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【一時避難場所】
青葉公園

海抜 13.4m(最高)
　　　 5.2m(陸上競技)
　　　 5.0m(野球)
　　　 4.4m(テニス)

海抜 13.4m(最高)
　　　 5.2m(陸上競技)
　　　 5.0m(野球)
　　　 4.4m(テニス)【一時避難場所】

樽川公園

海抜 5.5～11.6海抜 5.5～11.6

【一時避難場所】
石狩市スポーツ広場
海抜　7.1m(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ)海抜　7.1m(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ)

【一時退避所】
B&G海洋センター

海抜　6.5m(玄関前)海抜　6.5m(玄関前)

【一時退避所】
サンビレッジ

海抜　6.0m(玄関前)海抜　6.0m(玄関前)

Ａ３→　282.9％　→Ａ０　　白黒で印刷
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凡　例

国道・道道

一時避難場所（屋外）

一時退避所（屋内）

洪水浸水想定区域

集客施設

海抜の高い施設

官公署

公園

福祉施設・児童館等

その他施設

避難方向例
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渋滞可能性ポイント

企業の密集地帯

新港地区防災マップ “想定”にとらわれることなく、日頃から備えておこう

日頃から避難訓練を実施して、災害時に備えよう

エリアごとに避難する方向を決めておこう

立地企業間の「防災連絡網」を整備しておこう

企業ごとに非常食や生活物資などの備蓄をしておこう

各企業で「ＢＣＰ」を策定しよう

帰宅困難者対策をしよう

まずはテレビやラジオなどで災害情報を確認しよう

避難に時間的余裕のない場合などは、高い建物に留まろう

エリアごとに決めた避難ルートに従い、乗り合わせて車で避難しよう

帰宅困難となった場合は、各社施設で待機しよう

新港地区の『防災の心得』

平
常
時

災
害
時

イラストの一部は他市町村の計画から転載。最終的に差し替えをします。

■ 津波は繰り返し到達することがある
津波は繰り返し襲ってくることがあ
ります。避難勧告や指示が解除
されるまで、安全な場所から
移動してはいけません。

津波の速さは海岸付近でも秒速
１０ｍ程度。津波が見えてから
逃げても間に合いません。

■ 津波の速さはジェット機並み

揺れが弱くても長い時間揺れると津波が襲って
くる可能性があります。

■ 弱い地震でも要注意

浸水想定は目安です。想定を
超える波が、予想より早く到
達することもあります。

■ 浸水想定区域を超えて津波が来る可能性がある

避難時に注意すること!

大津波警報
津波警報

高いところ または 遠くへ避難

津波注意報 海や川に近づかない

津波情報や自分のいる場所に応じ、自己判断で避難！
自ら情報収集

津　　　　波津　　　　波

・余震での建物倒壊や落下物
・建物火災や爆発
・地面のゆがみ など

■ こんなものに気をつけよう。

避難時に注意すること!

　→ 避難所の運営は協力して行いましょう

身の安全を確保するため、近くの
広い場所（一時避難場所(屋外)）
へ避難
　→ 正確な情報収集し災害の状況を確認

裏面「災害情報の取得ツール参照」

家の近くに危険があったら

壁や近くの崖などを点検
　→ 危険を発見したら直ぐに避難

家の周囲の状況を確認

火の始末、出口の確保、家の中の点検
　→ あわてて外に飛び出さない！

揺れが収まったら

棚などの転倒や落下物に十分注意
グラッときたら

慌てずに落ち着いて身の安全を守り避難！

地　　　　震地　　　　震

危険が迫っている時は、無理
せずに高い所で救助を待つ方
が安全です。

■ 高い所で救助を待つ判断も必要

土石流は速度が速いので、流れか
ら離れる方向に逃げましょう。

■ 逃げる方向は土砂の流れに直角に

土砂災害警戒区域から直ぐにて、急
な斜面から離れて逃げましょう。

■ 崖や急傾斜地沿いの道路は通らない

急に増水し、流れが速くなることがあります。
■ 渓流を渡って避難しない

避難時に注意すること!

