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第６章 応急対策計画 

  
災害応急対策計画は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防御し、若しく 

は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するための計画で、基本法第 50 条第 2 項に定める災害応急対

策の実施責任者がその実施を図るものとする．ただし、災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）が発動

された場合においては、同法第 23 条に規定する救助については、北海道知事がその実施責任者となり、

市長は知事の補助者又は代行者として救助活動に当たるものとする。 
 

 

第１節 応急活動体制  

 

１ 本部等の非常配備基準 

（１） 災害対策本部 

本部は、被害の防除及び軽減並びに災害発生後における応急対策の迅速かつ強力な推進を図る

ため、次の基準により非常配備を取るものとする。 

  ただし、本部が設置されない場合であっても非常配備体制を取ることがある。 

（２） 避難場所の開設 

    避難場所の早期開設を図るため、避難場所担当職員は各避難場所に参集するなど次の基準によ

り非常配備をとるものとする。 

【非常配備体制基準】 

   種  別 配備時期 活動内容 配備要員 
情報収集体制 １ 暴風・暴風雪・大雨・

大雪又は洪水警報等が

発令されたとき。 
２ 震度３の地震が発生

したとき。 
３ 「津波注意報」が発表

されたとき。 
４ その他市長が必要と

認めたとき。 

１ 地震・気象情報等の収

集 
２ 第１配備体制への移

行準備 

総務班（防災担当） 
避難誘導班（津波の時） 
石狩消防署（津波の時） 

第１配備 １ 暴風・暴風雪・大雨・

大雪又は洪水警報等が

発令され、局地的に災害

が発生し、又は発生する

おそれがあるとき。 
１ 震度４の地震が発生 

したとき 
２ 「津波警報」が発令さ 
れたとき 

４ その他市長が必要と

認めたとき。 
 

１ 気象情報及び災害情 
報の収集及び伝達 

２ 被災地又は被災予想 
地区への警戒巡視 

３ 防災関係機関との連 
絡調整 

４ 初期の災害対策活動 
５ 本部体制への移行準

備 

《総務対策部》 
総務班、秘書班、職員班、情

報収集班 
《土木対策部》 
応急対策班 
《避難対策部》 
避難誘導班 
《水道対策部》 
給水班、下水道班 
《産業経済対策部》 
農水産班、商工班 
《教育対策部》 
学校教育班 
※ その他施設の管理所管

関係職員 
《石狩消防署》 
石狩消防署職員全員 
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第２配備 
 
 
 

１ 震度５弱及び５強の

地震が発生したとき。 
２ 「大津波警報」が発表

されたとき。 
３ その他市長が必要と

認めたとき。 

全職員（ただし、避難所

担当職員は除く。）をも

ってあたるのもので、総

力を挙げて応急活動に

対処する体制 
 

全職員 
（ただし、避難所担当職員は

除く。） 

第３配備 １ 震度６弱以上の地震

が発生したとき 
２その他市長が必要と認

めたとき。 

避難所担当職員は各避 
難所に参集する。 
 

《避難所担当職員》 

※ 災害の規模及び特性に応じ上記基準により難いと認められる場合においては、臨機応変の配備体制

を整えるものとする。 
 
２ 勤務時間内の職員配置 

（１） 各部部長は、あらかじめ定めるところにより所属職員を各班毎に配備につけ、応急対策活動を

命ずる。 
（２） 配備についた職員は、上司の命令に従い、必要な任務を遂行しなければならない。 
（３） 各部部長は、円滑な災害応急対策を実施するため必要と認められるときは、あらかじめ定めら

れている職員の業務分担を変更して、別の業務を指示、命令することができる。 
（４） 各部部長は、応援職員を必要とするときは、直ちに総務対策部長を通じ、本部長に応援職員の

要請をすることができる。各部部長は、派遣された職員を指揮監督するものとする。 
（５） 各部長は、本部長に応援職員の派遣を要請する場合には、次の事項を明らかにする。 
  ア 派遣を必要とする事由 
  イ 従事場所 
  ウ 作業内容 
  エ 所要人員 
  オ 従事期間 
  カ 集合場所 
  キ その他参考事項 
（６） 避難所担当職員は、あらかじめ定められているところにより避難所を開設して、円滑な運営に

