
 

 

 

 

 

 

プログラム 
 

日 時：平成 24 年１０月１０日（水）18：30～20：30 

場 所：八幡コミュニティセンター アリーナ 

 

 

1８：30 

◆ 開会 

 

18：30～18：３5 

◆ 本日の進め方（事務局／㈱ドーコン） 

    ・グループ別意見交換の進め方 

 

18：35～18：45 

◆ 避難行動の情報提供（事務局／㈱ドーコン） 

・基本手順、災害種別の避難時の留意事項、避難所開設の現状の規定、

避難行動に関わる資源・現状の確認 

 

18：45～20：00 

◆ グループ別意見交換 

    ・第 1 回・第 2 回の意見交換結果の確認 

    ・通常避難者の避難行動の確認 

    ・避難所運営の留意点に関する意見交換 

    ・要援護者の支援態勢に関する意見交換 

 

20：00～20：30 

◆ グループ別意見の発表 

 

20：30 

◆ 閉会 

 

石狩市 地区防災計画策定会議 

第３回 生振・本町・右岸地区 
合同ワークショップ 
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◆第１回（3/25）

「地区の課題」を把握しよう
・起こりうる災害、被害想定及び
防災に係る地区課題の把握・整理

◆第１回（3/25）

「地区の課題」を把握しよう
・起こりうる災害、被害想定及び
防災に係る地区課題の把握・整理

◆第３回（本日）

「避難」について 考えよう
・地図を用いて避難場所、避難方法、
避難時の留意点の検討

◆第３回（本日）

「避難」について 考えよう
・地図を用いて避難場所、避難方法、
避難時の留意点の検討

◆第２回（6/22）

「日頃からの備え」 について

考えよう
・個人や地域が主体となって
災害に備えるべき内容の検討

◆第２回（6/22）

「日頃からの備え」 について

考えよう
・個人や地域が主体となって
災害に備えるべき内容の検討

◆第４回（11月（予定） ）

「地区防災計画」をとりまとめ
よう

・地区防災計画及び対応マニュアル
の案を基にした意見交換

◆第４回（11月（予定） ）

「地区防災計画」をとりまとめ
よう

・地区防災計画及び対応マニュアル
の案を基にした意見交換

【各回のテーマの確認】

■グループ別意見交換の進め方
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【本日の意見交換のテーマ】
◇避難

■グループ別意見交換の進め方

１ 避難について情報提供 ※別紙

□ 通常避難者の避難行動について図上作業

□ 円滑な避難所運営に向けた準備について意見交換

□ 要援護者の支援対策について意見交換

■本日の流れ

２ グループ別意見交換

３ グループ別意見の発表
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■グループ別意見交換の進め方

■意見交換の進め方

（１）第1回・第2回意見の確認

（２）通常避難者の避難行動について図上作業

とりまとめ資料を見ながら、地域や避難の際の課題
など、グループ内で再確認する

①① 主要施設の確認主要施設の確認

● 各自の自宅、職場の位置を図上で確認

● 自宅以外で多くの人の利用が想定される施設

オレンジ色で施設を着色・施設名記入

● 要援護者の滞在や利用が多い施設

茶色で施設を着色・施設名記入
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②② 避難先の確認避難先の確認

③③ 避難ルート上の確認避難ルート上の確認

● 一時避難場所（記入済）、その他一時避難に適した空

地等 緑色で着色・施設名記入

● 収容避難所（記入済）

● 高い場所・建物 紫色で着色・施設名記入

■グループ別意見交換の進め方

● 主要な避難ルート 赤色でルート記入

● 避難途中の注意箇所等 青色で記入

● 主要施設から一時避難場所までの所要時間（徒歩）

赤色で時間記入
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■グループ別意見交換の進め方

（３）避難所運営の留意点の想定

付箋に意見を記入する

カードに記入した内容を各自紹介し、模

造紙上に貼り出す

（４）要援護者の支援態勢の想定
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【まとめイメージ】 （例：本町地区）

