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(4)　関係機関相互の連携協力の確保
　　　市は、国、北海道（以下「道」という。）、近隣市
    町村並びに関係指定公共機関及び関係指定地
   方 公共機 関と平素から相互の連携体制の整備
   に努める。

２　北海道との連携
 (4)　北海道警察との連携
　　　市長は、自らが管理する道路について、・・略・・
北海道警察（以下「道警察」という。）と必要な連

　　携を図る。

(4) 関係機関相互の連携協力の確保
　　 市は、国、道、近隣市町村並びに関係指定公共
　機関及び関係指定地方公共機関と平素から相互の
　連携体制の整備に努める。

２　道警察との連携
 (4)　市長は、自ら管理する道路について、・・略・・
道警察と必要な連携を図る。

本文最初の文言を正式
名称とし、じ後「略名」と
した。

軽微

1 2 3
18
31
37
43
59
6４
71
73
9２

(6) 高齢者、障がい者等への配慮及び国際人道法の
　的確な実施
    市は、国民保護措置の実施に当たっては、高齢
　者、障がい者その他特に配慮を要する者の保護に
　ついて留意する。

(6) 高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法
　の的確な実施
    市は、国民保護措置の実施に当たっては、
  高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の
  保護について留意する。

苫小牧市として、法令
で定義されている場合
や制度、事業の名称、
団体名等の固有名詞以
外は、平仮名表記とす
る。

軽微

1 3 2 6 (2)　指定地方行政機関 農林水産省北海道農
政事務所の組織再編
（平成27年10月１日）

軽微

苫小牧市国民保護計画(変更案）　新旧対照表
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苫小牧海事事務所から
の追記（H31.3.27)
内容２：「倉庫業者」を挿
入

軽微

1 3 2 7 (4)　指定公共機関 (4)　指定公共機関 社名変更に伴う変更
・北海道旅客鉄道㈱
・NTT東日本㈱
　（H29年7月）
・㈱ﾄﾞｺﾓCS北海道
　(H29年7月）

基本指針の変更
日本郵政公社の民営
化に伴う記述の修正
（H19.10.5)

軽微

1 3 3 8 ３　（削除） ３　関係機関等の連絡先
資料編に記載
【関係機関等連絡一覧表】
【関係市町村連絡一覧表】

　　【協定先一覧表】
　　【関係報道機関一覧表】

資料編の削除により
「３項」を削除

軽微
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1 4 10 (2)　気候
　　　本市の気候は、年平均気温７．６℃、年間総雨量
　　の年平均は、1１９７.９ｍｍである。
      気候は、夏季は、降雨がやや多いが、３０℃以上
 　になることはまれで、冬季は－１５℃以下になること
　 もなく 比較的温暖で降雪も少ない。春から夏にか
 　けて海霧が発生することが多い。

(2)　気候
　　 本市の気候は、年平均気温７．５℃、年間総雨量
　の年平均は、1227.7ｍｍである。
  　　気候は、夏季は、降雨がやや多いが、３０℃以上
　 になることはまれで、冬季は－１５℃以下になること
 　もなく比較的温暖で降雪も少ない。春から夏にかけ
　 て海霧が発生することが多い。

データの時点修正
経年により「1971～
2000、平均値」差替
⇒統計期間「1981～
2010」の苫小牧の気候
 （苫小牧の雨温図）

軽微

3



1 4 10 (3)　人口構造
      本市の人口は、１７万１，７５３人（３０年４月現在）
　　であり、道内の人口の約３％を占めており、市町村
　　別では函館市に次ぐ４番目の人口を有するが、平
　　成２４年以降、横ばいから緩やかな現象傾向となり
　　、平成３７（２０２ ５）年の総人口は、１６万６，５５０人
　　となることが見込まれる。年齢３区分による割合は
　、平成２年以降、６５歳以上の人口の増加、また、１
　　５歳未満の人口が減少する傾向 が現れている。
高齢者数の上昇傾向が続くことから高齢化率が

　 平成３２ (２０２０)年に２９．８％、平成４２（2030)年に
　　は３３．０％ となることが見込まれる。

(3)　人口分布
　　　本市の人口は、１７万３７００人（１８年１２月現在）
であり、道内の人口の約３％を占めており、市町村

　　別では釧路市に次ぐ５番目の人口を有し、微増傾
　　向にある。年齢３区分による割合は、平成２年以
　　降、６５歳以上の人口の増加、また、１５歳未満の
　　人口が減少する傾向が現れている。人口の町内
　　別分布は、市西部では、字錦岡、明徳町、澄川
　　町、ときわ町、柏木町、川沿町、日新町、しらか
　　ば町有珠の沢町、桜木町、日吉町、大成町、花
　　園町に、市東部では、字沼ノ端、明野新町、美
　　園町三光町に集中しており、昼間の人口が多く
　　なっている場所は中央部では、表町、旭町、市
　　東部では、 新 明町、新開町、字沼ノ端、字勇
　　払である。

