが、この間、法改正や国の考え方が示さ

れ、さらに平成28年熊本地震、平成30年7月豪雨、北海道胆振東部地震において、避難所に

関する新たな課題も生じたことから、学識経験者、関係団体、市民等で構成する「札幌市避

■ 札幌市地域防災計画 

■ 災害対策基本法 

■ 防災基本計画（国） 

■ 札幌市避難場所基本計画 

■ 札幌市避難所運営マニュアル 

■ 避難所運営ガイドライン（国） 

■  避難所における良好な生活環境の 

確保に向けた取組指針（国） 

（H30.6 改正） 

（H31.3 改定） （R1.5 改定） 

（R1.9 改定） 

（R1.9 改定） 

（H28.4 策定） 

（H28.4 改定） 
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難場所基本計画見直し検討委員会」での検討、パブリックコメントを経て、本計画の見直し

を行った。 

 避難場所等の整備に係る推移については、表－2のとおり。 

表－2 避難場所等の整備の推移 

昭和 36 年 国が「災害対策基本法」を公布 

昭和 38 年 8 月 「札幌市地域防災計画」を策定。小中学校など避難場所 165 か所を指定

（札幌市の避難場所としての最初の位置付け） 

昭和 39 年 6 月 新潟地震 

昭和 43 年 5 月 十勝沖地震 

昭和 45 年 厚生省が「避難場所設置基準」を公表 

昭和 46 年 中央防災会議が「大都市震災対策推進要項」を公表 

昭和 50 年 12 月 「札幌市地域防災計画」を修正。避難場所 854 か所を指定 

（広域避難場所、一時避難場所、収容避難場所の区分を設定） 

昭和 52 年 8 月 有珠山噴火 

昭和 53 年 6 月 宮城県沖地震 

昭和 58 年 3 月 「札幌市地域防災計画」を修正。「避難場所整備計画」を策定 

（避難場所整備の基準を明確化。広域避難場所 48 か所、一時避難場所

1,019 か所、収容避難場所 606 か所、合計 1,673 か所を指定) 

平成 7年 1月 阪神・淡路大震災 

（寒さ対策や暖房など、避難場所に対する質の向上が指摘された） 

平成 9年 3月 札幌市想定地震被害評価報告書を作成 

平成 12 年 3 月 有珠山噴火 

平成 12 年 7 月 「避難場所整備計画基本構想」を策定 

平成 13 年 6 月 「避難場所整備運用計画」を策定 

（寒さ対策や高齢者・障がい者対策に重点） 

平成 20 年 9 月 札幌市第 3次地震被害想定 

平成 22 年 9 月 「札幌市地域防災計画」を修正 

平成 23 年 3 月 東日本大震災 

平成 24 年 6 月 札幌市避難場所基本計画検討委員会を設置 

平成 25 年 3 月 「札幌市避難場所基本計画」を策定 

（収容避難場所を基幹避難所と地域避難所に区分）

平成 25 年 6 月 国が「災害対策基本法」を改正 

平成 25 年 8 月 国が「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」を策定

平成 26 年 7 月 災害対策基本法に基づき、指定緊急避難場所等を指定 

平成 28 年 4 月 熊本地震 

平成 28 年 4 月 国が「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」を改定

平成 28 年 4 月 国が「避難所運営ガイドライン」を策定 

平成 30 年 7 月 平成 30 年 7 月豪雨 

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 

平成 30 年 9 月 北海道胆振東部地震 

令和元年 9月 「札幌市避難場所基本計画」を改定 
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第２章 避難場所等の分類と指定                 

１ 避難場所等の分類 

 避難場所を「指定緊急避難場所 兼 指定避難所（基幹）」、「指定避難所（地域）」、「一時避

難場所」に分類する。最大の避難者数を収容する指定避難所（基幹）に限られた人員・資源

を集約し、効果的に避難所を運営する。 

 なお、要配慮者を対象とし、「要配慮者二次避難所（福祉避難所）」を発災後に設置する。 

 避難場所等の概要については、表－3のとおり。 

表－3 避難場所等の概要 

名称 概要 

指定緊急避難場所 

兼 

指定避難所（基幹） 

・指定緊急避難場所は、災害から身を守るため緊急的に避難する

施設又は場所。災害の種類ごと（洪水災害、土砂災害、地震災

害、大規模な火事）に指定 

・滞在スペースを有する指定緊急避難場所については、災害の危

険がなくなるまで一定期間滞在し、又は災害により自宅へ戻れ

なくなった被災者等が一時的に滞在する指定避難所（基幹）を

兼ねる。 

・施設については、市職員が開設を行う。 

 【指定緊急避難場所～市立小中学校、区体育館、大規模な公園

など】 

 【指定避難所（基幹）～市立小中学校、区体育館など】 

指定避難所（地域） 

・災害の危険がなくなるまで一定期間滞在し、又は災害により自

宅へ戻れなくなった被災者等が一時的に滞在し、指定避難所

（基幹）を補完する施設 

・状況に応じて開設し、一定期間後は、指定避難所（基幹）に集

約 

・施設管理者が開設を行う。 

 【地区会館、高校、寺社など】 

一時避難場所 

地震発生時に避難が必要な場合、一時（いっとき）退避し身の安

全を確保する場所。又は地域で一時集合して安否確認等を行う場

所 

 【公園や市立小中学校のグラウンドなど】 

要配慮者二次避難所 

（福祉避難所） 

・指定避難所（基幹）での生活が困難な要配慮者を収容する施設 

・バリアフリー化や車いすでも使用可能なトイレが配置されてい

るなどの配慮がなされている。 

・事前に協定を結び発災後、被害状況等を確認の上、指定 
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２ 指定基準 

 避難場所等の指定基準は以下のとおり。 

 ■指定緊急避難場所の指定基準 

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、被災者等の受け入れが

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、浸水深 0.5ｍ未満の浸水想定区域内、

家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食）外）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 土砂災害における安全区域外（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（急傾斜地の崩壊及び土石流に限る））

に立地又は近接している場合は、土砂災害の指定基準を満たすこと

５ 上記３及び４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、安全区域外に立地する施設 

 (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 

 (3) 家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）内に立地する施設 

災害の種類 指定基準 

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、被災者等の受け入

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 
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災害の種類 指定基準 

土砂災害  (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(土砂災害警戒区域外、土砂災害特別警戒区域外、土砂

災害危険箇所の区域外、家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食）外)に

立地していること 

４ 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 

５ 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 

６ 上記３、４及び５を満たさない場合でも、当該施設の他に徒歩可

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、以下の条件を満たすことにより、指定す

ることができる。 

 (1) 上記３及び４を満たさない施設を指定する場合は、指定する箇

所を避難上有効なスペースに限定すること。また、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も満たすこと 

 (2) 上記５を満たさ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こと 

災害の種類 指定基準 

地震災害 １ 地震災害発生時の気象状況（寒さ・積雪等の冬季条件）に対応す

るため、室内に滞在できること 

２ 地震災害により切迫した状況において、速やかに、被災者等の受

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 下記のいずれかを満たし、地震に対して安全な構造であること 

 (1) 昭和 56 年 6 月 1 日の建築基準法施行令改正により導入された

新耐震基準に適合するもの 

 (2) 耐震診断の結果、地震に対して安全な構造（Is 値 0.6 以上等）

であると判断できるもの 

 (3) 耐震改修により地震に対して安全な構造（Is 値 0.6 以上等）で

あると判断できるもの 

４ 周辺に、地震発生時に人の生命・身体に危険を及ぼすおそれのあ

る下記の施設や構造物がないこと 

 (1) 高圧ガス保安法に規定される製造者、貯蔵所、特定高圧ガス消

費者のうち、一般高圧ガス保安規則第 6 条第 1 項第 2 号、第 42

号ハ、第 55 条第 1項第 2号、液化石油ガス保安規則第 6条第 1 
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災害の種類 指定基準 

地震災害 項第 2号、第 3号、第 35 号ハ又は第 53 条第 1項第 2号に掲げる

基準のうちいずれかに該当する施設 

 (2) 消防法第 10 条第 1 項に規定される危険物製造所等のうち、危

険物の規制に関する政令第9条第1項に掲げる基準に該当する施

設 

 (3) 当該施設より高層で、昭和 56 年 6 月 1 日の建築基準法施行令

改正により導入された新耐震基準に適合していない施設 

５ 土砂災害における安全区域外（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（急傾斜地の崩壊及び地すべりに限