■グループ別意見交換の進め方

車が危険

10分20分

10分
高齢者が多い
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災害発生！

１．避難行動の基本手順

避難開始 避難中 避難後

①一時避難所（屋外）一時避難所（屋外）へ移動
・待機して周辺状況を確認

が発生！

大地震

②②収容避難所（屋内）収容避難所（屋内）へ移動へ移動
・火災の有無、建物状況等の情報を踏まえて移動

各家庭で生活が出来なくなった場合
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●● 津波情報・地点津波情報・地点

に応じた避難に応じた避難

●● 情報収集を行い、情報収集を行い、

自己判断による自己判断による

避難避難

災害発生！

１．避難行動の基本手順

避難開始 避難中 避難後

 大津波・津波警報 津波注意報 

避難勧告/指示の発令 

避難勧告/指示を待たずとも警報発令

を知った段階で即時避難行動 

沿岸部・河川の近

くなどにいる場合

は、その状況に応

じて自己判断のも

と避難行動 

警報・避難勧告/指示の解除情報 

帰宅 

避難勧告/指示の発令なし 

海岸・河川に

近づかない 

状況の情報収集を行な

い、自己の判断等によ

り

注意報の解除情報 

市 

市 

市 

市民 

市民 

市民 

市 市民 

市民 

市 市民 

沿岸部 それ以外の地域 

がくる！

津波
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１．避難行動の基本手順

の恐れ！

水害
（大雨、河川氾濫）

避難準備情報

避難勧告

避難指示

情報確認による情報確認による避難行動の開始避難行動の開始

警報等の発令

【通常避難】避難準備を開始

【要援護者】避難所へ避難行動の開始

【通常避難】避難所へ避難行動の開始

・勧告等発令後の避難中の住民は避難行動を完了

・避難していない住民は直ちに避難開始

・そのいとまがない場合は、生命を守る最低限の
行動をとる（上階への移動など）

災害発生！ 避難開始 避難中 避難後
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災害発生！ 避難開始 避難中 避難後

グループ別検討のポイント

①自宅にいる時の避難

②よく利用する施設（商業施設、娯楽施設、病院）

にいる時の避難

●● どこに（どの方向に）避難するか？どこに（どの方向に）避難するか？

●● どのルートで避難するか？どのルートで避難するか？

１．避難行動の基本手順
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２．災害種別の避難時の留意事項

災害発生 避難開始！ 避難中 避難後

●● 落下物、倒壊物落下物、倒壊物

（高層建物の外壁・ガラス、電柱・看板・ブロック塀など）

●●火災、爆発火災、爆発
（ガソリンスタンド、工場、プロパンガスなど）

●●液状化液状化
（砂泥の噴出、道路の陥没、マンホールの浮き上がりなど）

大地震
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２．災害種別の避難時の留意事項
●● 津波到達時間を踏まえた避難先の選択
●● ただし、浸水想定区域から外れている地域が浸水
する可能性

・予想より高く、そして早く到達する可能性・予想より高く、そして早く到達する可能性
・想定を信じない・想定を信じない

●● 津波は繰り返し到達することがある
・避難勧告避難勧告//指示が解除される前に浸水想定区域指示が解除される前に浸水想定区域

に戻らないに戻らない

●● 自主的避難を徹底自主的避難を徹底
・強い揺れや弱くても長い揺れがあったら避難・強い揺れや弱くても長い揺れがあったら避難
・警報（注意報）を見聞きしたら避難・警報（注意報）を見聞きしたら避難

●● 徒歩避難が原則
・ただし、徒歩で避難が困難場合は、・ただし、徒歩で避難が困難場合は、
自動車避難の地域単位のルールづくりが必要自動車避難の地域単位のルールづくりが必要

津波

災害発生 避難開始！ 避難中 避難後
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２．災害種別の避難時の留意事項