経年により「人口分布」
を「人口構造」に文言を
変更する。
データの時点修正
（苫小牧市の人口）

「資料編」削除

軽微
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1 4 12 (5) 鉄道、空港、港湾の位置等
     鉄道は、ＪＲ北海道が、白老町、千歳市、厚真町及
　び安平町にのびている。空港は、千歳市に新千歳
　空港が あり、その一部が美沢地区に所在し、3.000
　ｍの滑走路を有している。
   港湾は、西港区及び東港区を有し、西港区は概ね
　市中央部の晴海町、入船町、真砂町にあり、岸壁
　は、　水深 ５．５～１４ｍ、延長約１３ｋｍである。東港
　区の一部は厚 真町の行政区域にあり、岸壁は、水
　深１０～１４ｍ、延長 約２．２ｋｍである。取扱貨物量
　は東西港合計約１億５６０万トンにおよび、道内港
　湾貨物取扱量の約５割を占め る。

(5) 鉄道、空港、港湾の位置等
     鉄道は、ＪＲ北海道が、白老町、千歳市、厚真町及
　び安平町にのびている。空港は、千歳市に新千歳
  空港があり、その一部が美沢地区に所在し、3.000
  ｍの滑走路を有している。
   港湾は、西港区及び東港区を有し、西港区は概ね
 市中央部の晴海町、入舟町、真砂町にあり、岸壁
 は、水深 ５．５～１４ｍ、延長約１３ｋｍである。東港
 区の一部は厚真町の行政区域にあり、岸壁は、水
 深１０～１４ｍ、延長約２．２ｋｍである。取扱貨物量
 は東西港合計約１億８百万トンにおよび、道内港
 湾貨物取扱量の約４割を占める。

誤字

データーの時点修正
取扱貨物量は「平成２８
年港湾統計」

軽微

1 4 12 (6)　自衛隊施設等
　　　自衛隊施設は、地方協力本部苫小牧出張所
   が、表町５丁目に所在している。

(6)　自衛隊施設等
     自衛隊施設は、地方協力本部苫小牧出張所が、
  表町１丁目に所在している。

自衛隊施設（札幌市
地方協力本部苫小牧
出張所）の転居

軽微

1 4 12 (7) その他
　　石油コンビナートは、西港区南側の真砂町に位置
　し、石油等の貯蔵取扱量１，３３５万ｋｌ、高圧ガスの
　処理量は約1億１，８００万Ｎ㎥である。石油備蓄基
　地は静川地区にあり苫小牧東部国家石油備蓄及
　び北海道石油共同備蓄の両社があり、その総備
　蓄量は約９９８万ｋｌ（全国の石油備蓄量の約１２％
　 ）を保有する日本最大の石油備蓄基地である。火
　力発電所は、厚真及び苫小牧共同火力発電所の
　２カ所あり、その総出力は、約１９０万ｋｗであり、道
　内の消費電力の約４０％の電力供給能力を有して
　いる。

(7) その他
　　石油コンビナートは、西港区南側の真砂町に位置
　し、石油類の保管量は約２６１万ｋｌ、高圧ガスの処理
　量は約1億１千８百万Ｎ㎥である。石油備蓄基地は
　静川地区にあり苫小牧東部国家石油備蓄及び北
　海道石油共同備蓄の両社があり、その総備蓄量は
　約９８０万ｋｌ（全国の石油備蓄量の約１１％）を保有
　する日本最大の石油備蓄基地である。火力発電所
　は、厚真及び苫小牧共同火力発電所の２カ所あり、
　その総出力は、約２２３万ｋｗであり、道内の消費電
　力の１/３強の電力供給能力を有している。

データの時点修正
石油コンビナートは「北
海道石油コンブナート
等防災計画(平成２８年
版)」を使用

石油備蓄基地は「独立
行政法人石油天然ガス
・金属鉱物質資源機
構」の資料

電力は、「２０１７年北海
道電力」の電力需給実
績数値表示の変更

軽微
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141112 軽微組織機構の改正
（３０年４月１日）
・部署の記載順序の修
正
（苫小牧市行政機構
　図の記載順序）
・交通部及びスポーツ
生涯学習部の廃止に伴
う「総合政策部及び教
育部への編入
・「健康福祉部」を「福祉
部」にして、「健康こども
部」を新設
・室課名は「○○室」又
は「○○課」と記載
・各部室課の処理すべ
き業務内容を「苫小牧
市地域防災計画－災
害対策本部事務分掌
（３０年版）」に近似させ
た。

１　市の各部室課における平素の業務
　【市の各部室課における処理すべき業務】

１　市の各部室課における平素の業務
　【市の各部室課における処理すべき業務】
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2 1 1 1 １　市の各部室課における平素の業務
　【市の各部室課における処理すべき業務】