る））に立地又は近接している場合は、土砂災害の指定基準を満た

すこと 

災害の種類 指定基準 

大規模な火事 １ 門扉等の開錠が不要、若しくは緊急時に市職員、管理者等による

入口の門扉等の開錠が可能な公園等のスペースであること 

２ 下記のいずれかを満たし、屋外に火災延焼から安全を確保できる

スペースがあること 

 (1) 面積が 10ha 以上のもの 

 (2) 面積が 10ha 未満の公共空地で、当該公共空地に隣接し、又は

近接して一体的に避難地としての機能を有する公共施設等の土

地との合計面積が 10ha 以上となるもの 

 (3) 上記以外のものは、避難地の安全性を検討し、避難有効面積が

確保できるもの 

 ※指定緊急避難場所の指定は、各種災害に対して徒歩避難可能範囲内（2.0km 以内） 

に存在するよう指定 

 ■指定避難所（基幹）の指定基準 

指定基準 

１ 市立小中学校 

２ 各区体育館 

３ 上記１及び２が歩行距離で 2.0km 以内にない場合で次の条件を考慮し市長が必

要と認めるもの 

  ・同一の室内空間で 700 ㎡以上を有していること 

  ・15 ㎡以上の備蓄スペースが確保されていること 

  ・要配慮者のための独立したスペース及び設備を有すること 

  ・給食設備を有していること 

  ・玄関スロープと多目的トイレ等が整備されていること 

  ・応急給水によらずに飲料水が確保されていること 

  ・昭和 56 年 6 月 1 日の建築基準法施行令改正後に設計されたものであること。

又は、耐震補強により地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する 
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指定基準 

   危険性が低いもの（Is 値 0.6 以上等）であること 

  ・非構造部材が耐震化されていること 

  ・主要構造部が耐火構造であること 

  ・洪水ハザードマップで想定している浸水深に対して、浸水するおそれのない階

を有していること 

  ・一定規模（震度 6弱以上の地震等）以上の災害が発生した場合、当該施設の職

員が参集する、あるいは教育を受けた警備員等が常駐するなどの開設体制を

確保していること 

 ■指定避難所（地域）の指定基準 

指定基準 

１ 避難のための立ち退きを行った被災者等を滞在させるために必要かつ適切な規

模（100 ㎡以上）を有するものであること 

２ 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こと 

３ 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 

４ 避難者だけでなく、避難所以外の場所に滞在する被災者に対しても、必要な支援

を講じる際の拠点となることを踏まえて、車両その他の運搬手段による物資の輸

送等が比較的容易な場所にあること 

 ■一時避難場所の指定基準 

指定基準 

１ 都市公園法に基づく市内の公園（国営滝野すずらん丘陵公園を除く）、市立小中

学校のグラウンド 

２ 上記以外で 100 ㎡以上の面積を有しており、区長が必要と認めるもの 

  ※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立地又は近接 

   している場合は、避難経路や避難時の留意事項等を周知

 ■要配慮者二次避難所（福祉避難所）の指定基準

指定基準 

要配慮者のために特別な配慮がなされた施設で、市長が必要と認めるもの（発災後、

被害状況を確認の上、指定） 
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３ 指定手続き

１ 指定緊急避難場所、指定避難所（基幹）          

図－1 指定緊急避難場所、指定避難所（基幹）の指定等の流れ 

  ①② 市長は、指定緊急避難場所、指定避難所（基幹）を指定（解除）しようとすると

きは、施設管理者と協議し、文書で承諾を得る。 

  ③  市長は、当該場所が指定緊急避難場所、指定避難所（基幹）として適当と認める

ときは指定（解除）する。 

  ④  市長は、指定緊急避難場所、指定避難所（基幹）を指定（解除）したときは、北

海道知事に通知する。 

  ⑤  市長は、市民に対し公示及び周知するとともに、区長に通知する。 

２ 指定避難所（地域）、一時避難場所                           

図－2 指定避難所（地域）、一時避難場所の指定等の流れ 

  ①② 区長は、指定避難所（地域）、一時避難場所を指定（解除）しようとするときは、

施設管理者と協議し、文書で承諾を得る。 

  ③  区長は、当該場所が指定避難所（地域）、一時避難場所として適当と認めるとき

は指定（解除）する。 

  ④  区長は、区内に指定避難所（地域）、一時避難場所を指定（解除）したときは、

市長に報告する。 

  ⑤  市長は、市民に対し公示及び周知するとともに、北海道知事に通知する。 

※公園及び市立小中学校のグラウンドについては、指定手続き不要 

施設管理者

③指定

 （解除）

④通知

②承諾

①協議
市民

施設管理者

④報告

③指定
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②承諾

①協議

市長

（危機管理対策室長）

⑤通知 

⑤公示・周知 

区長

北海道知事

市長

（危機管理対策室長）

区長

知事

市民⑤公示・周知 

⑤通知 
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３ 要配慮者二次避難所（福祉避難所）                         

  ※発災後、被害状況を確認の上、指定 

図－3要配慮者二次避難所（福祉避難所）の指定の流れ 

  ①  各施設は、区に災害対策本部が設置された場合に、市長から求めがあったときは、

当該施設の被害状況を確認し報告する。（震度６弱以上等の大規模災害発生時は、

市長からの求めを待たずに各施設から被害状況等を報告する。） 

  ②  市長は、要配慮者の受け入れ対応が可能な施設を要配慮者二次避難所（福祉避難

所）に指定し、連絡する。 

  ③  市長は、要配慮者二次避難所（福祉避難所）を指定した旨、区災害対策本部に連

絡する。 

４ 周知方法 

１ 周知事項                                     

指定緊急避難場所 兼 指定避難所（基幹）については、施設名称、住所のほか、各種災

害に対する避難スペースや滞在スペースの所在、多目的トイレ（オストメイト対応トイレ）、

ペット飼養スペースの有無等も併せて周知するよう努める。 

また、平成 25 年の災害対策基本法改正の趣旨を踏まえ、災害から身を守るため緊急的

に避難する施設又は場所である「指定緊急避難場所」と災害の危険がなくなるまで一定期

間滞在し、又は災害により自宅へ戻れなくなった被災者等が一時的に滞在する施設である

「指定避難所」とが明確に判別できるよう周知に努める。 

  要配慮者二次避難所（福祉避難所）については、役割や仕組み等の周知に努める。 

２ 各種パンフレット等への掲載                            

  避難場所等については、地震防災マップ、洪水ハザードマップ、土砂災害避難地図や各

区で作成している区ガイドマップなど、各種パンフレットに掲載し周知に努める。 

  また、札幌市が発行する広報誌等の媒体も活用しながら、更なる普及啓発に努める。 

３ インターネットの活用                               

  札幌市公式ホームページは、避難場所等の新規指定や変更があった場合など、詳細かつ

迅速な情報提供が可能であることから、有効な媒体として活用する。 

  また、札幌市防災アプリ「そなえ」などを活用し、積極的な情報発信に努める。 

各施設 ①被害状況等の確認 ③連絡 市長 

（保健福祉局） 
区災害対策本部 

②指定・連絡 
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４ 標識の設置                                    

  指定緊急避難場所及び指定避難所（基幹・地域）については、自立型やステッカー型な

どの多言語標識（英語、中国語、韓国語、ロシア語）を設置している。 
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第３章 応急救援備蓄物資の整備及び配置             

１ 整備の基本的な考え方 

１ 整備方針                                     

  発災直後に必要となる食料品や飲料水等は、札幌市地域防災計画のとおり発災後 3日間

分の家庭内備蓄による調達を基本とし、札幌市は、北海道胆振東部地震における経験や過

去の災害の教訓を踏まえ、流通備蓄が指定避難所（基幹）に到達するまでに必要不可欠と

なる応急救援備蓄物資（以下「備蓄物資」という。）について、最大想定避難者 110,700 人

を基準として整備する。 

  また、食糧、紙おむつ、生理用品等の生活必需品については、避難所以外の場所に滞在

する被災者の分も整備する。 

２ 備蓄物資の更新                                  

  食糧は、賞味期限が 5年以上のものを毎年度購入するが、賞味期限が残り 1年程度とな

る食糧については、家庭内備蓄の普及啓発を目的として、防災訓練や研修、イベント、出

前講座などで提供し活用する。 

  また、紙おむつや生理用品、し尿処理剤等の比較的使用期限が長い物資については、平

準化して更新整備する。 

２ 寒さ対策 

（１）発災直後は、電気・ガスなどのライフラインに機能支障が生じるとともに、避難所の

暖房設備そのものの故障により暖房が停止することが想定される。 

   このため、札幌市における寒さ対策については、札幌式高規格寝袋と毛布により直接

身体を保温することを基本とし、最大想定避難者 110,700 人に、それぞれ 1個、1枚配

給可能な体制とする。 

（２）厳冬期の避難所において、直接床に寝ることは身体的な負担が増大することから、民

間企業・関係団体との協定により箱型段ボールベッドを調達できる体制を整備する。 

   また、発災直後から特に配慮が必要な要介護高齢者及び妊産婦などへの寒さ対策とし

て、箱型段ボールベッド等を備蓄する。 

（３）採暖室及び福祉避難スペース配置用として、移動式灯油ストーブを備蓄するとともに

民間企業・関係団体との協定により暖房器具を調達する。 

   なお、燃料の灯油については、施設の暖房燃料が灯油の場合はそれを利用するほか、

関係団体との協定や地域での助け合いにより調達するなど、状況に応じた対応を行う。 
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３ 食糧対策 

