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第１章 総 則 

第１節 計画の方針 

第２節 防災関係機関等の処理すべき事務又

は業務の大綱 

第３節 市域の災害環境 

第４節 防災テーマ及びビジョン

総則は、地域防災計画の目的、防災業務に

関する各防災関係機関とその役割、市域の災

害に関係する環境、計画の前提条件、防災ビ

ジョンなどについて明らかにするものであ

る。
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第１節 計画の方針 

１ 計画の目的 

苫小牧市地域防災計画は、本市の地域に係る災害に関し、苫小牧市防災会議（以下「市防災会

議」という。）が作成する計画であり、災害予防計画、災害応急対策計画、災害復旧計画等の災害

対策を実施するにあたって、防災関係各機関がその機能のすべてをあげて市民の生命、身体及び財

産を災害から保護するために、実施すべき業務を定めることを目的とする。 

２ 計画の効果的な推進 

災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最小化し、被害の迅速な

回復を図る「減災」の考え方を防災の基本方針とする。 

たとえ被災したとしても人命が失われないことを最重視し、経済的被害ができるだけ少なくなる

よう、様々な対策を組み合わせて災害に備え、災害時の社会活動への影響を最小限にとどめなけれ

ばならない。 

災害発生時には市民自らが主体的に判断し、行動できることが必要であることから、災害教訓の

伝承や防災教育の推進により、防災知識の向上を図ることとする。 

また、防災に関する政策・方針決定過程における女性や高齢者、障がい者などの参画を拡大し、

男女平等参画その他の多様な視点を取り入れた防災体制の確立を図る。 

３ 計画の位置付け 

この計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４２条の規定に基づき作成された

もので、市の地域に係る災害対策に関する総合的かつ基本的な性格を有するものである。 

この計画は、国の防災基本計画、北海道地域防災計画との整合性及び関連性を有する。 

また、防災関係機関の防災業務計画と、互いに連携して行えるよう定める。 

４ 計画の構成 

この計画は、「地震・津波災害対策編」「風水害等対策編」「火山災害対策編」「資料編」の４編か

ら構成する。 

本編は、大規模な地震災害及び津波災害に対応するための「地震・津波災害対策編」である。 

災 害 対 策 基 本 法

防 災 基 本 計 画

北海道地域防災計画

苫小牧市地域防災計画 防 災 業 務 計 画

防災関係機関 

国 

中 央 防 災 会 議

北海道防災会議

苫小牧市防災会議

第１章 総 則 

２ 



５ 計画の修正 

この計画は、災害対策基本法第４２条の規定に基づき毎年検討を加え、必要に応じて苫小牧市防

災会議において修正する。各対策担当部及び防災関係機関は、自己の所掌する事項について検討し、

速やかに計画修正案を苫小牧市防災会議（事務局 市民生活部危機管理室）に提出する。 

苫小牧市地域防災計画

地震・津波災害対策編

風 水 害 等 対 策 編

火 山 災 害 対 策 編

資 料 編
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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

苫小牧市防災会議の構成機関等及び防災上重要な施設並びに危険物関係施設の管理者が防災上処理

する事務と業務の大綱は、おおむね次のとおりとする。 

１ 苫小牧市 

事 務 と 業 務 の 大 綱 

（１）苫小牧市防災会議に関すること。 

（２）苫小牧市災害対策本部の設置及び組織の運営に関すること。 

（３）地震・津波防災に関する知識の普及及び啓発並びに過去の災害から得られた教訓を伝承 

する活動の支援に関すること。 

（４）防災訓練及び地震・津波防災上必要な教育の実施に関すること。 

（５）災害に関する情報の伝達、収集及び広報並びに被害状況の調査に関すること。 

（６）防災に関する施設、設備の整備に関すること。 

（７）応急用食料及び防災関係資機材の備蓄並びに供給に関すること。 

（８）災害応急対策及び災害復旧対策の実施に関すること。 

（９）消防活動及び水防活動等防災対策の実施に関すること。 

（10）避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示に関すること。 

（11）被災者に対する救助並びに救護及び救援に関すること。 

（12）災害時における保健衛生及び文教対策に関すること。 

（13）その他災害発生の防御又は拡大防止のための措置に関すること。 

（14）災害時の交通及び輸送の確保に関すること。 

（15）被災者に対する情報の伝達及びその他の住民に対する広報に関すること。 

（16）自主防災組織の育成に関すること。 

（17）要配慮者の把握及び擁護に関すること。 

（18）災害ボランティアの受入に関すること。 

（19）自衛隊の災害派遣要請に関すること。 

２ 苫小牧市教育委員会 

事 務 と 業 務 の 大 綱 

（１）災害時の被災児童及び生徒の救護並びに応急教育の実施に関すること。 

（２）児童及び生徒に対する防災に係る知識の普及に関すること。 

（３）避難等に係る公立学校施設の使用に関すること。 

（４）文教施設及び文化財の保全対策等に関すること。 

３ 苫小牧港管理組合 

事 務 と 業 務 の 大 綱 

災害時の港湾区域内施設と臨港地区内施設の復旧及び管理に関すること。 
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４ 指定地方行政機関 