１　市の各部室課における平素の業務
【市の各部室課における処理すべき業務】

組織機構の改正
（３０年４月１日）

組織機構の改正
(３１年４月１日）
総務部行政監理室と給
与厚生課の統合

軽微15
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軽微１　市の各部室課における平素の業務
【市の各部室課における処理すべき業務】

１　市の各部室課における平素の業務
　【市の各部室課における処理すべき業務】

161112
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2 1 1 1 17 １　市の各部室課における平素の業務
【市の各部室課における処理すべき業務】

１　市の各部室課における平素の業務
【市の各部室課における処理すべき業務】

組織機構の改正
（３０年４月１日）

軽微
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軽微組織機構の改正
（３０年４月１日）

１　市の各部室課における平素の業務
【市の各部室課における処理すべき業務】

１　市の各部室課における平素の業務
　　【市の各部室課における処理すべき業務】

2 1 1 1 18
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2 1 1 1 19 １　市の各部室課における平素の業務
【市の各部室課における処理すべき業務】

１　市の各部室課における平素の業務
【市の各部室課における処理すべき業務】

組織機構の改正
（３０年４月１日）

軽微
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2 1 1 201 １　市の各部室課における平素の業務
【市の各部室課における処理すべき業務】

１　市の各部室課における平素の業務
【市の各部室課における処理すべき業務】

組織機構の改正
（３０年４月１日）

軽微
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21 軽微2 1 1 1 　市の各部室課における平素の業務
【市の各部室課における処理すべき業務】

　市の各部室課における平素の業務
【市の各部室課における処理すべき業務】

組織機構の改正
（３０年４月１日）
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　市の各部室課における平素の業務
【市の各部室課における処理すべき業務】

　市の各部室課における平素の業務
【市の各部室課における処理すべき業務】

組織機構の改正
（３０年４月１日）

軽微2 1 1 1 22
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1 1 1 23 市の各部室課における平素の業務
【市の各部室課における処理すべき業務】

市の各部室課における平素の業務 組織機構の改正
（３０年４月１日）

軽微
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2 1 1 2 25 (5)　幹部職員等の参集が困難な場合の対応 (5)　幹部職員等の参集が困難な場合の対応 「苫小牧市副市長担
任事務規定」の改正
（平成２７年４月１日）
による。

軽微

2 1 3 30 (1) 非常通信体制の整備
    市は、国民保護措置の実施に関し、非常通信体
　制の整備、重要通信の確保に関する対策の推進
　を図るものとし、自然災害その他の非常時におけ
　る通信の円滑な運用を図ること等を目的として、
　関係省庁、地方公共団体、主要な電気通信事業
　者等で構成された北海道地方非常通信協議会と
　の連携に十分配慮する。

(1) 非常通信体制の整備
    市は、国民保護措置の実施に関し、非常通信体
　制の整備、重要通信の確保に関する対策の推進を
　図るものとし、自然災害その他の非常時における
　通信の円滑な運用を図ること等を目的として、関
　係省庁、地方公共団体、主要な電気通信事業者
　等で構成された非常通信協議会との連携に十分
　配慮する。

文言訂正（誤記の修正）
（道計画変更H21.3)

軽微

2 1 4 1 31 (2)　体制の整備に当たっての留意事項
○運用面
　 担当職員の役割・責任の明確化等を図るとともに、
担当職員が被害を受けた場合に備え、円滑に他の職
員が代行できるような体制の構築を図る。

(2)　体制の整備に当たっての留意事項
○運用面
　 担当職員の役割・責任の明確化等を図るとともに、
職員担当者が被害を受けた場合に備え、円滑に他の
職員が代行できるような体制の構築を図る。

文言修正
（道計画変更H28.12)

軽微
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2 1 4 4 32 (2)　情報伝達体制の整備
　 　市は、防災行政無線、ＩＰ告知端末、登録
  制メール、広報車、消防団及び自主防災組織や自
　治会等の地域コミュニティーを通じた伝達等による
　他、指定公共機関及び指定地方公共機関である
　放送事業者との協力、コミュニティーＦＭなどとの
　連携の強化、コンピュータやデータ通信等を活用
　した迅速な伝達システムの構築（充実）に努め、
　住民に対する迅速かつ的確な情報伝達体制の整
　備（充実）を図る。更に緊急情報ネッ トワークシス
　テム（Em-Net）、全国瞬時警報システム（J-
  ALERT）、消防救急無線、防災行政無線等中心
　に総合 行政ネットワークの情報通信手段を的確
　に運用・管理・整備する。

(2) 防災行政無線の整備
　　市は、武力攻撃事態等における迅速な警報の
　内容の伝達等に必要となる同報系その他の防災
　行政無線の整備に努めるなど通信体制の充実に
　努める。