１ 食糧備蓄対策                                   

（１）発災直後の最大食糧需要量である 133,000 人に対して、1 人あたり 48 時間分を目途

に備蓄する。 

   なお、アルファ化米及びクラッカーのほか、近年の食生活の向上と保存食の多様化を

踏まえ、咀嚼機能が低下した高齢者や離乳期の乳幼児用として粥を備蓄するとともに、

発災直後に湯・水がなくても食することが可能なレトルト食品等を備蓄する。 

   また、ムスリムの避難者への対応として、ハラール認証品の導入についても考慮する。 

（２）食糧については、可能な限りアレルギー対応品を備蓄する。 

（３）1歳未満の乳児用として粉ミルク及びアレルギー用粉ミルクを備蓄する。 

   また、液体ミルクについては、企業等との協定により調達の検討を進める。 

２ 調理器具対策                                   

（１）厳冬期には、温かい食事の提供が低体温症を予防する上で重要であることから、LP ガ

スコンロ及びカセット式ガスコンロを備蓄する。 

   また、乳幼児の粉ミルク用として哺乳瓶を備蓄する。 

（２）避難所における施設備品の調理器具や食器については、施設管理者と協議の上、有効

に活用する。 

４ トイレ対策 

（１）発災直後に断水や下水道機能に支障が生じた場合の対策として、簡易便座・排便収納

袋・し尿処理剤、2歳未満の乳幼児や簡易便座での排泄が困難な高齢者のために紙おむ

つを備蓄する。 

（２）民間企業・関係団体との協定に基づき、仮設トイレを設置するとともに、避難者が多

い避難所には、コンテナ型トイレ設置の要請を検討する。 

（３）市立小中学校については、学校の改築やリニューアル改修等により、多目的トイレの

整備を進めていく。 

   なお、多目的トイレがない学校については、身障者用便座を備蓄する。 

（４）オストメイトのストーマ装具については、企業等との協定による調達の検討を進める。 

５ 照明・停電対策 

（１）発災直後の対策として、LEDランタン、LED投光器を備蓄する。 

   また、大規模停電時における避難所の照明器具や携帯電話・スマートフォンなど情報

通信機器等の電源確保、学校に必要な機能の確保のため、全ての指定避難所（基幹）に

可搬型発電機を備蓄するとともに、民間企業・関係団体との協定により可搬型発電機や
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照明器具を調達する。

なお、燃料のガソリンについては、当面の必要量を施設が保管するほか、関係団体と

の協定等により調達するなど、状況に応じた対応を行う。 

（２）ソーラーパネルを設置している市立小中学校については、災害時も有効に活用する。 

６ 衛生対策 

 避難所における衛生環境の維持と避難者の体調管理のため、消毒剤、マスク、プラスチッ

ク手袋、生理用品（昼用・夜用）、口腔ケア用品を備蓄する。 

７ その他の対策 

 発災直後の情報収集機器として手廻しラジオを備蓄する。 

８ 配置の基本的な考え方 

１ 備蓄物資の配置場所                               

  次の場所に配置する。 

（１）備蓄庫（指定避難所（基幹）に限る。） 

   発災直後から必要となる食糧や防寒用具など、初期に必要不可欠となる備蓄物資を備

蓄しておくための倉庫 

   なお、備蓄庫は、災害時に備蓄物資の搬入を円滑に行うことができるよう滞在スペー

スの近傍に設置するものとし、現状において設置が困難な場合は、施設の改築等に併せ

て整備する。 

（２）防災拠点倉庫 

   市内 2か所（豊平川以東、以西に各 1か所）に所在する防災倉庫 

２ 配置方針                                     

  札幌市地域防災計画における第 3次地震被害想定では、市内全域で最大被害となるのは

月寒断層によるものと想定している。 

  発災直後から避難所において備蓄物資を迅速に配給できる体制の整備が必要であるこ

とから、全ての指定避難所（基幹）に分散配置する。 

  また、西札幌断層により発災した場合、市域西側に備蓄物資の不足が生じることから、 

防災拠点倉庫に備蓄物資を 2割程度配置することで、被害が少ない地域の指定避難所（基

幹）から備蓄物資を回収することなく、被害甚大地域の指定避難所（基幹）や指定避難所

（地域）等へ速やかに供給できる体制としている。 
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第４章 要配慮者等への対応                   

１ 配慮の基本的な考え方 

１ 配慮の方針                                    

  「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」や熊本地震など過去の災害

に鑑み、要介護高齢者、障がい者、外国人、妊産婦、難病患者等の要配慮者、小児、女性、

性的マイノリティ、ペット同行避難者、避難所以外の場所に滞在する被災者に対し、必要

な配慮を行う。 

  配慮は、備蓄物資の整備及びスペースの提供により行うことを基本とし、対応が困難な

場合は、医療機関や要配慮者二次避難所（福祉避難所）に移送する。 

２ 福祉避難スペースの提供                              

  要介護高齢者、障がい者、妊産婦及び難病患者等は、避難所開設当初から特に配慮が必

要な場合があることから、滞在スペース以外に福祉避難スペースを提供する。 

  なお、避難所開設時に円滑な対応ができるよう施設管理者と事前に協議の上、当該スペ

ースの活用場所を決めておく。 

  また、当該スペースの提供にあたっては、施設の本来機能の回復（学校教育活動の再開

等）を妨げるものとならないよう留意が必要である。 

２ 要介護高齢者・障がい者・妊産婦・難病患者等への対応

  要介護高齢者、障がい者、妊産婦及び難病患者等の要配慮者で、滞在スペースでの生活

が困難な者には、福祉避難スペースを提供する。 

 また、備蓄並びに協定により調達した段ボールベッド等の物資を配布するなど、必要な

配慮を行う。

３ 外国人への対応 

外国人に対しては、外国大使館等からの母国語情報を伝達するスペースや宗教信仰上必要

なスペースなど、目的・機能を持たせたスペースを状況に応じて提供する。 

 また、通訳の派遣など、外国語によるコミュニケーション支援の体制整備を進める。 

４ 小児への対応 

 小児は、被災や避難生活により、大きなストレスを抱えることから、状況に応じて気兼ね

なく遊ぶことのできるキッズスペースを提供する。 
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５ 女性への対応 

 避難生活では、特に女性が大きな精神的ストレスを抱えることから、滞在スペース内で女

性専用のエリアを確保するとともに、状況に応じて協定により調達したテントや間仕切りを

提供することでプライバシーの確保やストレスの軽減を図る。 

６ 性的マイノリティへの対応 

 性的マイノリティに対しては、それぞれのニーズを把握し状況に応じて必要な配慮を行う

ことで、プライバシーの確保やストレスの軽減を図る。 

７ ペット同行避難者への対応 

（１）避難者と同行したペットについては、ペットの種類や数のほか、気候等も考慮して、

可能な限り屋内又は屋根のある場所に飼養スペースを設置する。 

   また、状況に応じてペット用の防災テントや折り畳み式のケージを提供する。併せて、

ペットフード等についても協定により調達する。 

   なお、盲導犬、介助犬などの身体障害者補助犬は、滞在スペースに同行することがで

きる。 

   ペットの飼養スペース等については、動物との暮らしが苦手な方やアレルギーの方も

いることから、施設管理者、避難所運営職員が協議した上で設置する。 

（２）過去の災害において、ペット同行避難者と他の避難者とのトラブルが生じていること

から、トラブルを最小化し共に生活を送るためのルールをあらかじめ決めておく。 

８ 避難所以外の場所に滞在する被災者への対応 

（１）避難所以外の場所に滞在する被災者には、状況に応じて食糧等の備蓄物資を配給する

とともに、保健師等による健康調査や健康相談及び医療提供体制の整備など健康管理に

努める。 

（２）車中泊避難は、健康的リスクが高く推奨はできないが、様々な事情によりやむを得ず

車中泊する避難者がいることから、注意喚起文の配布によりお知らせを行い、避難所へ

の移動を促す。 

（３）避難所以外の場所に滞在する被災者は、過去の災害において、備蓄物資、情報、医療・

福祉等の提供が行き届かなかった事例があることを踏まえ、地域や関係団体、災害ボラ

ンティア等の協力も得ながら、適切な支援が行えるよう体制整備に努める。 
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第５章 避難所における生活環境の確保              

