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苫小牧市地域防災計画（地震・津波災害対策編）修正案

【新旧対照表】

章 項 現行 変更後 備考

１

4 

5 

【第１章 総則】

第２節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務等の大綱

～略～

１ 苫小牧市

事 務 と 業 務 の 大 綱 

～略～ 

（10）避難準備情報、避難勧告及び避難指示に関すること。 

～略～ 

（17）災害時要援護者の把握及び擁護に関すること。 

～略～ 

４ 指定地方行政機関

機関等名称 事務と業務の大綱 

北海道農政事務所 

苫小牧地域センター 

（１）災害時における応急用食料等の調達及び供給に関

すること 

（２）災害応急飼料対策に必要な措置に関すること 

【第 1章 総則】 

第２節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務等の大綱

～略～

１ 苫小牧市

事 務 と 業 務 の 大 綱 

～略～ 

（10）避難準備情報・高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示に関するこ 

と。 

略～ 

（17）災害時要援護者 要配慮者の把握及び擁護に関すること。 

～略～ 

（19）自衛隊の災害派遣要請に関すること。 

４ 指定地方行政機関

機関等名称 事務と業務の大綱 

北海道農政事務所 

苫小牧地域センター 

（１）災害時における応急用食料等の調達及び供給に関

すること 

（１）農林水産省が調達及び供給した応急用食料等の供

給状況に係る確認等に関すること。 

（２）災害応急飼料対策に必要な措置に関すること 

避難情報の名称変

更に伴う修正

用語の変更に伴う

修正

事務の追記

組織名称の修正

事務と業務の修正
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章 項 現行 変更後 備考

1 5 苫小牧海上保安署 （１）津波警報等の船舶への周知及び災害情報の収集 

に関すること。 

（２）災害時における船舶の避難誘導及び救助並びに

航路障害物の除去に関すること。 

（３）海上における人命の救助に関すること。 

（４）海上における船舶交通の安全の確保に関するこ 

と。 

（５）海上における犯罪の予防及び治安の維持に関す 

ること。 

（６）災害時のり災者、人員及び救援物資の海上輸送 

に関すること。 

（７）海上災害時における自衛隊の災害派遣要請に関 

すること。 

苫小牧海上保安署 （１）津波警報等の船舶への周知及び災害情報の収集 

に関すること。 

（１）気象等特別警報・警報・注意報並びに情報等の

船舶への周知及び災害情報の収集に関すること。

（２）災害時における船舶の避難誘導及び救助並びに

航路障害物の除去に関すること。 

（２）海難の際の人命及び船舶の救助並びに天災事変

その他救済を必要とする場合における援助に関す

ること。 

（３）海上における人命の救助に関すること。 

（３）船舶交通の障害の除去に関すること。 

（４）海上における船舶交通の安全の確保に関するこ 

と。 

（４）海上運送に従事する者に対する海上における保 

安のための必要な監督に関すること。 

（５）海上における犯罪の予防及び治安の維持に関す 

ること。 

（５）船舶交通の安全の確保に関すること。 

（６）災害時のり災者、人員及び救援物資の海上輸送 

に関すること。 

（６）海上における犯罪の予防及び鎮圧に関すること。

（７）海上災害時における自衛隊の災害派遣要請に関 

すること。 

事務と業務の修正
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章 項 現行 変更後 備考

１

6 

8 

室蘭地方気象台 （１）気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発

表を行う。 

（２）気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動

による地震動に限る）、水象の予報及び警報等の防

災情報の発表、伝達及び解説を行う。 

～略～ 

５ 北海道 

機関等名称 事務と業務の大綱

胆振総合振興局 

地域政策部 ～略～ 

９ 市民及び事業所等 

機関等名称 事務と業務の大綱 

市 民 

町内会 

（１）平常時からの家庭及び地域における、災害に対する次の

ような自主的な備えに関すること。 

～略～ 

キ 災害時要援護者への配慮 

ク 自主防災組織の結成 

（２）災害時における次のような自主的な防災活動に関するこ

と。 

～略～ 

イ 近隣の負傷者・災害時要援護者の救助 

室蘭地方気象台 （１）気象、地象、地動及び水象の観測並びに及びその

成果の収集、及び発表を行う。 

（２）気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動

による地震動に限る）、及び水象の予報及び警報等

の防災気象情報の発表、伝達及び解説を行う。 

～略～ 

５ 北海道 

機関等名称 事務と業務の大綱

胆振総合振興局 

地域政策部 

地域創生部

～略～ 

９ 市民及び事業所等 

機関等名称 事務と業務の大綱 

市 民 

町内会 

（１）平常時からの家庭及び地域における、災害に対する次の

ような自主的な備えに関すること。 

～略～ 

キ 災害時要援護者 要配慮者への配慮 

ク 自主防災組織の結成 

ケ 保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等 

（２）災害時における次のような自主的な防災活動に関するこ

と。 

～略～ 

イ 近隣の負傷者・災害時要援護者 要配慮者の救助 

文言の整理

組織名称の修正

用語の変更に伴う

修正

事務の追加

用語の修正
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章 項 現行 変更後 備考

1 9 １０ その他協力機関 

機関等名称 事務と業務の大綱 

苫小牧農業協同組合 
         ～略～ 

苫小牧地区 

流出油災害対策協議

会  

（１）流木等による海上交通の障害防止に関すること。

（２）原油等流出危険物対策に関すること。 

第３節 市域の災害環境 

第１ 自然環境

１ 位置及び面積 

本市は、北海道南部の東経１４１度３６分、北緯４２度３８分に位置し、総面積

５６１．９１ｋ㎡の広さを有している。 

～略～ 

種類 気候・気象の特性 

気温 市域における年平均気温の平年値は７．６℃である。また、昭

和１７年から平成２４年現在における最高気温は３５．５℃

（平成１９年８月１５日）で、最低気温は－２１．３℃（昭和

２０年１月１８日）である。 

降水量 ７月から９月までの夏から秋にかけて多く、年間総雨量の平年

値は１，１９７．９㎜で、道内の中では比較的多い。降雨の特

徴は、日雨量が１００㎜前後の大雨がしばしば見られること、

１０ その他協力機関 

機関等名称 事務と業務の大綱 

とまこまい広域苫小

牧農業協同組合 
～略～

苫小牧地区 

流出油災害対策協議

会 排出油等防除協

議会

（１）流木等による海上交通の障害防止に関すること。

（２）原油等流出危険物対策に関すること。 

（１）海上において大量の油、危険物等の排出事故が発

  生した場合の防除活動についての連携、協議及び調

整に関すること。

第３節 市域の災害環境 

第１ 自然環境

１ 位置及び面積 

本市は、北海道南部の東経１４１度３６分、北緯４２度３８分に位置し、総面

積５６１．９１ ５６１．５７ｋ㎡の広さを有している。 

～略～ 

種類 気候・気象の特性 

気温 市域における年平均気温の平年値は７．６℃である。また、昭和１

７年から平成３０２４年現在における最高気温は３５．５℃（平成

１９年８月１５日）で、最低気温は－２１．３℃（昭和２０年１月

１８日）である。 

降水量 ７月から９月までの夏から秋にかけて多く、年間総雨量の平年値は

１，１９７．９㎜（統計期間：1981 年から 2010 年）で、道内の中

では比較的多い。降雨の特徴は、日雨量が１００㎜前後の大雨がし

組織名称の変更

組織名称の変更

事務と業務の修正

面積の修正

時点修正

統計期間追記 
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章 項 現行 変更後 備考

1

12

短時間に強い雨が降ることが多いことなどである。 

第２ 社会環境 

１ 人口・世帯数の推移 

平成２４年１２月末現在、本市の総人口は１７４，４３９人（男性８５，１０７人、

女性８９，３３２人）、世帯数は８４，８４７世帯である（外国人住民を含む）。 

高度経済成長期を背景に、昭和３０年以降、人口・世帯数ともに著しい増加傾向を示

し、人口は、昭和４０年から昭和５５年までの１５年間で、７０，１５５人とほぼ２

倍近い増加をみた。また、この時期から核家族化が急激に進み、世帯数も昭和４０年

から昭和５５年の１５年間で、３１，２３２世帯（１４８．２％）と驚異的な伸びを

示している。しかし、近年は出生率の低下等により、人口増加率は横ばいに転じてお

り、平成２０年から平成２４年までの５年間で、人口は４７１人（０．３％）増とな

った。世帯数は、４，０６７世帯（５．０％）の伸びとなっている。 

３ 年齢別人口 

近年の平均寿命の伸びと、出生率の低下により、本市の人口構成は年少人口（０～１

４歳）の減少、生産年齢人口（１５～６４歳）の高齢化、老年人口（６５歳以上）の

増加が進んでいる。 

ばしば見られること、短時間に強い雨が降ることが多いことなどで

ある。 

第２ 社会環境 

１ 人口・世帯数の推移 

平成３１２４年１１２月末現在、本市の総人口は１７１，７８３１７４，４３９人（男

性８３，８４４８５，１０７人、女性８７，９３９８９，３３２人）、世帯数は８８，

５４１８４，８４７世帯である（外国人住民を含む）。高度経済成長期を背景に、昭

和３０年以降、人口・世帯数ともに著しい増加傾向を示し、人口は、昭和４０年から

昭和５５年までの１５年間で、７０，１５５人とほぼ２倍近くい増加したが、をみた。

近年本市においても少子高齢化の進行や核家族化の定着により平成２５年 12 月末に

１７４，４６９人の最多人口を更新したのち、減少傾向に転じている。 

一方世帯数については、核家族化の進行により平成３０年時点で８８，５４５世帯と

なっており、平成２５年時点の８５，８００世帯と比較し、５年間で２，７４５世帯

増加している。 

また、この時期から核家族化が急激に進み、世帯数も昭和４０年から昭和５５年の１

５年間で、３１，２３２世帯（１４８．２％）と驚異的な伸びを示している。しかし、

近年は出生率の低下等により、人口増加率は横ばいに転じており、平成２０年から平

成２４年までの５年間で、人口は４７１人（０．３％）増となった。世帯数は、４，

０６７世帯（５．０％）の伸びとなっている。 

３ 年齢別人口 

近年の平均寿命の伸びと、出生率の低下により、本市の人口構成は年少人口（０～１

４歳）の減少、生産年齢人口（１５～６４歳）の高齢化、老年人口（６５歳以上）の

増加が進んでいる。 

時点修正 
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章 項 現行 変更後 備考

1

13

平成２４年１２月末現在、年少人口２３，３２６人（全体の構成比１３．4％）、生産

年齢人口１１２，１１０人（同６４．３％）、老年人口３９，００３人（同２２．３％）

である。 

老年人口の割合が高い町から順に字樽前が５６．６％と多く、続いて大町が４１．1％、

松風町が４０．５％、寿町が４０．０％、明徳町が３７．７％となっており、字樽前、

明徳町を除くと郊外に比べ市内中心部で高齢化の傾向が進んでいる。 

４ 建物 

構造 木造 S 系 

（軽量鉄骨）

S系 

（鉄骨造）

RC 系 その他 

棟数 42,290 3,787 3,583 3,485 2,362 

平成 24 年現在

５ 防災関係法令指定地 

防災関係法令指定地は、それぞれ次のとおりである。（各指定地の分布等につい

ては、資料編を参照。） 

指定地の種類 特性または危険か所数 

土石流危険渓流区域 土石流危険渓流に指定されている河川は９渓流で、支

笏・樽前火山地域に分布している。これらの渓流の特

徴は、非常に勾配が急で、しかも流路が短いこと、河

床に火山礫が堆積していることなどである。 
急傾斜地崩壊危険箇所 

水防区域 集中豪雨による災害のおそれのある区域として、７か

平成３１２４年１１２月末現在、年少人口２１，７２９２３，３２６人（全体の構成

比１２．６１３．4％）、生産年齢人口１０１，３２１１１２，１１０人（同５９．０

６４．3％）、老年人口４８，７３３３９，００３人（同２８．４２２．3％）である。

老年人口の割合が高い町から順に字樽前が５６．６％と多く、続いて大町が４１．1％、

松風町が４０．５％、寿町が４０．０％、明徳町が３７．７％となっており、字樽前、

明徳町を除くと郊外に比べ市内中心部で高齢化の傾向が進んでいる。 

４ 建物 

構造 木造 S 系 

（軽量鉄骨）

S系 

（鉄骨造）

RC 系 その他 

棟数 42,290 

54,002 

3,787 

4,358 

3,583 

3,560 

3,485 

3,404 

2,362 

2,081 

平成 30 年 1月 1 日平成 24 年現在

５ 防災関係法令指定地 

防災関係法令指定地は、それぞれ次のとおりである。（各指定地の分布等につい

ては、資料編を参照。） 

指定地の種類 特性または危険か所数 

土石流危険渓流区域 土石流危険渓流に指定されている河川は９渓流で、支

笏・樽前火山地域に分布している。これらの渓流の特

徴は、非常に勾配が急で、しかも流路が短いこと、河

床に火山礫が堆積していることなどである。 
急傾斜地崩壊危険箇所 

水防区域 集中豪雨による災害のおそれのある区域として、７か

指定地の種類の修

正
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章 項 現行 変更後 備考

1

14

所指定されている。 

高潮、高波、津波危険予

想区域 

 高波による災害が予想される区域として２か所、高

潮・津波が１か所指定されている。 

市街地の低地帯の浸水危

険予想区域 114 

大雨による河川の氾濫等で浸水のおそれがある区域

として、５か所が指定されている。 

第３ 苫小牧市に被害をもたらした地震及び津波の発生状況 

発生年月日 

地震災害名 
震 源 規 模 

苫小牧市に

おける震度
北海道の被害状況 

２０１１年 

３月１１日 

（平成２３年） 

東北地方太平洋沖

地震（東日本大震

災） 

三陸沖 Ｍ９．０ ４ 東北地方太平洋沿岸にこれま

での想定をはるかに超える被

害 

死者１６，１４０、行方不明３，

１２３、負傷者６，１１２、住

家全壊１２８，５８２、半壊２

４４，０３１ ※北海道以外も

所指定されている。

重要水防箇所：堤防の決壊、漏水、川の水があふれる

等の危険が予測される地域であり洪水等に際して、水

防上特に注意する箇所 

（勇払川、安平川、苫小牧川、錦多峰川）

水防警報を行う指定海岸 国土交通大臣が指定した海岸として、胆振海岸（苫小

牧海岸）が指定されている。（苫小牧地区、樽前地区）

高潮、高波、津波危険予

想区域 

 高波による災害が予想される区域として２か所、高

潮・津波が１か所指定されている。 

市街地の低地帯の浸水危

険予想区域 114 

大雨による河川の氾濫等で浸水のおそれがある区域

として、５か所が指定されている。 

火山災害警戒地域 警戒避難体制の整備を特に推進すべき地域を国が指

定している（常時観測火山周辺地域）

第３ 苫小牧市に被害をもたらした地震及び津波の発生状況 

発生年月日 

地震災害名 
震 源 規 模 

苫小牧市に

おける震度
北海道の被害状況 

２０１１年 

３月１１日 

（平成２３年） 

東北地方太平洋沖

地震（東日本大震

災） 

三陸沖 Ｍ９．０ ４ 東北地方太平洋沿岸にこれま

での想定をはるかに超える被

害 

死者１６，１４０、１９，４７

５行方不明３，１２３、２，５

８７負傷者６，１１２、６，２

２１住家全壊１２８，５８２、

被害状況の修正
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章 項 現行 変更後 備考

1

24

含む 

第４ 地震・津波被害の想定 

（２）津波浸水区域 

新たな浸水予測図により、市の相当部分が浸水することが示された。想定浸水

面積は約７，８２０ｈａで、これは市の総面積（56,167ｈａ）の約１４％にあたる。

 面 積（ｈａ） 想定浸水面積（ｈａ） 想定浸水面積の割合（％）

苫小牧市
５６，１６１

７，８２０ １３．９

（３）公共施設被害の予測 

～略～ 

イ 保健・病院施設 

施 設 所 在 施設周辺の浸水深（ｍ） 分 類 

苫小牧保健センタ

ー 

旭町２丁目５番４

号 

１．０～２．０ 保健・病院施設

１２１，７４４ 半壊２４４，

０３１ ２７９，１０７

※北海道以外も含む 

第４ 地震・津波被害の想定 

（２）津波浸水区域 

新たな浸水予測図により、市の相当部分が浸水することが示された。想定浸

水面積は約７，８２０ｈａで、これは市の総面積（56,167157ｈａ）の約１４％に

あたる。 

 面 積（ｈａ） 想定浸水面積（ｈａ） 想定浸水面積の割合（％）

苫小牧市
５６，１６１

５６，１５７
７，８２０ １３．９

（３）公共施設被害の予測 

～略～ 

イ 保健・病院施設 

施 設 所 在 施設周辺の浸水深（ｍ） 分 類 

苫小牧保健センタ

ー 

旭町２丁目５９番

４7号 

１．０～２．０ 

０．５～１．０

保健・病院施設

面積の修正

所在地変更に伴う

修正
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章 項 現行 変更後 備考

1

25

ウ 文化・スポーツ施設 

施 設 所 在 
施設周辺の 

 浸水深（ｍ） 
分 類 

オ その他の公共施設 

施 設 所 在 施設周辺の浸水深（ｍ） 分 類 

教育・福祉センタ

ー 

本幸町１丁目２番

２１号 

１．０～２．０ その他の施

設 

労働福祉センター 末広町１丁目１５

番７号 

１．０～２．０ その他の施

設 

樽前交流センター 字樽前８５番地３ １．０～２．０ その他の施

設 

ウ 文化・スポーツ施設 

施 設 所 在 
施設周辺の 

 浸水深（ｍ） 
分 類 

屋内ゲートボール

場 

矢代町２丁目１番

１２号 

１．０～２．０ 文化・スポーツ施

設 

新ときわスケート

センター 

ときわ町３丁目８

番１号 

１．０～２．０ 文化・スポーツ施

設 

オ その他の公共施設 

施 設 所 在 施設周辺の浸水深（ｍ） 分 類 

教育・福祉センター 本幸町１丁目２番２

１号 

１．０～２．０ その他の施

設 

労働福祉センター 末広町１丁目１５番

７号 

１．０～２．０ その他の施

設 

樽前交流センター 字樽前８５番地３ １．０～２．０ その他の施

設 

ひまわり保育園 高砂町２丁目５番４

号 

３．０～４．０ その他の施

設 

あさひ児童センタ

ー 

旭町２丁目３番２４

号 

０．５～１．０ その他の施

設

錦岡児童センター 宮前町2 丁目２９番

２０号 

1．０～2.．０ その他の施

設

大成児童センター 大成町１丁目１１番

２１号 

０．５～１．０ その他の施

設

公共施設の追加

対象施設追加・削

除及び分類修正
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章 項 現行 変更後 備考

1

苫小牧港管理組合 港町１丁目６番３

８号 

１．０～２．０ その他の施

設 

苫小牧税務署 旭町３丁目４番１

７号 

０．５～１．０ その他の施

設 

胆振総合振興局 

苫小牧道税事務所

旭町２丁目８番１

５号 

１．０～２．０ その他の施

設 

苫小牧港湾合同庁

舎 

港町１丁目６番１

５号 

１．０～２．０ その他の施

設 

札幌法務局苫小牧

支局 

旭町３丁目３番７

号 

０．５～１．０ その他の施

設 

公設地方卸売市場 港町２丁目２番２号 1．０～2.．０ その他の施

設

西町下水処理セン

ター 

元町３丁目５番３号 ２．０～３．０ その他の施

設

高砂下水処理セン

ター 

高砂１丁目４番２２

号 

３．０～４．０ その他の施

設

勇払下水処理セン

ター 

字勇払１６６番地２ ３．０～４．０ その他の施

設

新富出張所 新富１丁目３番１号 1．０～2.．０ その他の施

設

錦岡出張所 青雲町１丁目２３番

１２号 

０．０～０．５ その他の施

設

勇払分団詰所 字勇払２７番地１ ４．０～５．０ その他の施

設

苫小牧港管理組合 港町１丁目６番３８

号 

１．０～２．０ その他の施

設 

苫小牧税務署 旭町３丁目４番１７