基本指針の変更
緊急情報ネットワークシ
ステム(Em-Net) 、全国
瞬時警報システム（J-
ALERT)を追記する。
（道計画変更H26.11)

協議

2 1 5 2 35 (1) 市における訓練の実施
　　市は、近隣市町、道、国等関係機関と共同するな
　どして、国民保護措置についての訓練を実施し、
　武力攻撃事態等における対処能力の向上を図る。
　　訓練の実施に当たっては、具体的な事態を想定
　し、防災訓練におけるシナリオ作成等、既存のノウ
　ハウを活用するとともに、道警察、海上保安部等、
　自衛隊等との連携を図るによるNBC攻撃等により
　発生する武力攻撃災害 への対応訓練、広域に
　わたる避難訓練、地下への避難 訓練等武力攻
　撃事態等に特有な訓練等について、人口密集
　地を含む様々な場所や想定で行なうとともに、
  実際に資器材や様々な情報伝達手段を用いる
　など実践的なものとするよう努める。

(1) 市における訓練の実施
　　市は、近隣市町、道、国等関係機関と共同するな
　どして、国民保護措置についての訓練を実施し、
　武力攻撃事態等における対処能力の向上を図る。
　　 訓練の実施に当たっては、具体的な事態を想
　 定し、防災訓練におけるシナリオ作成等、既存の
　　ノウハウを活用するとともに、道警察、海上保安
　　部等、自衛隊等との連携を図る。

基本指針の変更に伴う
記述の変更（追記）
「訓練」の箇所に、地下
への避難訓練や様々な
情報伝達手段を用いた
訓練等を提示として追
加。
（消防国第106号
　　　　　　　H29.12.19)
(道計画の変更H30.12)

軽微
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2 2 2 1 ３７
～
３８

(3)　高齢者、障害者等避難行動要支援者への配慮
　　  市は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、
障がい者等自ら避難することが困難な者の避難に
　  ついて、自然災害時への対応として作成している
避難行動要支援者名簿を活用しつつ、避難行動

　　要支援者の避難対策を講じる。
　  　 その際、避難誘導時において、防災・福祉関係
　　部局を中心とした横断的な「難行動要支援者支
　　援班」を迅速に設置できるよう職員の配置に留意
　　する。
※　【避難行動要支援者名簿について】
　武力攻撃やテロ発生時においても、避難誘導に当
たっては、自然災害時と同様、高齢者、障害者等の
避難行動要支援者への配慮が重要であるが、平素
から、自然災害時における取組みとして行なわれる
避難行動要支援者名簿を活用することが重要であ
る。（「避難行動要支援者の避難行動支援に関する
取組指針」(平成２５年８月)参照）
　避難行動要支援者名簿は、災害対策基本法第４
９条の１０において作成を義務付けられており、避難
行動支援者の氏名や生年月日、住所、避難支援等
を必要とする事由を記載又は記録するものとされて
いる。

(3) 高齢者、障害者等災害時要援護者への配慮
　　 市は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、
　障害者等自ら避難することが困難な者の避難につ
　いて、自然災害時への対応として作成している避
　難支援プラン を活用しつつ、災害時要援護者の
　避難対策を講じる。
 　　その際、避難誘導時において、防災・福祉関係
　部局を中心とした横断的な「災害時要援護者支援
　班」を迅速に設置できるよう職員の配置に留意す
る。

軽微
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2 2 5 39 ５　避難施設の指定への協力
　　市は、道が行なう避難施設の指定に際しては、施設
　の収 容人数、構造、保有設備等の必要な情報を提供
　するなど道に協力する。

５　避難施設の指定への協力
　　市は、道が行う避難施設の指定に際しては、必
　要な情報を提供するなど道に協力する。
　　市は、道が指定した避難施設に関する情報を避
　難施設データベース等により、道と共有するととも
　に、道と連携して住民に周知する。

基本指針の変更
追記
「避難施設の指定」の箇
所に、都市部に限らず
地下施設等を避難施設
に指定するよう配慮する
こと及び避難施設の収
容人員数を把握し、地
域的な偏りがなく、より
多くの避難施設を指定
するよう配慮することを
明記。
（消防国第１０６号
　　　　　　　H29.12.19）

軽微

2 2 6 40 【生活関連等施設の種類及び所管省庁、所管道担当局】
　国民保護法施行令
　第２７条　           略
　第２８条５号
　　施設の種類　　核燃料物質（汚染物質を含む。）
　　所管省庁名　　原子力規制委員会
　第２８条６号
　　施設の種類　　核原料物質
　　所管省庁名　　原子力規制委員会
　第２８条７号
　　施設の種類　　放射性同位元素(汚染物質を含む）
　　所管省庁名　　原子力規制委員会
　第２８条８号
　施設の種類　　  毒劇薬（医薬品、医療器具等の品質、