１ 寒さ対策

１ 暖房機能停止時における寒さ対策                          

  厳冬期の災害において、大規模な停電や都市ガスに機能支障が生じた場合は、滞在スペ

ースでの避難生活が困難となることから、避難所の本来機能が休止（休校等）しているこ

とを前提として、状況に応じて居室（教室等）を利用する。 

  なお、居室の利用は、施設の本来機能の回復を妨げるものとならないよう留意が必要で

ある。 

２ 長期避難生活への対策                               

  都市ガスを熱源とする設備については、暖房復旧まで時間を要すると想定していること

から、ガス事業者が設置する移動式ガス発生装置により LP ガスなどを変換して使用する

ことが可能である。 

  この装置を迅速に接続するため、全ての都市ガス使用の市立小中学校の体育館暖房設備 

に接続口を整備している。 

２ トイレ対策

 過去の災害では、トイレが不衛生になると排泄行為の頻度を減らそうと水分補給を控える

者が生じ、その結果、体調を崩した事例が報告されていることから、避難所開設時にトイレ

機能を優先的に確立するととともに衛生管理に取り組む。 

 発災直後は、状況に応じて水洗トイレを使用せずに排便収納袋を使用すること、トイレ設

置の手順、使用時のルール、又は、それらの掲示方法等をあらかじ決めておくことが必要で

あり、その際は、女性用トイレの比率を多くすることや障がい者専用トイレの設置などの配

慮を行う。 

３ 避難者の特性に応じたスペースの確保 

 多くの人が集まる避難所では、滞在スペースのほか、救護、休憩の機能を有するスペース

や更衣、授乳スペースなど避難者の特性に応じたスペースを設ける。 

４ 通信・情報対策

１ 通信手段の確保                                  

  指定避難所（基幹）のうち、早期に通信手段を確保し、災害用伝言ダイヤルの利用や家
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族等への連絡が行えるよう、NTT 東日本が市立小中学校には特設公衆電話（発信専用）を

設置している。 

  また、市・区本部と避難所運営職員との通信手段として、防災行政無線や施設のパソコ

ン、FAX 等を活用する。 

２ 避難者への情報提供                                

  避難所開設後、避難所以外の場所に滞在する被災者を含めた避難者が必要とする情報は、

時間経過に伴い変化することから、避難者の必要性に即した情報を提供する。 

  特に外国人や障がい者などの要配慮者に対しては、日本語の能力や障がいの特性を考慮

した多様な手段による情報提供を行うこととし、多言語シートや筆談ボード等を有効に活

用する。 

  なお、要配慮者への情報提供は、専門的な能力が必要となることから、関係団体との連

携を強化し、情報提供体制の充実を図る。 

  また、災害情報収集用のテレビについては、指定避難所（基幹）に設置されている既設

テレビの活用や流通備蓄により対応する。 

表－4 避難者が必要とする情報の例 

時期 情報の内容 

当日～3日目 

市内の被害状況、避難場所等の開設状況、医療機

関の状況、救援物資の状況、ライフラインの状況、

周辺店舗の状況、交通機関の運行状況、デマ情報

の訂正等 

4 日目～ 
行政による支援制度の状況、仮設住宅など住居支

援の状況、教育関連情報等 

５ 健康・衛生対策

１ 避難者の健康管理                                  

  災害時には、エコノミークラス症候群、感染症、ストレス関連障害、生活不活発病等の

健康課題が起こりやすいため、これらを予防し、早期に対応するため、保健師等による健

康調査や健康相談及び医療提供体制の整備に努める。 

２ 衛生管理の徹底                                  

  避難所においては、狭い空間での集団生活に加え、温度や湿度の調整、換気等が困難と

なり、様々な感染症、食中毒等のリスクが高まることから、避難者への注意喚起、配給食

糧の食べ残しの処分、感染症り患者の感染症室への隔離など、衛生管理の徹底に努める。 
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６ 施設の耐震化 

 市立小中学校については、発災時に児童・生徒の安全を確保することや避難所として避

難者を安全に収容するため、改築に併せて計画的に建物の耐震化を進めている。 

 また、窓ガラスの飛散防止や照明の落下防止など、非構造部材についても耐震化してい

る。 

７ 飲料水対策

 災害時の飲料水については、拠点給水施設を整備し、発災直後の約 100 万人分の水を 3日

分確保している。市立小中学校においては、耐震化した受水槽に給水栓を設置しており、こ

れを活用して応急給水を補完することが可能である。 

８ 防犯対策 

 盗難や女性への性犯罪を防止するため、状況に応じて警察による巡回や関係団体等による

警備を要請する。 

 また、避難者が協力して巡回を行うなど、防犯に努める。 
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第６章 運営方針                        

１ 開設、閉鎖・集約の基本的な考え方 

１ 開設の基本的な考え方                               

（１）指定緊急避難場所 兼 指定避難所（基幹） 

   ・区災害対策本部長が判断した場合 

   ・市災害対策本部長から区災害対策本部長へ開設を指示した場合 

   ・勤務時間外に震度6弱以上の地震が発生した場合 

  ＜開錠について＞ 

   指定緊急避難場所 兼 指定避難所（基幹）は、原則、施設管理者が開錠するが、市職

員又は住民が先着した場合は、暗証番号キーボックス内の鍵を使用し開錠する。ただし、

住民が先着した場合において、施設管理者又は市職員が間もなく到着する見込みである

場合や職員による施設の安全確認が必要な場合は、施設管理者又は市職員が到着後に開

錠する。 

（２）指定避難所（地域） 

   災害発生時の被災地域分布、避難者の発生状況、指定避難所（基幹）の被害状況、道

路被害状況等を踏まえ、区災害対策本部長と施設管理者が協議し、開設が必要と判断し

た場合 

２ 閉鎖・集約の基本的な考え方                            

（１）指定避難所（基幹） 

   施設の本来機能を回復する必要性やライフラインの復旧状況（復旧までに長期間要す

るものを除く。）を踏まえ、以下の場合に区災害対策本部長の判断で避難所の閉鎖や集

約を行う。 

   ・仮設住宅等の住居の支援体制が整うなど、避難者全員の受け入れ先が決まっている

場合 

    →閉鎖 

   ・避難者の数が減少している場合 

    →市有施設の指定避難所等に移動・集約 

（２）指定避難所（地域） 

   災害の状況、避難者数、施設の本来機能を回復する必要性などを踏まえ、区災害対策

本部長と施設管理者が協議し、避難所を閉鎖（指定避難所（基幹）に集約）する。 

３ 災害発生から避難所閉鎖までの流れ                          

  災害発生時に避難所として開設された市立小中学校は、義務教育の場であり、大規模災

害という緊急事態下であっても、教育の場を確保することは重要であることから、避難者、
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市・区の災害対策本部、支援者等が協力しながら、学校教育活動再開の前提となる避難所

の閉鎖・集約を進める。 

  災害発生から避難所閉鎖までの流れは、図－4のとおり。 
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図－4 災害発生から避難所閉鎖までの流れ 
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２ 運営の基本的な考え方 

（１）円滑な避難所運営を行うため、避難所では、避難者、町内会、市職員、施設管理者（学

校長等）、ボランティアなど、そこにいる方全員が世代や性別、国籍に関わらず、それ

ぞれの機能を発揮するとともに、相互に連携・協力しながら組織的な活動を行う。 

（２）避難生活の長期化に備え、避難所の中に避難者等で構成される避難所運営委員会を立

ち上げ、市職員、施設管理者と協働した自主的な運営体制への移行を図る。 

（３）避難所において、地域による自主運営が早期に図られるように、日ごろから、地域、

施設管理者、札幌市が協同で行う防災訓練や研修において、避難所開設・運営の要素を

取り入れるなど、地域が避難所運営に関わることができるよう努めていく。 

（４）被害状況等によっては、市職員（避難所運営職員）が不足する場合も想定されること

から、庁内の応援体制を確保するとともに、応援者受入計画により人的資源を確保し、

円滑な避難所運営を行う。 
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札幌駅・ 大通駅周辺地区都市再生安全確保計画

