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パブリックコメントに対する回答（石狩市地域防災計画） 

意見の要旨 回   答 

第 2 章、４．災害記録、 

 昭和から平成にかけての地区ごとの要点を 3 行程度で追加記述したらどうですか。 

【採用】 

ご指摘のとおり、追記記述いたします。 

第 3 章、第 1 節、１．石狩市防災会議 

 組織図において、3 枠「北海道知事の・・・」－「・・・北警察署長」と 4 枠「北海道警察の警

察官」－「石狩支庁・・・・、石狩保健福祉事務所・・」の記述は間違いだと思うのですが。 

【採用】 

当方の記述ミスです。訂正致します。 

第 3 章、第 1 節、３．石狩市災害対策本部、別表２と３ 

 厚田･浜益地区の部区分で地域振興対策部、市民福祉対策部、建設水道対策部とあり

ますが、できるだけ石狩市の部区分に近似した言葉を選ぶべきだと思いますが。 

【不採用・既記載】 

現時点での石狩市の組織として地域振興課・市民福祉課・建設水道課としておりま

す。それを、そのまま災害対策本部の両区での“部”としております。両区での組織

の運営上わかりやすいような記述にしております。 

第 4 章、第 2 節、２．災害通信の連絡方法、（２） 

（１）本部から道及び支所への通信手段、ではウとして車両、オートバイ又は自転車、とあ

りますが、（２）にはそれに該当する記述がありません。近くであるほど意外に頼りになるの

は人による直接伝達だと思いますが。 

【不採用・既記載】 

（１）の本市から道（石狩支庁）及び支所への通信手段としては、車両、オートバイ又

は自転車としておりますが、（２）の関係機関相互の通信手段では、相互通信を基

本と致しておりますので、通信を適時できる通信手段としております。 

第 4 章、第 4 節、２．災害情報等の発表及び広報の方法、（３） 

 災害情報等を最も緊急に必要とするのは住民であるとも言えますが、ｐ５１の別表２気象

予警報等伝達系統と、ここでの簡単な記述だけです。アとして、一般住民に対する災害

についての・・・とくに人心の安定と被害の拡大防止に主眼をおいて・・・（ア）～（カ）、とな

っていますが、初期伝達の重要性を考慮して、（ア）サイレン・警鐘、（イ）車による移動放

送、というような順序にしたらどうですか。 

【不採用】 

ここでの列挙は実施する順番を挙げているものではなく掲載している必要なものか

ら随時実施していく予定です。 

第 5 章、第３節、６．雪崩の予防 

 雪崩災害の予防ではないですか。 

【採用】 

ご指摘のとおり、記述的に『雪崩災害』が、最良であります。訂正致します。 
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第 5 章、第 8 節、３．組織の編成内容 

 青年部は初期消火班としていますが、防災としての記述だとすると消火に限らない範囲

になると思うのですが。 

【不採用・既記載】 

初期消火が終了した後には、救出・救援活動を実施することになると考えますが、

ここでは、当初からの役割分担を予め定めておいたものです。 

第５章、第８節、７．自主防災組織への支援 

 表の防災資機材一覧で、水防関連の土嚢などは含まれないのですか。 

 