号 

０．５～１．０ その他の施

設 

胆振総合振興局 

苫小牧道税事務所 

旭町２丁目８番１５

号 

１．０～２．０ その他の施

設 

苫小牧港湾合同庁

舎 

港町１丁目６番１５

号 

１．０～２．０ その他の施

設 

札幌法務局苫小牧

支局 

旭町３丁目３番７号 ０．５～１．０ その他の施

設 
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章 項 現行 変更後 備考

1 26

27

カ 小学校 

施 設 所 在 施設周辺の浸水深（ｍ） 分 類 

東小学校 旭町３丁目３番４

号 

０．５～１．０ 小学校 

西小学校 矢代町３丁目７番

１６号 

１．０～２．０ 小学校 

キ 中学校 

施 設 所 在 施設周辺の浸水深（ｍ） 分 類 

東中学校 旭町１丁目７番１

０号 

１．０～２．０ 中学校 

ク 高校・大学 

施 設 所 在 施設周辺の浸水深（ｍ） 分 類 

苫小駒澤大学 字錦岡５２１番地

２９３  

１．０～２．０ 大学 

ケ 幼稚園・保育園 

施 設 所 在 施設周辺の浸水深（ｍ） 分 類 

かおり幼稚園 弥生町２丁目８番

２５号 

０．５～１．０ 幼稚園 

苫小牧聖母幼稚園 新富町２丁目６番

１６号 

１．０～２．０ 幼稚園 

カ 小学校 

施 設 所 在 施設周辺の浸水深（ｍ） 分 類 

苫小牧東小学校 旭町３丁目３番４

号 

０．５～１．０ 小学校 

苫小牧西小学校 矢代町３丁目７番

１６号 

１．０～２．０ 小学校 

キ 中学校 

施 設 所 在 施設周辺の浸水深（ｍ） 分 類 

苫小牧東中学校 旭町１丁目７番１

０号 

１．０～２．０ 中学校 

ク 高校・大学 

施 設 所 在 施設周辺の浸水深（ｍ） 分 類 

苫小駒澤大学 字錦岡５２１番地

２９３ 錦西町３

丁目２番１号

１．０～２．０ 大学 

ケ 幼稚園・保育園

施 設 所 在 施設周辺の浸水深（ｍ） 分 類 

かおり幼稚園 弥生町２丁目８番

２５号 

０．５～１．０ 幼稚園 

苫小牧聖母幼稚園 新富町２丁目６番

１６号 

１．０～２．０ 幼稚園 

施設名修正

施設名修正

住居表示実施に伴

う修正

公共施設の整理に

伴う修正
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章 項 現行 変更後 備考

1 ひかり幼稚園 光洋町３丁目１３

番２号 

０．５～１．０ 幼稚園 

苫小牧ふたば幼稚

園 

王子町１丁目２番

１８号 

０．０～０．５ 幼稚園 

苫小牧聖ルカ幼稚

園 

旭町２丁目６番１

９号 

１．０～２．０ 幼稚園 

勇払幼稚園 字勇払１４２番地 ２．０～３．０ 幼稚園 

エンゼル幼稚園 しらかば町５丁目

６番６号 

０．０～０．５ 幼稚園 

ひまわり保育園 高砂町２丁目５番

４号 

３．０～４．０ 保育園 

すみれ保育園 矢代町３丁目３番

３号 

０．５～１．０ 保育園 

はまなす保育園 字勇払１４４番地

１８ 

３．０～４．０ 保育園 

錦岡保育園 宮前町２丁目２８

番１５号 

１．０～２．０ 保育園 

沼ノ端保育園 沼ノ端中央４丁目１２番

２７号 

０．０～０．５ 保育園 

なかの保育園 元中野町２丁目１

２番５号 

０．５～１．０ 保育園 

ひよし保育園 日吉町２丁目９番

２５号 

１．０～２．０ 保育園 

ひかり幼稚園 光洋町３丁目１３

番２号 

０．５～１．０ 幼稚園 

苫小牧ふたば幼稚

園 

王子町１丁目２番

１８号 

０．０～０．５ 幼稚園 

苫小牧聖ルカ幼稚

園 

旭町２丁目６番１

９号 

１．０～２．０ 幼稚園 

勇払幼稚園 字勇払１４２番地 ２．０～３．０ 幼稚園 

エンゼル幼稚園 しらかば町５丁目

６番６号 

０．０～０．５ 幼稚園 

ひまわり保育園 高砂町２丁目５番

４号 

３．０～４．０ 保育園 

すみれ保育園 矢代町３丁目３番

３号 

０．５～１．０ 保育園 

はまなす保育園 字勇払１４４番地

１８ 

３．０～４．０ 保育園 

錦岡保育園 宮前町２丁目２８

番１５号 

１．０～２．０ 保育園 

沼ノ端保育園 沼ノ端中央４丁目１２番

２７号 

０．０～０．５ 保育園 

なかの保育園 元中野町２丁目１

２番５号 

０．５～１．０ 保育園 

ひよし保育園 日吉町２丁目９番

２５号 

１．０～２．０ 保育園 
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章 項 現行 変更後 備考

1

2

28

30

34

たいせい保育園 大成町１丁目１４番２

６号 

０．５～１．０ 保育園 

すえひろ保育園 末広町１丁目２番

２２号 

１．０～２．０ 保育園 

第４節 防災テーマ及びビジョン 

～略～ 

第３ 基本目標 

市民の生命及び財産を災害の危険から守るため、この計画の全体を通じて達成すべ

き基本目標を次の１０項目とする。 

※表中 災害時要援護者の安全環境整備 

～略～ 

３ 実践的な応急復旧計画の確立 

（２）応援・災害ボランティア受入れ体制の確立 

大規模災害時にも、応援要請が遅れないようにする。また、ボランティア等を適

切に活用するための受入れ体制を確立する。 

ア 大規模災害時の国・道への応援・派遣要請基準のルール作成 

～略～ 

【第２章 災害予防対策計画】

第１節 災害に強い都市づくり

第２ ライフライン施設の整備

たいせい保育園 大成町１丁目１４番２

６号 

０．５～１．０ 保育園 

すえひろ保育園 末広町１丁目２番

２２号 

１．０～２．０ 保育園 

第４節 防災テーマ及びビジョン 

～略～ 

第３ 基本目標 

市民の生命及び財産を災害の危険から守るため、この計画の全体を通じて達成すべ

き基本目標を次の１０項目とする。 

※表中 災害時要援護者 要配慮者の安全環境整備 

～略～ 

３ 実践的な応急復旧計画の確立 

（２）応援・災害ボランティア受入れ体制の確立 

大規模災害時にも、応援要請が遅れないようにする。また、ボランティア等を適

切に活用するための受入れ体制を確立する。 

ア 大規模災害時の国・道への応援・派遣要請基準のルール作成及び受援体制の

確立 

～略～ 

【第２章 災害予防対策計画】 

第１節 災害に強い都市づくり

第２ ライフライン施設の整備

用語の変更に伴う

修正

受援体制の確立に

ついて対に明記

文言の整理
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2

36

施設等 対 策 

水道施設 地震時には、地盤の液状化等によって埋設管の破損被害が発生し

た過去の地震においては、普通鋳鉄管や塩化ビニル管の被害が大

きいため、耐震性の高いダクタイル鋳鉄管への交換を推進する。

また、浄水場についても耐震性の向上を図る。 

第２節 危険の防止 

地震発生時には、建物・ブロック塀の倒壊、火災発生、液状化による被害等を軽減

する必要がある。この節は、建築物の耐震化、液状化対策、危険物施設の耐震化等の

予防対策について定めたものである。 

この節にある各対策及び担当は次のとおりとする。 

第３ 危険箇所の対策                            

１ がけ地、擁壁、ブロック塀等の崩壊・倒壊防止 

～略～ 

（１）がけ地・擁壁等の崩壊防止 

ア がけ地に建物や擁壁等を設ける施工業者への指導 

～略～ 

（３）自動販売機の転倒防止 

この節の対策 担      当 

危険物対策 消防本部保安課 消防本部警防課 

施設等 対 策 

水道施設 過去の地震では、地盤の液状化等によって、普通鋳鉄管や塩化ビ

ニル管の被害が大きかったため、耐震性の高いダクタイル鋳鉄管

へ更新する。また、浄水場についても耐震性の向上を図る。地震

時には、地盤の液状化等によって埋設管の破損被害が発生した過

去の地震においては、普通鋳鉄管や塩化ビニル管の被害が大きい

ため、耐震性の高いダクタイル鋳鉄管への交換を推進する。また、

浄水場についても耐震性の向上を図る。

第２節 危険の防止 

地震発生時には、建物・ブロック塀の倒壊、火災発生、液状化による被害等を軽減

する必要がある。この節は、建築物の耐震化、液状化対策、危険物施設の耐震化等の

予防対策について定めたものである。 

この節にある各対策及び担当は次のとおりとする。 

この節の対策 担      当 

危険物対策 消防本部保安課予防室 消防本部警防課 

第３ 危険箇所の対策                            

１ がけ地、擁壁、ブロック塀等の崩壊・倒壊防止 

～略～ 

（１）がけ地・擁壁等の崩壊防止 

ア がけ地に建物や擁壁等を設ける施工業者への指導 

～略～ 

（３）自動販売機の転倒防止 

組織名称の変更

項目番号の整理
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2

39

ア 自動販売機の転倒防止の措置を講ずるよう指導を行う。 

第３節 組織・人づくり 

災害時に、市及び市民が的確かつ効果的な行動を行うためには、日ごろから防災体

制を整備することが必要である。この節は、市、防災関係機関、事業所等の組織づく

り、知識の普及、防災訓練等について定めたものである。 

※表中   

この節の対策 
担   当 

苫小牧市 関係機関 

ボランティア 保健福祉部 苫小牧市社会福祉協議会 

第１ 防災会議・防災関係機関 

１ 苫小牧市防災会議 

（１）苫小牧市防災会議の概要 

苫小牧市防災会議は、次のような根拠・役割を持っている。 

ア 設置の根拠等 

（ア）災害対策基本法第１６条 

（イ）苫小牧市防災会議条例（昭和３７年条例第２５号） 

イ 所掌事務 

（ア）地域防災計画の作成、実施の推進 

（イ）市域に災害が発生した場合の災害に関する情報の収集 

（ウ）法律またはこれに基づく政令により、その権限に属する事務 

ア 自動販売機の転倒防止の措置を講ずるよう指導を行う。 

第３節 組織・人づくり 

災害時に、市及び市民が的確かつ効果的な行動を行うためには、日ごろから防災体

制を整備することが必要である。この節は、市、防災関係機関、事業所等の組織づく

り、知識の普及、防災訓練等について定めたものである。 

※表中   

この節の対策 
担   当 

苫小牧市 関係機関 

ボランティア 保健福祉部 福祉部 苫小牧市社会福祉協議会 

第１ 防災会議・防災関係機関 

１ 苫小牧市防災会議 

（１）苫小牧市防災会議の概要 

苫小牧市防災会議は、次のような根拠・役割を持っている。 

ア 設置の根拠等 

（ア）災害対策基本法第１６条 

（イ）苫小牧市防災会議条例（昭和３７年条例第２５号） 

イ 所掌事務 

（ア）地域防災計画の作成、実施の推進 

（イ）市域に災害が発生した場合の災害に関する情報の収集 

（イ）水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 32 条第１項に規定する水防計画に関

し調査審議すること 

（ウ）市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること

（エ）市の地域に係る重要事項に関し、市長に意見を述べること 

（ウオ）法律またはこれに基づく政令により、その権限に属する事務 

組織名称の修正
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2

42

43

ウ 苫小牧市防災会議構成機関 

第２ 市民・事業所の組織 

～略～ 

３ 事業所等の組織 

～略～ 

－「消防法第８条」（防火管理者）の規定－ 

学校、病院、工場、事業場、百貨店（－中略－大規模な小売店舗を含む）複合

用途防火対象物、その他多数の者が出入りし、 ～略～ 

第３ 災害ボランティア 

２ 災害ボランティアの果たすべき役割 

災害ボランティアが行う活動内容は、主として次のとおりとする。 

（１）災害情報、安否情報、生活情報の収集・伝達 

（２）要配慮者（高齢者、障がい者、乳幼児等）の介護及び看護補助 

（３）清掃及び防疫 

（４）炊き出し 

（５）災害応急対策物資・救援物資資材の仕分け、配布 

（６）保健医療活動 

（７）通訳等の外国人支援活動 

ウ 苫小牧市防災会議構成機関 

第２ 市民・事業所の組織 

～略～ 

３ 事業所等の組織 

～略～ 

－「消防法第８条」（防火管理者）の規定－ 

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店（－中略－大規模な小売店舗を含

む）複合用途防火対象物、その他多数の者が出入りし、 ～略～ 

第３ 災害ボランティア 

２ 一般災害ボランティアの主な活動内容果たすべき役割

専門的な知識や経験を必要としない被災者支援活動を行う、個人や団体、企業

からの支援者である一般ボランティアの災害ボランティアが行う活動内容は、主

として次のとおりとする。 

（１）災害情報、安否情報、生活情報の収集・伝達 

（２）車中や指定避難所以外の場所にいる被災者の状況把握とその情報収集、 

伝達

（10３）災害応急対策の事務補助

（４）炊き出し、その他の災害救助活動 

所掌事務の修正

誤記の修正

災害ボランティア

の活動内容の見直

しに伴う修正及び

追記
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2 （８）被災者の心のケア活動 

（９）被災建築物の応急危険判定 

（10）災害応急対策の事務補助 

（２５）要配慮者（高齢者、障がい者、乳幼児、外国人等）の介護及び看 

護補助支援

（５６）災害応急対策物資・救援物資資材の仕分け、輸送及び配布分

（７）応急復旧現場における危険を伴わない軽易な作業 

（３８）清掃及び防疫の補助 

（９）避難所運営の手伝い、防犯パトロール 

（10）復興に係るコミュニティ作り等の側面支援 

（６）保健医療活動 

（７）通訳等の外国人支援活動 

（８）被災者の心のケア活動 

（９）被災建築物の応急危険判定 

３ 専門ボランティアの主な活動 

  専門的な資格及び知識や経験を持つ、個人や団体・企業からの支援の申し出があ

った場合、市及び関係機関などと十分な連絡調整を行い効率的な救援活動を以下の

とおり実施する。 

種類 活動の内容 

医師 救急医療、健康管理 

看護師 応急処置、看護、健康管理 

保健師・栄養士 安全衛生管理のアドバイス 

介護職 高齢者、障がい者の介護 

障がい者支援 手話・点字による案内、コミュニケーション支援 

育児・学習支援 育児相談・一時保育、学習支援 

外国人支援 通訳、翻訳、コミュニケーション支援 

アマチュア無線技士 非常時通信、情報伝達 
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2

44 第４ 防災訓練の実施                            

～略～ 

１ 総合防災訓練 

大地震の発生及び最大級の津波等を想定し、市、消防機関、学校、警察、自衛隊、医

師会、その他の防災関係機関、各施設管理者、ボランティア及び地域住民（自主防災

組織、町内会等）が一体となって、総合的な防災訓練を実施する。 

～略～ 

２ 地域防災訓練 

自主防災組織・町内会等を単位とする訓練、複数の組織が連携した訓練を、それ

ぞれ警察、消防機関等の協力のもとに実施する。 

訓練実施項目の一例を次に示す。 

３ 市職員の訓練 

職員の参集及び配備体制時における各防災機関との連携を図るため、職員参集訓

練を実施する。 

訓練実施項目の一例を次に示す。 

～略～ 

応急危険度判定士 

・被災地宅地危険度判定士

市と連携し、被災住宅の応急危険度判定等を実施 

第４ 防災訓練の実施                            

～略～ 

１ 総合防災訓練 

大地震の発生及び最大級の津波等を想定し、市、消防機関、学校、警察、自衛

隊、医師会、その他の防災関係機関、要配慮者施設等の各施設管理者、ボランテ

ィア及び地域住民（自主防災組織、町内会等）が一体となって、総合的な防災訓

練を実施する。 

～略～ 

２ 地域防災訓練 

自主防災組織・町内会等を単位とする訓練、複数の組織が連携した訓練を、そ

れぞれ警察、消防機関等の協力のもとに実施する。 

訓練実施項目の一例を次に示す。 

～略～ 

（７）図上訓練 

（８）避難所運営訓練 

３ 市職員の訓練 

職員の参集及び配備体制時における各防災機関との連携を図るため、職員参集訓

練を実施する。 

訓練実施項目の一例を次に示す。 

～略～ 

訓練項目の追加に

伴う修正

訓練項目の追加に

伴う修正
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46

47

（６）現地訓練

第５ 防災知識の普及 

１ 職員に対する教育 

市及び防災関係機関は、防災知識・役割の分担等を新人研修などと共に実施する。

研修は災害対策本部組織の各部班での具体的分掌を把握し、次の点に重点を置いて

行う。 

（１）防災対策 

～略～ 

（２）災害知識 

ア 風水害、地震、津波の基礎知識 

イ 各災害に対する地域の危険性 

３ 市民に対する防災知識の普及 

自主防災組織及び町内会を通じ、地震・津波発生時の的確な判断・行動ができる

よう、広報紙や防災ハザードマップの配布、ビデオの上映、防災出前講座等の機会

を利用して知識の普及を図る。普及すべき主な防災知識を次に示す。 

～略～ 

（４）避難所・避難場所、避難経路等避難対策に関する知識 

（５）住宅の耐震診断と補強、家具の固定、火災予防等 

（６）災害情報の正確な入手方法 

～略～ 

（６）現地実動訓練（避難所運営訓練等） 

第５ 防災知識の普及 

１ 職員に対する教育 

市及び防災関係機関は、防災知識・役割の分担等を新人研修などと共にを通じ

て実施する。研修は災害対策本部組織の各部班での具体的分掌を把握し、次の点

に重点を置いて行う。 

（１）防災対策 

～略～ 

（２）災害知識 

ア 風水害、地震、津波等の自然災害に関する基礎知識 

イ 各災害に対する地域の危険性危険予測（ハザード）

３ 市民に対する防災知識の普及 

自主防災組織及び町内会を通じ、地震・津波発生時の的確な判断・行動ができ

るよう、広報紙や防災ハザードマップの配布、ビデオの上映、防災出前講座等の

機会を利用して知識の普及を図る。普及すべき主な防災知識を次に示す。 

～略～ 

（４）指定避難所・指定緊急避難場所、避難経路等避難対策に関する知識 

（５）住宅の耐震診断と補強、家具の固定、火災予防等 

（６）災害情報及び避難情報の種類、正確な入手方法 

～略～ 

（11）過去に発生した災害の教訓、検証結果など 

訓練項目の追加に

伴う修正

文言の整理

用語の変更に伴う

修正

啓発すべき事項の

追加
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49

４ 住民への周知 

災害時に的確に避難できるよう、住民に次の方法で避難経路及び避難所・避難場所

の周知を行う。 

（１）周知方法 

～略～ 

（２）平常時の周知内容 

ア 地域の避難場所、避難経路等及び家族の集合場所や連絡方法を確認する。 

～略～ 

（３）地震発生時の心得 

～略～ 

第４節 情報通信の整備 

この節の対策 担      当 

通信機器の整備 市民生活部危機管理室、消防本部総務課、総務部総務課

従事者の確保 市民生活部危機管理室、総務部情報推進課

ＧＩＳの導入活用 市民生活部危機管理室、総務部情報推進課 

第１ 通信機器の整備                      

市及び防災関係機関は、有線による通信手段が途絶した場合でも、市域の被害状況

を的確に把握するため、災害情報の収集・伝達体制を確立する。 

４ 住民への周知 

災害時に的確に避難できるよう、住民に次の方法で避難経路及び指定避難所・指定

緊急避難場所の周知を行う。 

（１）周知方法 

～略～ 

（２）平常時の周知内容 

ア 地域の指定避難所・指定緊急避難場所、避難経路等及び家族の集合場所や連

絡方法を確認する。 

～略～ 

キ 災害危険予測（ハザード）の確認

（３）地震発生時の心得 

～略～ 

 サ 避難時のエレベーターの使用を避ける。

シ 避難時には通電火災防止のため電気ブレーカーの遮断を行う。 

第４節 情報通信の整備 

この節の対策 担      当 

通信機器の整備 市民生活部危機管理室、消防本部総務課、総務部総務課

従事者の確保 市民生活部危機管理室、総務部情報推進課

ＧＩＳの導入活用 市民生活部危機管理室、総務部情報推進課

第１ 通信機器手段の整備                         

災害時の被害情報などを収集し、被災者等へ情報を伝達する手段として、又は住民

等に避難情報を伝達する手段として、防災行政無線（戸別受信機を含む）の整備を図

用語の変更に伴う

修正

平時の周知事項を

追記

地震発生時の警戒

事項を追記

通信機器類の整備

状況等の見直しに

伴う修正
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2 るとともに、北海道防災情報システム、全国瞬時警報システム（Ｊ-ALERT）、テレビ、