札幌都心地域都市再生緊急整備協議会（ 都市再生安全確保計画部会）  

はじめに

 平成23年の東日本大震災の際に首都圏においてターミナル等の交通結節点周辺で発生した大量

の帰宅困難者による混乱等は、図らずも大都市の都市基盤等の脆弱性を露呈することとなった。

この教訓を踏まえ、震災時において都市再生緊急整備地域における滞留者等の安全確保を図るこ

とを目的に、平成24年7月に都市再生特別措置法（ 平成14年法第22号。以下「 法」 という。） が改

正され、都市再生安全確保計画制度が創設された。  

 法第19条の13では、「 都市再生緊急整備協議会は、都市再生緊急整備地域について、大規模な地

震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るために必要な退避経路、退避施設（ 一時

滞在施設）、備蓄倉庫、非常用電気等供給施設その他施設の整備等に関する計画を作成することが

できる。」 ことが定められており、札幌市においても人口・ 機能が集積する都市再生緊急整備地域

を対象に都市再生安全確保計画を策定するものである。 

 なお、本計画における用語については、参考資料－１を参照すること。  

1 札幌駅・ 大通駅周辺地区における滞在者等の安全確保に関する基本的な方針

1-1 都市再生安全確保計画の意義・ 目標

札幌市の第３次地震被害想定では、直下型の地震として最大震度７が想定され、特に冬期には

被害が拡大し、多数の死傷者や被災者が発生することが懸念されている。大型商業施設や業務機

能などが集中している札幌市の都市再生緊急整備地域（ 札幌都心地域） においても、大規模地震

に伴う公共交通機関の停止などによる大混乱発生の恐れがあり、帰宅困難者対策が必要である。

さっぽろ雪まつり開催時には、その観光客によりさらに多くの帰宅困難者が発生すると想定され

るが、厳しい寒さのため、屋外での滞留は困難であり、人的被害の低減対策が重要である。 

 札幌都心地域のうち、地域拡大前の都市再生緊急整備地域である札幌駅・ 大通駅周辺地区（ 図

１） には、昼間人口約７万人が集積しており、さっぽろ雪まつりの際には１日32万人もの観光客

図１ 都市再生緊急整備地域と札幌駅・ 大通駅周辺地区 
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が訪れる。当地区には、大型商業施設等、様々 な都市機能が特に集中しており、災害時に混乱が

生じる等のリスクが地域の中で高い状況にある。さらに、都市機能の継続・ 早期復旧に向けた対

策も急務である。現在、地区内では２つのまちづく り会社によりエリアマネジメントを推進中で

あり、計画の合意形成に向けた環境が整っていると言える。このような状況から、当地区におい

て先行して計画を作成するものである。  

① ② 図２に示すように、札幌市では、 都市機能の集積・ 高度化、 都市空間・ エネルギーネット

③ワーク形成、 こうした都市機能・ 空間を活用したエリアマネジメントの展開、の３点を柱とし

①て都市再生の取組を進めている。このことを防災面から見ると、 札幌オリンピック開催（ 1972

年） に合わせて建てられた多くのビルが更新時期を迎えており、これらの再開発に伴う高い防災

② ③性能の導入、 防災性の向上に寄与する都市空間・ エネルギーネットワークの充実、 エリアマ

ネジメントの波及による高齢者、障害者などの要配慮者へも配慮した「 防災協働社会」 の構築、

といったことが求められているものである。 

 これを踏まえ、本計画は、国内外の観光客・ ビジネスパーソン等を惹きつけ、集客交流都市と

して国際競争力の向上につながる、災害に強い安全なまちを目指し、人的・ 経済被害の軽減、災

害時の事業継続・ 早期復旧による信頼性の確保、エリアマネジメントの推進による平時からのコ

ミュニティ防災の継続を目的として、そのために必要な対策を定めるものである。  

図２ 地区の防災上目指す姿と計画の目的
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1-2 札幌駅・ 大通駅周辺地区の現状と課題

1-2-1 地区の現況

 現在、札幌駅・ 大通駅周辺地区

には、大型商業施設など様々 な都

市機能が集中しており、市街化区

域に占める同地区の割合が0. 6％

と小さいにもかかわらず、従業員

数、大型商業施設、文化観光施設

等の占める割合は比較的大きい

ものとなっている（ 表１、図３）。

今後、さらなる都市機能の集積・

高度化が進むと考えられ、大規模

地震発生時における都市機能の

継続・ 早期復旧に向けた対策の実

現が急務である。  

 札幌駅・ 大通駅周辺地区の耐震

化（ 昭和 57 年以降の建築物） の

状況、指定避難所、都市公園、地

下空間及びコンビニの状況の現状を図４に示す。耐震性が確保されている建築物は、４割弱にと

どまっている（ 詳細は参考資料-２）。近年、更新時期を迎えたビルの建替えが再開発などにより

進行しているが、地区内建築物の耐震性を踏まえた上で対策の検討を行う必要がある。 

表１ 各項目の当地区の割合 

項  目 数 量 割合 

面積 
市街化区域 25, 017ha

0. 6% 
地 区 144ha

従業員数 
市全体 927, 971人

11. 3%
地 区 105, 171人

大型商業施設 
（施設数・店舗面積）

市全体 
312施設

（ 1, 834, 630㎡） 8. 1% 
(17. 1%)

地 区 
26施設

（ 313, 505㎡）

文化観光施設 
市全体 165施設

23. 6%
地 区 39施設

図４ 地区の現況図３ 大型商業施設・ 文化観光施設
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1-2-2 地域熱供給の現況

札幌の都心部では、1972年の冬季オリンピック開催に向けたばい煙対策を契機に地域熱供給が

導入され、その後も熱供給基盤の整備を進め、国内では大規模である約130haのエリアにおいて

様々 な用途の建物に熱供給を行っている（ 表２、図５） 。  

 近年は、札幌駅南口エネルギーセンターをはじめとするエネルギー供給施設に、天然ガスコー

ジェネレーションシステムを導入するとともに、プラント間で連携しエネルギーを融通し合うこ

とにより、平常時の低炭素化と同時に、非常時においても電力と熱の供給を継続できる体制の強

化に向けた取組が進められている。  

 今後は、都心部において多くの建物の建替が進むことが予測されていることから、まちの更新

に合わせ、エネルギー供給施設の整備やエネルギーネットワークの構築を推進し、取組を拡大し

ていく ことが重要である。  

表２ 都心の熱供給事業 

事業者 ㈱札幌エネルギー供給公社 ㈱北海道熱供給公社

地区名 札幌駅北口地区 都心地区

供給面積 22ha 106ha

供給件数 11件 86件

主な熱源天然ガス、電力、雪冷熱、フリークーリング 天然ガス、木質バイオマス、フリークーリング

図５ 現況の地域供給ネットワークの全体像 
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1-2-3 想定する災害

第３次地震被害想定では、内陸型（ 伏在活断層） 地震を想定し、市内では最大震度７、地区で

は震度６弱～６強を想定している。この地震の発生により、表３のとおり、人的被害の発生、建

物の倒壊、火災の発生、停電、交通・ ライフラインの途絶、避難生活者の発生が想定される。  

表３ 被害想定（ 冬期）  

項 目 札幌駅・ 大通駅周辺地区 札幌市全域 

建 物 全壊 30棟、半 壊 362棟 全壊 33, 611棟、半 壊 78, 850棟 

死傷者 死者 43人、負傷者 228人 死者  8, 234人、負傷者 30, 414人 

火 災 1件 314件 

ライフライン(初日) 

上水道： 断 水 67% 

電 力： 停 電 18% 

都市ガス： 供給停止 97% 

下水道： 排水困難  2% 

避難生活者（ 初日）  152人 110, 666人 

※各項目の最大値を掲載 

 帰宅困難者等について

は、東日本大震災を踏まえ

た南海トラフ巨大地震の

被害想定の手法に基づき、

平日及び休日の帰宅困難

者数等を推計した。 

 推計にあたっては、発災

時に計画区域にいる人に

加え、当区域内のＪ Ｒ札幌

駅、地下鉄駅等の交通結節

点を目指して区域に流入

する人も対象とした。帰宅

困難者のうち、屋外（ 建築

物外）への滞留を余儀なく

された者を屋外滞留者と

して、算出した（ 図６） 。 

 また、日常生活行動者

（ 就業や通学を目的とす

る滞在者、居住者、業務目

的及び買い物や観光など

の私用目的の来訪者）だけ

ではなく 、区域内で開催さ

れる大型イベントの観光

客による影響も考慮した。 

 帰宅困難者数が多く な

る冬期の推定結果を表４

に示す。帰宅困難者数は平

日最大で９万６千人であ

る。屋外滞留者は、平日最

大で３万８千人、休日最大

では４万６千人となり、こ

の人々への対応が課題で

ある。なお、推計の詳細を

参考資料－３に示す。 

図６ 帰宅困難者数等の推定フロー 

表４ 帰宅困難者数等推定結果 

（千人）

滞在者等 帰宅困難者 屋外滞留者

平
日

日常生活行動者 ３７１ ８６ ３１

観 光 行 動 者 １０ １０ ７

合 計 ３８１ ９６ ３８

休
日

日常生活行動者 １８９ ４４ ３４

観 光 行 動 者 １７ １５ １２

合 計 ２０６ ６０ ４６

帰宅困難者

計画区域内の滞在者等

帰宅可能者

自宅まで
の距離

徒歩で
帰宅可能

徒歩で
帰宅困難

滞在者

来訪者

滞在場所
の確保

屋外滞留者
以外の者

屋外滞留者

無し有り

居住者 来訪者滞在者〈従業者〉
〈通学者〉

発災時、計画区域
には、居住者や滞
在者、来訪者が存
在

発災時、計画区域
外から、滞在者や
来訪者が計画区域
に流入すると想定

計画区域内
にいる人

計画区域に
流入する人
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1-2-4 地区内事業所等の災害への備え

