
 
石狩市地域防災計画・水防計画改訂検討委員会 委嘱状交付 

日 時：平成 24年 3月 24日（土）14：00～14：30 

場 所：石狩市役所 4F 会議室 

----------------------------------------------------------------  

第 １ 回 
石狩市地域防災計画・水防計画 
改 訂 検 討 委 員 会 

議 事 次 第 

 

日 時：平成 24年 3月 24日（土）14：30～16：00 

場 所：石狩市役所 4F 会議室 

１． 開会挨拶 

石狩市役所 副市長 白井 俊 

２． 委員長挨拶 

北海道大学大学院 特任教授 加賀屋 誠一 

３． 委員紹介 

自己紹介 

４． 議  事    委員長 北海道大学大学院 特任教授 加賀屋 誠一 

（１）検討委員会の位置づけと目的 

説 明 石狩市・（株）ドーコン ..........................................................14:45～14:55 
質 疑 ................................................................................................14:55～15:00 

（２）石狩市の想定災害 

説 明 （株）ドーコン.......................................................................15:00～15:10 
質 疑 ................................................................................................15:10～15:15 

（３）計画改訂の方針とスケジュール 

説 明 （株）ドーコン.......................................................................15:15～15:25 
質 疑 ................................................................................................15:25～15:30 

（4）意見交換 

各委員の立場から見た防災上の課題について ...................................15:30～15:55 

（５）その他 

５． 閉会 



第第１１回回
石石狩狩市市地地域域防防災災計計画画・・水水防防計計画画

改改訂訂検検討討委委員員会会

平平成成2244年年３３月月2244日日
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検討委員会の
位置づけと目的
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防災計画改定等SCHEME
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防災計画改定等SCHEME



防災計画改定等SCHEME
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１．地域防災計画・水防計画とは

(１) 地域防災計画
●災害対策基本法（４０条）の規定に基づき、都道府県、市町村の防災会議が作成
●自治体毎に地域の実情に即して作成する、災害対策全般の基本的な計画

・市内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者の処理
・防災施設の新設又は改良に関する事項
・防災のための調査研究に関する事項
・教教育育及及びび訓訓練練そそのの他他のの災災害害予予防防に関する事項
・情情報報のの収収集集及及びび伝伝達達に関する事項
・災害に関する予予報報又又はは警警報報のの発発令令及及びび伝伝達達に関する事項
・避避難難，，消消火火，，水水防防，，救救難難，，救救助助，，衛衛生生に関する事項
・その他の災災害害応応急急対対策策並並びびにに災災害害復復旧旧に関する事項別の計画
以上に掲げるもののほか
・当該市町村の地域に係る防防災災にに関関しし市市町町村村防防災災会会議議がが必必要要とと認認めめるる事項

●地域防災計画で定める事項（法第42条第2項で規定）

災害時の被害防止や応急対策の実施方法等をあらかじめ取り決めて文書化

石狩市の自然特性・社会特性を踏まえた独自の取り組み
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１．地域防災計画・水防計画とは

(2) 水防計画
●水防法(第33条)の規定に基づき水防管理団体（道が指定する自治体）が作成
●道の水防計画に応じて作成する、洪水等の水害に関する防災計画

●北海道水防計画で定める事項

(1) 水水防防団団の設置(法第5条)
(2) 平常時における河河川川等等のの巡巡視視(法第9条)
(3) 水防団及び消防機関の出出動動準準備備又又はは出出動動(法第17条)
(4) 警警戒戒区区域域のの設設定定(法第21条)
(5) 警察官の援助の要求(法第22条)
(6) 他の水防管理者又は市町村長若しくは消防長への応応援援要要請請(法第23条)
(7) 堤防決壊等の通通報報、、決決壊壊後後のの措措置置(法第25条、法第26条)
(8) 避避難難ののたためめのの立立ちち退退ききのの指指示示(法第29条)
(9) 水防協力団体の指定(法第36条)

(1) 消防機関が水防を十分行えない場合の水水防防団団のの設設置置(法第5条第2項)
(2) 水水防防計計画画のの策策定定、知事への協議及び要旨の公表(法第32条第1項、第2項及