　　　　　　　          有効性及び安全性の確保に関する法律）

【生活関連等施設の種類及び所管省庁、所管道担当局】
　国民保護法施行令
　第２７条　略
　第２８条５号
　　施設の種類　　核燃料物質（汚染物質を含む。）
　　所管省庁名　　文部科学省

経済産業省
　第２８条６号
　　施設の種類　　核原料物質
　　所管省庁名　　文部科学省

経済産業省
　第２８条７号
　　施設の種類　　放射性同位元素(汚染物質を含む）
　　所管省庁名　　文部科学省
　第２８条８号
　施設の種類　　  毒劇薬（薬事法）

所管省庁の変更
(道計画変更H26.11）

法の施行に伴う法律名
称の変更
(道計画変更H28.12）

軽微
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3 2 1 48 (3)　市対策本部の組織構成及び機能 (3)　市対策本部の組織構成及び機能 組織機構の改正（３０年
４月１日）
・交通部及びスポーツ
生涯学習部の廃止に伴
う「総合政策部及び教
育部への編入
・「健康福祉部」を「福祉
部」にして、「健康こども
部」を新設
・各部室課に「会計管理
者」を追記

軽微

3 3 1 53 (2)　国・道の現地対策本部との連携
　　 市は、国・道の現地対策本部が設置された場合
 　は、連絡員を派遣すること等により、当該本部と緊
  密な連携を図る。また、運営が効率的であると判断
　される場合には、必要に応じて、道・国と調整の上、
　共同で現地対策本部を設置し、適宜情報交換等を
　行うとともに、共同で 現地対策本部の運用を行う。
また、国の現地対策本部長が武力攻撃事態等

　合同対策協議会を開催する場合には、当該協議
　会へ参加し、国民保護措置に関する情報の交換
　や相互協力に努 める。

(2)　国・道の現地対策本部との連携
　　 市は、国・道の現地対策本部が設置された場合
　は、連絡員を派遣すること等により、当該本部と緊
　密な連携を図る。また、運営が効率的であると判断
　される場合には、必要に応じて、道・国と調整の上、
　共同で現地対策本部を設置し、適宜情報交換等を
　行うとともに、共同で現地対策本部の運用を行う。

基本指針の変更
平成２４年度
　（H25.3.22変更）
国の現地対策本部長が
武力攻撃事態等合同
対策協議会を開催する
場合について追記

協議
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3 4 1 2 58 (1)　警報の内容は、緊急情報ネットワークシステム
　　（Em-Net）,全国瞬時警戒システム（J-ALERT）
　　等を活用し、地方公共団体に伝達される。市長
　　は、全国瞬時警報システム（J-ALERT）と連携し
　　ている情報伝達手段等により、原則として以下
　　の要領により情報を伝達する。
　　①～②　略
※ 全国瞬時警報システム（J-ALERT）によって情
　報が伝達されなかった場合においては、緊急情
　報ネットワークシステム（Em-Nnet）によって伝達さ
　れた情報をホームページ等に掲載する等により、
　周知を図る。

(1)　 警報の内容の伝達方法については、当面の間
　　は、現在市が保有する伝達手段に基づき、原則と
　　して以下の要領により行う。
①  「武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生した
　　と認められる地域」に市が含まれる場合
   　  この場合においては、原則として、同報系防災
　　行政無線や広報車等で国が定めたサイレンを最
　　大音量で吹鳴して住民に注意喚起した後、武力
　　攻撃事態等において警報が発令された事実等を
　　周知する。
②　「武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生した
　　と認められる地域」に市が含まれない場合
  ア）　この場合においては、原則として、サイレンは
　　使用せず、同報系防災行政無線や広報車及び
　　ホームページへの掲載をはじめとする手段により、
　　周知を図る。
  イ）　なお、市長が特に必要と認める場合には、サイ
　　　レンを 使用して住民に周知を図る。
     　 また、消防団や自主防災組織による伝達、町
　　内会等 への協力依頼などの方法も活用する。

警報の伝達手段として
エムネット、Jアラートの
追加
（平成24年度　H25.3.22
変更）

協議
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3 4 1 2 ５８
～
５９

(2)　市長は、消防機関と連携し、あるいは自主防災組
   織等の自発的な協力を得ることなどにより、各世帯
   等に警報の内容を伝達することができるよう、体制
   の整備に努 める。
　    この場合において、消防本部は保有する車両・
   装備を有効に活用し、巡回等による伝達を行なう
   とともに、消防団は、平素からの地域との密接な
   つながりを活かし、自主防災組織、自治会や避
   難行動要支援者等への個別の伝達を行なうなど、
   それぞれの特性を活かした効率的な伝達が行わ
   れるように配意する。
　    また、市は、道警察の交番、駐在所、パトカー
  等の勤務員による拡声機や標示を活用した警報
  の内容の伝達が的確かつ迅速に行われるよう、道
  警察と緊密な連携を図る。
(3)　警報の伝達内容においては、特に、高齢者、障
　 がい者、外国人等に対する伝達に配慮するものと
 　し、具体的には、避難行動要支援者について、防
　 災・福祉部局との連携の下で、避難行動要支援者
　名簿を活用するなど、避難行動要支援者に迅速に
　正しい情報が伝達され、避難などに備えられるよう
　 な体制の整備に努める。
(4)　略