地区内の事業所等へアンケート調査及びヒアリング調査を実施し、災害への備えの現状を把握

した。主な３項目について概要を以下に示す。なお、詳細を参考資料－４に示す。 

(1)備蓄状況

事業所での備蓄状況は、飲料水や食料に

ついて、約60%の事業所で備蓄を行ってい

る（ 図７） 。トイレは約41%、暖房は約27%

の備蓄にとどまっており、備えが不十分と

いえる。 

 この現状から、大規模地震が発生した際

に、事業継続のために事業所内にとどまる

ためには、物資の備蓄が課題である。  

(2)発災時の情報提供

大型施設での情報提供の現状は、口頭での伝

達、館内放送、掲示板等への表示により情報提

供が可能な施設は約80～90%に及び多くの施設で可能である。モニターへの表示による情報提供が

可能な施設は、約15%にとどまっている（ 図８） 。  

ヒアリング調査結果より、夜間・ 休日の対応や情報提供内容・ タイミングが未整理など、発災

時の情報提供体制が不十分であるとともに、停電時の対応や発災時に情報提供するシステムが不

十分といえる（ 表５） 。  

この現状から、関係機関間の事前の協議・ 調整と情報共有により、発災時の情報提供体制を構

築するとともに、発災時に迅速に情報提供可能なシステムを構築する必要がある。  

(3)事業継続計画

各事業所において大規模地震発生時

の事業継続計画（ ＢＣＰ）の検討状況を

みると、作成済みまたは作成予定が57%

にとどまっている（ 図９） 。  

 この現状から、発災時に早期に事業を

復旧・継続するための準備や最低限必要

な資源（ 人・ モノ・ 情報・ 資金）確保に

関する計画の策定が急務といえる。

図９ 事業継続計画の検討状況

表５ ヒアリング調査結果 

図７ 事業所における備蓄状況 

● ⇒現在のシステムでは夜間・ 休日の対応ができない

夜間・ 休日に対応可能な体制・ システム構築が必要

●発災時の提供内容や提供タイミング等が未整理 

⇒提供内容・ 体制の事前確認・ 情報共有が必要 
●停電時は非常用電源に切り替わるが大型映像装置

⇒に供給されない 停電時の電源確保が必要 

●交通事業者によって、運行情報を利用者へ配信する
ツールがないことやメール配信の利用者が少ない

⇒ことなどが課題 他機関との連携を含めて、地区内

の情報提供体制や必要なシステムの構築が必要 

●デジタル・ サイネージではリアルタイムの情報提供

⇒は困難 事前・ 発災時の映像素材の提供が必要 図８ 各手段での情報提供可否の現状

計画を作成している

現在検討中であり、計画を
作成する予定である

計画を作成するか否か
検討中である

計画を作成する予定はない

未記入
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1

1
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飲料水
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(58%)
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(1%)
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(43%) (55%) (2%)

6

32

34

35

28

4

2

2
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3
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2
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モニターへの表示

掲示板等への表示

館内放送

口頭による伝達

できる できない 未記入

(90%)

(87%)

(82%)

(15%)

(5%)

(5%)

(10%)

(72%)

(5%)

(8%)

(8%)

(13%)

54
36%

32
21%

41
27%

22
14%

3
2%
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1-3 対策の検討

1-3-1 対策の方向性

発災時の帰宅困難者数は、雪まつり開催時に最大９万６千人に達する。この帰宅困難者の安全

を確保し、都心部における発災時の混乱を回避するためには、図10に示す対策の方向性が考えら

れ、これらを総合的に実施することにより、屋外に滞留してしまう者の解消を目指すものである。 

 屋外滞留者以外の人数を５万８千人と想定しているが、これを実現するためには、耐震性が確

保されている建物の事業所等からの屋外滞留者の発生を抑制することが重要である。そのために

は、平時から各企業等へ一斉帰宅の抑制を促すとともに、発災時の対応に対する従業員等の意識

啓発が必要である。また、各事業所の備蓄が不十分な現状であることから、建物内に従業員等が

長時間滞在できる物資の備蓄を進めるとともに、発災時に従業員等が「 むやみに移動を開始しな

い」 ため、被災状況や公共交通機関の運行状況等の情報提供が必要である。さらに、停電時の電

源確保や冬季の防寒対策も行う必要がある。 

 こうした対策の実施により、屋外滞留者は平日で３万８千人まで減少すると想定しているが、

特に冬季は厳しい寒さのため屋外での長時間の滞在は困難であり、この人々 を受け入れるための

一時滞在施設の確保が必要である。そのため、大型ビルや地下施設等を一時滞在施設として確保

する必要がある。また、その滞在者に必要に応じて物資を提供できるよう備蓄に努めることも求

められる。 

 帰宅困難者等へ適切な情報を提供できるように、発災時の情報提供体制の構築などの取組を進

める必要がある。  

 このような対策を促進するため、札幌都心地域帰宅困難者対策ガイドライン等を用いて意識啓

発の取り組みを進める必要がある。  

図10 対策の方向性 

1-3-2 重点対策の設定

過去の災害教訓から、大規模な災害が発生した直後は、行政による救助活動だけでは対応しき

れず、市民や企業における「 自助」 「 共助」 の取組がきわめて重要となる。そのため、市民、企

業、地域、行政が日ごろから防災への取組を行うとともに、連携・ 協力してお互いに支え合う「 防

災協働社会」 を構築することが不可欠であり、これが災害に強い安全なまちづく りにつながる。

こうしたことから、本計画の関係者は、対策を実施していく上で、以下の共通認識に立ち、重点

的に推進すべき対策を設定する。 

◆事業所等において「 自分でまもる」  
◆既存の組織を活用し「 地域でたすける」  
◆自助・ 共助を「 行政でささえる」  
◆相互に連携・ 協力し「 共につくる」  

帰宅困難者
96,000人

屋外滞留者
38,000人

一斉帰宅の抑制

滞在のための備蓄の確保

情報提供

建物の耐震性の確保

意識啓発 等

一時滞在施設の確保

物資の備蓄・配布

情報提供

ガイドラインの活用

意識啓発 等

屋外滞留者以外の者
58,000人

図11 重点設定の共通認識
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都市再生
緊急整備協議会
都市再生

緊急整備協議会

都市再生
安全確保計画部会

計画の作成主体

計画の実施主体

国土交通省・北海道

北海道警察

札幌市

まちづくり会社

交通事業者
※㈱北海道旅客鉄道など
民間事業者

※一時滞在施設管理者
再開発準備組合

エネルギー事業者など
※地域熱供給事業者など

連携
・
協力

 こうした観点及び計画の意義・ 目標を踏まえ、上述の対策の方向性から重点的に推進すべき対

策を次の３点とする（ 具体的な対策は２節で記載） 。  

●一斉帰宅の抑制 
●一時滞在施設等の確保 
●帰宅困難者等への情報提供 

1-4 計画の作成および実施の体制

都市再生安全確保計画は、札幌都心

地域都市再生緊急整備協議会（ 都市再

生安全確保計画部会） が作成した。  

 計画の実施については、札幌都心地

域都市再生緊急整備協議会（ 都市再生

安全確保計画部会） 及び民間企業等と

連携しながら行うものとする。  

図12 計画の作成主体・ 実施主体のイメージ

1-5 計画の変更

本計画は、優先度の高いエリアから計画

策定するとともに、着手可能な対策から順

次計画に盛り込んでいく こととしており、

今後、計画区域及び対策の拡大が必要とな

る。また、取り組みやすい事項から着実に

実施していく ものであるが、その実施の成

果を踏まえた計画の見直し、さらに、再開

発事業等の進捗による環境の変化への対

応も必要である。  

 したがって、本計画は、ＰＤＣＡサイク

ルにより内容を改善・ 更新し、スパイラル

アップを目指すものである（ 図13）。  

図13 計画のＰＤＣＡのイメージ 
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2 札幌駅・ 大通駅周辺地区における滞在者等の安全の確保のために実施する事業及び事務