ラジオ、携帯電話（緊急速報メール・登録型メール配信システムを含む）、衛星携帯

電話など、多様な通信手段の活用・整備に努める。 

市及び防災関係機関は、有線による通信手段が途絶した場合でも、市域の被害状況

を的確に把握するため、災害情報の収集・伝達体制を確立する。 

なお、災害時における主な通信手段（機器）は以下のとおりとなっている。

種類 機能 種別 

同報系防災行政無線 住民に対し、避難情報等の災害情報

を伝達するための無線システム 

（市内西部に25基の屋外スピーカー

設置及び防災行政ラジオを配布） 

情報発信

苫小牧市防災情報サイト 市独自のピンポイント気象予報、雨

量計、河川監視カメラ等のデータの

ほか、気象庁が発表する気象警報、

土砂災害警戒情報、アメダス、衛星

画像など、気象観測データ等を集約

して公開。 

また市からのお知らせとして、避難

情報や被害情報等を掲載した総合防

災情報サイト。 

苫小牧市防災メール 住民に対し、避難情報や気象情報等

の災害情報を伝達するための登録型

メール配信システム。 
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2 テレフォンサービス 住民に対し、市が発令した避難情報

等を確認するための電話サービス 

苫小牧市 

公式フェイスブックページ

ＳＮＳが持つ情報拡散性等の特性を

活用し、避難情報等の災害情報を公

式フェイスブックページで配信。 

北海道防災情報システム 住民に対し、ホームページ及び携帯

電話のメールを活用し、気象警報、

地震、火山情報等を提供するシステ

ム 

移動系防災行政無線 市本庁舎と各外部施設、避難所及び

緊急車両などを結ぶ無線システム 

情報収集

・管理系

水防支援サービス 気象予測会社の気象コンサルティン

グにより、市の気象特性や過去の気

象災害の分析を行い、水防対策支援

情報をはじめとした必要となるコン

テンツが提供されるシステム。 

全国瞬時警報システム 

（Ｊ-ALERT） 

気象庁から送信される気象関係情報

や内閣官房から送信される有事関係

情報を人工衛星を利用して受信する

システム 

緊急情報ネットワーク

（Em-Net） 

内閣官房が整備を進める行政専用回

線の総合行政ネットワーク（ＬＧＷ

ＡＮ）を利用し、総理大臣官邸と地

方公共団体で緊急情報の双方向通信
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2

50 １ 津波情報システム 

道の「北海道総合行政ネットワーク整備事業」によるネットワークで、気象庁か

らの津波情報をリアルタイムで伝達できる「津波警報等緊急伝達システム」を活用

する。 

２ 津波の通報、通信手段 

住民等に対する津波警報等の伝達手段として、同報系防災行政無線を整備すると

ともに、サイレン、広報車、携帯電話のエリアメール、ソーシャル・ネットワーキ

ング・サービス、防災ラジオ等の手段を確保する。 

３ 防災行政無線 

有線電話が途絶したときに通信を確保するために、関係機関や避難所と市役所と

を結ぶ移動系防災行政無線などのネットワークの形成に努める。 

４ ソーシャル・ネットワーキング・サービス等の活用 

インターネットやパソコン通信等のメディアが活用できない場合の通信手段として

市フェイスブックページ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）による配信を

実施する。また、災害時における災害状況、避難所等の状況などの情報通信手段の確

保としてタブレット端末機器類の導入し活用する。

を可能とするシステム 

総合防災情報共有ＷＡＮ 

（北海道開発局） 

大規模災害発生に備えて、道路、河

川等の状況を、国・北海道・道内自

治体で共有するシステム 

高所カメラ（市消防本部） 市本庁舎屋上に設置した高感度カメ

ラ。24 時間監視で火災・災害情報を

把握するシステム 

１ 津波情報システム 

道の「北海道総合行政ネットワーク整備事業」によるネットワークで、気象庁

からの津波情報をリアルタイムで伝達できる「津波警報等緊急伝達システム」を

活用する。 

２ 津波の通報、通信手段 

住民等に対する津波警報等の伝達手段として、同報系防災行政無線を整備する

とともに、サイレン、広報車、携帯電話のエリアメール、ソーシャル・ネットワ

ーキング・サービス、防災ラジオ等の手段を確保する。 

３ 防災行政無線 

有線電話が途絶したときに通信を確保するために、関係機関や避難所と市役所

とを結ぶ移動系防災行政無線などのネットワークの形成に努める。 

４ ソーシャル・ネットワーキング・サービス等の活用 

インターネットやパソコン通信等のメディアが活用できない場合の通信手段と

して市フェイスブックページ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）によ

る配信を実施する。また、災害時における災害状況、避難所等の状況などの情報

通信手段の確保としてタブレット端末機器類の導入し活用する。 
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2 51 第５節 避難環境づくり 

災害時には、災害の規模や状況に応じて、適切な避難活動と被災者の生活の場とな

る避難所の運営が重要である。この節は、避難場所・避難所の指定、避難所設備の整

備、避難路等の指定等避難に関わる環境の整備について定めたものである。各対策及

び担当は次のとおりとする。 

この節の対策 
担      当 

苫小牧市 関係機関等 

避難所・避難場所の指

定 

市民生活部危機管理室  

第１ 避難所・避難場所 

１ 避難所・避難場所の機能  

避難所・避難場所の機能については、それぞれ次の機能と条件を有するものとす

る。 

種別 機能及び条件 

避難所 ○安全性の確保 

○情報伝達の場所としての機能 

○収容施設としての機能 

○救援救護活動の基地としての機能 

避難場所 ○一時的な安全性確保機能 

○避難所への中継 

第５節 避難環境づくり 

災害時には、災害の規模や状況に応じて、適切な避難活動と被災者の生活の場とな

る避難所の運営が重要である。この節は、指定緊急避難場所・指定避難所の指定、避

難所設備の整備、避難路等の指定等避難に関わる環境の整備について定めたものであ

る。各対策及び担当は次のとおりとする。 

この節の対策 
担      当 

苫小牧市 関係機関等 

避難所・指定緊急避難

場所・指定避難所の指

定 

市民生活部危機管理室  

第１ 避難所・指定緊急避難場所・指定避難所の指定

１ 避難所・避難場所の機能 

避難所・避難場所の機能については、それぞれ次の機能と条件を有するものとす

る。 

種別 機能及び条件 

避難所 ○安全性の確保 

○情報伝達の場所としての機能 

○収容施設としての機能 

○救援救護活動の基地としての機能 

避難場所 ○一時的な安全性確保機能 

○避難所への中継 

１ 指定緊急避難場所の指定 ※１ 

指定緊急避難場所の指定にあたっては、災害の危険が切迫した緊急時において住

用語の変更に伴う

修正

指定緊急避難場所

の指定条件の修正
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2 民の安全を確保するため、地域の地形・地質のほか、耐震構造で倒壊、損壊などの

おそれがない等、安全性を勘案する。また、次の異常な現象ごとに、災害発生時に

迅速に開設することが可能な管理体制等を有する施設又は場所を、あらかじめ当該

施設管理者の同意を得た上で、指定緊急避難場所として指定する。 

（１）洪水 （２）崖崩れ・土石流・地滑り （３）高潮 （４）地震 （５）

津波 （６）大規模な火事 （７）内水氾濫 （８）火山現象

※１ 指定緊急避難場所とは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に

その危険から逃れるための避難場所として、災害の種類ごとに安全性等の一

定の基準を満たす施設又は場所である。 

２ 指定避難所の指定 ※２ 

災害が発生した場合に被災者を滞在させるため、次の基準に適合する施設をあ

らかじめ当該施設管理者の同意を得た上で、指定避難所として指定する。 

規模 被災者等を滞在させるために必要かつ適切な規模を有すること。

構造 速やかに被災者等を受け入れ、生活関連物資を配布することが可

能な構造・設備を有すること。 

立地 想定される災害による影響が比較的少ない場所にあること。 

交通 車両等による災害救援物資等の輸送が比較的容易な場所にある

こと。 

※２ 指定避難所とは、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなく

なるまで避難者を滞在させる、又は災害により自宅が倒壊、焼失等により自宅

で生活できない避難者を一時的に滞在させる施設である。 

（１）対象 

指定避難所の指定

条件の修正
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2

２ 指定条件 

   避難所には主に教育施設を指定し、避難場所には主に公園等を指定している。こ

れらは、人口や避難所・避難場所周辺の防災環境の変化に応じて、次の項目を目安

として、指定または指定の解除を実施していく。 

（１）津波、水害、土砂災害、建物倒壊、火災等の危険がなく安全な場所であるこ

と。 

（２）被災者等を滞在させるために必要かつ適切な規模を有すること。 

（３）情報伝達に便利なこと。 

（４）避難に有効な出入口や、安全な避難路が整備されていること。   

（５）速やかに被災者等を受け入れ、又は生活関連物資を被災者に配布することが

施設種類 避難対策班 備蓄品 開設の優先順位

小中学校・高等学校・

大学・高等専門学校 
予め担当を指定 備蓄庫に常備 １位 

その他の施設 ※３ その都度指定 その都度供給 ２位 

※３ 町内会館や災害時応援協定締結により指定した避難所。基本的に長期間の

利用は想定していない。 

３ 指定緊急避難場所及び指定避難所の変更 

指定緊急避難場所及び指定避難所の管理者は、施設の廃止、改築等により現状

に重要な変更を加えようとするときは、市に届け出なければならない。 

４ 指定緊急避難場所及び指定避難所の報告と公示 

 指定緊急避難場所及び指定避難所を指定し、又は取り消したときは、知事に報

告するとともに、公示する。

２ 指定条件 

   避難所には主に教育施設を指定し、避難場所には主に公園等を指定している。こ

れらは、人口や避難所・避難場所周辺の防災環境の変化に応じて、次の項目を目安

として、指定または指定の解除を実施していく。 

（１）津波、水害、土砂災害、建物倒壊、火災等の危険がなく安全な場所であるこ

と。 

（２）被災者等を滞在させるために必要かつ適切な規模を有すること。 

（３）情報伝達に便利なこと。 

（４）避難に有効な出入口や、安全な避難路が整備されていること。   

（５）速やかに被災者等を受け入れ、又は生活関連物資を被災者に配布することが

指定緊急避難場

所・指定避難所の

変更に伴う届出に

関する事項を追記

指定条件の修正に

伴う削除
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2

53

55

可能な構造設備がある。 

（６）耐震構造で倒壊、損壊などのおそれがないこと。 

（７）危険物保管施設等が設置されていないこと。 

（８）車両その他の運搬手段による物資の輸送等が、比較的容易な場所であること。

３ 津波避難ビル等の指定 

市有施設のほか、民間事業者等が所有する施設を、津波災害時に津波浸水予想地

域内において、地域住民等が一時的に緊急避難・退避できる施設（避難所）として

指定する。 

４ 避難所・避難場所の調査 

～略～

第３ 避難所設備の整備 

～略～

第７節 応急対策のための環境整備 

～略～ 

この節の対策 担当 

●医療救護活動 市立総合病院  

●救命救助体制 

の整備 

市民生活部危機管理室、保健福祉部、消防

本部（署）、消防団、市立総合病院 

●要配慮者対策 保健福祉部、総合政策部政策推進室秘書広

報課 

自主防災組織 

可能な構造設備がある。 

（６）耐震構造で倒壊、損壊などのおそれがないこと。 

（７）危険物保管施設等が設置されていないこと。 

（８）車両その他の運搬手段による物資の輸送等が、比較的容易な場所であること。

３５ 津波避難ビル等の指定 

市有施設のほか、民間事業者等が所有する施設を、津波災害時に津波浸水予想

地域内において、地域住民等が一時的に緊急避難・退避できる施設（避難所）と

して指定する。 

４６ 指定避難所・指定緊急避難場所の調査 

～略～

第３ 避難所設備の整備 

～略～

（７）災害時避難者の通信手段確保として Wi-Fi 環境の整備（市内小中学校）

第７節 応急対策のための環境整備 

～略～ 

この節の対策 担当 

●医療救護活動 市立総合病院 

●救命救助体制 

の整備 

市民生活部危機管理室、保健福祉部、福祉

部、消防本部（署）、消防団、市立総合病院

●要配慮者対策 保健福祉部、福祉部、総合政策部政策推進

室秘書広報課 

自主防災組織 

指定条件の一部変

更に伴う修正

用語の変更に伴う

修正

避難所設備の追加

組織名称の修正
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2 56

57

第２ 救命救助体制の整備 

～略～ 

３ 要配慮者に対する救命救助体制の整備 

保健福祉部は、要配慮者の安全確保を検討し、避難計画の検討・必要な施設の整

備とともに、自主防災組織等の協力により地域ぐるみの救命救助体制の充実を図

る。 

第４ 水道水の確保 

～略～ 

また医療用水については必要に応じて給水するため。基準は設けないものとする。 

第５ 食料・必需品等の備蓄 

災害時に必要な食料、生活必需品、応急活動用資機材等の確保のために、備蓄体制

を整備する。 

１ 備蓄品の整備 

（１）備蓄品現況 

   市の備蓄品の現況は、次のとおりである。 

    ※資料編 災害備蓄品の現況一覧 

（２）整備目標 

   備蓄食料として、苫小牧市防災アセスメントの被害予測結果に基づき、り災世

帯数 4,233 世 

帯、り災 9,410 人を基礎として、１日分（３食）にあたる 29,000 食の備蓄を検

討する。 

第２ 救命救助体制の整備 

～略～ 

３ 要配慮者に対する救命救助体制の整備 

保健福祉部、福祉部は、要配慮者の安全確保を検討し、避難計画の検討・必要

な施設の整備とともに、自主防災組織等の協力により地域ぐるみの救命救助体制

の充実を図る。 

第４ 水道水の確保 

～略～ 

また、医療用水については必要に応じて給水する。また医療用水については必要に応

じて給水するため。基準は設けないものとする。 

第５ 食料・必需品等の備蓄 

災害時に必要な食料、生活必需品、応急活動用資機材等の確保のために、苫小牧市

災害時備蓄計画に基づき備蓄体制を整備する。 

１ 備蓄品の整備 

（１）備蓄品現況 

   市の備蓄品の現況は、次のとおりである。 

    ※資料編 災害備蓄品の現況一覧 

（２１）整備目標 

   備蓄食料として、苫小牧市防災アセスメントの被害予測結果に基づき、り災世

帯数 4,233 世 

帯、り災 9,410 人を基礎として、１日分（３食）にあたる 29,000 食の備蓄を検

討する。 

組織名称の修正

文言の整理

苫小牧市備蓄計画

策定に伴い追記及

び文言削除
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2

58

59

～略～ 

その他、次の資機材等の備蓄を推進していく。 

～略～ 

（７）交通規制用機材  

（８）公共土木用施設等の復旧用資材 

（８）発電機 

（９）避難所運営用資機材 

３ 備蓄倉庫等の整備 

（１）備蓄倉庫の現況 

市内の防災用備蓄倉庫は、日の出公園内にある備蓄倉庫のほか、、沼ノ端スポー

ツセンター、各小中学校等の公共施設等を利用している。 

（２）整備目標 

公共施設等を対象に備蓄倉庫の設置に努め、食料・生活必需品・救助活動用資

機材等を備蓄する。 

また、寒冷期において発生した場合の対策として暖房器具、燃料等の整備に努

める。 

第８ 避難行動要支援者名簿

１ 避難支援等関係者となる者

（１）～（５） 略

（６）自主防災組織など

２ 避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲

～略～ 

その他、次の資機材等の備蓄を推進していく。 

～略～ 

（７）交通規制用機材 照明器具

（８）公共土木用施設等の復旧用資材 

（８）発電機 

（９）避難所運営用資機材 

３ 備蓄倉庫等の整備 

（１）備蓄倉庫の現況 

市内の防災用備蓄倉庫は、日の出公園内にある備蓄倉庫のほか、消防防災訓練

センター、沼ノ端スポーツセンター、豊川コミュニティセンター、各小中学校等

の公共施設等を利用している。 

（２）整備目標 

公共施設等を対象に備蓄倉庫の設置に努め、食料・生活必需品・救助活動用資

機材等を備蓄する。 

また、寒冷期において発生した場合の対策として暖房器具、燃料等の整備に努

める。 

第８ 避難行動要支援者名簿

１ 避難支援等関係者となる者

（１）～（５） 略

（６）町内会・自主防災組織など

２ 避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲

備蓄品の一部修正

備蓄倉庫新設に伴

う修正

苫小牧市備蓄計画

策定に伴う項目削

除

関係者となる者の

修正
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2

3

63

64

65

（１）～（３） 略

（４）重度障害者

【第３章 災害応急対策計画】 

第１節 災害応急体制 

地震・津波災害が発生した場合、市は市役所に災害対策本部を設置し、職員の動員・

配備を行い、必要な応急活動を実施する。また、注意報・警報が発令された場合には、

災害警戒本部を災害への警戒活動を実施する。 

～略～ 

第１ 災害対策本部 

～略～ 

２ 本部の設置場所 

（１）本部は市役所内に置く。 

（２）本部を設置したときは、市役所正面玄関及び本部室前に「苫小牧市○○災害対

策本部」等の標識を掲示する。 

５ 本部の移設 

 市役所は建物損壊等により本部機能を全うできない場合、本部長（市長）の判断に

より、消防署、白鳥アリーナ等に本部を移設する 

８ 本部の組織 

  本部の組織及び役割は、次のとおりである。 

（１）～（３） 略

（４）重度障害者

【第３章 災害応急対策計画】 

第１節 災害応急体制 

地震・津波災害が発生した場合、市は市役所に災害対策本部を設置し、職員の動員・

配備を行い、必要な応急活動を実施する。また、注意報・警報が発令発表された場合

には、災害警戒本部注意配備を、警報が発表された場合には災害対策本部を設置し、

災害への警戒活動を実施する。 

～略～ 

第１ 災害対策本部 

～略～ 

２ 本部の設置場所 

（１）本部は市役所内本庁舎２階防災フロアに置く。 

（２）本部を設置したときは、市役所正面玄関及び本部室前に「苫小牧市○○災害対

策本部」等の標識を掲示する。 

５ 本部の移設 

 市役所がは建物損壊等により本部機能を全うできない場合、本部長（市長）の判断

により、消防署、白鳥王子アイスアリーナ等に本部を移設する 

８ 本部の組織 

  本部の組織及び役割は、次のとおりである。 

範囲の見直しによ

る修正

配備体制の見直し

に伴う修正

災害対策本部設置

場所を具体的に明

記

誤字等修正
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救援対策部 救援庶務班、第１～４救援班、災害ボランティア班 