(2)　市長は、消防機関と連携し、あるいは自主防災
　組織等の自発的な協力を得ることなどにより、各世
　帯等に警報の内容を伝達することができるよう、体
　制の整備に努める。
　　 この場合において、消防本部は保有する車両・
　装備を有効に活用し、巡回等による伝達を行うとと
　もに、消防団は、平素からの地域との密接なつな
　がりを活かし、自主防災組織、町内会や災害時要
　援護者等への個別の伝達を行うなど、それぞれの
　特性を活かした効率的な伝達が行なわれるように
　配意する。
　　 また、市は、道警察の交番、駐在所、パトカー等
　　の勤務員による拡声機や標示を活用した警報の
　　内容の伝達が的確かつ迅速に行われるよう、道
　　警察と緊密な連携を図る。
(3)　 警報の内容の伝達においては、特に、高齢者、
　　障害者、外国人等に対する伝達に配慮するもの
　　とし、具体的には、災害時要援護者について、防
　　災・福祉部局との連携の下で避難支援プランを活
　　用するなど、災害時要援護者に迅速に正しい情
　　報が伝達され、避難などに備えられるような体制
　　の整備に努める。
(4)　略

文言整理
(道計画更新H26.11)

軽微

3 4 2 2 62 (3)　避難実施要領の策定の際における考慮事項
　　 避難実施要領の策定に際しては、以下の点
　に考慮する。
　①　～　⑤　略
　⑥　避難行動要支援者の避難方法の決定（避難支援
プラ
　　ン、避難行動要支援者支援班の設置）

(3)　避難実施要領の策定の際における考慮事項
　　 避難実施要領の策定に際しては、以下の点
　 に考慮する。
　①　～　⑤　略
　⑥　要援護者の避難方法の決定（避難支援プラ
　　 ン、災害時要援護者支援班の設置）

文言整理
(道計画変更H26.11)

軽微
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3 4 2 3 ６３
～
６４

３住民避難の誘導
　(1)　略
　(2)　消防機関の活動
　　　 消防本部及び消防署は、消火活動及び救助・
　　救急活動の状況を勘案しつつ、市長の定める避
　　難実施要領に基づき、要所に消防車両等を配置
　　し、車載の拡声器を活用する等効果的な誘導を
　　実施するとともに、避難行動要支援者の人員輸
　　送車両等による運送を行なう等保有する装備を
　　有効活用した避難住民の誘導を行なう。
　　　 消防団は、消火活動及び救助・救急活動につ
　　いて、消防本部又は消防署と連携しつつ、自主
　　防災組織、自治会等と連携した避難住民の誘導
　　を行なうとともに、避難行動要支援者に関する情
　　報のかくにんや要避難地域内残留者の確認等を
　　担当する等地域とつながりを活かした活動を行う。
　(3)～(5)　略

３住民避難の誘導
　(1)　略
　(2)　消防機関の活動
　　　 消防本部及び消防署は、消火活動及び救助・
　　救急活動の状況を勘案しつつ、市長の定める避
　　難実施要領に基づき、要所に消防車両等を配置
　　し、車載の拡声器を活用する等効果的な誘導を
　　実施するとともに、災害時要援護者の人員輸送
　　車両等による運送を行なう等保有する装備を有
　　効活用した避難住民の誘導を行なう。
　　　 消防団は、消火活動及び救助・救急活動につ
　　いて、消防本部又は消防署と連携しつつ、自主
　　防災組織、自治会等と連携した避難住民の誘導
　　を行なうとともに、災害時要援護者に関する情報
　　のかくにんや要避難地域内残留者の確認等を担
　　当する等地域とつながりを活かした活動を行なう。
　(3)～(5)　略

災害対策基本法の一部
改正(平成25年6月)によ
り「要配慮者」「避難行
動要支援者名簿」等の
規定
「避難行動要支援者の
避難行動支援に関する
取組指針」(平成25年8
月)策定

軽微

3 4 2 3 ６４
～
６５

(6)　高齢者、障害者等への配慮
　　　市長は、高齢者、障がい者等の避難を万全に行
　　なうため、避難行動要支援者支援班を設置し、社
　　会福祉協議会、民生委員、福祉事業者、障害者
　　団体等と協力して、避難行動要支援者への連絡、
　　運送手段の確保を的確に行なうものとする（「避難
　　行動要支援者名簿」を活用しながら対応を行なう。
　　その際、民生委員と社会福祉協議会との十分な
　　協議の上、その役割を考える必要がある。）。
　　　（ゲリラ・特殊部隊による攻撃等に際しては、被
　害が局地的、限定的なものにとどまることも多いこ
　とから、時間的余裕がなく、移動により攻撃により
　巻き込まれる可能性が高い場合は、屋内への避
　難を現実的な避難方法として検討せざるを得な
　い場合もあり得る。）