● 水が溢れ出す危険性水が溢れ出す危険性
（低地、小河川、排水口、半地下の車庫）

● 避難避難せず、高い所で救助を待つせず、高い所で救助を待つ判断判断
（股下以上の水深は歩行困難、子どもや高齢者の同伴）

● 自主的避難を徹底自主的避難を徹底
（過去の被災経験や災害時の前兆現象を踏まえた避難）

水害
（大雨、河川氾濫）

災害発生 避難開始！ 避難中 避難後
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災害発生 避難開始！ 避難中 避難後

地震

津波

水害

□ 倒壊、落下、爆発、火災の危険性のある場所はないか

□ 徒歩で15、30、60分で移動できる高い場所はどこか

□ 海岸線に対してできるだけ垂直方向に逃げるルートは
どれか

□ 低地（水深が深くなる場所）はないか

□ 大雨で水があふれやすい場所（排水溝）はないか

□ 迷いやすい道（ジグザグ、袋小路）はないか

□ 夜間、積雪期、雨天の避難時における移動ルートに問題
はないか

□ 土地感のない場所で、避難場所がどこかわかるためには

２．災害種別の避難時の留意事項

共通

グループ別検討のポイント
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３．円滑な避難所運営に向けた準備

●避難所担当職員が避難所に行き、避難所の開設準備を行う

●夜間・休日における避難所の開設は、施設関係者も同時に参集し、開設

② 避難所運営本部の設置② 避難所運営本部の設置

④ 避難者の掌握（避難者名簿の作成）④ 避難者の掌握（避難者名簿の作成）

現在の基本体制

① 避難所の開設① 避難所の開設

●組織的な避難所運営のため、運営の役員を決める

●１組20人程度の居住する単位を構成
●６つの活動班の作成 （総務ボランティア班、情報班、避難者管理班、

保健衛生班、 食糧物資班、施設管理班）

災害発生 避難開始！ 避難中 避難後

⑤ 居住組と活動班の結成⑤ 居住組と活動班の結成

③ 避難所となる施設の危険度の点検③ 避難所となる施設の危険度の点検

⑥避難者の部屋割り⑥避難者の部屋割り

●施設内の使用場所の協議、避難者の居住空間の確保

10

災害発生 避難開始！ 避難中 避難後

●● 避難所開設時の手順の確認避難所開設時の手順の確認

・スムーズな開設手順となっているか

●● 避難所生活の心構え避難所生活の心構え

・環境面と運営面での配慮事項はなにか

●● 円滑な避難所運営のための日頃の準備のあり方円滑な避難所運営のための日頃の準備のあり方

・避難所運営訓練のあるべき姿とは

グループ別検討のポイント

３．円滑な避難所運営に向けた準備
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４．要援護者への支援対策