文教対策部 教育庶務班、学校班、施設班、警備班、社会教育施設班 

交通部 交通班 

１３ 災害初動期の災害対策本部体制の運用 

初動期本部体制（例）の表中  応急対策班 

第３ 参集・配備 

１ 配備基準 

参集配備は、原則的に次の配備基準に基づいた自動配備とする。

体制 配備 配備基準 活動内容 配備人員 

本
部
設
置
前

情
報
連
絡
体
制

注
意
配
備

○市域に震度３の地震が発生した 

とき 

○津波予報区の北海道太平洋沿岸 

西部に「津波注意」の津波注意

報が発表されたとき 

・情報連絡

・津波情報

の伝達 

・津波の警

 戒 

危機管理室

消 防 本 部

（署） 

その他、必

要な部 

非
常
警
戒
本
部
体
制

警
戒
配
備

○市域に震度４の地震が発生した 

とき 

・情報連絡

・被害状況

の伝達 

・津波情報

の伝達 

・海岸部の

警戒 

総括部、消

防部、広報

調査部、そ

の他必要な

部 

救援対策部 救援庶務班、第１～４救援班、警備班、災害ボランティア班 

文教対策部 教育庶務班、学校班、スポーツ施設班、警備班、社会教育施設班

交通部 交通班

１３ 災害初動期の災害対策本部体制の運用 

初動期本部体制（例）の表中  応急対策班部

第３ 参集・配備 

１ 配備基準 

参集配備は、原則的に次の配備基準に基づいた自動配備とする。

体制 配備 配備基準 活動内容 配備人員 

本
部
設
置
前

情
報
連
絡
体
制

注
意
配
備

○市域に震度３の地震が発生した

とき 

○津波予報区の北海道太平洋沿岸

西部に「津波注意」の津波注意

報が発表されたとき 

（・報道発表等市民へ情報提供

が必要な場合） 

（・情報収集・巡回広報等が必

要な場合）

・情報連絡

・津波情報

の伝達 

・津波の警

 戒 

危機管理室

消 防 本 部

（署） 

都市建設部

上下水道部

その他、必

要な部 

（総合政策

部） 

（財政部）

非
常
警
戒
本
部
体
制

警
戒
配
備

○市域に震度４の地震が発生した

とき 

・情報連絡

・被害状況

の伝達 

・津波情報

の伝達 

・海岸部の

警戒 

総括部、消

防部、広報

調査部、そ

の他必要な

部 

危機管理室

消 防 本 部

（署） 

都市建設部

上下水道部

総合政策部

財政部 

所管担当の修正

誤字修正

配備体制の見直し

に伴う修正
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本
部
設
置
後

災
害
対
策
本
部
体
制

第
１
非
常
配
備

○市域に震度５弱の地震が発生 

したとき 

○津波予報区の北海道太平洋沿

岸西部に津波警報が発表され

たとき 

○地震・津波により局地的に軽微

な物的被害が発生したとき 

○地震による土砂崩れなどに警

戒を要するとき 

○避難所開設を必要とする事態 

になったとき 

・情報連 

 絡 

・被害状 

況の把 

握 

・災害の 

警戒・ 

応急復 

旧 

各班必要

な人員 

第
２
非
常
配
備

○市域に震度５強以上の地震が発 

生したとき 

○地震・津波により人的被害が発 

生したとき 

○地震により市内各所で被害が発 

生したとき 

・情報連絡

・被害状況

の把握 

・救出 

・応急医療

救護 

・被災者救

 援 

・応急復旧

全職員 

第２節 地震・津波情報の収集・伝達 

第１ 地震及び津波に関する情報

１ 地震に関する情報

震源に関する情報 震源要素及び地震の規模を内容とする。

本
部
設
置
後

災
害
対
策
本
部
体
制

第
１
非
常
配
備

○市域に震度４以上の地震が発

生し、局地的に軽微な物的被害

が発生したとき 

〇地震による土砂崩れなどに警

戒を要するとき 

〇近隣自治体に被害が発生し、広

域的な支援を要するとき 

・情報連

絡 

・被害状

況の把握 

・災害の

警戒 

・応急復

旧 

警戒配備

の人員を

基本に必

要な部署

各班班長 

第
２
１
非
常
配
備

○市域に震度５弱の地震が発生 

したとき 

○津波予報区の北海道太平洋沿

岸西部に津波警報が発表され

たとき 

○地震・津波により局地的に軽微

な物的被害が発生したとき 

○地震による土砂崩れなどに警

戒を要するとき 

○避難所開設を必要とする事態 

になったとき 

・情報連 

 絡 

・被害状 

況の把 

握 

・災害の 

警戒・ 

応急復 

旧 

各班必要

な人員 

第
３
２
非
常
配
備

○市域に震度５強以上の地震が発

生したとき 

○津波予報区の北海道太平洋沿

岸西部に大津波警報が発表さ

れたとき 

○地震・津波により人的被害が発

生したとき 

○地震により市内各所で被害が発

生したとき 

・情報連絡

・被害状況

の把握 

・救出 

・応急医療

救護 

・被災者救

 援 

・応急復旧

全職員 

※被災状況により、余震などによる二次災害、大雨等の他の自然災害による複合災害

に備え、災害対策本部の配備基準を暫定的にレベルを引き上げ、対応する場合があ

る。 

第２節 地震・津波情報の収集・伝達 

第１ 地震及び津波に関する情報

１ 地震に関する情報

震源に関する情報 震源要素及び地震の規模に関する情報を内容とす

る。

北海道胆振東部地

震での対応を踏ま

え非常配備追加

二次災害などに備

えた配備基準の暫

定対応を設定

文言修正
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震源・震度に関する情報 地震の発生場所（震源）とその規模（マグニチュー

ド）と震度３以上を観測した地域名と市町村名の情

報

各地の震度に関する情報 震度１以上を観測した地点と地震の発生場所（震源）

やその規模（マグニチュード）の情報

地震回数に関する情報 地震が多発した場合の震度１以上を観測した地震回

数情報

２ 津波に関する情報

津波到達予想時刻・予想さ

れる津波の高さに関する

情報 

津波予報区ごとの津波の第一波が到達する予想時刻

及び予想される津波の高さを内容とする 

各地の満潮時刻・津波到達

予想時刻に関する情報 

津波予報区ごとの津波の第一波が到達する予想時刻

並びに地点ごとの満潮時刻及び津波の第一波が到達

する予想時刻を内容とする 

津波観測に関する情報 津波の第一波を観測した時刻及びその高さ並びに津

波の最大の高さ及びその観測時刻を内容とする 

第２ 地震及び津波予報・警報の種類 

（１）緊急地震速報 

震源・震度に関する情報 地震の発生場所（震源）やとその規模（マグニチュ

ード）、と震度３以上を観測した地域名と市町村名に

関する情報の情報

各地の震度に関する情報 震度１以上を観測した地点のほか、と地震の発生場

所（震源）やその規模（マグニチュード）に関する

情報の情報

地震回数に関する情報 地震が多発した場合の震度１以上を観測した地震回

数に関する情報情報

２ 津波に関する情報 

津波到達予想時刻・予想さ

れる津波の高さに関する

情報 

津波予報区ごとの津波の第一波が到達する予想時刻

及び予想される津波の高さに関する情報を内容とす

る

各地の満潮時刻・津波到達

予想時刻に関する情報 

津波予報区ごとの津波の第一波が到達する予想時刻

並びに地点ごとの満潮時刻及び津波の第一波が到達

する予想時刻に関する情報を内容とする

津波観測に関する情報 津波の第一波を観測した時刻及びその高さ並びに津

波の最大の高さ及びその観測時刻に関する情報を内

容とする

第２ 地震及び津波予報・警報の種類 

１（１）緊急地震速報 

文言修正
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 ア 緊急地震速報の発表等 

   気象庁は、震度５弱以上の揺れが予想された場合に、震度４以上が予想される

地域（緊急地震速報で用いる区域に対し、緊急地震速報を発表する。 

注）緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波

を解析することにより、地震による強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来るこ

とを知らせる警報である。このため、震源付近では強い揺れの到達に間に合わないる。

イ 緊急地震速報の伝達 

   気象庁は、緊急地震速報を発表し、日本放送協会（ＮＨＫ）に伝達する。また、

テレビ、ラジオ、携帯電話（緊急速報メール機能）、全国瞬時警報システム（Ｊ

－ＡＬＥＲＴ）経由による市区町村の防災行政無線等を通して住民に伝達す

る。 

(２)地震情報の種類とその内容 

地震情報の種類 発表基準 内容 

震度速報 ・震度３以上 地震発生約１分半後に、

震度３以上を観測した地

域名（全国を約 190 地域

に区分）と地震の揺れの

発現時刻を速報 

（１）ア 緊急地震速報の発表等 

   気象庁は、最大震度５弱以上の揺れが予想された場合に、震度４以上が予想さ

れる地域（緊急地震速報で用いる区域に対し、緊急地震速報を発表する。 

注）緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波

を解析することにより、地震による強い揺れが来る前に、これから強い揺れが

来ることを知らせる警報である。このため、震源付近では強い揺れの到達に間

に合わない場合がある。

（２）イ 緊急地震速報の伝達 

   気象庁は、緊急地震速報を発表し、日本放送協会（ＮＨＫ）に伝達する。また、

緊急地震速報は、テレビ、ラジオ、携帯電話（緊急速報メール機能を含む）、

全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）経由による市区町村の防災行政無線

等を通して住民に伝達されるする。

２(２)地震情報の種類とその内容 

地震情報の種類 発表基準 内容 

震度速報 ・震度３以上 地震発生約１分半後に、

震度３以上を観測した地

域名（全国を 188 約 190

地域に区分）と地震の揺

れの発現時刻を速報 

項目番号の整理に

伴う修正

文言修正

項目番号の整理に

伴う修正

文言修正

地震情報の内容修

正
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3 震源に関する情報 ・震度３以上 

（大津波警報、津波警報

または津波注意報を発表

した場合は発表しない）

地震の発生場所（震源）

やその規模（マグニチュ

ード）を発表 

震源・震度に関する情報 以下のいずれかを満たし

た場合 

・震度３以上 

・大津波警報、津波警報

または津波注意報発表時

・若干の海面変動が予想

される場合 

・緊急地震速報（警報）

を発表した場合 

地震の発生場所（震源）

やその規模（マグニチュ

ード）、震度３以上を観測

したの地域名と市町村名

を発表 

震度５弱以上と考えられ

る地域で、震度を入手し

ていない地点がある場合

は、その市町村名を発表

震源に関する情報 ・震度３以上 

（大津波警報、津波警報

または津波注意報を発表

した場合は発表しない）

「津波の心配がない」又

は「若干の海面変動があ

るかもしれないが被害の

心配はない」旨を付加し

て、地震の発生場所（震

源）やその規模（マグニ

チュード）を発表 

「津波の心配がない」ま

たは「若干の海面変動が

あるかもしれないが被害

の心配はない」旨を付加

震源・震度に関する情報 以下のいずれかを満たし

た場合 

・震度３以上 

・大津波警報、津波警報

または津波注意報発表時

・若干の海面変動が予想

される場合 

・緊急地震速報（警報）

を発表した場合 

地震の発生場所（震源）

やその規模（マグニチュ

ード）、震度３以上を観測

したの地域名と市町村名

を発表 

震度５弱以上と考えられ

る地域で、震度を入手し

ていない地点がある場合

は、その市町村名を発表
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３ 津波関係 

（１）大津波警報・津波警報・津波注意報 

ア 大津波警報・津波警報・津波注意報の発表等 

気象庁は、地震が発生した時は地震の規模や位置を即時に推定し、これらをもとに沿

岸で予想される津波の高さを求め、津波による災害の発生が予想される場合には、地

震が発生してから約３分を目標に大津波警報、津波警報または津波注意報（以下これ

らを「津波警報等」という。）を発表する。なお、大津波警報については、津波特別

警報に位置づけられる。津波警報等とともに発表する予想される津波の高さは、通常

は数値で発表する。ただし、地震の規模（マグニチュード）が８を超えるような巨大

地震は地震の規模を数分内に精度よく推定することが困難であることから、推定した

地震の規模が過小に見積もられているおそれがある場合は、予想される津波の高さを

定性的表現で発表する。予想される津波の高さを定性的表現で発表した場合は、地震

発生からおよそ 15 分程度で、正確な地震規模を確定し、その地震規模から予想され

る津波の高さを数値で示した更新情報を発表する。 

津波警報等の種類と発表される津波の高さ等 

～略～ 

３ 津波関係 

（１）大津波警報・津波警報・津波注意報 

ア 大津波警報・津波警報・津波注意報の発表等 

気象庁は、地震が発生した時は地震の規模や位置を速やかに即時に推定し、これらを

もとに沿岸で予想される津波の高さを求め、津波による災害の発生が予想される場合

には、地震が発生してから約３分を目標に大津波警報、津波警報または津波注意報（以

下これらを「津波警報等」という。）を津波予報区単位で発表する。なお、大津波警

報については、津波特別警報に位置づけられる。

津波警報等とともに発表されるする予想するされる津波の高さは、通常は５段階の数

値で発表する。ただし、地震の規模（マグニチュード）がマグニチュード８を超える

ような巨大地震に対しては津波警報等発表の時点では、その海域における最大の津波

想定等をもとに津波警報等を発表する。その場合、最初に発表する大津波警報や津波

警報では、予想される津波の高さを「巨大」や「高い」という言葉を用いて発表し、

非常事態であることを伝える。予想される津波の高さを「巨大」などの言葉で発表し

た場合には、その後、地震の規模が精度良く求められた時点で津波警報等を更新し、

津波情報では予想される津波の高さも数値で発表する。地震の規模を数分内に精度よ

く推定することが困難であることから、推定した地震の規模が過小に見積もられてい

るおそれがある場合は、予想される津波の高さを定性的表現で発表する。予想される

津波の高さを定性的表現で発表した場合は、地震発生からおよそ 15分程度で、正確

な地震規模を確定し、その地震規模から予想される津波の高さを数値で示した更新情

報を発表する。 

津波警報等の種類と発表される津波の高さ等 

～略～ 

文言整理
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注）「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点における潮位と、その

時点に津波がなかったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上昇し

た高さをいう。 

（２）津波情報 

ア 津波情報の発表等 

津波警報等を発表した場合には、津波の到達予想時刻などを津波情報で発表する。 

※大津波警報を特別警報に位置づけている

注）「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点における潮位と、その

時点に津波がなかったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上昇し

た高さをいう。 

項目番号等の修正 

修正内容 項 

イ 津波警報等の留意事項等 

「・」を（ア）（イ）（ウ）に修正 
80 

※１ 津波観測に関する情報の発表内容について 

「・」を（１）（２）に修正 
81 

※２ 沖合の津波観測に関する情報の発表内容について

「・」を（１）（２）（３）に修正 
81 

イ 津波情報の留意事項等 

① ～④を（ア）から（エ）に修正 
82 

（２）津波情報 

ア 津波情報の発表等 

気象庁は、津波警報等を発表した場合には、各津波予報区の津波の到達予想時刻や予

想される津波の高さ、各観測点の満潮時刻や津波の到達予想時刻や予想される津波の

高さなどを津波情報で発表する。 

特別警報について

注記追加

項目番号の整理

津波発表情報の修

正
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津波情報の種類と発表内容 

津

波

情

報

情報の種類 発表内容 

津波到達予想時

刻・予想される津

波の高さに関す

る情報 

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津波の

高さを５段階の数値（メートル単位）または２種類の定

性的表現で発表 

［発表される津波の高さの値は、（津波警報等の種類と発

表される津波の高さ等）参照］ 

最大波の観測値の発表内容 

発表中の 

津波警報等 
発表基準 発表内容 

大津波警報 

観測された津波の高さ＞1 ｍ 数値で発表 

観測された津波の高さ≦１ｍ 「観測中」と発表 

津波警報 

観測された津波の高さ≧0.2 ｍ 数値で発表 

観測された津波の高さ＜0.2 ｍ 「観測中」と発表 

津波注意報 （すべて数値で発表） 

数値で発表（津波の高さがご

く小さい場合は「微弱」と表

現） 

※２ 沖合の津波観測に関する情報の発表内容について 

・沖合で観測された津波の第１波の観測時刻と押し引き、その時点における最大波の

観測時刻と高さを観測点ごとに、及びこれら沖合の観測値から推定される沿岸での

推定値（第１波の到達時刻、最大波の到達時刻と高さ）を津波予報区単位で発表す

る。 

・最大波の観測値及び推定値については、観測された津波の高さや推定される津波の

津波情報の種類と発表内容 

津

波

情

報

情報の種類 発表内容 

津波到達予想時

刻・予想される津

波の高さに関す

る情報 

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津波の

高さを５段階の数値（メートル単位）または「巨大」や

「高い」という言葉２種類の定性的表現で発表 

［発表される津波の高さの値は、（津波警報等の種類と発

表される津波の高さ等）参照］ 

最大波の観測値の発表内容

警報・注意報の発表状況 観測された津波の高さ 内容 

大津波警報を発表中 

1 ｍ超 数値で発表 

１ｍ以下 「観測中」と発表 

津波警報を発表中 

0.2 ｍ以上 数値で発表 

0.2 ｍ未満 「観測中」と発表 

津波注意報を発表中 （すべての場合） 

数値で発表（津波の高さが

ごく小さい場合は「微弱」

と表現） 

※２ 沖合の津波観測に関する情報の発表内容について 

・（１）沖合で観測された津波の第１波の観測時刻と押し引き、その時点までに観測

されたにおける最大波の観測時刻と高さを観測点ごとに発表する。また、及びこれら

沖合の観測値から推定される沿岸での推定値（第１波の推定到達時刻、最大波の推定

到達時刻と推定高さ）を津波予報区単位で発表する。 

・（２）最大波の観測値及び推定値については、沿岸での観測と同じように避難行動

津波情報の発表内

容の修正

観測値の発表内容

修正

沖合の津波観測に

関する情報の発表

内容修正
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高さが低い段階で数値を発表することにより避難を鈍らせるおそれがあるため、当

該津波予報区において大津波警報または津波警報が発表中であり沿岸で推定され

る津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」（沖合での観測値）または「推

定中」（沿岸での推定値）の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。

・ただし、沿岸からの距離が 100km を超えるような沖合の観測点では、予報区との対

応付けが困難となるため、沿岸での推定値は発表しない。また、観測値についても、

より沿岸に近く予報区との対応付けができている他の観測点で観測値や推定値が

数値で発表されるまでは「観測中」と発表する。 

最大波の観測値及び推定値の発表内容（沿岸から 100km程度以内にある沖合の観測点）

発表中の 

津波警報等
発表基準 発表内容 

大津波警報

沿岸で推定される津波の高さ

＞３ｍ 

沖合での観測値、沿岸での推定値と

も数値で発表 

沿岸で推定される津波の高さ

≦３ｍ 

沖合での観測値を「観測中」、沿岸

での推定値は「推定中」と発表 

津波警報 

沿岸で推定される津波の高さ

＞１ｍ 

沖合での観測値、沿岸での推定値と

も数値で発表 

沿岸で推定される津波の高さ

≦１ｍ 

沖合での観測値を「観測中」、沿岸

での推定値は「推定中」と発表 

への影響を考慮し、一定の基準を満たすまでは数値を発表しない。観測された津波の

高さや推定される津波の高さが低い段階で数値を発表することにより避難を鈍らせ

るおそれがあるため、当該津波予報区において大津波警報または津波警報が発表中の

津波予報区において、であり沿岸で推定される津波の高さが低い間は、数値ではなく

「観測中」（沖合での観測値）及びまたは「推定中」（沿岸での推定値）の言葉で発表

して、津波が到達中であることを伝える。 

・ただし、沿岸からの距離が 100km を超えるような沖合の観測点では、津波予報区と

の対応付けが難しい困難となるため、沿岸での推定値は発表しない。また、最大波の

観測値については数値ではなくも、より沿岸に近く予報区との対応付けができている

他の観測点で観測値や推定値が数値で発表されるまでは「観測中」の言葉でと発表し

て、津波が到達中であることを伝えるする。

沖合で観測された津波の最大波（観測値及び沿岸での推定値）の発表内容 

警報注意報の発表

状況 
発表基準 発表内容 

大津波警報 

３ｍ超 
沖合での観測値、沿岸での推定値とも数

値で発表 

３ｍ以下 
沖合での観測値を「観測中」、沿岸での推

定値を「推定中」と発表 

津波警報を発表中

１ｍ超 
沖合での観測値、沿岸での推定値とも数

値で発表 

１ｍ以下 
沖合での観測値を「観測中」、沿岸での推

定値を「推定中」と発表 

観測値及び推定値

の発表内容修正
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津波注意報 （すべて数値で発表） 
沖合での観測値、沿岸での推定値と