努めなければならない。 
 
３ 勤務時間外の職員配置 

（１） 休日・夜間の職員の動員は、災害対策連絡系統図に基づいて伝達し、召集する。 
（２） 各部部長は、あらかじめ定めるところにより参集職員を各班ごとに配備につけ、地震応急活動

を命じる。 
（３） 配備についた職員は、上司の命令に従い、必要な任務を遂行しなければならない。 
（４） 各部部長は、職員の参集状況等に応じ、円滑な災害応急対策を実施するため必要と認められる

ときは、あらかじめ定められている職員の業務分担を変更して、別の業務を指示、命令すること

ができる。 
（５） 避難所担当職員は、あらかじめ定められているところにより避難所を開設して、円滑な運営に

努めなければならない。 
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４ 配備状況の報告 

  各部部長は、職員の配備状況を、速やかに本部長に報告しなければならない。 
  特に、職員の動員発令時には、定期的に報告する。 
 
                配備人員報告所 

 

日 時 

 

配備区分 部長級 課長級 係長級 
その他の職

員 
計 備 考 

日時分 

 

現 在 

 

 

第  配備 

 

 

人 

 

 

人 

 

 

人 

 

 

人 

 

 

人 

 

 
 

第２節 職員の動員 

 

１ 職員の動員 

（１） 本部長は、勤務時間外に「非常配備体制」を発令したときは、職員の動員を命ずる。 
（２） 本市の動員対象職員は、震度５以上の地震が発生したときは、動員命令を待つまでもなく、自

発的にバイク、自転車等できる限り早期に参集できる有効な手段を用いて、直ちに参集しなけれ

ばならない。 
２ 参集時の留意事項 

  職員は、勤務時間外における参集について、次の要領により、速やかに行動を開始する。 
（１） 安全確認 
    自らの安全を確保し、家族、自宅及び近隣の安全を確認する。 
（２） 参集者の服装及び携行品 
    応急活動に適した服装とし、手袋、タオル、着替え、水筒、食料、懐中電灯、携帯ラジオ等の

必要な用具を携行する。 
（３） 参集途上の緊急措置 
    参集途上において、火災、人身事故等に遭遇したときは、最寄の消防機関又は警察機関へ通報

連絡するとともに、直ちに人命救助、消火活動への協力など適切な措置をとる。 
（４） 被害状況の報告 
    参集途上において、被害状況、災害情報の収集に努め、その情報を動員先の上司に報告する。

特に、病院、道路、橋りょう等の重要施設の被害状況は、詳しく報告する。 
 
 
 
 
 
 



 34

第３節 避難救出計画 

 
人命の保護を図るため、危険区域にある住民を安全地域に避難させ、及び救出するための活動につい

ては、本計画の定めるところによる。 
 

１ 避難の勧告又は指示することができる者 

（１） 市長 
    災害の危険がある場合必要と認める地域の居住者、滞在者、その他の者に対し避難のための立

退きを勧告し、又は急を要するときはその指示をする。また、この勧告又は指示をした場合であ

って、必要と認めるときはあわせて立退き先を指示する。        （基本法第 60 条） 
（２） 警察官及び海上保安宮 
    市長が1に規定する避難のための立退きを指示することができないと認めるとき又は市長から

要求があったときは、避難のため立退きを指示する。            （基本法第 61 条） 
    また、警察官にあっては天災事変等の危険な事態が生じた場合で、特に急を要するときは、危

害を受けるおそれのある者を避難させる。 
                    （警察官職務執行法（昭和 23 年法律第 136 号）第 4 条） 
（３） 災害派遣を命ぜられた自衛官 
   （２）の後段の場合であって、警察官がその場にいないときは、危険を受けるおそれのある者を

避難させる。                  （自衛隊法（昭和 29 年法律第 165 号）第 94 条） 
（４） 消防吏員及び消防団員 
    火災の現場においては、消防警戒区域を設定して、命令で定める以外の者に対してその区域か