避難行動の
イラスト
避難行動の
イラスト避 難 勧 告 直ちに避難

危険が迫っている時は、
上階など高いところへ

避 難 指 示 避難行動開始

避難準備情報 避難準備

● 山鳴り、地響きがする
● 急に川の水が濁り、流木が混ざり始める など　兆候

前兆現象がある場合は直ぐに通報し避難開始！
警報や災害情報などを自ら確認し避難行動を開始！

土　砂　災　害土　砂　災　害

膝下以上の水深は歩くことが困難。
無理せずに高い所で救助を待つ方
が安全です。

■ 避難せず、高い所で救助を待つ判断も必要

水面下にはマンホールや側溝などの
危険があります。長い棒を杖代わり
に確認しながら歩きましょう。

■ 足元に注意

スニーカーの
イラスト

スニーカーの
イラスト長靴などは履かず、スニーカーなど

歩きやすい靴を履きましょう。

■ 動きやすい靴を履く

大雨や台風は事前に情報を得ることができるので、
早めに準備し避難しましょう。

■ 早めの対応が第一

避難時に注意すること!

避難行動の避難行動の
イラストイラスト避 難 勧 告 直ちに避難

危険が迫っている時は、
上階など高いところへ

避 難 指 示 避難行動開始

避難準備情報 避難準備

警報や災害情報などを自ら確認し避難行動を開始！

水　　　　害水　　　　害

防 災 関 係 連 絡 先災 害 時 組 織 体 制

電　　気

気象情報

石狩市役所
（危機管理担当）

水　　道

ガ　　ス

集 合 場 所 （集合場所責任者） 一 時 避 難 場 所

もしもの災害に備えて、この「防災ガイド」を活用し、日ごろから心構えをしていきましょう。

日頃から地域や職場、学校などで、災害に備え訓練などを行い、災害時には、
助け合いの精神で行動することが一番大切なことです。

共助：共に助け合う共助：共に助け合う

日頃から防災について学び、備え、災害時には自ら率先して行動することが、
命を守る一番大切なことです。

自助：自らを守る自助：自らを守る

保存版保存版

異常を発見した時は　消防１１９番　警察１１０番　に通報

記入しましょう！防災メモ

 チェックしよう！非常時備蓄品
新港地区防災ガイド

避
難
行
動
の
基
本
手
順
と
留
意
点

□ 食料品・飲料水・炊事用具
　（缶詰、カップめん、菓子類など賞味期限の長いものを３日分。給水

　タンク、紙皿、ラップなど）

□ 宿泊・生活用品
　（毛布、寝袋、簡易トイレ、石鹸、トイレットペーパー）

□ 非常対策品
　（携帯ラジオ、トランシーバー、発電機、投光機、ストーブなど）

□ 医薬品・救急機材
　（救急医薬品、包帯、三角筋など）

□ 救助・復旧資材
　（タンカ、工具セット、スコップ、ロープ、照明など）

□ 防護資材
　（ビニールシート、ヘルメット、軍手など）

0133-72-3190

011-611-6127（札幌管区気象台)

（気象庁ＨＰ） http://www.jma.go.jp/jma/index.html

災害対策本部長

役　割 責任者 役　割 責任者

副本部長

情報連絡班

救出救護班

避難誘導班

消　火　班

広　報　班

総　括　班 点検・修理班

（　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

帰宅できない場合は、自社社屋に留まるか、自社社屋が被災し滞在困難な場合は、一時退避所（屋内）へ移動

帰宅できないときは自社社屋に留まるか、自社
社屋が被災し滞在困難の場合は、一時退避所へ

イラストイラスト

イラストイラスト

イラストイラスト

イラストイラスト
イラストイラスト

イラストイラスト

イラストイラスト

イラストイラストイラストイラスト



災害情報と取得ツール 帰宅困難者対策
災害情報の取得ツール 安否確認情報の取得ツール

 テレビ・ラジオ

インターネット

メール配信サービス

防災行政無線

災害用伝言ダイヤル　１７１

災害用伝言板

緊急速報メール

石狩市公式
災害情報 Twitter  ( ツイッター )

　各種の災害情報や気象
情報などを広く得ること
ができます。

　各種の災害情報や気象
情報などを広く得ること
ができます。

　利用登録された方の携
帯電話やパソコンへ、避
難情報などの行政情報を
電子メールで配信する
サービスです。

　市民に大規模災害発生
時の避難勧告、避難命令
などの告知を行います。
　厚田地区では無線の設
置が行われています。

　大地震や水害などの災害発生によ
り、被災地への通信が一気に増加し、
電話がつながりにくい状況になりま
す。その場合に開始される、声の伝
言板サービスです。
このサービスでは、被災した方が安
否情報を録音する、他の地域の方が
録音メッセージを聞く、といったこ
とができます。
利用に当たっては、手続きや契約な
どは不要です。