び第3項)
(3) 毎年の水水防防訓訓練練の実施(法第35条)

浸水想定区域における円滑かつ迅速な避避難難をを確確保保すするるたためめのの措措置置(法第15条)

●上記に加えて、市は、以下の事項も行う

●市の防災会議は、以下の事項を行う
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２．石狩市の地域防災計画

(１) 作成・改訂履歴

・昭和５１年 ９月 作成
・数年おきに８回の修正を重ねる
・平平成成２２００年年 ２２月月 一部修正
（最新版）

(３) 石狩市防災会議

【 基本編 】

(２) 構成

第１章総則
第２章石狩市の地勢及び気候、風土と災害
第３章防災組織
第４章情報通信計画
第５章災害予防計画
第６章災害応急対策計画
第７章港湾等防災対策計画
第８章地震災害対策計画
第９章事故災害対策計画
第１０章災害復旧計画

【 地震災害対策編 】



３．地域防災計画・水防計画改訂の背景

⇒避難場所の指定や避難方法の課題が明らかに

◆東日本大震災における想定を超える大津波

◆石狩市には80kmにおよぶ海岸線

◆平成22年7月・8月の大雨では、浜益・厚田区で床下・床上浸
水の洪水被害や土砂災害が発生

⇒避難勧告・指示の情報伝達や避難所の運営に関する課題

⇒想定以上の津波に対する備えが必要

⇒提言に基づき、想定災害や想定以上の災害に対しても
被害を最小減とするための実効的・現実的な計画を策定

「地域防災計画 ・水防計画の改訂に関する提言 」

「地区防災計画策定に係る市民参加のあり方に関する提言」
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４．地域防災計画・水防計画の課題（一般論として）

⇒現状は市役所やその他行政機関が被災しない前提の計画

⇒実際の被災時に実効性が低い

⇒市役所被災も想定した業務の継続性確保と広域連携

◆大規模災害への対応

◆地域協働による減災対策

◆地域の継続的な防災訓練・教育

⇒継続的な向上が図られる工夫が盛り込まれていない
⇒地域単位の教育・訓練に対する公的支援策

⇒“減災”や自助・共助・公助の概念による地域の連帯が希薄

⇒関係者や地域住民と協働した“予防対策”
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５．石狩市の防災力向上に向けた取り組み

(1) 石狩市地域防災計画・水防計画の改訂

(２) 各地区防災計画の策定 （自助・共助）

(３) 市職員災害対応マニュアルの策定 （公助）

⇒⇒改改訂訂すすべべきき事事項項をを整整理理しし、、計計画画見見直直しし

⇒検討委員会の審議内容や市民アンケートの分析結果を反映

させ、市民の意向を踏まえた防災計画を検討

⇒⇒各各地地区区毎毎にに社社会会環環境境やや自自然然環環境境をを踏踏ままええたた防防災災計計画画をを策策定定

⇒⇒各各地地区区ででワワーーククシショョッッププをを開開催催しし、、市市民民意意見見をを反反映映

⇒連連絡絡体体制制やや初初動動対対応応ななどどをを整整理理しし、、災災害害時時ににおおけけるる市市職職員員

のの迅迅速速なな対対応応をを実実現現すするるママニニュュアアルル作作成成
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６．検討委員会の基本方針

(1)基本的考え方

◆有識者の防災に関する専門知識を取り入れること

◆市民の意見を取り入れること

⇒各地区の防災に対する現状や地域の特性を反映

【検討委員会開催の目的】

(2)検討委員会の審議事項

①検討テーマ＝市民の避難や被災後の生活に重点

②発災時～被災後まで自助・共助・公助の役割分担

③地域における市民意見の反映
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石狩市の想定災害
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１.地震被害 ～想定される地震震度～

「石狩市における地震被害想定」（平成13年3月）より

震源地
（想定：M6.8、深さ5km）

※被害想定範囲は旧石狩市区域のみ 14



１.地震被害 ～想定される地震被害～

想定地震規模：ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ6.8 深さ5km 発生時刻・冬の17～19時