らの退去を命じ、又はその区域への出入を禁止し、若しくは制限することができる。  
（消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第 28 条） 

 
２ 避難勧告及び指示の基準 

 避難勧告及び指示の基準は、次のとおりとする。 
（１） 緊急避難 
    事前避難のいとまがない場合、例えば地震、火災、洪水等による被害が、目前に切迫している

ときは、至近の安全場所に緊急に避難させる。 
（２） 収容避難 
    災害によって被害を受け、又は受けるおそれのある者の生活の救済を図るため、応急生活の可

能な場所に収容する。 
 
３ 避難勧告及び指示の伝達方法等 

  避難勧告及び指示の伝達方法等は、次のとおりとする。 
（１） 勧告、指示事項 
  ア 避難先名 
  イ 避難経路 
  ウ 避難勧告・指示の理由 
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  エ その他注意事項 
（２） 避難の伝達方法 
    避難の勧告又は指示の伝達方法は、第１編第１節第４章第４節「災害広報計画」に定めるとこ

ろによるほか、地域の実情を考慮し、次に掲げる方法により行う。 
  ア 信号による伝達 
    サイレン等を利用し伝達する。 
  イ 広報車による伝達 
    市の広報車及び消防自動車により関係地域を巡回し伝達する。なお、必要がある場合は、警察

の広報車等の出動を要請し伝達する。 
  ウ ラジオ、テレビ、電話等による伝達 
    ＮＨＫ、民間放送局に対し、勧告、指示を行った旨を連絡して、関係住民に伝達すべき事項を

提示し、放送するよう協力を依頼するとともに、また、電話等を通じ、伝達する。 
（３） 知事に対する報告 
    避難の勧告・指示を市長が発令したときは、総務対策部総務班は、速やかに石狩支庁を経由し、

知事に報告する。解除の場合も同様とする。 
    報告事項は次のとおりである。 
  ア 発令者 
  イ 発令の理由 
  ウ 発令日時 
  エ 避難の対象区域 
  オ 避難先 
（４） 関係機関への通報 
  ア 各関係機関へ連絡し協力を得る。 
  イ 避難場所として利用する施設の管理者に対し、連絡し協力を求める。 
 
４ 避難所の指定 

（１） 市長（本部長）は、避難者を収容するために、第１編第６章第３節に定める避難所を開設する

ものとする。 
    ただし、災害の程度によっては、他の公共施設を指定のうえ利用することができる。 
（２） 避難所への避難は、町内会単位で指定された避難場所に避難する。 
（３） 避難所責任者 
  ア 避難所担当職員のうち、班長を避難所運営の責任者とする。 
  イ 避難所責任者は、他の市避難所担当職員と協力し避難所運営に当たる。 
 
５ 避難誘導 

  避難の誘導については、次の点に留意して行う。 
（１） 避難の誘導は、警察官、消防吏員及び対策部職員が行うが、できるだけ各地域毎に責任者等を

定めておき、誘導にあたっては極力安全と統制を図る。 
    なお、町内会や自主防災組織等とも連絡をとり、協力を求める。 
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（２） 避難の順序は、高齢者、障害者及び児童、妊産婦等の災害弱者を優先的に行う。 
（３） 避難誘導については、事前に検討し、その安全を確認し、危険箇所には標示、なわ張等を行う

ほか、要所に誘導員を配置して事故防止に努める。 
特に、夜間は照明を確保し、誘導の安全を期する。 

（４） 避難は、避難者が自ら行うことを原則とするが、避難者の自力による立退きが不可能な場合は、

車両等により行う。 
    なお、被災地が広域で大規模な移送を要し、市において処置できないときは、本部長は、石狩

支庁長に対して応援要請を行う。 
 
６ 避難所の運営 

（１） 市職員による避難所参集体制 
    避難所の円滑な運営並びに早期立上げを図るため、震度６以上の地震が発生したときは、市職

員はあらかじめ指名された避難場所に参集しなければならない。 
（２） 避難所の運営 
    大規模災害が発生した場合は、多くの避難者が押し寄せる避難所では混乱が予想される。 
    避難所でのスムーズな快適な生活を送るため、また、避難所運営を支援するボランテイア団体