 (6)　高齢者、障害者等への配慮
　　　市長は、高齢者、障害者等の避難を万全に行な
　　うため、避難行動要支援者支援班を設置し、社会
　　福祉協議会、民生委員、福祉事業者、障害者団
　　体等と協力して、避難行動要支援者への連絡、
　　運送手段の確保を的確に行なうものとする。

災害対策基本法の一部
改正(平成25年6月)によ
り「要配慮者」「避難行
動要支援者名簿」等の
規定
「避難行動要支援者の
避難行動支援に関する
取組指針」(平成25年8
月)策定
により文言整理
（道計画更変更26.11)

軽微
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3 4 2 3 65 ３　住民の誘導
(7)　大規模集客施設等における当該施設滞
　　 在者等の避難市は、大規模集客施設や旅客輸
　送関連施設に対し、施設管理者と連携し、施設の
　特性に応じ当該施設などに滞在する者等につい
　ても、避難等の国民保護措置が円滑に実施できるよ
う必要な対策をとる
　ものとする。

３　住民避難の誘導 基本指針の変更
大規模集客施設等にけ
る避難等の国民保護措
置実施の円滑化の明記
（平成24年度H25.3.22）
（新設）
（道計画変更H26.11)

協議

3 4 2 3 ６５
～
６６

３　避難住民の誘導
　(1)　～　(7)　略
　(8)　残留者等への対応
　(9) 避難所等における安全確保等
　(10)　動物の保護等に関する配慮
　(11)　通行禁止措置の周知
(12)　道に対する要請
　(13) 避難住民の運送の求め方等
(14)　避難住民の復帰のための措置

３　避難住民の誘導
　(1)　～　(6)　略
　(7)　残留者等への対応
　(8)　避難所等における安全確保等
　(9)　動物の保護等に関する配慮
　(10)　通行禁止措置の周知
(11)　道に対する要請
　(12)　避難住民の運送の求め方等
(13)　避難住民の復帰のための措置

文言整理
○３ 避難住民の誘導に
(7)大規模集客施設等
における当該施設滞在
者等の避難を新設した
ことにより、項番号の繰
り下げ

軽微

3 4 2 4 6６
～
６７

４　事態想定ごとの避難の留意点
　　弾道ミサイル攻撃の場合
　　　①～②　　（略）
　　※  弾道ミサイル攻撃については、発射の兆候を
　　　事前に察知した場合でも、発射された段階で攻
　　　撃目標を特定することは極めて困難であり、ま
た、
　　　弾道ミサイルの主体（国又は国に準ずる者）の意
　　　図等により攻撃目標は変化するとともに、その保
　　　有する弾道ミサイルの精度により、実際の着弾点
　　　は変わってくる。
　　　　このため、市は、弾道ミサイル発射時に住民が
　　　適切な行動をとることができるよう、全国瞬時警
　　　報システム（J‐ALERT）による情報伝達及び弾
　　　道ミサイル落下時の行動について平素から周
　　　知に努めるとともに、弾道ミサイルが発射され
　　　た場合には、すべての市町村に着弾の可能性
　　　があり得るものとして、対応を考える必要がある。
　　　　また、急襲的な航空攻撃が行なわれる場合に
　　　ついても、弾道ミサイルの場合と同様の対応をと
　　　るものとする。

４　事態想定ごとの避難の留意点
　　弾道ミサイル攻撃の場合
　　　①～②　　（略）
　　※　弾道ミサイル攻撃については、発射の兆候を
　　　事前に察知した場合でも、発射された段階で攻
　　　撃目標を特定することは極めて困難である。
　　　　　このため、弾道ミサイルの主体（国又は国に
　　　 準じる者）の意図等により攻撃目標は変化する
　　　　とともに、その保有する弾道ミサイルの精度に
　　　　より、実際の着弾地点は変わってくる。このた
　　　　め、すべての市町村に着弾の可能性があり得
　　　　るものとして、対応を考える必要がある。
　　　　　また、急襲的に航空攻撃が行われる場合に
　　　　ついても、弾道ミサイルの場合と同様の対応を
　　　　とるものとする。

基本指針の変更に伴う
記述の変更
「避難に当たって配慮
すべき事項」の箇所に、
平素からJアラートによる
情報の伝達と弾道ミサ
イルの落下時の行動の
周知に努めることを明
記。
（消防国第１０６号