も数値で発表 

（３）津波予報 

地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、以下の内容を津波予報

で発表する。 

津波注意報を発表

中 

（すべての場

合） 

沖合での観測値、沿岸での推定値とも数

値で発表 

（３）津波予報 

気象庁は、地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、以下の内容

を津波予報で発表する。 

文言追加
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（二重線）で囲まれている機関は気象業務法の規定に基づく法定伝達先 

（太線）は、特別警報が発表された際の気象業務法の規定に基づく通知

もしくは周知の 措置が義務付けられている伝達 

は放送 

は気象業務法に基づく通知等の義務及び放送以外の伝達 

津波予報の系統図

修正（北海道地域

防災計画と整合）

ＮＴＴ東日本仙台センター 

ＮＴ西日本大阪センター 
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83

第３節 被害情報の収集・伝達・報告 

第１ 災害直後の被害状況の把握 

第２ 初動活動期の被害調査 

～略～ 

２ 調査の内容 

  初動活動期の被害状況の調査内容は、次のとおりとする。 

第１順位 人、住家被害 

第２順位 公立施設被害 

第３順位 農業、土木、商工、林業、水産被害 

第３ 応急活動期の被害調査 

２ 各班の調査内容 

応急活動期は各部担当班が、下記の事項について詳細な被害状況の調査を行う。 

第３節 被害情報の収集・伝達・報告 

第１ 災害直後の被害状況の把握 

第２ 初動活動期の被害調査 

～略～ 

２ 調査の内容 

  初動活動期の被害状況の調査内容は、次のとおりとする。 

第１順位 人、住家被害 

第２順位 公立公共施設被害 

第３順位 農業、土木、商工、林業、水産被害 

第３ 応急活動期の被害調査 

２ 各班の調査内容 

応急活動期は各部担当班が、下記の事項について詳細な被害状況の調査を行う。 

被害情報の把握方

法修正

文言修正

災害時の広報内容

に被害の状況を追

加

※第２「初動活動期の被害調査」に続く
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部  名 班   名 調  査  事  項 

交通部 交通班 交通網に係る被害状況 

第５ 防災関係機関への被害の伝達 

１ 防災関係機関への伝達 

総括部災害総括班、消防部消防情報班、総括部連絡記録班は、被害報告を受けた

後、ただちに防災関係機関へ通報する。 

 通報先 

 ○ 胆振総合振興局地域政策部地域政策課

 ○ 苫小牧警察署 

 ○ 室蘭地方気象台、その他の防災関係機関 

第６ 道（胆振総合振興局）への被害の報告 

～略～ 

報告の種類 内   容 報告の方

法 

報 告 先 

災害情報 災害の経過に応じ逐次報告 電話また

は無線等

胆振総合振興局

地域政策部地域

政策課 

被害状況報告 

（速報） 

被害発生後、直ちに件数の

み報告 

被害状況報告 

（中間報告） 

被害状況が判明次第、報告

報告内容に変化 → その都

度報告 

被害状況報告 

（最終報告） 

応急措置完了後、15日以内

に報告 

文書 

部  名 班   名 調  査  事  項 

交通部 交通班 交通網に係る被害状況 

第５ 防災関係機関への被害の伝達 

１ 防災関係機関への伝達 

総括部災害総括班、消防部消防情報班、総括部連絡記録班は、被害報告を受け

た後、ただちに防災関係機関へ通報する。 

 通報先 

 ○ 胆振総合振興局地域政策創生部地域政策課

 ○ 苫小牧警察署 

 ○ 室蘭地方気象台、その他の防災関係機関 

第６ 道（胆振総合振興局）への被害の報告 

～略～ 

報告の種類 内   容 報告の方

法 

報 告 先 

災害情報 災害の経過に応じ逐次報告 電話また

は無線等

胆振総合振興局

地域政策創生部

地域政策課 

被害状況報告 

（速報） 

被害発生後、直ちに件数の

み報告 

被害状況報告 

（中間報告） 

被害状況が判明次第、報告

報告内容に変化 → その都

度報告 

被害状況報告 

（最終報告） 

応急措置完了後、1520 日以

内に報告 

文書 

所管担当変更に伴

う修正

組織名称の修正

組織名称の修正
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90

第４節 災害広報 

～略～ 

第１ 避難広報 

  ２ 地震が発生し、又は津波のおそれがある場合、災害対策部総括班は、防災行

政無線等により住民への避難広報を実施する。 

第２ 避難所・住民・事業所への広報 

応急活動期には、避難所及び住民に対して状況に応じた手段で広報を行う。 

担 当 手  段 内   容 備  考

～略～ ～略～ ～略～ ～略～ 

避難対策部 

避難庶務班 

避難所掲示

板・口頭等
○避難所生活の注意事項・連絡事項 

○応急活動の状況、復旧の見通し 

○安否確認情報等 

○住民サービスの情報等 

○公共交通機関の運行 

避難所入

口に掲示

第５ 報道機関への対応 

秘書報道広聴部報道広聴班は、必要に応じて記者会見・発表を行う。 

発 表 者 記者会見場 内      容 

秘書報道広聴部 

報道広聴班長 

市役所内 

又は代替施設

・災害の種別、発生場所、日時、状況 

・被害の状況 

・災害応急対策の状況等

第４節 災害広報 

～略～ 

第１ 避難広報 

  ２ 地震が発生し、又は津波のおそれがある場合、災害対策部総括班は、防災行

政無線、Lアラート等により住民への避難広報を実施する。 

第２ 避難所・住民・事業所への広報 

応急活動期には、避難所及び住民に対して状況に応じた手段で広報を行う。 

担 当 手  段 内   容 備  考

～略～ ～略～ ～略～ ～略～ 

避難対策部 

避難庶務班 

避難所掲示

板・口頭等
○避難所生活の注意事項・連絡事項 

○被害の状況 

○応急活動の状況、復旧の見通し 

○安否確認情報等 

○住民サービスの情報等 

○公共交通機関の運行 

避難所入

口に掲示

第５ 報道機関への対応 

秘書報道広聴部報道広聴班は、必要に応じて記者会見・発表を行う。 

発 表 者 記者会見場 内      容 

秘書報道広聴部 

報道広聴班長 

市役所内 

又は代替施設

・災害の種別、発生場所、日時、状況 

・被害の状況 

・災害応急対策の状況等・復旧の見通し

避難広報の手法追

記

災害時の広報内容

に被害の状況を追

加

報道機関を通じた

情報提供の内容に

復旧の見通し、災

害対策の方針を追

記
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3 ・住民サービス等 

・避難・避難所に関する情報 

・住民サービス等 

・避難・避難所に関する情報 

・災害対策の方針

第６ 安否情報の提供

１ 安否情報の照会手続 

（１） 安否情報の照会は、照会者の氏名・住所（法人その他の団体にあってはその

名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地））や照会に係る被災者の氏名・

住所・生年月日・性別、照会理由等を明らかにさせて行うものとする。 

（２）安否情報の照会を受けた場合、当該照会者に対して運転免許証、健康保険の被

保険証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード等の本人確認資料の提示又は

提出を求めることなどにより、照会者が本人であることを確認するものとする。

（３）安否情報の照会を受けた場合、当該照会が不当な目的によるものと認めるとき

など一定の場合を除き、次の照会者と照会に係る被災者との間柄に応じて、適当

と認められる範囲の安否情報の提供をすることができるものとする。 

 照会者と照会に係る被災者との間柄 照会に係る被災者の安否情報 

ア

・被災者の同居の親族 

（婚姻の届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者その他婚

姻の予約者を含む。） 

・被災者の居所 

・被災者負傷若しくは疾病の状況 

・被災者の連絡先その他安否の確認

に必要と認められる情報 

イ

・被災者の親族（アに掲げる者を除

く。） 

・被災者の職場関係者及びその他の

・被災者の負傷又は疾病の状況 

安否情報の提供に

関する事項を追記
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3 関係者 

ウ

・被災者の知人その他の被災者の安

否情報を必要とすることが相当で

あると認められる者 

・被災者について保有している安否

情報の有無 

（４） （３）にかかわらず、照会に係る被災者の同意があるときなどの場合には、

必要と認められる照会に係る被災者の居所、死亡・負傷等の状況など安否の確認

に必要と認められる限度において情報を提供することができるものとする。 

２ 安否情報を回答するに当たっての道又は市の対応 

道及び市は安否情報を回答するときは、次のとおり対応するものとする。 

（１）被災者又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないよう配慮しつつ、消

防・救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及

ぼさない範囲において回答するよう努めるものとする。 

（２）安否情報の適切な提供のために必要な限度で、その保有する被災者の氏名その

他の被災者に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目

的のために内部で利用することができるものとする。 

（３）安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、関係市町村、消防機関、

警察等と協力して被災者に関する情報の収集に努めることとする。 

（４）被災者の中に、配偶者からの暴力等を受け加害者から追跡されて危害を受ける

恐れがある者等が含まれる場合は、その加害者等に居所が知られることのないよ

う当該被災者の個人情報の管理を徹底するよう努めるものとする。 



47 

章 項 現行 変更後 備考
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93

94

自衛隊派遣要請の流れ

道知事

（防災消防課）

２ 消防防災ヘリコプターの要請 

総括部災害総括班は、ヘリコプターによる負傷者等の搬送、物資の輸送等が必要

なときは、「北海道消防防災ヘリコプター応援協定」に基づき、道に対して消防防

災ヘリコプターの出動を要請する。 

要請先 本庁総務部防災消防課防災航空室 

電 話 011-782-3233 FAX  011-782-3234 

～略～ ～略～ 

第５節 応援派遣要請と受け入れ 

第１ 自衛隊派遣要請 

１ 派遣要請の方法 

※表中の項目番号等の修正 

要請内容 ①～⑦を（１）～（７）に修正

自衛隊派遣要請の流れ

道知事

（防災消防課）

（危機対策局危機対策課）

第２ 自治体への要請 

１ 道（胆振総合振興局）への要請 

※表中の項目番号の修正

応援の要求 
①～⑤を（１）～（５）に修正

職員派遣 要請・斡旋

２ 消防防災ヘリコプターの要請 

総括部災害総括班は、ヘリコプターによる負傷者等の搬送、物資の輸送等が必

要なときは、「北海道消防防災ヘリコプター応援協定」に基づき、道に対して消防

防災ヘリコプターの出動を要請する。 

要請先 本庁北海道総務部防災消防課危機対策局危機対策課防災航空室

電 話 011-782-3233 FAX  011-782-3234 

～略～ ～略～ 

項目番号の修正

組織名称の修正

項目番号の修正

組織名称の修正
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3

96 第５ 自衛隊、応援隊の受入れ 

１ 自衛隊の受入れ 

  自衛隊の派遣が確定したときは、次のとおり部隊の受入体制を準備する。 

～略～

２ 他市町村職員等の応援隊受入れ 

  応援隊の派遣が確定したときは、円滑な受入れを実現するため、関係する各部各

班は、と連携し次のようなとおり応援隊の受入体制を準備する。 

連絡窓口

 関係する各部各班から連絡担当者を、応援隊から連絡員の派遣を

要請し、連絡窓口を一本化する。 

作業計画
○応援を求める作業について、速やかに作業計画を立てる。 

○必要な資機材を確保する。 

受入場所 ○宿舎、屋内施設 

３ 撤収要請 

本部長は、振興局長・道知事と派遣部隊長との協議の上、災害派遣部隊の撤収

要請を行う。 

要請事項 ※項目番号の修正 ①～⑦を（１）～（７）に修正

第５ 自衛隊、応援隊の受入れ 

１ 自衛隊の受入れ 

  自衛隊の派遣が確定したときは、次のとおり部隊の受入体制を準備する。 

～略～

２ 他市町村職員等の応援隊受入れ 

  応援隊の派遣が確定したときは、円滑な受入れを実現するため、関係する各部各

班は、と連携し次のようなとおり応援隊の受入体制を準備する。 

連絡窓口

 関係する各部各班から連絡担当者を、応援隊から連絡員の派遣を

要請し、連絡窓口を一本化する。 

作業計画
○応援を求める作業について、速やかに作業計画を立てる。 

○必要な資機材を確保する。 

受入場所 ○宿舎、屋内施設 

３２ 撤収要請 

本部長は、振興局長・道知事と派遣部隊長との協議の上、災害派遣部隊の撤収

要請を行う。 

第６ 受援体制の確立 

１ 受援の組織体制 

大規模災害時には人的・物的支援を要請することが必要となる。この際、受入れ

項目番号の修正

受援体制の見直し

に伴う削除

受援の組織体制を

追記
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3 に関する庁内調整、受援の取りまとめ、調整会議の実施など、様々な対応が求めら

れる。 

応援隊の派遣等が確定したときは、円滑な受入れを実現するため、関係する各部

各班と連携し、次のような応援隊の受入体制を準備する。 

２ 受援班の主な役割 

（１）受援に関する状況把握・とりまとめ 

  ア 各部各班における人的・物的資源ニーズをとりまとめる。 

（何／誰を、いつまで、どれくらいの数／量、応援が必要か） 

  イ 各部各班における人的・物的応援の受入れ状況をとりまとめる。 

（何／誰を、いつまで、どれくらいの数／量、応援を受けているか） 
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3