との連携を図るため「避難所運営マニュアル」に基づき運営することとする。 
（３） 避難所の情報収集・伝達体制の確立 
    災害対策本部と避難所との情報収集、伝達体制の確立を図るため、市内の避難所に防災無線設

備を計画的に設置する。 
（４） 防災備蓄品の各避難所への配置 
    各避難所には、非常食や応急生活物資の備蓄を計画的に進める。 
（５） 避難所運営訓練の実施 
    各避難所では、避難所運営マニュアルに基づき、市職員と避難所運営本部役員とが協同で訓練

を実施するものとする。 
 
７ 避難の準備及び携帯品の制限 

 避難の準備及び携帯品の制限等については、次の点の周知を図る。 
（１） 避難に際しては、必ず火気危険物等の始末を完全に行うこと。 
（２） 会社、工場にあっては、発火しやすい薬品、電気、ガス等の保安措置を講じること。 
（３） 避難の際には、二食程度の食糧、飲料水（水筒等）、手拭等の日用品、照明器具、救急薬品等

を携帯すること。 
（４） 避難者はできるだけ氏名票（住所、本籍、氏名、年令、血液型を記入したもので水に濡れても

よいもの。）を準備すること。 
（５） 服装は軽装とし、素足、無帽は避け、最小限の肌着等の着替えや防寒雨具を携帯すること。 
（６） 貴重品以外の荷物（大量の家具類等）は持ち出さないこと。 
（７） 前各号のうち、平素から用意できる物品等は「非常持出」の標示のある袋等に入れて迅速に持

ち出せるようにしておくこと。 
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８ 救出計画 

  災害において避難に立ち遅れ、現に生命身体が危険な状態にある者、及び生死不明の状態にある者

を捜索し、又は救出してその者を保護する必要があるときは、本計画の定めによる。 
（１） 救助隊の出動 

ア 災害のため救出救助を要する者が生じた場合は、石狩消防署及び石狩消防団は救助隊を編成し、

救助に当たるものとする。 
イ 本部長は必要に応じ、本部内に救助隊を編成し、石狩消防署と連携の上、出動することを指示

する。ただし本部が設置されない場合においても、市長は必要に応じて出動させることができる。 
（２） 救出の方法 

ア 被災者の救出は、避難対策部及び消防機関が主体となり、関係機関及び民間団体等の協力を得

て迅速に実施する。また、救出作業は直接人命に係わるものであるから、他の全ての応急作業に

優先して応援を求めることができる。 
イ 特に、災害被害の規模が甚大である場合又は特殊作業を必要とする場合には、次の機関に対し

て、災害被害の状況、作業内容、その他必要事項を明らかにした上で、速やかに次に掲げる事項

を要請し、その協力を得て救出に当たるものとする。 
  (ｱ) 札幌方面北警察署 
     緊急車両による救急搬送、交通規制、被災地における群衆の整理、その他必要事項の要請 
  (ｲ) 自衛隊 
     第１編第６章第１９節「自衛隊災害派遣要請計画」定めところにより、知事（石狩支庁長） 

に自衛隊の派遣を依頼するものとする。 
(ｳ) 医療機関 

     第１編第６章第８節「医療活動の協力要請」の定めるところにより、江別保健所及び石狩医

師会に対し、被災地における緊急医療活動の協力を要請するものとする。 
 
 

第４節  自主防災活動推進計画 

   第１編第５章第３節 「自主防災組織育成計画」を準用する 

 
 

第５節  災害時援護者対策計画 

第１編第５章第４節 「災害時要援護者対策計画」を準用する 
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第６節  食糧供給計画 

 

 災害時における被災者及び応急措置従事者に対する食糧の供給については、本計画の定めるところに

よる。 

 

１ 実施責任者 

  被災者と災害応急対策に従事している者等に対する主要食糧の配給及び給食は、市が行う。 

  なお、災害救助法が適用された場合は、知事の委任を受けて市長が実施する。 

 