■木造建物被害 ■人的被害

15

■出火被害 ■避難者数

２２,７７８８９９人人３３４４件件

全壊220066棟

半壊11,,332233棟

死者1166人 重傷者7744人

軽傷者882255人

うち約半数程度が炎上火災

１.地震被害 ～それ以外の想定大地震～

J-SHIS 地震ハザードステーション 16



１.地震被害 石狩市での大地震：震度6強の可能性

【石狩低地東縁断層帯】【増毛山地東縁断層帯】【当別断層】

J-SHIS 地震ハザードステーション 17

２.津波被害 ～想定される津波波源域～

【石狩市に影響の大きい３つの海洋性地震】

③
留萌沖【M7.6】

①
北海道北西沖(沖側)

【M8.0】

②
北海道北西沖(沿岸側)

【M8.0】

出典：北海道総務部危機対策局 18



２.津波被害 ～津波浸水の予測～

【津波浸水予測図】（平成23年2月）
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出典：石狩地方道路防災連絡会議

２.津波被害 ～東日本大震災 津波の概要～

津波ハザードマップの想定（青）を大きく超える津波が襲来(赤)

想定実際

実際

想定

20※東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会 第1回会合資料より



３.洪水被害 ～石狩川の洪水による浸水実績～

【浸水実績区域図】

浸水実績区域
（昭和50年8月、昭和56年8月）

出典：石狩市及び石狩川開発建設部資料

※現在は、河川改修や石狩放水路
が整備されており、同等の雨量
では浸水する可能性は低い
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計画改訂の方針

22



１．計画改訂の方針 ～ 防災ビジョン ～

◆「自助」「共助」「公助」の基本的概念のもと、３つの方針にもとづ
き、具体的役割分担を踏まえた実効的かつ現実的な計画に改訂

◆「迅速な市の災害対応」と「市民の適切な避難行動」による被害の
最小化に向けた計画改訂

◆非常時の対応だけではなく、「平常時からのソフト対策の強化」を
意識した計画改訂

方針１ 大規模災害に備えた防災・減災システムの構築
市民（自助・共助）と市（公助）の連携による防災力強化
広域的な自治体支援（受援）体制の構築

方針２ 円滑な避難の実現
迅速な避難情報提供と「避難できる」市民意識の醸成

方針３ 平常時の防災教育の充実
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突発的な災害突発的な災害
大規模な災害大規模な災害

２.大規模災害時の行政限界と自助・共助の必要性

・大規模災害では、市役所等の公的機関が被災・大規模災害では、市役所等の公的機関が被災
・公助を支える職員も被災者・公助を支える職員も被災者
・防災資源（人・物資・資機材・防災資源（人・物資・資機材．．．．．．）が不足）が不足

のの発発生生のの発発生生

自助 ・共助 ・公助の連携による自助 ・共助 ・公助の連携による
地域防災力の向上地域防災力の向上が必要不可欠が必要不可欠

求められる住民個人の求められる住民個人の自助力自助力､､地域の地域の共助力共助力
公助としてなすべき公助としてなすべき事前対策の充実事前対策の充実

24



３.逃げられる市民意識 市民の「適切な避難行動」

■■災害にどう対応すべきか？災害にどう対応すべきか？

災害発生時、石狩市（市役所：公助）は災害発生時、石狩市（市役所：公助）は．．．．．．．．
◆人的被害の発生を防止するために◆人的被害の発生を防止するために
・・・・情報の収集（雨量・水位・洪水警報、土砂災害警戒情報、津波情報、・・・・情報の収集（雨量・水位・洪水警報、土砂災害警戒情報、津波情報、etcetc））
・・・・避難情報（避難準備情報・勧告・指示）の適時の発令、迅速な伝達・広報・・・・避難情報（避難準備情報・勧告・指示）の適時の発令、迅速な伝達・広報
◆被害拡大を抑制するために◆被害拡大を抑制するために
・・・・水防活動、地震後火災の消火活動などの応急対策・・・・水防活動、地震後火災の消火活動などの応急対策
・・・・救助・救出活動・・・・救助・救出活動 ・・・・