（２）資源の調達・管理 

  ア 人的・物的資源に関するニーズと、現状の受入れ状況から、資源の過不足を

整理する。 

イ 被災地の状況を踏まえ、今後求められる業務内容を検討し、必要となる資源

を見積もる。 

  ウ 今後、必要となる人的・物的資源の応援を要請する。 

（３）庁内調整 

  ア （１）で取りまとめた結果を各部各班と共有する。 

  イ 調整の必要を検討する。 

（４）調整会議の開催 

  ア 全体の調整を図るため必要に応じて、調整会議を開催する。 

  イ 必要に応じて意思決定に関わる職員へ参加を求める。 

３ 想定される応援が必要となる業務 

  過去の大規模災害により被災した地方公共団体が応援を受けている主な業務は 

以下の表に示すとおり分類される。 

基本的な枠

組み 

職種・業務 応援の種類 

都道府県か

らの短期派

遣 

一般事務 避難所運営支援 

物資集積拠点支援 

住家被害認定調査支援 
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100 第７節 救出・捜索 

第３ 救出・捜索活動の実施 

窓口業務（申請相談・申請受付など）支援

土木建築系職種 土木、農業土木、林業土木、建築、電気、

機械職などの係る業務 

医療・福祉系職種 医師、看護師、保健師、薬剤師、福祉職な

どの掛かる業務 

農林水産系職種 農業、水産、獣医、林業に関連する業務 

環境系職種 化学、環境に関連する業務 

教育系職種 教諭、児童カウンセラーなどの係る業務 

その他 マネジメント支援（幹部職員の派遣） 

各都道府県

調整による

民間団体等

の短期派遣 

医療系 民間病院等によるＤＭＡＴ等 

福祉系 社会福祉協議会、障がい者協会、介護事業

者等による要介護者、障がい者支援及びこ

ころのケア等 

公衆衛生 病院等による公衆衛生対策等 

水道工事事業者等 水道工事業者等による水道応急復旧等 

応急危険度判定 建築士会等による応急危険度判定等 

住家被害認定 建築士会等による住家被害認定 

※地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドライン抜粋（平成 29年３月

公表） 

第７節 救出・捜索 

第３ 救出・捜索活動の実施 
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101

＜応援隊要請までのながれ＞ 

２ 救出・捜索の実施 

救出・捜索は、行方不明者リスト（第１救援班が作成）、避難行動要支援者名簿

等に基づき、消防部消防班、消防警戒班が警察署、自衛隊、海上保安署等に協力を

要請し、救出・捜索を実施する。 

（１）捜索活動中に遺体を発見した時は、本部及び警察署に連絡する。 

（２）発見した遺体は、発見日時、場所、発見者等を記載したメモを添え、身元を 

確認する。 

（３）捜索の実施期間は災害発生の日から原則として 10 日以内とする。 

＜応援隊要請までのながれ＞ 

２ 救出・捜索の実施 

救出・捜索は、行方不明者リスト（第１救援班が作成）、避難行動要支援者名簿等に

基づき、消防部消防班、消防警戒班が実施することとし、必要に応じて警察署、自衛

隊、海上保安署等に協力を要請し、救出・捜索を実施する。 

（１）協力要請をする場合には、行方不明者の住所、氏名、年齢、身長体重、着衣、

携帯品、その他特徴等を情報提供する。また相互に行方不明者に関する情報を共

有する。 

（２）上記の事項が明らかではない場合には、行方不明者が発生した地域及び行方不

明者数を連絡する。

（３）行方不明者に関する捜索の結果、明らかになった事項を相互に情報を提供する。

（１４）捜索活動中に遺体を発見した時は、本部及び警察署に連絡する。 

（２５）発見した遺体は、発見日時、場所、発見者等を記載したメモを添え、身元を

確認する。 

（６）行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っていることが判

明した場合には当該登録地の市町村又は北海道に連絡する。 

（３７）捜索の実施期間は災害発生の日から原則として 10日以内とする。 

救出・捜索活動の

フローを一部修正

救出・捜索活動時

の詳細を追記
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103 第４ 行方不明者リストの作成 

④行方不明者リストについては、警察署長宛に１部送付する。 

第８節 応急医療 

地震・津波災害発生時には、混乱のなかで医療体制を確立し、多数の負傷者に対す

る医療救護活動が必要である。また、避難生活が長期化した場合は、避難者の健康管

理、精神ケアなどが必要となる。   

この節は、災害直後の救護所の設置、医療救護チームの編成、医薬品・資機材の確

保等について定めたものである。 

項 目 初動活動期 応急活動期 復旧活動期 

応急救護 ～略～ ～略～ ～略～ 

避難所での医療 ●心のケア対策、伝染病予防（医療救護

対策部第１医療救護班） 

第４ 行方不明者リストの作成 

①～④は（１）～（４）に項目番号を修正 

④（４）行方不明者リストについては、災害総括班を経由して消防部消防班及び

警察署長宛に各１部送付する。 

第８節 応急医療 

地震・津波災害発生時には、混乱のなかで医療体制を確立し、多数の負傷者に対す

る医療救護活動が必要である。また、避難生活が長期化した場合は、避難者の健康管

理、精神ケアなどが必要となる。   

この節は、災害直後の救護所の設置、医療救護チームの編成、医薬品・資機材の確

保等について定めたものである。 

項 目 初動活動期 応急活動期 復旧活動期 

応急救護 ～略～ ～略～ ～略～ 

避難所での医療 ●心のケア対策、伝染病予防（医療救護

対策部第１医療救護班 第４救援班）

行方不明者リスト

の提供元（担当）

を明記

担当班の変更
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107

108

110

 ～略～ 

第９節 遺体の処理・埋葬 

第３ 遺体の安置 

 検案を終えた遺体について、警察等の協力を得て、身元確認と身元引き受け人の発

見に努めるとともに、以下のとおり、収容・安置するものとする。  

～略～ 

第４ 埋 葬 

 遺族等が遺体の埋葬を行うことが困難な場合、または遺族がいない場合は、応急的

な遺体を埋葬を実施する。 

～略～

第 10 節 警戒区域の設定・避難活動・避難所運営 

第２ 避難勧告指示・誘導 

１ 避難の勧告指示 

津波や延焼火災等により緊急避難の必要を認めた場合、次の者は、避難の勧告・

指示を発令する。本部長は、避難の勧告･指示をしたときは、速やかに その旨を

知事（振興局長）に報告する。 

～略～ 

（１）地震災害の拡大により、住民に生命の危険が及ぶと認められるとき 

（２）津波警報が発表され、津波による家屋の破壊、浸水等のおそれがあり付近住民

に生命の危険が認められるとき 

 ～略～ 

第９節 遺体の処理・埋葬 

第３ 遺体の安置 

 検案を終えた遺体について、警察等の協力を得て、身元確認と身元引き受け人の発

見に努めるとともに、以下のとおり、収容・安置するものとする。  

～略～ 

第４ 埋 葬 

 遺族等が遺体の埋葬を行うことが困難な場合、または又は遺族がいない場合は、応

急的なに遺体を埋葬を実施する。 

～略～

第 10 節 警戒区域の設定・避難活動・避難所運営 

第２ 避難勧告指示・誘導 

１ 避難の勧告指示 

津波や延焼火災等により緊急避難の必要を認めた場合、次の者は、避難の勧告・

指示を発令する。本部長は、避難の勧告･指示をしたときは、速やかに その旨を

知事（振興局長）に報告する。 

～略～ 

（１）地震による被害や延焼火災発生時等の場合 

（ア）地震災害の拡大により、住民に生命の危険が及ぶと認められるとき 

（２）津波警報が発表され、津波による家屋の破壊、浸水等のおそれがあり付近住民

文言の整理

文言の整理

避難勧告・指示の

発令について地震

と津波と区分して
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111

～略～ 

（４）崖崩れ等の地変が発生し、または発生するおそれがあり、付近住民に生命の

危険が認められるとき。 

（５）有毒ガス等の危険物質が流出拡散し、またはそのおそれがあり、住民に生命

の危険が認められるとき。 

～略～ 

～略～ 

３ 危険地域の避難誘導 

 危険地域の避難誘導は、次のように行う。 

（１）避難対策部各班は、避難の勧告・指示の発令後、あらかじめ指定する避難所に

それぞれ複数の市職員を派遣する。津波浸水予測地域にある避難所についてはこ

に生命の危険が認められるとき 

～略～ 

（ウ）崖崩れ等の地変が発生し、または又は発生するおそれがあり、付近住民に

生命の危険が認められるとき。 

（エ）有毒ガス等の危険物質が流出拡散し、または又はそのおそれがあり、住民

に生命の危険が認められるとき。 

～略～ 

（２）津波災害の場合 

津波災害は、危険地域から一刻も早い避難が必要であることから、津波警報等

が発表され、避難が必要となった場合「避難準備・高齢者等避難開始」「避難勧

告」は発令せず、基本的には「避難指示（緊急）」のみを発令する。 

   ※詳細は避難指示等の判断・伝達マニュアル（津波災害編）による。 

区

分

基     準 

（次のいずれかに該当した場合に発令する）
避難対象区域 

避

難

指

示

（緊

急）

１ 大津波警報が発表された場合 
最大クラスの津波により浸

水が想定される区域 

２ 津波警報が発表された場合 
高さ３ｍの津波によって浸

水が想定される区域 

～略～ 

３ 危険地域の避難誘導 

 危険地域の避難誘導は、次のように行う。 

（１）避難対策部各班は、避難の勧告・指示の発令後時に、あらかじめ指定する避難

記載。

文言の整理
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3 の限りではない。 

４ 避難者の携帯品 

 避難時の携帯品は、次のようなものとし、平時より市民に周知を図る。ただし、

津波危険区域（浸水区域）は、避難行動の妨げとなるような携帯品は持たないこと。

第３ 避難所の開設 

１ 開設の担当 

避難対策部各班は、被害状況及び津波警報（大津波警報）の発令に応じて開

設する避難所を決定し、所管する施設へ連絡する。 

ただし、災害の状況により、緊急に避難所を開設する必要があるときは、施

設の管理責任者、勤務職員、又は地域指定職員が決定する。 

勤務時間外（夜間・休日）に避難所を開設する場合は、避難所近隣に居住す

る地域指定職員が開設する。 

所にそれぞれ複数の市職員を派遣する。津波浸水予測地域にある避難所について

はこの限りではない。 

４ 避難者の携帯品 

 避難時の携帯品は、次のようなものとし、平時より市民に周知を図る。ただし、

津波危険区域（浸水区域）津波浸水想定区域内の居住者については、避難行動の

妨げとなるような携帯品は持たないように留意すること。 

第３ 避難所の開設 

１ 開設の担当 

（１）地震による被害や延焼火災発生時の場合 

総括部災害総括班及び避難対策部各班は、被害状況及び津波警報（大津波警

報）の発令に応じて開設する避難所を決定し、所管する施設へ連絡する。 

ただし、災害の状況により、緊急に避難所を開設する必要があるときは、施

設の管理責任者、勤務職員、又は地域指定職員が決定する。 

（２）津波災害の場合 

総括部災害総括班及び避難対策部各班は、津波警報及び大津波警報が発表さ

れた場合、全ての指定緊急避難場所・指定避難所を開設する。 

（３）夜間・休日の対応 

勤務時間外（夜間・休日）に避難所を開設する場合は、避難所近隣に居住す

る地域指定職員が開設する。 

２ 開設の手順 

※表中の項目番号の修正 ①～④を（１）～（4）に修正

文言の整理

避難所の開設につ

いて地震発生時と

津波発生時を区分

して記載。

津波災害時は警

報・大津波警報発

表で全ての避難施

設を開設

項目番号の修正
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3 113 第４ 避難所の運営 

１ 運営の担当者 

避難所の運営は、避難対策部各班が派遣する複数の職員（うち１人を責任者とし

て班長が指名）が担当する。原則的に避難者のとりまとめ、運営等は、避難者の代

表者と連携をとり、自主運営のかたちでボランティア、自主防災組織と協力して行

う。詳細については、避難所運営マニュアルで別途定める。  

第４ 避難所の運営 

１ 運営の担当者と基本方針

避難所の運営担当者は、避難対策部各班が派遣する複数の職員（うち１人を責

任者として班長が指名）がを担当とする。原則的に避難者のとりまとめ、運営等

は、避難者の代表者と連携をとり、自主運営のかたちでボランティア、自主防災

組織と協力して行う。詳細については、避難所運営マニュアルで別途定める。 運

営については、「自主防災組織」「町内会」「避難者」等の地域住民による自主運営

を基本として、避難対策部各班の職員や学校職員、ボランティアスタッフは運営

支援や協力をする。 

特に避難所の自主運営の確立は、その後の復旧・復興対策について職員体制を充

実させることになるため、早期の確立を目指す。なお、運営等の詳細は避難所運

営マニュアルに別途定める。 

２ 運営体制 

  自主防災組織や町内会等を中心に運営に関する意思決定を行う運営委員会を立

ち上げ、各種運営活動を分担して作業する活動班を編成する。 

（１）運営委員会の構成 

避難所運営の基本

方針を追記。別途

策定のマニュアル

を計画に位置づけ
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114

116

２ 運営の手順 

３ 運営上の留意事項 

４ 居住区域の代表者（班長）の役割 

居住区域の代表者の役割は、おおむね次のとおりである。 

（１）避難対策部避難庶務班からの避難者への指示、伝達事項の周知 

（２）物資の配布活動等の補助 

（３）居住区域の避難者の要望・苦情等の取りまとめ 

（４）防疫活動等への協力 

（５）施設の保全管理 

（２）避難所運営のイメージ 

２３ 運営の手順と主な役割

３４ 運営上の留意事項 

４ 居住区域の代表者（班長）の役割 

居住区域の代表者の役割は、おおむね次のとおりである。 

（１）避難対策部避難庶務班からの避難者への指示、伝達事項の周知 

（２）物資の配布活動等の補助 

（３）居住区域の避難者の要望・苦情等の取りまとめ 

（４）防疫活動等への協力 

（５）施設の保全管理 

第７ 避難者への配慮 

３ 車中泊などへの対応 

  大規模地震発生など、指定避難所以外での避難生活を余儀なくされた場合、また

は車中泊での避難を希望する避難者には次のような対策を実施する。 

避難者への配慮事

項として車中泊で

の避難者への対応
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3

117 第 11 節 交通対策・緊急輸送 

～略～ 

項  目 初動活動期 応急活動期 復旧活動期

輸送対策 ●緊急的な輸送 

（総括部交通対策班、交

通部交通班、産業輸送対

策部輸送班） 

●緊急輸送車両の確認 

（総括部車両管理班、交

通部交通班、産業輸送対

策部輸送班） 

●緊急輸送 

（総括部車両管理班、交

通部交通班、産業輸送対

策部輸送班） 

～略～ 

（１）指定避難所以外への避難者に対し、避難先等を知らせるよう、広報活動を実施

する。 

（２）支援物資等の配給や医療支援に関する広報活動を実施する。 

（３）深部静脈血栓症（通称：エコノミークラス症候群）に関する注意喚起等を実施

する。 

（４）被災者の所在と支援ニーズの全体像を把握するため、各部対策班で相互に情報

を共有する。 

第 11 節 交通対策・緊急輸送 

～略～ 

項  目 初動活動期 応急活動期 復旧活動期

輸送対策 ●緊急的な輸送 

（総括部交通対策班、交

通部交通班、産業輸送対

策部輸送班） 

●緊急輸送車両の確認 

（総括部車両管理班、交

通部交通班、産業輸送対

策部輸送班） 

●緊急輸送 

（総括部車両管理班、交

通部交通班、産業輸送対

策部輸送班） 

～略～ 

を追記

担当部署の修正
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第１ 交通規制 

２ 交通規制情報の収集 

総括部交通対策班は、警察署に連絡し、交通規制の実施状況、交通の状況等を収

集し、産業輸送対策部輸送班等車両を用いる班に伝達する。また、交通規制の実施

の報告を受けたときは、直ちにその内容を道路情報センターや報道機関の協力を得

て周知に務める。 

１ 道路の確保順位 

２ 道路確保作業の内容 

第３ 緊急的な輸送 

１ 緊急輸送の実施 

  交通部各班、産業輸送対策部輸送班は、災害直後の緊急的な輸送として、次の輸

第１ 交通規制 

２ 交通規制情報の収集 

総括部交通対策班は、警察署に連絡し、交通規制の実施状況、交通の状況等を収

集し、産業輸送対策部輸送班等車両を用いる班、災害対策総括班に伝達する。ま

た、交通規制の実施の報告を受けたときは、直ちにその内容を道路情報センター

や報道機関の協力を得て周知に務める。 

第２ 緊急輸送路の確保  

１ 緊急輸送道路の指定 

  災害直後から発生する緊急輸送を円滑に行うため、防災拠点を相互に連絡する道

路を「北海道緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会」において指定している。

第１次緊急輸送道路 道庁、地方中心都市及び重要港湾、空港、総合病院、自

衛隊、警察、消防等を連絡する道路 

第２次緊急輸送道路 第１次緊急輸送道路と市町村役場、主要な防災拠点（行

政機関、公共機関、主要駅、港湾、ヘリポート、災害医

療拠点、備蓄集積拠点、広域避難地等）を連絡する道路

第３次緊急輸送道路 第１次及び第 2 次緊急輸送道路とその他の防災拠点を連

絡する道路 

資料編 緊急輸送道路ネットワーク

１２ 道路の確保順位 

２３ 道路確保作業の内容 

第３ 緊急的な輸送 

１ 緊急輸送の実施 

交通部各班、産業輸送対策部輸送班は、災害直後の緊急的な輸送として、次の輸

交通規制情報の伝

達先を一部追加

緊急輸送道路に関

す基本的事項を追

記

項目番号の修正

担当班の修正
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121

送を実施する。 

（１）備蓄食料・備蓄品 

（２）救助資機材 

（３）重傷者 

２ 緊急輸送の方法 

  緊急輸送は、 市有車両等で行う。また、重傷者等の緊急または長距離の輸送が

必要な場は、ヘリポートを指定し、道または自衛隊にヘリコプターによる輸送を要

請する。

第４ 緊急輸送車両の確認 

３ 緊急通行車両の使用 

総括部車両管理班、交通部各班は、緊急通行車両として使用する場合、各車両ご

とに「緊急通行車両確認証明書」、「通行標章」の交付を受ける。 

～略～ 

４ 緊急通行車両の事前届出 

総括部車両管理班、交通部交通班は、届出済証の交付を受けた車両については、

警察本部、警察署または交通検問所に当該届出済証を提出し、確認審査を省略して

標章及び確認証明書の交付を受ける。 

第５ 緊急輸送 

４ 配車手続等 

各部担当班の配車手続きの方法、配分は、次のとおりとする。 

（１）総括部車両管理班は、市有車両を総合的に調整し、各部各班に配分する。 

送を実施する。 

（１）備蓄食料・備蓄品 

（２）救助資機材 

（３）重傷者 

２ 緊急輸送の方法 

  緊急輸送は、 市有車両等で行う。又は応援協定を締結している事業者等への協

力要請により実施する。また、重傷者等の緊急または又は長距離の輸送が必要な場

は、ヘリポートを指定し、道または又は自衛隊にヘリコプターによる輸送を要請す

る。

第４ 緊急輸送車両の確認 

３ 緊急通行車両の使用 

総括部車両管理班、交通部各班は、緊急通行車両として使用する場合、各車両

ごとに「緊急通行車両確認証明書」、「通行標章」の交付を受ける。 

～略～ 

４ 緊急通行車両の事前届出 

総括部車両管理班、交通部交通班は、届出済証の交付を受けた車両については、

警察本部、警察署または交通検問所に当該届出済証を提出し、確認審査を省略し

て標章及び確認証明書の交付を受ける。 

第５ 緊急輸送 

４ 配車手続等 

各部担当班の配車手続きの方法、配分は、次のとおりとする。 

（１）総括部車両管理班は、市有車両を総合的に調整し、各部各班に配分する。 

緊急輸送の方法を

一部追記

担当班の修正

担当班の修正
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（２）産業輸送対策部輸送班は、各部各班の要請に基づき、車両関係団体の協力 