2-1 都市開発事業の施行に関して必要となる都市再生安全確保施設の整備及び管理

 大規模な地震が発生した場合に滞在者等の安全の確保を図るために必要となる施設（ 都市再生

安全確保施設） の整備及び管理に係る事項を表６に示す。 

表６ 法第19条の15第2項第2号及び第3号に係る計画 

都市再生安全確保施設に係る事項 事業に係る事項 管理に係る事項 

番

号
施設名称 種類 所有者 実施主体 事業内容 実施期間管理主体 管理内容 実施期間

① 北8西1地区歩道沿い空
地 

退避

経路

札幌駅北口

8・ 1地区市

街地再開発

組合 

※ 1 

札幌駅北

口8・ 1地

区市街地

再開発組

※ 2 合

北8西1地区にお

いて歩道沿い空

地を整備 

R2～R5

（ 予定）

札幌駅北

口8・ 1地

区市街地

再開発組

※ 1 合

清掃、照明等設備

の管理 
未定 

② 南2西3南西地区歩道沿
い空地 

退避

経路

南2西3南西

地区市街地

再開発組合

※ 1 

南2西3南

西地区市

街地再開

発組合 

南2西3南西地区

において歩道沿

い空地を整備 

R2～R4

（ 予定）

南2西3南

西地区市

街地再開

※発組合

1 

清掃、照明等設備

の管理 
未定 

③ 北3西3南地区歩道沿い
空地 

退避

経路

大同生命保

険株式会社

大同生命

保険株式

会社 

北3西3南地区に

おいて歩道沿い

空地を整備 

H30～R1

大同生命

保険株式

会社 

清掃、照明等設備

の管理 
R2～ 

④ 北8西1地区備蓄倉庫 備蓄

倉庫

札幌駅北口

8・ 1地区市

街地再開発

※ 1 組合

札幌駅北

口8・ 1地

区市街地

再開発組

合 

北8西1地区にお

いて備蓄倉庫を

整備 

R2～R5

（ 予定）

札幌駅北

口8・ 1地

区市街地

再開発組

※ 1 合

設備の管理 未定 

⑤ 北4東6周辺地区備蓄倉
庫 

備蓄

倉庫

北4東6周辺

地区市街地

再開発組合

※ 1 

北4東6周

辺地区市

街地再開

発組合 

北4東6周辺地区

において備蓄倉

庫を整備 

R1～R3

(予定)

北4東6周

辺地区市

街地再開

※発組合

1 

設備の管理 

R3～ 

（ 予定）

⑥ 南2西3南西地区多目的
広場 

一時退

避場所

南2西3南西

地区市街地

再開発組合

※ 1 

南2西3南

西地区市

街地再開

発組合 

南2西3南西地区

において多目的

広場を整備 

R1～R4

（ 予定）

南2西3南

西地区市

街地再開

※発組合

1 

清掃、照明等設備

の管理 
未定 

⑦ 北8西1地区屋内広場 一時退

避場所

札幌駅北口

8・ 1地区市

街地再開発

※ 1 組合

札幌駅北

口8・ 1地

区市街地

再開発組

合 

北8西1地区にお

いて屋内広場を

整備 

R2～R5

（ 予定）

札幌駅北

口８・ １

地区市街

地再開発

※ 1組合

清掃、照明等設備

の管理 
未定 

⑧ 北3西3南地区屋内広場 一時退

避場所

大同生命保

険株式会社

大同生命

保険株式

会社 

北3西3南地区に

おいて屋内広場

を整備 

H30～R1
大同生命

保険株式

会社 

清掃、照明等設備

の管理 
R2～ 

※ 1  所有者及び管理主体については、事業完了後に記載を変更予定 
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※ ① ⑧～ の施設については表６参照

図14 札幌駅・ 大通駅周辺地区都市再生安全確保計画図
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2-2 その他の滞在者等の安全の確保のために実施する事業

法第19条の15第2項第4号に規定する都市再生安全確保施設を有する建築物の耐震改修、その他の

滞在者等の安全の確保を図るために必要な事業等については、建築物所有者等と実施に向けた協

議が整った時点で計画に記載することとする。  

2-3 滞在者等の安全の確保を図るために必要な事務

法第19条の15第2項第5号に規定する、災害時に滞在者等の安全の確保を図るために必要な事務

については、札幌市作成の「 大地震に備える 企業防災のすすめ｣（ 別冊参照。以下「 企業防災の

すすめ」 という。） の４(1)（ p8～10） に従って備えを進めるよう努めるほか、以下のとおりとす

る。 

○  建築物の管理者等は、建築物健全性を判断し、安全と認められる場合は、在館者が館内に留
まるように促す。 

○  建築物の管理者等は、建築物被災程度の確認情報を在館者に提供する。  
○  一時滞在施設を有する建築物等の所有者または管理者（ 以下「 滞在施設管理者」という。）は、
発災後、一時滞在施設の安全性を確認し、安全と認められる場合は施設を開設する。  

○  滞在施設管理者は、一時滞在施設の設営ができたら、屋外滞留者を受け入れる。 
○  滞在施設管理者は、交通機関の運行情報、復旧見込みの情報を一時滞在施設の滞在者へ定期
的に提供するよう努める。  

○  交通機関、道路管理者は、鉄道や道路の点検を行い、運行情報等を札幌市（ 以下「 市」 とい
う。） に連絡する。  

○  市は、地域内の被災状況や交通情報等を集約する。  
○  市は、災害情報及び交通情報等を緊急速報メール等により提供する。  
○  エネルギー事業者は、災害時に一時滞在施設の滞在者や事業者等の安全を確保するため、あ
らかじめ定めたルールに従い、非常用電気等供給施設からのエネルギーの供給を継続する。 

2-4 滞在者等の安全の確保のために必要な事項

法第19条の15第2項第6号に規定する、滞在者等の安全の確保を図るために必要な事項について

は、｢企業防災のすすめ」 の４(2)（ p11～13） に従って体制づく りを進めるよう努めるほか、以下

のとおりとする。  

○  市は、一時滞在施設を円滑に運営するための手順等を定めるマニュアル作成のためのガイド
ライン（ 札幌都心地域帰宅困難者対策ガイドライン） を策定し、適宜点検するとともに、必

要に応じて修正を加える。  

○  滞在施設管理者は、札幌都心地域帰宅困難者対策ガイドラインに従い、施設の運営マニュア
ルの整備に努める。 

○  市は、一斉帰宅の抑制などの防災意識を啓発するための施策を検討し、実施する。  
○  市は、屋外滞留者の必要とされる受入容量を目指し、一時滞在施設の確保を進める。観光客
については、「 災害時における旅行者の受入れ等に関する協定」 に基づき宿泊施設との連携・

協力体制の構築を進め、安全に滞在できる施設の確保に努める。  

○  屋外滞留者が一定期間滞在できるように、整備済みの一時滞在施設の管理に係る事項を表７
に示す。 

○  災害時に建築物からの退避者が一時退避場所を利用できるように、整備済みの一時退避場所
の管理に係る事項を表８に示す。 

○  避難又は退避行動の際の移動に利用できるように、整備済みの退避経路の管理に係る事項を
表９に示す。 

○  市は、本計画における対策を適切に運用するため、その実行組織として新たに、札幌市都心
地域帰宅困難者等対策協議会（ 以下「 対策協議会」 という。） を設置する。 

○  対策協議会は、帰宅困難者等対策訓練を実施する。エネルギー事業者は、災害時に非常用電
気等供給施設より滞在者の安全の確保に必要なエネルギー(電気・ 熱)が安定供給されるよう

に、定期的な施設の点検等適切な管理を行う。  
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○  エネルギー事業者は、災害時に、滞在者等の安全の確保に必要なエネルギー(電気・ 熱)が円
滑に供給されるように、需要家と調整をしながら、エネルギーの供給・ 受入に関わるオペレ

ーション、災害時の供給計画、連絡体制を記したマニュアルを整備し、情報共有を行う。  

○  エネルギー事業者と関連する土地所有者等は、災害時に適切かつ確実にエネルギー供給を行
えるよう、都市再生特別措置法第45条の21に基づく エネルギー供給施設協定の締結につい

て協議を行う。 

○  整備済みの非常用電気等供給施設の管理に係る事項を表10に示す。 

※ A～Dの各施設番号については表7～10参照 

図15 整備済み都市再生安全確保施設位置図 
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表７  整備済み一時滞在施設の管理に係る事項 
番