【不採用】 

自主防災組織への支援として防災資機材を市から貸与しておりますが、その中に

は水防関係の土嚢などは、貸与しておりません。土嚢積みは基本的には消防職

員・消防団・市職員を想定しております。 

第 6 章、第 3 節、６．避難場所の運営 

 「避難場所運営マニュアル」とありますが、前章、第3節の「石狩市大雪対策マニュアル」

もそうですが、資料編に含まれないでタイトルの記述だけのものも（他にもあるのかも）、資

料編の参考文献としてでもタイトル一覧の形で（道発行のものなども含め）整理しておいた

らどうですか。市民としては有り難いです。 

【採用】 

ご指摘のとおり、よりわかりやくするため参考文献としての記述を資料編の最後に記

述致します。 

第６章、第３節、７．避難の準備及び携帯品の制限 

 ペット類の制限には触れていませんが、第 10 節 ３．飼養動物の管理 と関連するので

はないですか。 

【不採用・参考】 

本市の計画では、避難の準備及び携帯品の制限ではペット類について触れており

ません。ペットに限らず動物の管理者は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭

和４８年法律第 105 号）及び北海道動物愛護及び管理に関する条例（平成 13 年条

例第３号）では、災害発生時においても動物の愛護及び管理を適切に行うものと定

めております。 

全体として、水防法（昭２４）が災害対策基本法（昭３６）より古いので、「石狩市水防計画」

が独立している のでしょうが、＜基本編＞にたいしての＜応用編？＞だとすると、水防

計画は＜応用編＞1 つのようにも思えますが。＜基本編＞もこれまで補足・改訂が繰り返

されて、こういう姿になっているのでしょうが、＜基本編＞と＜応用編＞の仕分けが、初め

て読んだ者には分からないです。第6 章 災害応急対策計画 からは、＜応用編＞のよう

にもおもえますし・・・。 

【不採用・参考】 

石狩市水防計画は、水防法、昭和二十四年六月四日号外法律第百九十三号の第

32 条による、『指定管理団体の水防管理者は、都道府県の水防計画に応じた水防

計画を定め、及び毎年水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを

変更しなければならない。』とあります。石狩市水防計画は石狩市地域防災計画と

は、独立しており別々の編さんになり応用編という形での編成にはなりません。 

１、災害発生時にもっとも必要と思われる対策本部へ組織人員がどのくらいの時間で集合

できその機能を発揮することができるのか。（幹部職員であれば30分以内、職員は1時間

以内に集合、対策本部が稼動する） 

【参考】 

市職員は、発災後直ちに参集できるよう職員連絡網を整備するとともに、参集訓練

を実施しております。 
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２、日頃町内会の防災組織の訓練状況で果たして災害が発生したときその機能が十分発

揮できるかはなはだ疑問である。防災対策では機能が果たされることを前提としているよう

であるが、はなはだ楽観的過ぎないか。訓練時の参加者の少なさ、回数の少なさ、独居

老人、身体不自由者の情報不足等余りにも知らないことが多すぎる上、半強制的訓練を

つまない限り、被害を少なくする方法はないのではないか） 

【参考】 

市では、少人数でも出来る訓練があります。人数・時期・時間帯・場所を制約してお

りませんので、いつでも訓練が出来るように受付しております。また、災害時にける

自主防災組織が円滑に活動するためには、普段からの訓練が必要でありますこと

から、今後も継続して訓練実施の啓発を行って参ります。また、本市では災害時要

援護者支援制度として災害時における自力避難困難な方（災害弱者）を地域の

方々で助ける制度の運用を行っているところであります。 

３、地域に在住する消防団員との連携を具体的に示す日等があるのではないか。 【参考】 

消防団員との連携は日頃より行っております。 

４、除雪、豪雪対策の項も具体策の明示が必要ではないか。 【不採用・既記載】 

第５章におきまして、雪害予防計画に雪崩の予防、航空輸送の確保並びに雪崩危

険地域の２４ヶ所について地図の掲載をしました。また、吹雪対策として、吹雪災害

予防計画を追加し、雪害対策として大雪対策マニュアルを策定しております。 

５、人心が地域を守ろうとする意識を高めるためにも何が公開の必要な情報かを十分斟

酌したうえ組織訓練にいかす方法を具体的に示してください。 

【不採用・既記載】 

第５章災害予防計画、第７節防災訓練計画及び第８節自主防災組織育成計画に

おいて、記述しております。 

１．各町内会の常備されている機材工具 

・個人で所有している工具借用・貸し出しが必要（各町内会に自主消防として）工具リスト

作成する 

【不採用】 

本市では、防災資機材を貸与しておりますが、それ以外にも個人所有の機材が有

効であると考えますが、個人所有の物を制度として貸し出しすることは現在の所考

えておりません。 

２．被害状況の確認および連絡 

・被害状況の確認は各地域で安否確認・建物の損害・危険区域の指定など具体的に行

動マニアルを作成してはどうか。例えば避難完了表示の設定。表示の無いところを確認

する。危険物の確認（ホームタンク・プロパン・ブレーカー）  

・被害状況を町内会のマップに記載する。 

・自分の町内会の防災マップの作成し行動マニアルの検討し設定する。  

【参考】 

各町内会では自主防災組織訓練等の中で､実際に要援護者宅へ訪問し、安否の

確認を行い、防災資機材のリヤカー、担架等を使用し避難場所まで誘導する発災

対応型訓練を行っております。また、災害が発生した時の状況を過去の事例等をも

とに災害を仮想想定し、その下で、災害救助に 携わる者の意思決定や対応行動

を訓練する「図上シミュレーション訓練」（ＤＩＧ）を、行っております。 
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・地図上訓練・および現場確認のカルテとして活用し本部に資料提出する。 