を得て、総合的に調整し、各部各班に配分する。 

（３）交通部交通班 は、バス運送事業者等に協力要請し車両を総合的に調整し配分

する。 

（４）車両の運行に必要な人員は、原則として各班の要員をあてる。 

５ 交通部交通班、産業輸送対策部輸送班による輸送各部担当の主な輸送の内容は、

次のとおりとする。 

交通部交通班 車両関係団体への協力依頼により、避難者の輸送及び

傷病者の搬送を行う。 

産業輸送対策部輸

送班 
食料、生活必需品、各資機材の輸送を車両関係団体の

協力を得て行う。 

※ 傷病者の搬送については、原則的に消防部消防班、消防部警戒班が行う。（第

７節第参照） 

（２）産業輸送対策部輸送班は、各部各班の要請に基づき、車両・バス運送事業者等

関係団体の協力 

を得て、総合的に調整し、各部各班に配分する。 

（３）交通部交通班 は、バス運送事業者等に協力要請し車両を総合的に調整し配分

する。 

（４）（３）車両の運行に必要な人員は、原則として各班の要員をあてる。 

５ 交通部交通班、産業輸送対策部輸送班による輸送 

各部担当産業輸送対策部輸送班の主な輸送の内容は、次のとおりとする。 

交通部交通班 車両関係団体への協力依頼により、避難者の輸送及び

傷病者の搬送を行う。 

産業輸送対策部輸

送班 
避難者の輸送及び傷病者の搬送、食料、生活必需品、

各資機材の輸送を車両関係団体の協力を得て行う。 

※ 傷病者の搬送については、原則的に消防部消防班、消防部警戒班が行う。（第

７節第参照） 

第６ 輸送拠点の設置 

４ 新千歳空港の緊急輸送拠点としての役割 

  新千歳空港は我が国の航空ネットワーク及び背後圏経済活動の継続性を維持す 

る上で重要度が高く、その機能低下による経済損失が重大と考えられるため、大規

模地震発生時の緊急物資等及び人員等の輸送拠点としての役割に加え、航空ネッ

トワークの維持、背後圏活動の継続性確保の役割を果たすこととしている。その

役割は「新千歳空港防災拠点計画」に定められているが、その主な役割は以下の

とおり。 

（１）救急救命活動等の拠点機能（発災後きわめて早期の段階） 

緊急輸送の配車手

続方法を一部追記

輸送内容の修正

緊急輸送について

新千歳空港の役割

等を追記
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第 12 節 災害時の警備対策                        

 地震・津波災害発生時には、犯罪の予防・防止のため、被災地、避難所、海上等

の警備、その他、災害危険箇所の監視を行う必要がある。この節は、警察署、海上

保安署における警備、治安維持について定めたものである。  

  ア 情報収集・広報活動（被災地状況の確認、情報収集等） 

  イ 救助活動（孤立地域等の要救助者の救出等） 

  ウ 重篤患者の広域医療搬送 

（２）緊急物資・人員等輸送受入れ機能（発災後３日以内） 

  ア 物資の輸送（短期避難者に対して食料・飲料水・生活必需品等の物資搬送）

  イ 人員の輸送（被災地において救出支援・医療活動を行うための災害派遣要員

の搬送） 

（３）航空ネットワークの維持及び背後圏経済活動の継続性確保（発災後３日目を目

途） 

  ア 定期航空便の運航（定期民間航空輸送について通常時の 75％の輸送能力を

確保） 

  イ 地上交通機関の代替輸送（鉄道、道路等の代替輸送として臨時航空便の輸送）

第 12 節 災害時の警備対策                        

 地震・津波災害発生時には、犯罪の予防・防止のため、被災地、避難所、海上等

の警備、その他、災害危険箇所の監視を行う必要がある。この節は、警察署、海上

保安署における警備、治安維持について定めたものである。 警察署、海上保安署

における、地震・津波発生時の犯罪予防・防止のための、被災地、避難所、海上等

で必要な警備、治安維持についてはこの節のとおりとされている。なお、当該業務

にあっては、各機関の防災業務計画等による。 

また、この節では、大規模地震等の発生後の危険箇所の監視体制強化について以

下のとおり定めている。 

災害時の警備対策

（警察、海上保安

署）について基本

的事項を修正



64 

章 項 現行 変更後 備考

3

123
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～略～

第４ 災害発生後の危険箇所監視

大規模な地震が発生した場合には、地盤が脆弱になっている可能性があり、その

後の降雨などにより土砂災害などの危険性が、通常より高まるものと考えられる。

また、被害状況によって堤防機能が低下している場合がある。 

このため、危険箇所の重点パトロールを強化し、情報共有体制を確立するととも

に、新たに危険な状況を確認した場合には、市民への注意喚起等を実施する。 

重点パトロール箇所については以下のとおりとする。 

１ 避難情報発令箇所 

２ 道路、堤防等の破損箇所 

３ 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所 

４ 重要水防河川 

５ 公共工事等の施工現場 

６ 沿岸部の護岸の状況 

項  目 初動活動期 応急活動期 復旧活動期 

～略～ 

災害発生後

の危険箇所

監視

～略～ ～略～ 

災害発生後の危険箇

所監視 

（土木建築対策部土

木班） 

⇒ 

応急期の活動とし

て災害発生後の危

険箇所の巡視を追

加

災害により重点的

に警戒を要する箇

所を追記
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第 13 節 生活救援対策 

第２ 飲料水、生活用水の給水  

１ 応急給水の需要調査 

  水道対策部水道班は、災害が発生し、給水機能が停止すると判断される場合は、

応急給水の必要な地域、給水活動の規模を決定するため、需要の調査を実施する。

３ 給水所の設置 

  応急給水は、給水所を設定し、給水車等による拠点給水方式で行う。給水所の設

置は、給水拠点の避難所とする。また、給水所の設置場所には「給水所」の看板等

を掲示する。 

４ 周知・広報 

 給水所を設定した時は、水道対策部水道班及び秘書報道広聴部報道広聴班並びに

避難対策部各班は相互に連携して、給水に関する広報を行い住民への周知を図 

る。 

第３ 生活用水の給水の拡大 

 応急給水の目標は、応急復旧期間において日数の経過に応じて、応急給水の目標水

量及び市民の水の運搬距離を設定する。 

第 13 節 生活救援対策 

第２ 飲料水、生活用水の給水  

１ 応急給水の需要調査 

  水道対策部水道班は、災害が発生し、給水機能が停止すると判断される場合は、

応急給水の必要な地域、給水活動の規模を決定するため、需要の調査を実施する。

３ 給水所の設置 

応急給水は水道施設の被害状況に応じ、運搬給水、拠点給水、仮設給水から適切

な給水方式を決定して、応急給水拠点等で行う。また、給水所の設置場所には「給水

所」の看板等を掲示する。応急給水は、給水所を設定し、給水車等による拠点給水方

式で行う。給水所の設 

置は、給水拠点の避難所とする。また、給水所の設置場所には「給水所」の看板等

を掲示する。 

４ 周知・広報 

 給水所を設定した時は、水道対策部水道班及び秘書報道広聴部報道広聴班並びに

避難対策部各班はが相互に連携して、給水に関する広報を行い住民への周知を図 

る。 

第３ 生活用水の給水の拡大 

応急給水の目標は、応急復旧期間において日数の経過に応じて、応急給水の目標水

量及び市民の水の運搬距離を設定する。 

文言の整理

水道事業の計画等

の更新と整合を図

るため修正

文言の整理

文言の整理
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経過日数 目標水量 市民の水の運搬

距離 

主な給水方法 

発災～３日 ３ℓ/人・日 概ね１㎞以内 耐震貯水槽 タンク車 

～１０日 ２０ℓ/人・日 概ね２５０ｍ以

内 

配水幹線付近の仮設給水

栓 

～２１日 １００ℓ/人・日 概ね１００ｍ以

内 

配水支線上の仮設給水栓

～２８日 被災前給水量 

約２５０ℓ/人・日

概ね１０ｍ以内 配水管からの各戸給水供

用栓 

第６ 食料の確保 

～略～ 

２ 道からの米穀等調達 

（１）知事への要請 

～略～ 

（２）食料の受領 

 知事の指示（交通通信の途絶のため指示を受けられない場合は、この限りではな

い。）に基づいて北海道農政事務所苫小牧地域センター又は倉庫の責任者から食料を

受領し、被災等に配給する。 

第６ 食料の確保 

～略～ 

２ 道からの米穀等調達 

（１）知事への要請 

～略～ 

（２）食料の受領 

 知事の指示（交通通信の途絶のため指示を受けられない場合は、この限りではな

い。）に基づいて農林水産省政策統括官及び政府所有米穀の販売等業務を実施する民

間事業体（以下「受託事業体」という。）と連絡調整を行い、決定した引渡方法によ

り受託事業体から米穀を北海道農政事務所苫小牧地域センター札幌支局又は倉庫の

責任者から食料を受領し、被災等に配給する。 

応急復旧推移 期間 １人1日必要量 応急給水手段 

第一段階（応急期） ３日間 3 ㍑ 緊急貯水槽 

第二段階（復旧期） ７日間 20 ㍑ 運搬給水、仮設給水栓 

第三段階（復興期） １１日目

以降 

１００㍑ 運搬給水、仮設給水栓 

水道事業の計画等

の更新と整合を図

るため修正

食料の調達方法の

修正
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3 第７ 食料の供給                              

１ 供給対象者 

  食料の供給対象者は、原則として次のとおりとする。 

（１）避難指示等に基づき、避難所に収容された人  

（２）住家が被害を受け、炊事の不可能な人（在宅避難者） 

（３）住家が被害を受けたため一時に縁故先等へ避難する人 

（４）旅行者、市内通過者等で他に食料を得る手段のない人 

（５）災害応急対策活動従事者 

（６）米殻の供給機能が混乱し、通常の供給を受けることが不可能となった人 

２ 食料供給活動の実施 

（１）食料の輸送 

～略～ 

（２）食料の集積場所 

   食料の集積場所（保管場所）は、災害の状況によって、避難所、交通及び連絡

に便利な公共施設、その他の適当な場所とする。 

（３）供給する食料 

   供給する食料は、災害発生第１日目は、備蓄食料、第２日目以降は、米飯の炊

き出し、または弁当・パン等により行う。また、乳幼児に対しては、粉ミルクを

供給するとともに要配慮者を優先して食料を供給する 

第 8 炊き出しの実施 

 炊き出しは、学校給食センターを使用する。学校給食センターが使用できない場合

は、避難所で行う。炊き出しは、自衛隊、日赤奉仕団、自主防災組織、婦人団体など

第７ 食料の供給                              

１ 供給対象者 

  食料の供給対象者は、原則として次のとおりとする。 

（１）避難指示等に基づき、避難所に収容された人  

（２）住家が被害を受け、炊事の不可能な人（在宅避難者） 

（３）住家が被害を受けたため一時に縁故先等へ避難する人 

（４）旅行者、市内通過者等で他に食料を得る手段のない人 

（５）災害応急対策活動従事者 

（６）米殻の供給機能が混乱し、通常の供給を受けることが不可能となった人 

（７）車中泊による避難をしている人 

（８）指定避難所以外の場所に避難している人 

２ 食料供給活動の実施 

（１）食料の輸送 

～略～ 

（２）食料の集積場所 

   食料の集積場所（保管場所）は、災害の状況によって、避難所、交通及び連絡

に便利な公共施設、その他の適当な場所とする。 

（３）供給する食料 

   供給する食料は、災害発生第１日目は、備蓄食料、第２日目以降は、米飯の炊

き出し、または弁当・パン等により行う。また、乳幼児に対しては、粉ミルクを

供給するとともに要配慮者を優先して食料を供給する 

第 8 炊き出しの実施 

 炊き出しは、学校給食センターを使用する。学校給食センターが使用できない場合

は、避難所で行う。炊き出しは、自衛隊、日赤奉仕団、自主防災組織、婦人団体など

食料の供給対象を

追加

文言の整理

文言の整理

文言の整理
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のボランティアに協力を要請する。なお、方法については第７「食料の供給」を準用

する。 

第 12 生活必需品の供給 

 生活必需品の供給については、第７「食料の供給」を準用する。また、生活必需品

の供給内容については、被災者のニーズ調査により必要数量を把握し調達する。なお、

供給する物資の主なものは、次のとおり。 

～略～ 

（５）日用品  ……… 石鹸、ちり紙、歯ブラシ、歯磨等 

（６）光熱材料 ……… マッチ、ロウソク、灯油等、照明器具等 

第 13 救援物資の受け入れ 

 物資食料対策部支援物資班は、救援物資の集中管理を行う「救援物資総合センター」

を総体育館に設置する。また、日の出防災倉庫、日吉体育館、川沿公園体育館、市民

会館、豊川コミュニティセンー等を補完施設とする。 

第 14 節 建物対策 

第５ 応急仮設住宅の用地の確保 

応急仮設住宅の建設地は以下の条件を考慮し、土木建築対策部住宅班が用地を確保

する。 

（１）浸水、崖くずれ等の危険がないこと 

のボランティアに協力を要請する。なお、方法については第７「食料の供給」を準用

する。 

第 12 生活必需品の供給 

 生活必需品の供給については、第７「食料の供給」を準用する。また、生活必需品

の供給内容については、被災者のニーズ調査により必要数量を把握し調達する。なお、

供給する物資の主なものは、次のとおり。 

～略～ 

（５）日用品  ……… 石鹸、ちり紙、歯ブラシ、歯磨等、常備薬等

（６）光熱材料 ……… マッチ、ロウソク、灯油等、照明器具等 

第 13 救援物資の受け入れ 

 物資食料対策部支援物資班は、救援物資の集中管理を行う「救援物資総合センター」

を総合体育館に設置する。また、日の出防災倉庫、日吉体育館、川沿公園体育館、市

民会館、豊川コミュニティセンター等を補完施設とする。 

なお、大規模災害時には、国や北海道を通じた救援物資のほか災害時応援協定など

により、多くの支援物資を要請し、受入れ保管・配分を行うこととなる。このため、

状況に応じて支援物資の管理体制を構築するため、宅配事業者・倉庫業者等に協力要

請も検討する。 

第 14 節 建物対策 

第５ 応急仮設住宅の用地の確保 

１ 建設用地候補 

  以下の公共用地のほか、被害状況を把握した上、公共用地、公園用地又は民有地

等を借用し、建設用地を確保する。 

文言の整理

供給する生活必需

品の一部修正

救援物資の管理に

ついて宅配事業者

等への協力につい

て追記

応急仮設住宅の候

補地を追記
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3 （２）飲料水等が得やすく、保健衛生上良好なこと 

（３）児童、生徒の通学やその他生活の立直し上の便宜を考慮し、可能な限り被災者

の生活圏内にあること  

（４）交通の便がよいこと 

（５）公有地であること 

（６）敷地が広大であること 

名称 場所 有効面

積 

水 排

水

電

気

ガ

ス

電

話

中央公園 ・若草町２丁目３番 20,000

㎡
公 公 ○

都

市
○

旧明徳団地

跡地 

・明徳町４丁目３２

７番８０、206 号 

・明徳町４丁目３２

７番２１２、２２０

号 

・明徳町４丁目３２

７番２１８号 

・明徳町４丁目３２

７番２１６号 

・明徳町４丁目３２

７番１６９、２１４、

２２３号 

46,100

㎡
公 公 ○

都

市
○

たくみ公園 ・新開町４丁目５番 13,200

㎡
公 公 ○

都

市
○

ウトナイ工

業団地 

・ウトナイ南１丁目

９０７番１号 

・ウトナイ南１丁目

９０７番２号 

・ウトナイ南１丁目

９０７番３号 

77,200

㎡
公 公 ○ プ ○
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応急仮設住宅の建設地は以下の条件を考慮し、土木建築対策部住宅班が用地を確保

する。 

（１）浸水、崖くずれ等の危険がないこと 

（２）飲料水等が得やすく、保健衛生上良好なこと 

（３）児童、生徒の通学やその他生活の立直し上の便宜を考慮し、可能な限り被災者

の生活圏内にあ 

  ること  

（４）交通の便がよいこと 

（５）公有地であること 

（６）敷地が広大であること 

※中央公園については消防等（緊急消防援助隊）の宿営地としての活用も兼ねている。

利用については災害支援の撤退後に利用可能となることに留意。 

２ 建設用地に関する検討すべき条件 

 応急仮設住宅の建設地はの選定にあたっては、以下の条件を考慮し、土木建築対策

部住宅班が用地を確保する。 

（１）浸水、崖崩れ等の危険がないこと 

（２）飲料水等が得やすく、保健衛生上良好なこと 

（３）児童、生徒の通学やその他生活の立直し上の便宜を考慮し、可能な限り被災者

の生活圏内にあ 

  ること  

（４）交通の便がよいこと 

（５）公有地であること 

（６）敷地が広大であること 

（７）概ね５年程度利用可能な状態であること 

３ 建設用地の現況調査 

応急仮設住宅の建設地については、以下の項目について現況調査を実施する。 

（１）所在地 

（２）名称 

（３）所有者・管理者 

（４）敷地面積 

（５）建物の有無及び建築面積 

（６）応急仮設住宅等建設可能面積 

建設用地の選定条

件を追記

応急仮設住宅の建

設用地の現況調査

事項を追記
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第 15 節 廃棄物処理・防疫 

第１ 食中毒の予防 

 食中毒が発生しやすい時期は、住民に注意喚起の広報活動を実施する。また、保健

所と協力し、食料調達業者等に食中毒の防止を指導する。 

第２ 被災者等の保健衛生 

１ 衛生活動 

（１）被災者に対する衛生指導 

   環境衛生対策部環境班は、避難所収容者や地域住民に対し、広報活動等を通じ

て台所、トイレ等の衛生管理、消毒、手洗等を指導する。 

（２）検病検査等 

   医療救護対策部各班は、検病調査及び健康診断を苫小牧地域保健部と協力して

行う。 

２ 保健活動の実施 

  救援対策部第４救援班及び苫小牧地域保健部は、避難生活の長期化やライフライ

ンの長期停止等により、被災者及び災害対策従事者の健康が損なわれることのない

よう、次のとおり保健活動を実施する。 

（７）ライフラインの状況（給水、排水、通信、電気、ガス） 

（８）道路・交通の状況 

（９）生活環境の状況（災害危険箇所の回避、保健衛生、医療、福祉の確保、通学及

び就業等の配慮） 

（10）都市計画・土地利用状況 

（11）使用条件（使用期間、費用負担、その他条件） 

第 15 節 廃棄物処理・防疫 

第１ 食中毒の予防 

 食中毒が発生しやすい時期は、住民に注意喚起の広報活動を実施する。また、保健

所と協力し、食料調達業者等に食中毒の防止を指導する。 

第２ 被災者等の保健衛生 

１ 衛生活動 

（１）被災者に対する衛生指導 

   環境衛生対策部環境班は、避難所収容者や地域住民に対し、広報活動等を通じ

て台所、トイレ等の衛生管理、消毒、手洗等を指導する。 

（２）検病検査等 

医療救護対策部各班 救援対策部第４救援班は、検病調査及び健康診断を苫小

牧地域保健部保健室（苫小牧保健所）と協力して行う。 

２ 保健活動の実施 

  救援対策部第４救援班及び苫小牧地域保健部保健室（苫小牧保健所）は、避難生

活の長期化やライフラインの長期停止等により、被災者及び災害対策従事者の健康

が損なわれることのないよう、次のとおり保健活動を実施する。 

文言の整理

担当班の修正

文言の整理
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第３ 被災地の防疫活動 

１ 防疫チームの編成 

  環境衛生対策部環境班は、衛生技術者及び作業員で防疫チームを編成する。 

２ 防疫用薬剤・資機材の確保 

  環境衛生対策部環境班は、市が保有する薬剤・資機材を使用するが、不足する場

合は、道及び薬剤師会等に協力を要請する。 

４ 感染症対策 

  医療救護対策部各班は、1～４類感染症の患者が発生し、または明らかに感染症

を呈す者が発見された時は、すみやかに本部に報告する。感染症への対策は次のと

おりである。 

～略～ 

（６）入院が必要な感染症患者は、感染症指定医療機関に収容する。 

５ 水質・大気汚染の監視 

  環境衛生対策部環境班は、被災地及び避難所周辺の水質・大気汚染について監視

し、汚された場所について住民への周知や消毒等を行う。 

６ 死亡獣畜の処理 

  死亡獣畜の処理は、所有者が行うものとするが、所有者が不明または被災者であ

って、かつ自力で処理できない場合は、環境衛生対策部清掃班が馬、牛、豚等の家

畜の死体等処理を行う。 

  環境衛生対策部環境班は、野生鳥獣等の収集及び死体処理が必要となったとき 

は、特別班を編制して収集し、処理する。 

第３ 被災地の防疫活動 

１ 防疫チームの編成 

  環境衛生対策部環境班は、衛生技術者及び作業員で防疫チームを編成する。 

２ 防疫用薬剤・資機材の確保 

  環境衛生対策部環境班は、市が保有する薬剤・資機材を使用するが、不足する場

合は、道及び薬剤師会等に協力を要請する。 

４ 感染症対策 

医療救護対策部各班 救援対策部第４救援班は、1～４類感染症の患者が発生し、

または明らかに感染症を呈す者が発見された時は、すみやかに本部に報告する。感

染症への対策は次のとおりである。 

～略～ 

（６）入院が必要な感染症患者は、感染症指定医療機関に収容する。 

５ 水質・大気汚染の監視 

  環境衛生対策部環境班は、被災地及び避難所周辺の水質・大気汚染について監視

し、汚された場所について住民への周知や消毒等を行う。 

６ 死亡獣畜の処理 

  死亡獣畜の処理は、所有者が行うものとするが、所有者が不明または被災者であ

って、かつ自力で処理できない場合は、環境衛生対策部清掃班が馬、牛、豚等の家

畜の死体等処理を行う。 

  環境衛生対策部環境班は、野生鳥獣等の収集及び死体処理が必要となったとき 

は、特別班を編制して収集し、処理する。 

文言の整理

担当班の修正

文言の整理

文言の整理
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  死亡獣畜の処理にあたっては、「化製場等に関する法律」など関係法令に従い適

正に処理を行う。 

７ 飼養動物の取扱 

  動物の管理者は、動物の愛護及び管理に関する法律及び北海道動物の愛護及び管

理に関する条例に基づき、災害発生時においても、動物の愛護及び適切な管理を行

うものとする。 

第５ し尿の処理 

 環境衛生対策部清掃班は、収集・処理の体制を確立し、貯留したし尿の収集・処理

計画を策定する。し尿の収集・処理は、避難所の仮設トイレ及び病院等を優先して行

う。 

第６ 災害・生活ごみの処理  

 環境衛生対策部清掃班は、以下の点に注意しながら、災害・生活ごみを塵芥車、ダ

ンプ、トラック等で搬送し、廃棄物処理場で焼却または埋め立ての方法により処理す

る。 

～略～ 

（２）生ごみ等腐食しやすい廃棄物は、早急に収集・搬送・処理する。 

（３）処理量を上回るごみが発生したときは、ごみの一時集積場を指定する。 

～略～

第７ 廃棄物処理の計画・実施

１ 環境衛生対策部清掃班は、災害時に道路等に排出された廃棄物（「廃棄物の処理

及び清掃関する法律」第６条の 2第２項に該当する物）を一時集積場に車両で搬送

し、集積された廃棄物は、焼却・破砕処分し最終処分場へ搬出する。 

  死亡獣畜の処理にあたっては、「化製場等に関する法律」など関係法令に従い適

正に処理を行う。 

７ 飼養動物の取扱 

  動物の管理者は、動物の愛護及び管理に関する法律及び北海道動物の愛護及び管

理に関する条例に基づき、災害発生時においても、動物の愛護及び適切な管理を行

うものとする。 

第５ し尿の処理 

 環境衛生対策部清掃班は、収集・処理の体制を確立し、貯留したし尿の収集・処理

計画を策定する。し尿の収集・処理は、避難所の仮設トイレ及び病院等を優先して行

う。 

第６ 災害・生活ごみの処理  

 環境衛生対策部清掃班は、以下の点に注意しながら、災害・生活ごみを塵芥車、ダ

ンプ、トラック等で搬送し、廃棄物処理場で焼却または埋め立ての方法により処理す

る。 

～略～ 

（２）生ごみ等腐食しやすい廃棄物は、早急に収集・搬送・処理する。 

（３）処理量を上回るごみが発生したときは、ごみの一時集積場を指定する。 

～略～

第７ 廃棄物処理の計画・実施

１ 環境衛生対策部清掃班は、災害時に道路等に排出された廃棄物（「廃棄物の処理

及び清掃関する法律」第６条の 2第２項に該当する物）を一時集積場に車両で搬送

し、集積された廃棄物は、焼却・破砕処分し最終処分場へ搬出する。 

文言の整理

文言の整理

文言の整理

文言の整理
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地震・津波災害発生時には、全国から各種団体、個人ボランティアの申し出でがあ