２ 給与品目 

  供給品目は、米穀、パン、乾パン、インスタント食品等とし、人口栄養を必要とする乳幼児は粉ミ

ルク等とする。 

 

３ 配給対象者 

（１） 避難所に収容された者 

（２） 住家が被災して炊事のできない者 

（３） 災害地において応急作業に従事している者 

 
４ 炊き出しの方法 

  炊き出しは、食糧を供給すべき期間がある程度長期にわたることが予想される場合に実施すること 

とし、その方法は下記による。 

（１） 炊き出し施設 

    原則として学校給食センター（別表）及び調理施設のある公共施設において実施する。 

    

別表 炊き出し施設の状況 

施   設   名 所 在 地 調理能力（最大） 電話番号 

石狩市学校給食センター 花畔 183－14 １日 3,000 食 64－0807

石狩市第 2学校給食センター 花川北 3 条 4 丁目 １日 3,000 食 74－4577

 

（２） 炊き出し従事者 

    炊き出し及びその供与は保健対策部給食班が行い、必要に応じ赤十字奉仕団、石狩市連合町内

会協議会、各町内会、自治会婦人部、ボランテイア等の協力を得て実施する。 

（３） 炊き出しが困難な場合の措置 

    市において直接炊き出しすることが困難な状態で、米飯業者等に注文することが実情に即する

と認められるときは、内容及び炊き出しの基準を明示して注文し、これを購入して供給すること

ができる。 
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５  食糧品の調達 

（１） 本市の備蓄食糧の払出しをするものとする。 

（２） 本市の応急生活物資の相互協定蹄結業者、大手スーパー等からパン、インスタント食品、弁当

等を購入する。 

（３） 米穀は、原則として米穀の小売又は卸売業者から購入するものとする。これによって、必要数

量を満たし得ない場合においては、石狩支庁を経由して北海道知事に要請し札幌食糧事務所札幌

支所から支給を受けるものとする。 

（４） 副食、調味料その他主食以外の食糧は、原則として市が直接購入するものとするが、市内にお

ける調達が不可能であり、又は必要数量を満たし得ない場合においては、石狩支庁を経由して北

海道知事に対してそのあっせんを依頼して行うものとする。 

 

６ 食糧の輸送 

第１編第６章第 13 節 輸送計画に定めるところによる。 

 

 
 

第７節 衣料・生活必需物資の供給計画 

第１編第６章第５節 「衣料・生活必需物資の供給計画」を準用する 
 
 

第８節 住宅対策計画 

第１編第６章第６節 「住宅対策計画」を準用する 
 
 

第９節 給水計画 

第１編第６章第７節 「給水計画」を準用する 

 

 

第 10 節 医療及び助産計画 

第１編第６章第８節 「医療及び助産計画」を準用する 

 
 

第 11 節 防疫計画 

第１編第６章第９節 「防疫計画」を準用する 
 

 

第 12 節 廃棄物処理等計画 

第１編第６章第１０節 「廃棄物処理等計画」を準用する 
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第 13 節 行方不明者の捜索並びに死体の収容、処理及び埋葬計画 

第１編第６章第１１節 「行方不明者の捜索並びに死体の収容、処理及び埋葬計画」を準用する 
 
 

第 14 節 障害物除去計画 

第１編第６章第１２節 「障害物除去計画」を準用する 
 

 

第 15 節 輸送計画 

第１編第６章第１３節 「輸送計画」を準用する 
 
 

第 16 節 労働者確保計画 

第１編第６章第１４節 「労働者確保計画」を準用する 
 
 

第 17 節 文教対策計画 

第１編第６章第１５節 「文教対策計画」を準用する 
 
 

第 18 節 飼料供給計画 

第１編第６章第１６節 「飼料供給計画」を準用する 
 
 

第 19 節 応急土木対策計画 

第１編第６章第１７節 「応急土木対策計画」を準用する 
 
 

第 20 節 災害警備計画 

第１編第６章第１８節 「災害警備計画」を準用する 
 
 

第 21 節 自衛隊災害派遣要請計画 

第１編第６章第１９節 「自衛隊災害派遣要請計画」を準用する 
 
 