・図上協議で活用できる。 

３．自主消防組織の編成 

・日中・夜間とメンバーが変わるので現状を把握し編成の必要がある。   

・町内会の役員編成で担当を決めるのではなく必要性を理解してもらいリーダーの元で

吟味し決める。 

【参考】 

ご指摘のとおり、日中・夜間のメンバーを編成することは効果的であると考えます

が、その編成の仕方については各組織の判断によってかまわないと考えます。ま

た、自主防災組織の活動を効果的に行うために組織の編成内容を予め決めておく

こととしていますが、その決め方については各組織の判断によってかまわないと考

えます。 

４．訓練は内容のカリキュラムを具体化 

・図上訓練  

・リーダーの防災教育 

・阪神大震災の教訓など講習 

・情報収集・伝達・救出・救護の実践教育 

【参考】 

自主防災組織が行う訓練の内容については地域防災計画に記載してあるとおりで

すが、年度当初に各組織に対してこれらの内容について写真入りパンフレットで紹

介しています。 

５．ボランティアの編成 

・学校の避難場所になるため生徒の協力が必要 

・避難場所の設定準備・搬出の手伝いなど 

【不採用・既記載】 

避難場所の運営については、基本編第６章第３節に記載しており、基本的には避

難した市民の互いの協力により運営するシステムになっております。ただし、状況

によっては生徒の協力が必要な場合が生じることも考えられます。 

６．学校での訓練 

・災害教育の実施  

・ボランティア教育 

【不採用・既記載】 

石狩市地域防災計画地震対策編第５章第１１節にて、「市民に対する防災知識の

普及」としており、その中に「学校教育を通じての普及」及び「社会教育を通じての

普及」を、記述しております。 

７．弱者救護の指定 

・家族が留守の場合救護が必要とする人を指定の必要があると思います。 

【不採用・既記載】 

災害弱者の方々が、地域の人たちに安否確認してもらう制度（災害時要援護者支

援制度）については、第５章第９節において定めています。 
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８．避難通報・注意 

・広報車のスピカーでは聞こえない。風・雨で打ち消される。サイレン使用。 

【不採用・既記載】 

第６章第３節にて避難勧告及び指示の伝達方法を記載しております。その中で、信

号による伝達として「サイレン等を使用し伝達する」としております。また、広報車・ラ

ジオ・テレビ・サイレンを使用して伝達することとしております。 

９．避難場所の開設 

・町内会の責任者にも委任する。 

【採用】 

本市で策定している「避難所運営マニュアル」においては、避難所運営の中枢とな

る人物として、自主防災組織の役員としております。しかし、石狩市地域防災計画

での記述が無いため、第６章応急対策計画の第３節に記述を追加いたします。 

10.道路・橋等の寸断による孤立地域の指定 

・情報の確認方法の確立・無線の設置等 

・備蓄の準備 

【参考】 

大規模災害時における情報の収集・伝達方法として防災行政無線が有効であるこ

とから、平成 14 年度から各避難所に計画的に防災無線の設置をしております。ま

た、合併前の３市村で無線の設備状況や配備状況が大きく異なっています。一波

（同一の周波数）にてデジタルで整備を行うのが望ましいですが、山間部等を多く

有している所に電波を届くようにするには莫大な費用と時間が生じます。現段階で

は衛星携帯電話にて災害時の情報不感地帯を無くす様にしております。備蓄につ

いては、石狩・厚田・浜益の全ての地区において行っております。 

11.各町内会単位の防災マップ作成 

・安全避難経路の作成 

・危険ブイの所在確認（ブロック塀・ホームタンク等） 

・個人の機材の所在位置 

【参考】 

各町内会単位での作成が望ましいと考えております。災害時、町内会に貸与して

おります防災資機材倉庫にはさまざまな災害復旧用機材等が配備されるなど、万

一の事態に備えています。第６章第３節で市では各戸に防災マップを配布し町内

会及び自治会単位で指定された避難所に避難することとしています。今後は各家

庭において、自宅から各種防災拠点までの経路・所要時間等を家族や町内会で確

認しておく必要があります。町内会の自主防災組織で自ら作成した防災マップを使

用し、実際に避難誘導、被災者の救出及び初期消火に役立て、いざ というときの

防災マップの利用方法を再確認する必要があります。 
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12.企業の職員の災害時における対策の設定 