災害発生 避難開始！ 避難中 避難後

●● 災害時要援護者支援制度による支援災害時要援護者支援制度による支援（登録名簿の作成）

・災害発生時の安否確認や避難誘導、平常時の安否確認や
防災訓練に活用

市役所 ・申請受付、名簿作成、名簿を提供

避難所運営本部
町内会・自治会
民生委員児童委員
石狩消防署

・平常時は、名簿を保管庫内で適正に管理
・災害時は、避難所運営本部を設置し、避
難誘導班を結成した後に名簿を開示する

●● 日頃のコミュニケーションから援助の必要性を共有日頃のコミュニケーションから援助の必要性を共有

●● 地域活動への参加を促進地域活動への参加を促進

●● 身体状況に応じた支援身体状況に応じた支援

●● 家族や隣近所、自主防災組織等の協力家族や隣近所、自主防災組織等の協力

12

災害発生 避難開始！ 避難中 避難後

グループ別検討のポイント

●● 要援護者の所在情報の把握のあり方要援護者の所在情報の把握のあり方

・どこに要援護者がいるか

・どのように把握するか（登録名簿の活用方法など）

●● 発災時の支援態勢のあり方発災時の支援態勢のあり方
・誰が支援するか （避難所運営本部や町内会だけで可能か）

・どのように支援するか

・支援しながら避難できるか、その検証必要性はないか

・支援する際の注意点はあるか

●● 発災時の円滑な支援に向けた日頃の活動のあり方発災時の円滑な支援に向けた日頃の活動のあり方

４．要援護者への支援対策



【地震】
・地盤が心配
・液状化が心配
・空き家が多く、倒壊して避難
の障害になる可能性あり

【地震】
・地盤が心配
・液状化が心配
・空き家が多く、倒壊して避難
の障害になる可能性あり

【避難ルート、避難方法】
＜要望＞
・橋が壊れたら逃げられない
・逃げ道の道路が１本しかない
・国道の車線を増やして欲しい
＜提案＞
・バス会社と提携してバスで避難
する（通常は生活用に運行）
・船を使って川を逃げる
・本町と八幡町に橋を架ける
・冬期の災害に備えた除排雪

【避難ルート、避難方法】
＜要望＞
・橋が壊れたら逃げられない
・逃げ道の道路が１本しかない
・国道の車線を増やして欲しい
＜提案＞
・バス会社と提携してバスで避難
する（通常は生活用に運行）
・船を使って川を逃げる
・本町と八幡町に橋を架ける
・冬期の災害に備えた除排雪

■前回の本町地区グループの主な意見

【津波】
・本町地区は低層。大規模津
波の場合、逃げ場がない
・何ｍまで耐えられるのか
・長期間を要しても、防波堤を
整備して欲しい

【津波】
・本町地区は低層。大規模津
波の場合、逃げ場がない
・何ｍまで耐えられるのか
・長期間を要しても、防波堤を
整備して欲しい

【大雨、洪水】
・地盤が低いので、大雨の際
に水がつく心配
・下水の清掃が必要
・S40年代、50年代は洪水の
経験有り
・整備が進んで懸念は解消さ
れてきた

【大雨、洪水】
・地盤が低いので、大雨の際
に水がつく心配
・下水の清掃が必要
・S40年代、50年代は洪水の
経験有り
・整備が進んで懸念は解消さ
れてきた

【避難場所】
＜要望＞
・高い場所がない
・津波避難場所を明確にすべき
（何ｍまで大丈夫か知らせる）
・避難場所を増やして欲しい
・観光協会のビルは4階建て
＜提案＞
・展望台を避難用に使う
・観光を兼ねた避難展望塔の設置
・市営住宅屋上に手すりをつけれ
ば、屋上にも避難できる
・ＲＣ２階建ての建物を緊急時の避
難場所に指定する
・(災害に応じて)逃げずに留まって
助かる方法も考えるべき（建物や
備蓄のあり方）

【避難場所】
＜要望＞
・高い場所がない
・津波避難場所を明確にすべき
（何ｍまで大丈夫か知らせる）
・避難場所を増やして欲しい
・観光協会のビルは4階建て
＜提案＞
・展望台を避難用に使う
・観光を兼ねた避難展望塔の設置
・市営住宅屋上に手すりをつけれ
ば、屋上にも避難できる
・ＲＣ２階建ての建物を緊急時の避
難場所に指定する
・(災害に応じて)逃げずに留まって
助かる方法も考えるべき（建物や
備蓄のあり方）

【要援護者】
・高齢者が多い。独居老人が多い
・若い人少なく、共助体制がとりづ
らい。特に日中は若者はいない
・高齢者の避難方法が課題
・高齢者の名簿があるだけ
・日頃の近所の声掛けが必要

【要援護者】
・高齢者が多い。独居老人が多い
・若い人少なく、共助体制がとりづ
らい。特に日中は若者はいない
・高齢者の避難方法が課題
・高齢者の名簿があるだけ
・日頃の近所の声掛けが必要

【その他災害】
・雪害

【その他災害】
・雪害

【日ごろの心構え、準備】
・意識が低い。訓練に参加しない
・避難時持出品の準備
・防災グッズの周知
・海水浴客の避難方法の検討
・（防災林となる）植樹活動を通じ
た防災意識の向上

【日ごろの心構え、準備】
・意識が低い。訓練に参加しない
・避難時持出品の準備
・防災グッズの周知
・海水浴客の避難方法の検討
・（防災林となる）植樹活動を通じ
た防災意識の向上