・・・・
・・・・

◎想定にとらわれない
◎時々の状況に応じて判断し、最善を尽くす

主体的に自らの命を守る！主体的に自らの命を守る！

特に発生直後
～3日間程度
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市民（自助・共助）は市民（自助・共助）は．．．．．．．．
・・・・災害情報や避難情報、危機への感受性を高める・・・・災害情報や避難情報、危機への感受性を高める
・・・・避難情報を受け取ったら、声を掛け合って逃げる・・・・避難情報を受け取ったら、声を掛け合って逃げる
・・・・隣近所、市民どうしの助け合い（災害時要援護者）・・・・隣近所、市民どうしの助け合い（災害時要援護者）

訓練・教育訓練・教育
正しい知識正しい知識

４.大規模災害時の行政限界と自助・共助の必要性
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約27,000人
（77％）

約8,000人
（23％）

被災者の救援・救出に多くの人手が必要被災者の救援・救出に多くの人手が必要

大地震に伴う建物の全半壊数により大地震に伴う建物の全半壊数により
多くの生き埋め者発生多くの生き埋め者発生の可能性の可能性 全壊220066棟

半壊11,,332233棟

【地震による木造建物被害想定】

地域住民による主体的な支援活動（共助）が重要！地域住民による主体的な支援活動（共助）が重要！

≪≪参考：阪神・淡路大震災では要救助者の参考：阪神・淡路大震災では要救助者の約８が市民により救助約８が市民により救助された≫された≫

近隣住民等
による救出

消防、警察、自衛隊
による救出

出典：平成15年防災白書 近隣の住民に救出される被災者



検討内容と
スケジュール
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○提言を踏まえた防災ビジョンの確認
○地域防災計画改訂に向けた基本方針の確認

○中間とりまとめ状況の報告
○自主防災組織結成・育成の検討
○地区別防災計画の確認

○地地域域防防災災計計画画改改訂訂版版（（案案））の確認
○地地域域防防災災計計画画（（地地震震災災害害対対策策編編））（（案案））の確認
○水水防防計計画画改改訂訂版版（（案案））の確認
○資資料料集集（（案案））の確認

１．検討委員会の議題・進め方

1)発災時の検討 (第2・3・9回)

◆避難勧告・指示発令
◆情報提供・取得・伝達

2)避難時の検討 (第4・5・9回)

◆避難行動
◆災害時要援護者の避難支援対策

3)被災後の検討 (第6・7・9回) 

◆応急対策
◆避難所運営

4)自主防災組織結成・育成(第8回)
◆自助・共助により地域で対応でき

る組織づくり

第第11回回

第第88回回

第第99回回

○発災時に関する計計画画
へへのの反反映映方方針針の検討

○避難時に関する計計画画
へへのの反反映映方方針針の検討

○被災後に関する計計画画
へへのの反反映映方方針針の検討

第第22回回 課題の抽出 第第44回回 課題の抽出 第第66回回 課題の抽出

第第33回回 解決策検討 第第55回回 解決策検討 第第77回回 解決策検討

発災時の検討

○避難勧告・指示発令
○情報提供・取得・伝
達

避難時の検討

○避難行動（各災害の
避難場所・ルート等）
○災害時要援護者の
避難支援対策

被災後の検討

○応急対策
○避難所運営

第第1100回回

検討テーマ

発
災
時

避
難
時

被
災
後

平

常

時

自自助助・・共共助助・・公公助助のの役役割割分分担担
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２．検討スケジュール

改訂方針 中間とりまとめ 最終案

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑨

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

1回目 2回目 3回目 4回目

全体説明会 1回目 2回目 3回目 4回目

2 3
平成25年

12
平成24年

9 111 2

平成23年度 平成24年度

3 4 5 6 7 1108

(1)
石狩市地域防災計画・水防計画の改
訂

② ワークショップの開催

必要資料の作成印刷

①

各地区防災計画の策定

① 全体説明会の開催

③ 必要資料の作成印刷

④
開催結果のとりまとめ
（各地区防災計画、概要版、災害対
応マニュアル）

実施項目

策定準備

③
開催結果のとりまとめ
（会議録及びその概要版）

(2)

石狩市地域防災計画・水防計画
改定検討委員会の開催

②

(3) 防災に関するアンケートのとりまとめ

⑧ ⑩

(4) 市職員災害対応マニュアルの作成

①
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