・勤務時の災害対策マニアルの設定 

・備蓄 

・企業自衛消防組織の確立 

・帰宅不能者の対応 

【採用・既記載】 

「勤務時の災害対策マニアルの設定」及び「企業自衛消防組織の確立」に関して

は、石狩市地域防災計画地震対策編第５章第１１節にて、記述しております。また、

「備蓄」の記述については追加いたします。 

（イ）現況 

現在、市で指導実施している、〝地域で支える災害に強いまちづくり〟   対策につい

ては、関係部局の指導のもとに、各町内会で種々対策が行事として実施され、町民に普

及・浸透されてきていると思います。現在、当町内会（花川南第 2 町内会々長 佐々木

勲）でも町内会の担当部門として防災部を置き、防災会役員として 28 名（男 16 名・女 12

名）が年間行事として、防災の啓発・救急救命講習会・防災フェアー・避難誘導訓練など

積極的に実施しており、その必要性や大切な事は理解されていると思います。 

（ロ）対応について 

しかし、実際に地震災害が発生した時の A 家具類の固定 B 必要防災品等の食品・備

品の備など、どの程度確保されているか C 又、本年度の役員会でも問題になりました

が、高齢者の「災害時救援対策」について、〝個人情報保護〟の問題で説明が大変で、

担当者が苦労している、等の状況もありますが、本年度も防災部事業として、さらに充実し

た啓発活動が必要と思われます。 

【既記載・参考】 

災害時救援対策としましては、基本編第５章第７節「災害時要援護者（災害弱者）

対策計画」に記述しております。また、本市が行っております、「災害時要援護者支

援制度」とは、災害が発生した場合、自力で避難することが困難な高齢者や重度障

害者などの災害弱者の方々を支援、誘導するための制度です。この制度は、災害

時に災害弱者の方々が地域の人たちに安否確認をしてもらうため、事前に市役所

に届け出て、この名簿を町内会に渡して、町内会の方々に弱者の方々の安否確認

をしてもらうという制度です。名簿はあらかじめ地区避難所運営本部や石狩消防署

に提供し、防災訓練や災害時の安否確認並びに地区の安否確認（例えば、長期

間の不在時に町内会長が安否確認を必要とする場合に緊急時の連絡先に連絡す

る等）に使用します。現在の登録者数は 800 名以上となっておりますが、これから

も、登録制度の普及に努めて参ります。 
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パブリックコメントに対する回答（石狩市水防計画） 

意見の要旨 回   答 

（イ）現在、石狩市の水の消費需要は、新港工業地帯の工業用水・市民

の飲料水は、札幌市の供給水と、石狩市の地下水で充足されていると

聞いて、今迄不安を感じておりました。しかし、将来石狩地方の発展にと

もない、増大する飲料水・工業用水など、給水量の充実のために計画さ

れた「当別ダム」の建設には、種々多難な反対もありましたが、昨年認可

され石狩市民として安堵しております。 

（ロ）要に対する展望 

（Ａ）工業排水の処理について 

この事については現在、充分な廃水処置がなされている事と思います

が、新工場の増加にともない行政関係では、将来的公害発生に対する

充分な対策・対応を願いたい。 

（Ｂ）将来的な飲用について 

現在、飲料水として地下水も供給されておりますが、近隣の住宅地の状

況を身近かにしていて、宅地の花・木・家庭用野菜に使用する農薬や、

病虫害駆除の為の薬剤の散布が増えてきております。 

この様な化学薬品類が地下に浸透し、将来この事が、地下水の汚染の

原因にならないか、一市民として気がかりです。 

その他、自然に恵まれた石狩地方は、日本海に広がる豊富な海産物、

又、石狩平野を流れる石狩川の清流による農産物など、歴史的にも恵ま

れた地方です。この貴重な自然が、将来的に汚染される事のない様、関

係行政の確立した水防対策を是非お願い致します。 

【参考】 

水防計画とは水防法、昭和二十四年六月四日号外法律第百九十三号の第32条による、『指定管理

団体の水防管理者は、都道府県の水防計画に応じた水防計画を定め、及び毎年水防計画に検討

を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。』とあります。石狩市水防計画

は飲料水や工業用水・地下水等の使用する水についてではなく、石狩市域における河川・海岸等

の風や気象状況の変動による風水害、洪水あるいは高潮等の対処について定めているところであり

ます。 
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当市の水防事務の円滑な実施を推進するために必要な事項を規定し、