【情報】
・サイレンが聞こえない
・防災無線を取り付けて欲しい
・市外からの来訪者（観光客、海
水浴客）への災害情報の伝え方

【情報】
・サイレンが聞こえない
・防災無線を取り付けて欲しい
・市外からの来訪者（観光客、海
水浴客）への災害情報の伝え方

～災害、懸念事項など～ ～課題、対策など～

高台

避難時の道路の
渋滞が心配

・消防署の移転
・防災公園の整備

橋があるとよい

・空き家が多い
・高齢者が多い

【本町地区の特徴】
・海と川にはさまれている
・砂地盤なので液状化の不安
・道路は1本で、行き止まり
・空き家が多い
・消防署移転、防災公園設置

川沿いのｻｲｸﾘﾝｸﾞ
ﾛｰﾄﾞを通って避難
できる

■具体的な場所に関わる意見・提案など

避難ルートとして
橋が重要

《生振地区》

《新港地区》

《本町地区》

《右岸地区》

《厚田区》

《当別町》

R231



【地震】
・地震で水道、電気心配
・水道、電気が心配
・液状化が心配
・橋、堤防の耐震性が重要

【地震】
・地震で水道、電気心配
・水道、電気が心配
・液状化が心配
・橋、堤防の耐震性が重要

【津波】
・高台、高い建物がない
・高さのわかる図面が欲しい
高い場所の周知が必要
・橋が破壊すれば逃げ道なく
なる
・避難方向は、手稲山か？当
別方面か？

【津波】
・高台、高い建物がない
・高さのわかる図面が欲しい
高い場所の周知が必要
・橋が破壊すれば逃げ道なく
なる
・避難方向は、手稲山か？当
別方面か？

【大雨、洪水】
・身近な不安
・低地は水がつきやすい。大
雨時、融雪期は水位が上が
りやすい
・農業排水が埋まっていて心
配
・洪水時は農機具の避難が
必要

【大雨、洪水】
・身近な不安
・低地は水がつきやすい。大
雨時、融雪期は水位が上が
りやすい
・農業排水が埋まっていて心
配
・洪水時は農機具の避難が
必要

【避難場所・ルート、避難方法】
・災害時の避難場所が重要
・高い建物がない
・橋の耐久性が不明。橋の確保が
重要
・災害に応じて取るべき対策の把
握が重要

【避難場所・ルート、避難方法】
・災害時の避難場所が重要
・高い建物がない
・橋の耐久性が不明。橋の確保が
重要
・災害に応じて取るべき対策の把
握が重要

【要援護者】
・高齢者が多い
・自力で逃げられない人の避難方
法の検討が必要
・町内会や近所以外、要援護者が
どこに住んでいるか不明
・誰を助けたらいいか分からない

【要援護者】
・高齢者が多い
・自力で逃げられない人の避難方
法の検討が必要
・町内会や近所以外、要援護者が
どこに住んでいるか不明
・誰を助けたらいいか分からない

【その他災害】
・空き家などの放火の心配

【その他災害】
・空き家などの放火の心配

【雪害】
・家の倒壊
・国道等の事故
・独居老人の家

【雪害】
・家の倒壊
・国道等の事故
・独居老人の家

■前回の生振地区グループの主な意見

【日頃の心構え、準備】
・日頃の危機意識、備蓄が重要
・防災意識の風化が問題
・水、電気、電話(連絡手段)の確保
・冬期の災害の際の寒さ対策
・家族との連絡方法の確認
・誰と一緒に逃げるか決めておく
・市の救助体制に期待

【日頃の心構え、準備】
・日頃の危機意識、備蓄が重要
・防災意識の風化が問題
・水、電気、電話(連絡手段)の確保
・冬期の災害の際の寒さ対策
・家族との連絡方法の確認
・誰と一緒に逃げるか決めておく
・市の救助体制に期待