り、これらを効果的に活用することにより、被災者等の負担が軽減されるとともに、

早期の復旧につながる。この節は、ボランティアの活動範囲、受け入れ・支援体制等

について定めたものである。 

～略～ 

第１ 災害ボランティアセンターの設置 

１ 災害ボランティアセンターの設置・運営 

  救援対策部災害ボランティア班は、苫小牧市社会福祉協議会に要請し、市民活動

センターにボランティア活動の拠点として災害ボランティアセンターを設置する。

～略～ 

第 16 節 災害ボランティアの活用 

地震・津波災害発生時には、全国から各種団体、個人ボランティアの申し出でがあ

り、これらを効果的に活用することにより、被災者等の負担が軽減されるとともに、

早期の復旧につながる。この節は、ボランティアの活動範囲、受け入れ・支援体制等

について定めたものである。 

～略～ 

第１ 災害ボランティアセンターの設置 

１ 災害ボランティアセンターの設置・運営 

  救援対策部災害ボランティア班は、苫小牧市社会福祉協議会に要請し、市民活動

センターにボランティア活動の拠点として災害ボランティアセンターを設置する。

～略～ 

文言の整理

ボランティアセン

ターの組織体制の

修正に伴う削除

文言の整理
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３ ボランティアの受け入れ 

  ボランティアの受け入れは、災害ボランティアセンター内に窓口を設置して行 

う。 

  ※資料編 苫小牧市赤十字奉仕団組織一覧表 

第２ 災害ボランティアの活動 

 ボランティアの活動は、おおむね次の事項とする。 

（１）災害情報、安否情報、生活情報の収集、伝達 

（２）炊き出し、その他の災害救助活動 

（３）高齢者、障がい者等の介護、看護補助 

（４）福祉仮設住宅の巡回 

３ ボランティアの受け入れ 

  ボランティアの受け入れは、災害ボランティアセンター内に窓口を設置して行

う。 

※資料編 苫小牧市赤十字奉仕団組織一覧表 

４ 災害ボランティアセンターの組織 

第２ 災害ボランティアの活動 

 ボランティアの活動は、おおむね次の事項とする。 

（１）災害情報、安否情報、生活情報の収集、伝達 

（２）炊き出し、その他の災害救助活動 

（３）高齢者、障がい者等の介護、看護補助 

（４）福祉仮設住宅の巡回 

ボランティアセン

ターの組織体制の

修正

第２章で記載のた

め項目削除
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（５）清掃及び防疫 

（６）災害応急対策物資、資材の輸送及び配分 

（７）被災建築物の応急危険度判定 

（８）応急復旧現場における危険を伴わない軽易な作業 

（９）災害応急対策の事務の補助 

（10）救急・救助活動 

（11）医療・救護活動 

（12）外国語通訳 

（13）非常通信 

（14）被災者の心のケア活動 

（15）被災母子のケア活動 

（16）被災動物の保護・救助活動 

（17）ボランティアコーディネート 

第 17 節 要配慮者への対応 

第２ 避難所の要配慮者の援護 

３ 要配慮者専用避難所・病院 

  要配慮者の収容施設として、次の施設を確保する。 

（１）老人保健施設・障害者福祉施設 

（２）老人ホーム・障害者療護施設・病院等 

（３）市施設のうち専用避難所の指定・確保（ベッドが置ける施設） 

（４）「災害時における福祉避難所施設に関する協定」などにより指定した避難所施

   設 

（５）清掃及び防疫 

（６）災害応急対策物資、資材の輸送及び配分 

（７）被災建築物の応急危険度判定 

（８）応急復旧現場における危険を伴わない軽易な作業 

（９）災害応急対策の事務の補助 

（10）救急・救助活動 

（11）医療・救護活動 

（12）外国語通訳 

（13）非常通信 

（14）被災者の心のケア活動 

（15）被災母子のケア活動 

（16）被災動物の保護・救助活動 

（17）ボランティアコーディネート 

第 17 節 要配慮者への対応 

第２ 避難所の要配慮者の援護 

３ 要配慮者専用避難所・病院 

  要配慮者の収容施設として、次の施設を確保する。 

（１）老人保健施設・障害者福祉施設 

（２）老人ホーム・障害者療護施設・病院等 

（３）市施設のうち専用避難所の指定・確保（ベッドが置ける施設） 

（４）指定避難所内に福祉スペースを確保 

（５）「災害時における福祉避難所施設に関する協定」などにより指定した避難所施

   設 

要配慮者対策とし

て避難所内での対

策を追記
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146 第２ 電気・電話・ガスの応急・復旧対策 

１ 電気施設 

  災害により電気の供給が停止したり、または停止するおそれがある時は、北海道

電力が定める防災業務計画により、応急・復旧対策の措置を講ずる。 

～略～ 

２ 電話施設 

（１）応急対策 

ＮＴＴ東日本苫小牧ちとせ支店内に 

第 18 節 公共機関・施設の応急対策 

第１ 上下水道の応急・復旧対策 

１ 上水道施設 

（１）応急対策 

※項目番号の修正①～②をア～イに修正 

（２）復旧対策 

※項目番号の修正①～③をア～ウに修正 

２ 下水道施設 

～略～ 

（１）応急対策 

※項目番号の修正①～②をア～イに修正 

（２）復旧対策 

※項目番号の修正①～②をア～イに修正 

第２ 電気・電話・ガスの応急・復旧対策 

１ 電気施設 

  災害により電気の供給が停止したり、または又は停止するおそれがある時は、北

海道電力が定める防災業務計画により、応急・復旧対策の措置を講ずる。 

～略～ 

２ 電話施設 

（１）応急対策 

ＮＴＴ東日本苫小牧ちとせ営業支店内に 

項目番号の修正

文言の整理

組織名修正
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３ ガス施設 

  災害が発生した場合は、苫小牧ガスが定める地震防災対策要領により、被害状況

を把握、巡回点 

 検などを実施し、応急・復旧対策の措置を講ずる。 

～略～ 

（２）復旧対策 

第３ 道路・橋りょうの応急・復旧対策 

（1）応急対策 

 ア 被害状況の調査 

    （ア） （イ） （ウ） 

 イ 道路管理者への通報 

 ウ 交通規制 

 (2) 復旧対策 

 ① 道路の応急復旧 

 ② 仮設道路の設置 

３ ガス施設 

  災害が発生した場合は、苫小牧ガスが定める地震防災対策要領により、被害状況

を把握、巡回点 

 検などを実施し、応急・復旧対策の措置を講ずる。 

～略～ 

（２）住民の安全確保 

   ガス漏れ又はその恐れがある場合、消防により設定された警戒区域等の住民を

避難させる。 

この場合、ガス事業者、消防、北海道電力、公共施設、下水道施設等の管理

者と連携し、安全の確保に努め、避難所開設の必要がある場合には、市の災害

対策本部（避難対策部庶務班又は災害総括班）に要請する。 

（２３）復旧対策 

第３ 道路・橋りょうの応急・復旧対策 

（1）１ 応急対策 

ア（１）被害状況の調査 

（ア） （イ） （ウ）

イ（２）道路管理者への通報 

ウ（３）交通規制 

(2)２ 復旧対策 

①（１）道路の応急復旧 

 ②（２）仮設道路の設置 

ガス事故時の安全

確保に関する事項

を追記

項目番号の整理
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3

149

153

154

第４ 河川・海岸・指定地の応急・復旧対策 

１ 河川・海岸 

（１）応急対策  

 ① 被害状況の調査 

 ② 応急排水 

２ 指定地 

（１）応急対策 

   各管理者は、次のような応急対策を行う。 

  ア 管理者は、地すべり、急傾斜地等の指定地の被害状況を調査し、その状況 

を本部長に報告する。 

～略～ 

第 19 節 応急教育活動 

第７ 応急保育の実施 

２ その他の留意事項 

（１）園児の避難時の注意事項 

（ア）（イ）（ウ）（エ）（オ）（カ）

３ 幼稚園における応急保育 

  幼稚園における応急保育は、次のように読みかえるものとする。 

 保育園        → 幼稚園 

 救援対策部第３救援班 → 文教対策部学校班 

 保育士        → 教諭 

 保育園医       → 幼稚園医 

第４ 河川・海岸・指定地の応急・復旧対策 

１ 河川・海岸 

（１）応急対策  

①ア 被害状況の調査 

②イ 応急排水 

２ 指定地 

（１）応急対策 

   各管理者は、次のような応急対策を行う。 

  ア 管理者は、地すべり、急傾斜地等土砂災害警戒区域や土砂災害危険箇所等の

指定地の被害状況を調査し、その状況を本部長に報告する。 

～略～ 

第 19 節 応急教育活動 

第７ 応急保育の実施 

２ その他の留意事項 

（１）園児の避難時の注意事項 

（ア）（イ）（ウ）（エ）（オ）（カ）

３ 幼稚園における応急保育 

  幼稚園における応急保育は、次のように読みかえるものとする。 

 保育園        → 幼稚園 

 救援対策部第３救援班 → 文教対策部学校班 

 保育士        → 教諭 

 保育園医       → 幼稚園医 

項目番号の整理

項目番号の整理

公立幼稚園がない

ため
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3

4

157

160

【第４章 災害復旧計画】 

第１節 市民生活の安定のための緊急措置 

第１ 被災者の生活確保 

１ 被災者生活再建支援法による支援 

生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出

した基金を利用して支援金を支給することにより、自立した生活の開始を支援する

ものとする。 

2  災害弔慰金等の支給 

第 21 節 災害救助法の適用 

第３  災害救助法の適用手続き 

※項目番号の修正①～⑥を（１）～（６）に修正 

第５  災害業務の実施者

災害救助法の適用後の救助業務は、道知事が実施者となり、市長は、道知事の補助

または委任による執行として、救助を行う。 

～略～ 

※項目番号の修正①～⑫を 1～12 に修正

【第４章 災害復旧計画】 

第１節 市民生活の安定のための緊急措置 

第１ 被災者の生活確保 

１ 被災者生活再建支援法による支援 

生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠

出した基金を利用して支援金を支給することにより、自立した生活の開始を支援

するものとする。 

2  災害弔慰金等の支給・租税の徴収猶予及び減免等

  市で行う災害弔慰金等の支給、租税の減免等の各種被災者支援制度は以下のとお

りとなっている。 

項目番号の整理

項目番号の整理

被災者支援制度を

修正

（一覧を追記）
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4 （１）災害弔慰金 

   救援対策部救援庶務班は、「災害弔慰金の支給等に関する法律」の規定に基づ

き制定された市の条例により実施する。 

（２）災害障害見舞金 

   救援対策部救援庶務班は、「災害弔慰金の支給等に関する法律」の規定に基づ

き制定された市の条例による障害見舞金の支給制度により実施する。 

（３）日本赤十字社による災害救援金品の支給 

    日本赤十字社北海道支部では、日本赤十字社各地区からの申請に基づき、被災

した者に対し、災害救援品の配布を行うこととなっている。 

（１）災害弔慰金 

   救援対策部救援庶務班は、「災害弔慰金の支給等に関する法律」の規定に基づ

き制定された市の条例により実施する。 

（２）災害障害見舞金 

   救援対策部救援庶務班は、「災害弔慰金の支給等に関する法律」の規定に基づ

き制定された市の条例による障害見舞金の支給制度により実施する。 

（３）日本赤十字社による災害救援金品の支給 

    日本赤十字社北海道支部では、日本赤十字社各地区からの申請に基づき、被災

した者に対し、災害救援品の配布を行うこととなっている。 

（１）苫小牧市の被災者支援制度一覧 

内  容 

市税納税の猶予 

固定資産税及び都市計画税の減免 

固定資産税及び都市計画税課税標準額の特例 

個人市民税 

軽自動車税 

国民健康保険税の減免 

国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予 

介護保険料の免除 

介護サービス費の免除 

災害弔慰金等の支給  

日本赤十字社に係る救援物資 

災害等援護に係る見舞金 

生活困窮者への支援 

苫小牧市共同募金委員会 

後期高齢者医療保険料の減免 

後期高齢者医療一部負担金の減免及び徴収猶予 

重複事項は削除
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4

163 6  租税の徴収猶予及び減免等 

（１）市税 

  市民税等の減免、納税延期及び徴収猶予は、所管課が担当する。 

 ①ア  納税期限の延長 

  災害により、納税義務者等が期限内に申告、その他の書類の提出又は市税を納付

もしくは納入することができないと認めるときは、当該期限の延長を行う。 

 ②イ  徴収猶予 

保育所等保育料の減免 

市営住宅への入居 

敷金及び家賃の減免又は徴収猶予 

普通財産貸付使用料の減免  

埋立焼却処分手数料の免除 

建築関係申請手数料の減免 

（２）国税・道税 

    国及び道は、被災者の納付すべき国税及び道税について、法令及び道条例の規

定に基づき、申告、申請、請求、その他書類の提出又は納付もしくは納入に関す

る期限の延長徴収猶予、滞納処分の執行の停止等並びに減免の措置を災害の状況

により実施する。 

４ その他関係機関が行う被災者の生活確保に関する対応 

機関名 生活確保の取扱 

道 ※項目番号の修正①～②をア～イに修正

国 

（公共職業安定所） 
※項目番号の修正①～③をア～ウに修正

6  租税の徴収猶予及び減免等 

（１）市税 

  市民税等の減免、納税延期及び徴収猶予は、所管課が担当する。 

 ①ア  納税期限の延長 

  災害により、納税義務者等が期限内に申告、その他の書類の提出又は市税を納付

もしくは納入することができないと認めるときは、当該期限の延長を行う。 

 ②イ  徴収猶予 
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4 災害により財産に被害を受けた納税義務者等が市税を一時に納付し、または

納入することができないと認められるときは、その者の申請に基づき、１年以

内において徴収猶予する。なお、やむを得ない理由があると認められるときは、

さらに１年以内の延長を行う。（地方税法第 15 条） 

 ③ウ  減免 

   被災した納税（納付）義務者に対し、該当する各税目等について次により減免

を行う。 

税   目 減 免 の 内 容 

個人の市民税 

（個人の道民税を含む） 

  被災した納税義務者の状況に応じて減免を

行う。 

固定資産税・都市計画税   災害により著しく価値が減じた固定資産に

ついて行う。 

国民健康保険税 被災した納税義務者の状況に応じて減免を

行う。 軽自動車税 

（２）国税・道税 

  国及び道は、被災者の納付すべき国税及び道税について、法令及び道条例の規定

に基づき、申告、申請、請求、その他書類の提出または納付もしくは納入に関す 

る期限の延長徴収猶予、滞納処分の執行の停止等並びに減免の措置を災害の状況 

により実施する。 

    災害により財産に被害を受けた納税義務者等が市税を一時に納付し、または

納入することができないと認められるときは、その者の申請に基づき、１年以

内において徴収猶予する。なお、やむを得ない理由があると認められるときは、

さらに１年以内の延長を行う。（地方税法第 15 条） 

 ③ウ  減免 

   被災した納税（納付）義務者に対し、該当する各税目等について次により減免

を行う。 

税   目 減 免 の 内 容 

個人の市民税 

（個人の道民税を含む） 

  被災した納税義務者の状況に応じて減免を

行う。 

固定資産税・都市計画税   災害により著しく価値が減じた固定資産に

ついて行う。 

国民健康保険税 被災した納税義務者の状況に応じて減免を

行う。 軽自動車税 

（２）国税・道税 

  国及び道は、被災者の納付すべき国税及び道税について、法令及び道条例の規定

に基づき、申告、申請、請求、その他書類の提出または納付もしくは納入に関す

る期限の延長徴収猶予、滞納処分の執行の停止等並びに減免の措置を災害の状況

により実施する。 
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5

171

189

【第５章 地震防災対策推進計画】 

第４節 地震発生時の応急対策等 

第１ 地震発生時の応急対策 

（２）災害情報等の収集・伝達 

 （ア）情報の収集・伝達 

～略～ 

 （イ）避難のための勧告及び指示 

    市は、津波警報が発表された場合又は海面監視により異常現象を発見した場

合、海浜等にある者、海岸付近の住民等に対して、直ちに退避し、安全な場所

に避難するよう勧告又は指示を行う。地震発生後、報道機関から津波警報が放

送されたときも、同様の措置をとるものとする。 

～略～ 

   市は、強い地震（震度４程度以上）を感じたとき、又は弱い揺れであっても

長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、海浜等にある者、海岸付近の住

民等に対し、海岸等からの退避、テレビ・ラジオの聴取等警戒体制をとるよう

周知するものとし、市は必要と認める場合には、直ちに安全な場所に避難する

よう勧告又は指示を行うものとする。 

     避難の勧告等は、災害の状況及び地域の実情に応じ、防災行政無線（防災ラ

ジオ）、北海道防災情報システム、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、

テレビ、ラジオ、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ワンセグ等のあら

ゆる手段を活用して、対象地域の住民に迅速かつ的確に伝達する。 

第５節 津波からの防護及び円滑な避難の確保に関する事項 

第 3 避難対策等

【第５章 地震防災対策推進計画】 

第４節 地震発生時の応急対策等 

第１ 地震発生時の応急対策 

（２）災害情報等の収集・伝達 

（ア）情報の収集・伝達 

～略～ 

（イ）避難のための勧告及び指示 

    市は、津波警報が発表された場合又は海面監視により異常現象を発見した場

合、海浜等にある者、海岸付近の住民等に対して、直ちに退避し、安全な場所

に避難するよう勧告又は指示を行う。地震発生後、報道機関から津波警報が放

送されたときも、同様の措置をとるものとする。 

～略～ 

   市は、強い地震（震度４程度以上）を感じたとき、又は弱い揺れであって

も長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、海浜等にある者、海岸付近

の住民等に対し、海岸等からの退避、テレビ・ラジオの聴取等警戒体制をと

るよう周知するものとし、市は必要と認める場合には、直ちに安全な場所に

避難するよう勧告又は指示を行うものとする。 

     避難の勧告指示等は、災害の状況及び地域の実情に応じ、防災行政無線（防

災ラジオ）、北海道防災情報システム、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲ

Ｔ）、テレビ、ラジオ、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ワンセグ等

のあらゆる手段を活用して、対象地域の住民に迅速かつ的確に伝達する。 

第５節 津波からの防護及び円滑な避難の確保に関する事項 

第 3 避難対策等

項目番号の修正

項目番号の修正及

び文言の整理

文言の整理
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5

176

５ 他人の介護等を要する者に対しては、支援を行う者の避難に要する時間に配慮し

つつ、次の点に留意するものとする。 

～略～ 

（２）津波の発生のおそれにより、市長から避難の指示が行われたときは、(1)に掲

げる者の避難所までの介護及び担送は、原則として本人の親族又は本人が属する

消防団・自主防災組織が指定する者、要援護者支援プランに基づく支援者等が担

当するものとし、市は自主防災組織を通じて介護又は担送に必要な資機材の提供

その他の援助を行うものとする。 

第 6 交通対策 

～略～ 

２ 海上及び航空 

室蘭海上保安部（海上保安監部）及び港湾管理者は、海上交通の安全を確保する

ための必要に応じた船舶交通の制限、漂流物発生対策等の措置を講ずるとともに、

津波による危険が予想される地域から安全な海域へ船舶を退避させる等の措置に

係る具体的な実施要領を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。 

５ 他人の介護等を要する者に対しては、支援を行う者の避難に要する時間に配慮し

つつ、次の点に留意するものとする。 

～略～ 

（２）津波の発生のおそれにより、市長から避難の勧告又は指示が行われたときは、

(1)に掲げる者の避難所までの介護及び担送は、原則として本人の親族又は本人

が属する消防団・自主防災組織が指定する者、要援護者支援プラン避難行動要支

援者名簿に基づく支援者等が担当するものとし、市は自主防災組織を通じて介護

又は担送に必要な資機材の提供その他の援助を行うものとする。 

第 6 交通対策 

～略～ 

２ 海上及び航空

室蘭海上保安部（海上保安監部）及び港湾管理者は、苫小牧海上保安署と必要

な連携をし、海上交通の安全を確保するための必要に応じた船舶交通の制限、漂

流物発生対策等の措置を講ずるとともに、津波による危険が予想される地域から

安全な海域へ船舶を退避させる等の措置に係る具体的な実施要領を定め、これに

基づき必要な措置を講ずるものとする。 

用語の変更に伴う

修正

組織名称の修正