H29.12.19）

協議
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3 5 3 70 (1)　救援の内容
　　　市長は、１の(1)の通知があった場合におい
 　て、武力攻撃事態等における国民の保護のた
 　めの措置に関する法律による救援の程度及び方
　 法の基準（平成２５年内閣府告示第２２９号。以下
　 「救援の程度及び基準」という。)及び道国民保護
　計画の内容に基づき救援の措置を行なう。
 　 市長は、「救援の程度及び基準」によっては救
　援の適切な実施が困難であると判断する場合に
　は、知事に対し、内閣総理大臣に特別な基準の
　設定についての意見を申し出るよう要請する。

(1)　救援の内容
　　　市長は、１の(1)の通知があった場合におい
　　て、武力攻撃事態等における国民の保護のた
　　めの措置に関する法律による救援の程度及び
　　方法の基準（平成１６年厚生労働省告示第３４
　　３号。以下「救援の程度及び基準」という。)及び
　　道国民保護計画の内容に基づき救援の措置を
　　行なう。
　　　 市長は、「救援の程度及び基準」によっては
　　救援の適切な実施が困難であると判断する場
　　合には、知事に対し、厚生労働大臣に特別な
　　基準の設定についての意見を申し出るよう要
　　請する。

救護事務の移管
（道計画更新H26.11)

軽微

3 6 2 78 (1) 安否情報の収集
　　 安否情報の収集に当たっては、避難住民又 は
　武力攻撃災害により負傷した住民につ いて安否
　情報省令第１条に規定する様式第１号を、武力攻
　撃災害により死亡した住民については同様式第
　２号を用 いて行なう。
　　また、安否情報の収集は、避難所において、避
　難 住民から任意で収集した情報のほか、住民基
　本台 帳、（削除）　等市が平素から行政事務全般
　の円滑な遂行の ために保有する情報等を活用し
　て行なう。

(1) 安否情報の収集
　　安否情報の収集に当たっては、避難住民又 は
　武力攻撃災害により負傷した住民につ いて安否
　情報省令第１条に規定する様式第１号を、武力攻
　撃災害により死亡した住民については同様式第２
　号を用 いて行なう。
　　 また、安否情報の収集は、避難所において、避
　 難 住民から任意で収集した情報のほか、住民基
　 本台帳、外国人登録原票等市が平素から行政事
　 務全般の円滑な遂行のために保有する情報等を
　 活用して行なう。

外国人登録制度廃止に
伴う文言（外国人登録
原票）の削除
（道計画変更H３０.６)

軽微
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3 7 4 8８
～
８９

(４）汚染原因に応じた対応
①核攻撃の場合
　　・　市は、・・・略
　　・　措置に当たる要員に防護服を着用させるとと
　　　もに、被ばく線量の管理を行ないつつ、活動を
　　　実施させる。
・　市は、避難住民等（輸送に使用する車両及び

　　 その乗務員を含む。）の避難退域時検査及び簡
　  易除染その他放射性物質による汚染の拡大を防
　  止するため、住民等へ向け、避難退域時検査の
 　 場所、災害の概要、避難に必要な情報提供に努
 　 めるものとする。
　　・　市長は、必要に応じ、安定ヨウ素剤の予防服
　　　用の実施及び飲食物の摂取制限の措置につ
　　　いて、北海道地域防災計画（原子力防災防災
　　　計画）に準じて行 なうものとする。

(4) 汚染原因に応じた対応
　　市は、ＮＢＣ攻撃のそれぞれの汚染原因に応じ
　て、国及び道との連携の下、それぞれ次の点に留
　意して措置を講ずる。
　①　核攻撃等の場合
　　　 市は、核攻撃等による災害が発生した場合、国
　　の対策本部による汚染範囲の特定を補助するた
　　め、汚染の範囲特定に資する被災情報を道に直
　　ちに報告する。

また、措置に当たる要員に防護服を着用させる
　　　とともに、被ばく線量の管理を行いつつ、活動を
　　　実施させる。

基本指針の変更
文言整理
「また」の削除
（道計画更新H26.11）

防災基本計画（原子力
災害対策編）の修正
（新設）
（道計画変更H28.12）

軽微

協議

3 9 2 93 (2)　廃棄物処理対策
　 ①　市は、地域防災計画の定めに準じて、「災害
　　 廃棄物対 対策指針」（平成３０年３月環境省環境
再
　　生・資源循環局　災害廃棄物対策室 )等を参考と
し
　　つつ、廃棄物処理体制を 整備する。

(2) 廃棄物処理対策
 　①  市は、地域防災計画の定めに準じて、「震災
　　　廃棄物対策指針」（平成２６年３月環境省大
　　 臣官房廃物・リサイクル部）等を参考としつつ、
　　 廃棄物処理体制を整備する。
　 ②　略

基本指針の改定に伴う
修正
（道計画変更H３０.６)

軽微
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