～災害、懸念事項など～ ～課題、対策など～

【生振地区の特徴】
・川に囲まれている
・家が分散している
・離農の空き家がある
・建設会社の工場が多い

高台

堤防づたいに地区外に
避難できる

水門

水門

水門

砂丘

低地
（水位が上がりやすい）

橋が重要！

橋が重要！

橋が重要！

生振マリーナ

船着場

■具体的な場所に関わる意見・提案など

《生振地区》

《札幌市》

《右岸地区》

《新港地区》

《花川北地区》

《当別町》

R231

R337

R337

《本町地区》

R231



【地震】
・八幡コミセン、八幡小学校の耐震性が心配
・地盤が悪く、地下水位も高い。液状化が心配
・盛土箇所は地震に耐えられるのか
・農業ダム（五の沢、地蔵沢）決壊の心配

【地震】
・八幡コミセン、八幡小学校の耐震性が心配
・地盤が悪く、地下水位も高い。液状化が心配
・盛土箇所は地震に耐えられるのか
・農業ダム（五の沢、地蔵沢）決壊の心配

【避難ルート、避難方法】
・橋が被災したら孤立する

【避難ルート、避難方法】
・橋が被災したら孤立する

■前回の右岸地区グループの主な意見

【津波】
・石狩川の影響が心配

【津波】
・石狩川の影響が心配

【大雨、洪水】
・河川による浸水が心配
・毎年、ゲリラ豪雨がある
・土地が低く水害が起こりやすい箇所あり（12
線北ニ号、11線北一号）
・排水整備済み、要整備双方あり
・S50年代に水害を経験

【大雨、洪水】
・河川による浸水が心配
・毎年、ゲリラ豪雨がある
・土地が低く水害が起こりやすい箇所あり（12
線北ニ号、11線北一号）
・排水整備済み、要整備双方あり
・S50年代に水害を経験

【避難場所】
・八幡地区の400世帯はどこに逃げればいいのか
・高台の場所を知っておくことが大切
・20ｍ程度の高さの丘がある。ただし、上がるまで
3.6kmの距離
・歩こう会で毎年歩いている
・積雪時は逃げ場がない

【避難場所】
・八幡地区の400世帯はどこに逃げればいいのか
・高台の場所を知っておくことが大切
・20ｍ程度の高さの丘がある。ただし、上がるまで
3.6kmの距離
・歩こう会で毎年歩いている
・積雪時は逃げ場がない

【要援護者】
・避難時に手助けが必要な人が多い
・要援護者の名簿がある
（本人申込→町内会長が把握）

【要援護者】
・避難時に手助けが必要な人が多い
・要援護者の名簿がある
（本人申込→町内会長が把握）

【その他災害】
・地震に伴う火災が心配

【その他災害】
・地震に伴う火災が心配

【備蓄品】
・八幡コミセンに米、カンパンが備蓄されている（訓練
時に試食）
・夏は食糧がある

【備蓄品】
・八幡コミセンに米、カンパンが備蓄されている（訓練
時に試食）
・夏は食糧がある

【情報】
・災害に関する最新の情報提供を入手できる仕組み
が必要

【情報】
・災害に関する最新の情報提供を入手できる仕組み
が必要

～災害、懸念事項など～ ～課題、対策など～

【暴風雪】
・過去に10日間の通行止め
・物資がこない

【暴風雪】
・過去に10日間の通行止め
・物資がこない

高富貯水池

五の沢貯水池

（地蔵沢）

地震による農業ダム
決壊の心配

・橋が心配
・橋が被災すると孤立

土地が低い
（水害が起こりやすい）

風雪

風雪

丘

【右岸地区の特徴】
・人口のはりつき方が違う、低密
・救助等に時間がかかる
・住民は札幌への通勤者(新港)
＋退職者

■具体的な場所に関わる意見・提案など

・雪解け
・豪雨

水路整備が必要

高台への避難ルート

当別方向

水

R231

《本町地区》

《厚田区》

《右岸地区》

《生振地区》

《当別町》

《当別町》

《札幌市》
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