（※詳しい利用方法などは、ＮＴＴの
ホームページ等からご確認下さい。）

　災害時の安否情報について、携帯
電話を使った、文字の伝言板です。
各電話会社の「災害用伝言板」に安
否情報を登録し、他社の携帯電話や
パソコンなどから確認することがで
きます。
　また、知人や家族のメールアドレ
スを設定すると、災害用伝言板に
メッセージが登録され、自動でメー
ルが送信されます。

（※詳しくは、お使いの携帯電話各
社ホームページからご確認下さい。）

※登録は石狩市ホームページから。
（http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/k/）

　携帯電話会社『docomo』
『SoftBank』『au』が気象庁
や石狩市と連携し、気象庁が
配信する緊急地震速報・津波
警報や、石狩市が配信する災
害・避難情報を対象エリア内
の方の携帯電話にお知らせす
るサービスです。

※詳しくは、携帯電話各社ホーム
ページからご確認ください。

　災害発生の状況や避難勧
告・避難指示、また事前の避
難準備情報などを発信（ツ
イート）します。

※Twitter とは、Twitter 社が提供
するミニブログサービスで、誰で
も閲覧できる web サービスです。
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名前　　　：北海道石狩市災害情報
ユーザー名：@bousai_ishikari
アカウント URL
：http://twitter.com/bousai_ishikari

○机や棚、器具などは転倒防止対策を行い、危険箇所を確認し、身の安全を守るために改善します。

地　震

津　波

水　害

液 状 化

地震の基礎知識

震度階級

屋内で静かにしている人、敏感の人が
揺れを感じる。

屋内にいる人の多くが揺れを感じる。

屋内にいるほとんどの人が揺れを感じ
る。

大大半の人が恐怖感を覚え、身の安全
を守ろうとする。花瓶などが倒れる。

人は揺れを感じない 電灯などの吊り下げ物が激しく揺れ、棚
の食器類や本が落ちることがある。

物につかまらないと歩行が難しい。固定
していない家具が倒れるものもある。

立っていることが困難。固定していない
家具が転倒、ガラスが破損するものもあ
る。

這わないと動けない。戸が外れて飛んだ
り、ブロック塀が崩れることもある。

自分の意思で行動できない。耐震性の高
い建物でも破損するものがある。

緊急地震速報

■マグニチュード（M）

■震度

地震の発生直後に震源近くで地
震（P 波；初期微動）をキャッ
チし、位置・規模・想定される
揺れの強さを自動計算し、地震
による強い揺れ（S 波：主要動）
が始まる数秒～数十秒にすばや
くお知らせする情報です。

津波の起こり方 注意報・警報の種類

地震の発生後、きわめて
短時間の間に津波が来る
ことがあります。震源が
陸に近い場合には、地震
発生後直ちに襲来するこ
ともあり、ときには地震
が終わらないうちに襲っ
てくる場合もあります。

気象庁が発表する、「津波の高さ」とは、海岸付近の海面がどのくらい
高くなるかをいいます。
津波が陸地を駆け上がることを「遡上」といいます。この高さを「遡上
高」といいます。
津波は反射を繰り返すことで何回も押し寄せたり、複数の波が重なって
著しく高い波となることがあります。このため、最初の波が一番大きい
とは限らず、後で来襲する津波の方が高くなることもあります。