洪水又は高潮による水災を警戒し、防ぎょし及びこれによる被害を軽減

し、もって公共の安全を保持することを目的とする。・・・とあるが、行動順

番が違っており、洪水又は高潮による水災を警戒し、防ぎょし及びこれ

による被害を軽減し、もって公共の安全を保持するために、水防計画書

を石狩市（水防団体）が定めるものである。また、公共の安全保持とある

のは、市民のことが希薄となっていませんか。 

（目的） 

第１ 本計画は、水防法（昭和２４年法律１９３号。以下「法」という。） 第２

５条に基づき、洪水又は高潮に際し、水災を警戒し、防ぎょし、及びこれ

による因る被害を軽減し、市民等の安全を確保することを目的として、水

防管理団体（石狩市）が定めるものである。 

洪水又は高潮による水災被害を軽減するためには、治水事業、海岸事

業及び下水施設整備の推進等の施設整備（ハード対策）が不可欠であ

るが、本計画は、水防等の訓練、通信連絡及び水防活動（ソフト対策）等

について定める。 

【既記載・参考】 

水防とは、「洪水又は高潮に際し、水彩を警戒し、防ぎょし、及びこれに因る被害を軽減する」ことで

あります。この場合の警戒、防ぎょ、被害の軽減は具体的行為のみでなく、それに伴う水防組織の整

備その他の水防に関する事務が含まれるものであることから、「水防事務の円滑な実施を推進する」

という表現をとっております。 

「公共の安全を保持すること」とは、「国民の生命、身体及び財産を水災から保護するとともに、水災

等の災害に因る被害を軽減し、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目

的とする」ものであり、市民のことを第一に考えているものです。 

第２節 

（水防の責任） 

第２ 法に定める水防に関係のある機関、一般住民等の水防上の責任

の大綱は次のとおりとする。・・・とあるが、水防管理団体が何を！どのよ

うにして行動するから、それぞれに役割責務を割付なければ、一般には

理解されないでしょう？ 

１ 石狩市 

石狩市は、法第３条の規定に基づき、水防管理団体として、石狩市域内

における河川等に係る水防を十分に果たすべき責任を有する。・・・とあ

るが、石狩市は何をどうするから、どうしてほしいが伝わらなければ理解

されない？ 

【既記載・参考】 

石狩市の「水防を十分に果す役割」とは、水防法の定めるところに従って、水防組織を整備し、水防

活動を行い、水防施設、器具、資材を整備する等水防に関するあらゆる準備行為、具体的な水防活

動等水防全般に関し、これを行う責任を有することを指します。また、洪水時における緊急措置とし

て水防管理団体が責務を負いますが、「北海道開発局石狩川開発建設部」や「札幌土木現業所」に

おいても下記内容（河川法第二十二条）のとおり、河川管理者としての責務も負う事になると思いま

す。 

（洪水時等における緊急措置） 

第二十二条 洪水、高潮等による危険が切迫した場合において、水災を防御し、又はこれによる被

害を軽減する措置をとるため緊急の必要があるときは、河川管理者は、その現場において、必要な

土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬具若しくは器
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３ 北海道開発局石狩川開発建設部 

（１）洪水等により危険が切迫した場合において、水災を防ぎょし、又はこ

れによる被害を軽減する措置をとること。・・・とあるのは、間違っていま

す。これは河川管理者が行えないもので、水防管理団体が行わなけれ

ばならないでしょう？ 

６ 札幌土木現業所 

（１）洪水等により危険が切迫した場合において、水災を防ぎょし、又はこ

れによる被害を軽減する措置をとること。・・・とあるが、上記同様間違い

でしょう？ 

具を使用し、又は工作物その他の障害物を処分することができる。 

河川管理者は、前項に規定する措置をとるため緊急の必要があるときは、その附近に居住する者又

はその現場にある者を当該業務に従事させることができる。 

河川管理者は、第一項の規定による収用、使用又は処分により損失を受けた者があるときは、その

者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 

前項の規定による損失の補償については、河川管理者と損失を受けた者とが協議しなければなら

ない。 

前項の規定による協議が成立しない場合においては、河川管理者は、自己の見積った金額を損失

を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政

令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から三十日以内に、収用委員会に土地収用法第

九十四条の規定による裁決を申請することができる。 

６ 第二項の規定により業務に従事した者が当該業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは

病気にかかり、又は当該業務に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の

状態となったときは、河川管理者は、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは

被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。 

 

 