号
施設名称 所有者 管理主体 施設概要 管理内容 実施期間

A1
さっぽろ地下街 

オーロラタウン 

㈱札幌都市 

開発公社 

㈱札幌都市 

開発公社 
公共地下歩道、広場 

清掃、照明・ 空

調等の設備の管

理 

H26～

A2
さっぽろ地下街 

ポールタウン 

㈱札幌都市 

開発公社 

㈱札幌都市 

開発公社 
公共地下歩道、広場 

清掃、照明・ 空

調等の設備の管

理 

H26～

A3 アピア 

札幌駅 

総合開発㈱ 

札幌駅 

総合開発㈱ 

ウエストアベニュー

（ B1F）  

イーストアベニュー

(B1F) 

各ウォーク・各広場・

フローラルガレリア

（ アピア・ B1F）  

清掃、照明・ 空

調等の設備の管

理 

H26～

A4 パセオ 

清掃、照明・ 空

調等の設備の管

理 

H26～

A5 札幌ステラプレイス 

清掃、照明・ 空

調等の設備の管

理 

H26～

A6 エスタ 
札幌駅 

総合開発㈱ 

札幌駅 

総合開発㈱ 
2階広場 

清掃、照明・ 空

調等の設備の管

理 

H26～

A7
札幌駅前通地下歩行空

間 

北海道開発局 

札幌市 

北海道開発局 

札幌市 

札幌駅前通まちづく

り㈱ 

歩行者専用道、広場 

清掃、照明・ 空

調等の設備の管

理 

H26～

A8
北一条地下駐車場 

連絡通路 
北海道開発局 北海道開発局 地下連絡通路 

清掃、照明・ 空

調等の設備の管

理 

H26～

A9 札幌駅北口地下歩道 札幌市 札幌市 歩行者専用道 

清掃、照明・ 空

調等の設備の管

理 

H26～

A10
地下鉄大通駅コンコー

ス 
札幌市 札幌市 

コンコース（ 改札以

外）  

清掃、照明・ 空

調等の設備の管

理 

H26～

A11
地下鉄さっぽろ駅コン

コース 
札幌市 札幌市 

コンコース（ 改札以

外）  

清掃、照明・ 空

調等の設備の管

理 

H26～

A12 札幌市民ホール 
札幌市教育 

委員会 
大和リース㈱ 

大ホール、第1～6会議

室、ホワイエ、楽屋 

清掃、照明・ 空

調等の設備の管

理 

H26～

A13
札幌エルプラザ 

公共４施設 
札幌市 

札幌エルプラザ管理

組合 

ホール、大・中研修室

情報センター 

清掃、照明・ 空

調等の設備の管

理 

H26～

A14 札幌市民交流プラザ 札幌市 
公益財団法人札幌市

芸術文化財団 

1～2階広場、3～6階ホ

ワイエ 

清掃、照明・ 空

調等の設備の管

理 

H30～

A15
北ガスアリーナ札幌46

（ 札幌市中央体育館）
札幌市 

(一財）さっぽろ健康

スポーツ財団 

剣道室、武道室、柔道

室 

清掃、照明・ 空

調等の設備の管

理 

R1～ 

A16 札幌三井ＪＰビルディング
三井不動産㈱ 

日本郵便㈱ 
三井不動産㈱ 1～3階共用部 

清掃、照明・ 空

調等の設備の管

理 

R1～ 

A17 さっぽろテレビ塔 ㈱さっぽろテレビ塔㈱さっぽろテレビ塔
地下1階共用部、2階貸

しホール 

清掃、照明・ 空

調等の設備の管

理 

R1～ 
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表８  整備済み一時退避場所の管理に係る事項 
番

号
施設名称 所有者 管理主体 施設概要 管理内容 実施期間

B1 大通公園 札幌市 
(公財)札幌市公園緑

化協会 
特殊公園 

清掃、照明等の

設備の管理 
H26～

B2 創成川公園 札幌市 
(公財)札幌市公園緑

化協会 
特殊公園 

清掃、照明等の

設備の管理
H26～

B3 札幌駅南口駅前広場
札幌市 

㈱北海道旅客鉄道 

札幌市 

㈱北海道旅客鉄道
駅前広場 

清掃、照明等の

設備の管理
H26～

B4 札幌駅北口駅前広場 札幌市 札幌市 駅前広場 
清掃、照明等の

設備の管理
H26～

B5 札幌市北3条広場 札幌市 
札幌市 

札幌駅前通まちづく り㈱
広場 

清掃、照明等の

設備の管理 
H26～

B6 大通交流拠点地下広場 札幌市 札幌市 広場 
清掃、照明等の

設備の管理 
H27～

表９ 整備済み退避経路の管理に係る事項 
番

号
施設名称 所有者 管理主体 施設概要 管理内容 実施期間

C1 西2丁目地下歩道 札幌市 札幌市 公共地下歩道 
清掃、照明等の

設備の管理 
H30～

C2
北1西1地区歩道沿い

空地 

札幌市 

明治安田生命保険相互会社

パーク二十四㈱ 

北海道テレビ放送㈱

㈱札幌振興公社 

㈱朝日新聞社 

㈱北海道熱供給公社

東日本電信電話㈱ 

さっぽろ創世スクエ

ア管理組合 
空地 

清掃、照明等の

整備の管理 
H30～

表10 整備済み非常用電気等供給施設の管理に係る事項 
番

号
施設名称 所有者 管理主体 施設概要 管理内容 実施期間

D1 創世エネルギーセンター ㈱北海道熱供給公社 ㈱北海道熱供給公社
エネルギー供給施

設 

CGS、ボイラー、

熱導管の管理 
H30～

D2
西2丁目地下歩道熱導

管ネットワーク 
㈱北海道熱供給公社 ㈱北海道熱供給公社 熱導管整備 熱導管の管理 H30～

D3 46エネルギーセンター 北海道ガス㈱ 北海道ガス㈱ 
エネルギー供給施

設 

CGS、ボイラー、

熱導管の管理
R1～ 
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○非常時の対応 
・ さっぽろ創世スクエアへは温水・ 冷水・ 蒸気の供給を継続する。電力については、CGS 1, 400 kW

のうち本体建物へ700 kWを供給し、700 kWを非常用電気等供給施設で使用する。供給能力につ

いては下表参照。 

・ 札幌市役所本庁舎へは温水の供給を継続する。電力については本庁舎所有の非常用電源を使用

する。供給能力については下表参照。 

〇非常時の供給能力 

供給能力 

さっぽろ創世スクエア 札幌市本庁舎 

CGS 700 kW ― 

温水 9, 000 MJ/h 8, 000 MJ/h 

冷水 740 RT ― 

蒸気 契約熱量の上限値 ― 

融雪温水 ― ― 

図16 札幌駅・ 大通駅周辺地区都市再生安全確保計画図 D1創世エネルギーセンター及びD2

西２丁目地下歩道熱導管ネットワーク 詳細
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◯非常時の対応 
・ 供給対象建物に対し、供給能力に応じた電気・ 温水・ 冷水の供給を継続する。供給能力につい

ては下表参照。 

・ 供給対象建物の整備に合わせ、１期、２期に分割した供給施設の供給能力増強を行う。  

〇非常時の供給能力 

供給能力および供給設備( ※ 1) 内訳( ※ 2)

CGS 
630(315)  kW 

CGS 315 kW×2台(1台) 

供給施設：         175 kW 

札幌市中央体育館：     100 kW～ 

共同住宅：          20 kW～ 

医療・ 福祉・ 健康：      20 kW～ 

温水 
6, 696(3, 348)  MJ/h 

温水器 3, 348 MJ/h×2台(１台) 

供給施設：          36 MJ/h～ 

札幌市中央体育館：     378 MJ/h～ 

共同住宅：          － MJ/h～ 

医療・ 福祉・ 健康：     778 MJ/h ～ 

冷水 

270(70)  RT 

冷凍機 270 RT×1台 

(270 RTの抑制運転) 

供給施設：          3 RT～ 

札幌市中央体育館：      30 RT～ 

医療・ 福祉・ 健康：      30 RT～ 
※（ １） ： 表中（  ） 内数値は１期工事、（  ） 無し数値は２期工事における供給能力を示す。 

※（ ２） ： 表中の数値は確保する下限を表し、供給余力から各供給対象建物の状況に応じて配分する。  

図17 札幌駅・大通駅周辺地区都市再生安全確保計画図 D3４６エネルギーセンタ

ー詳細
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３ その他札幌駅・ 大通駅周辺地区における防災性の確保に関する事項

大規模地震により、企業活動が停滞すると地域の生活や経済への影響が大きく なることが懸念

されることから、「 企業防災のすすめ」 の６（ p18～20） に従って、業務継続の検討に努める。  

 地域内の関係者が、被害を最小限に抑えるとともに事業を復旧・ 継続する備えを検討すること

が重要であり、地域全体の信頼性の確保や社会的評価の高まりにつなげていく ものである。 