津波注意報

津波警報

大津波警報

発表される津波の高さ
：0.5ｍ
高いところで0.5m程度の津波
が予想される。
海岸や川に近づくのは大変危
険。

発表される津波の高さ
：1m～2ｍ
高いところで2m程度の津波が
予想される。
ただちに高いところや遠くに
避難する。

発表される津波の高さ
：3ｍ、4ｍ、6ｍ、8ｍ、10ｍ以上
高いところで3m以上の津波が
予想される。
ただちに高いところや遠くに
避難する。

液状化とは

液状化現象による被害

雨の降り方に関する基準（１時間雨量） 風の吹き方に関する基準（平均風速）

やや強い雨
（10～20mm）

強い雨
（20～30mm）

ザーザーと降り、地面一面
に水溜りができる程度の
雨。長く続くときは注意が
必要。

土砂降りで傘を差していて
も濡れてしまうほどの雨。
側溝や下水、小川が溢れ、
小規模な崖崩れが起きるこ
ともある。

激しい雨
（30～50mm）

バケツをひっくり返したよ
うな雨。道路が川のように
なり、崖崩れなどが発生し
やすくなる。

非常に激しい雨
（50～80mm）

滝のように降り、傘が役に
立たず先が見えない程の
雨。マンホールから水が噴
出し、土石流などの災害が
発生しやすくなる。。

猛烈な雨
（80mm以上）

息苦しくなるような圧迫
感。恐怖を感じる雨。雨に
よる大規模な災害が発生す
る恐れがあり、警戒が必
要。

やや強い風
（10～15m）

強い風
（15～20m）

歩きにくくなり、傘が差
せない。樹木全体が揺れ
る。道路の吹流しが水平
になる。

歩けない。転倒する危険
がある。樹木の小枝が折
れる。高速道路で通常速
度での運転が困難とな
る。ビニールハウスが壊
れ始める。

非常に激しい風
（20～30m）

しっかりと身体を確保し
ないと転倒する。車の運
転は危険な状態。シャッ
ターが壊れたり、家の外
装が剥がれることもあ
る。

猛烈な風
（30m以上）

立っていられない。樹木
が根こそぎ倒れ始める。
車の運転は危険な状態。
屋根が飛ばされ、木造住
宅が全壊することもあ
る。

災害の基礎知識と避難行動

震度
0

震度
2

震度
3

震度
4

震度
1

震度
5 弱

震度
6 弱

震度
6 強

震度
7

震度
5 強

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象庁発行リーフレット　「緊急地震速報～まわりの人に

声をかけながらあわてず、まず身の安全を！！～」より

 

※イラスト：気象庁ホームページより

※イラスト：気象庁ホームページより

地震そのもののエネルギーの大きさを表し、数字が大
きいほど規模の大きい地震といえる。

それぞれの場所での地震の揺れを階級で表したもの。

地震の揺れによって、地盤が液体状になる現象のこと

液状化のメカニズム
液状化現象は、地下水位が浅く（高い）、
締め固められていない砂質地盤で起きま
す。地震前は地中で砂粒がかみ合って、
砂粒同士の摩擦で安定を保っており、砂
粒同士の間隙は水で満たされています。
このような状態で地震による振動が加わ
ると、一時的に砂粒同士のかみ合いが外
れて水の中に浮いたような状態となり、
砂粒を支えるものがなくなって「液状化」
します。地震後、砂粒は沈降して、液状
化を起こす前よりも密な状態となり、地
表面は沈下します。

地震前 地震時 地震後 

地下水面 

噴砂・噴水 

地盤沈下 

砂粒がかみ合い安定 かみ合いがはずれた状態 水と砂を噴出し、地盤沈下 

水 

砂粒 

液状化が発生すると、重い構造物を支え
る能力は失われ、沈み込む一方、内部が
空洞になっている軽いもの（マンホール
等）は浮き上がって地面から飛び出しま
す。また、表層地盤が水平方向に移動し
て、道路や敷地の境界石が移動して問題
になることもあります。

各社の自主防災組織 安全な労働空間づくり（建物や備品の耐震対策）

情報連絡班 救出救護班 避難誘導班 初期消火班 給食給水班

災災害対応を迅速に行うため、各社の状況に適した災害時の組織体制を決め、全体責任者と各現場責任者の権限の範囲
を決め、役割分担と責任者を決めておきます。

≪災害対策組織の班構成例≫

災害情報や対策などの情報共有に向けた、企業間での連携体制を整えましょう

○また、地区内の防災対応力を高め、災害時に迅速で適切な行動がスムーズにとれるようにするため、災害情報や避
難行動の対応等の情報を新港地区全体で情報共有する体制・しくみが求められます。

各社の災害時の組織体制を機能させてみましょう

災害時の役割

平常時の役割 平常時の役割 平常時の役割 平常時の役割 平常時の役割

災害時の役割 災害時の役割 災害時の役割 災害時の役割

・災害、 被害状況の
把握、 安否確認など

救出 ・救助、 負傷
者の応急手当など

救援物資野配布、 飲
料水の確保、 炊き出
し　など

出火防止の呼びか
け、 初期消火

避難経路の安全確
認、 避難誘導　など

危険箇所の把握、
避難先の把握

防災資機材の点検、
救急講習の受講

避難所の周知、
要介護者の把握

安全点検の指導、
水利の点検

備蓄物の点検、
給水拠点の把握　

□ロッカーや棚などは、壁や柱に固定する
□ 照明器具、機器類の振動防止、落下防止対策の実施
　　例  ・重いものは下に置く
　　　  ・棚の上に物を積まない

　　　  ・キャスター付きのものは固定する

　　　・仕切りは床や壁に固定したり、L字に組んで安定させる　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

□ 出入り口の近くに物を置かない
□ ロッカーなどは、不要時はロックしておく
□ 電話線等のコード類は、床面・通路に露出させない

□ ガラスには飛散防止フィルムを貼付する。
□ 建物の耐震チェックや消防用設備等の点検を
　 実施する
□ 整理整頓を心掛け、不要なものは置かない
□ 火器使用設備等の周辺は不燃材料にすると共
　 に可燃物を置かない
□ 危険物施設等の点検と安全措置を定期的に実
　 施する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

各企業で、従業員等の自社施設内待機の計画を作成し、「事業継続計画（ＢＣＰ）」にも反映しましょう。その際、帰宅
困難者が従業員のうち何人発生するか把握しておきましょう。

いくつかの非常時通信手段（非常用災害伝言ダ
イヤルなど）を用意しておき、社内や家族と安
否を確認しましょう。

施設や施設の周囲の安全性を確認してから使用しま
しょう。もし、自社施設が使用できない場合は、「一
時退避所」を利用しましょう

安否確認をしましょう

自社施設内で待機するための備蓄

自社施設内待機にかかる計画策定と従業員等への周知

従業員が自社施設で一定期間待機するために必要な、水
や食料、生活品などを、最低３日分を予め用意しましょう。

発災時、従業員との連絡手段や連絡方法を予め改めで、従業員等が安心して施設内に待機でき
るように、その家族等との安否確認手段を従業員等へ周知

従業員等との安否確認手段、従業員等との家族との安否確認手段の確保

自社施設内で待機しましょう

大規模な災害発生時は、むやみに移動しない基本的な考え方

★３日分の備蓄量の目安
水　 ：１人当たり１日３リットル　→　９リットル
主食：１人当たり１日３食　　　　→　９食
毛布：１人１枚
その他：物資ごとに必要量を算定

災害時

平常時からの備え

○災害時は、帰宅困難者が多く発生する可能性があるため、平常時から各社で対策することが求められます。

日常からの備えが大切です

イラストイラスト イラストイラスト イラストイラスト イラストイラスト イラストイラスト

労働空間
イラスト
労働空間
イラスト

労働空間
イラスト
労働空間
イラスト

イラストイラスト

イラストイラスト

イラストイラスト

イラストイラスト

イラストイラスト

イラストイラスト

イラストイラスト

イラストイラスト
イラストイラスト

イラストイラスト

イラストイラスト

イラストイラスト

イラストイラスト

イラストイラスト

イラストイラスト

イラストイラスト

イラストイラスト

イラストイラスト

イラストイラスト

イラストイラスト

イラストイラストイラストイラスト イラストイラスト イラストイラスト

イラストの一部は他市町村の計画から転載。最終的に差し替えをします。

地表に水や砂の噴出  

地盤沈下 

地盤の支える力が低

下 

浮力の発生 

擁壁や護岸に作用す

る土の圧力増加  

表層地盤が水平方向

に移動 

通行への支障、高さの変化に

より排水ができなくなる  

建物の沈下により、居住性の

損失、塀などの傾き  

マンホールや浄化槽等が浮

き上がり、地面から突出  

擁壁や護岸近くの建物の基

礎が沈下・移動  

建物の移動や損壊、杭の損

壊、敷地境界や道路の移動  

現 象 被害事例 現 象 被害事例 

地中のガス管や給水管、下水

道管の破損、使用不能  

上記の複数の現象 
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