機 関 等 名 称 事 務 と 業 務 の 大 綱 

室蘭開発建設部 

苫小牧河川事務所 

 直轄海岸及び樽前山火山砂防整備並びに災害復旧に関すること。 

室蘭開発建設部 

苫小牧道路事務所 

 一般国道の維持及び災害復旧その他の管理に関すること。 

室蘭開発建設部 

苫小牧港湾事務所 

（１）潮位及び波高等の観測に関すること。 

（２）港湾施設整備並びに災害復旧に関すること。 

北海道農政事務所 

（削除）

（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。 

（削除）

胆振東部森林管理署 （１）林野火災の予防対策及び未然防止の実施に関すること。 

（２）災害時の応急復旧資材の供給に関すること。 

北海道運輸局 

室蘭運輸支局 

（１）災害時の陸上輸送機関の被害調査及び応急措置に関すること。 

（２）災害時の自動車運送事業者への緊急輸送要請に関すること。 

北海道運輸局室蘭運輸

支局苫小牧海事事務所 

（１）災害時の海上輸送の連絡調整に関すること。 

（２）その他海上防災に関すること。 

北海道産業保安監督部 （１）電気事業者、ガス事業者、鉱山の防災上の措置の実施に関する指導

を行うこと。 

（２）火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、石油コンビナートの保安及び事

業者の指導を行うこと。 

東京航空局 

新千歳空港事務所 

（１）災害時における航空機輸送の連絡調整に関すること。 

（２）空港及び航空保安施設の管理に関すること。 

（３）航空事故の予防及び応急措置に関すること。 

（４）その他航空防災に関すること。 

苫小牧海上保安署 （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）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）船舶交通の障害の除去に関すること。 

（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）船舶交通の安全の確保に関すること。 

（６）海上における犯罪の予防及び鎮圧に関すること。 

室蘭地方気象台 （１）気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集、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。 
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（３）気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に努める。 

（４）地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言を行う。

（５）防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に努める。

苫小牧労働基準監督署 災害時の工場、事業所等での労働災害への応急措置に関すること。 

５ 北海道 

機 関 等 名 称 事 務 と 業 務 の 大 綱 

胆振総合振興局 

地域創生部

（１）総合振興局内非常配備体制の確認及び災害応急措置等の連絡調整

に関すること。 

（２）市長の実施する応急措置の調整等に関すること。 

（３）指定公共機関の出先の長等に対する応急措置の実施要請等に関す

ること。 

（４）自衛隊の災害派遣要請に関すること。 

胆振総合振興局 

保健環境部 

苫小牧地域保健室 

 災害時の応急治療、防疫活動の実施、指導及び伝染病の予防の実施に関

すること。 

胆振総合振興局 

室蘭建設管理部 

苫小牧出張所 

 道道及び二級河川、水管理国土保全局海岸の維持、災害復旧その他の管

理に関すること。 

苫小牧警察署  災害時の避難誘導及び救助、犯罪の予防、交通規制等の実施に関するこ

と。 

６ 自衛隊 

事 務 と 業 務 の 大 綱 

（１）災害派遣の実施により、人命又は財産の保護のため緊急に行う必要のある応急救援又は応急

復旧に関すること。 

（２）災害派遣部隊による救助、消防及び水防活動に関すること。 

（３）救援物資の緊急輸送等に関すること。 

７ 指定公共機関 

機 関 等 名 称 事 務 と 業 務 の 大 綱 

JR北海道㈱ 

苫小牧ブロック管理 

JR貨物㈱苫小牧駅 

JR北海道㈱ 

日高線運輸営業所 

（１）災害時の鉄道、バス等での輸送の確保に関すること。 

（２）災害時の救援物資の緊急輸送、避難者の輸送等、関係機関への支

援に関すること。 

（３）災害時の鉄道保安及び災害復旧その他の管理に関すること。 

日本郵便㈱ 

苫小牧郵便局 

（１）災害時における郵便輸送の確保及び郵便業務運営の確保に関する

こと。 

（２）郵便、為替貯金及び簡易保険の非常取扱いに関すること。 
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（３）郵便局の窓口掲示板を利用した広報活動に関すること。 

東日本高速道路㈱ 

北海道支社 

苫小牧管理事務所 

 高速道路の維持、修繕、被害復旧及びその他の管理に関すること。 

NTT東日本㈱ 

北海道支店 

（１）非常及び緊急通話取扱いの実施に関すること。 

（２）電話及び電報利用の制限及び重要通信の確保に関すること。 

㈱NTTドコモ北海道 

支社苫小牧ちとせ支店 

（１）非常及び緊急通話取扱いの実施に関すること。 

（２）携帯電話利用の制限及び重要通信の確保に関すること。 

日本赤十字社 

北海道支部 

（１）災害救助法が適用された場合、北海道知事との委託協定に基づく

医療、助産、死体処理等の救助業務を実施すること。 

（２）防災ボランティア（民間団体及び個人）が行う救助活動の連絡等

調整に関すること。 

（３）災害義援金品の募集に関すること。 

北海道電力㈱ 

苫小牧支店 

（１）電力供給施設の防災対策に関すること。 

（２）災害時の電力の円滑な供給に関すること。 

日本通運㈱苫小牧支店  災害時の救援物資等の緊急輸送等及び関係機関への支援に関すること。

日本放送協会 

札幌放送局 

（１）地震・津波防災に係る知識の普及に関すること。 

（２）地震、津波の情報、警報等の報道に関すること。 

（３）災害情報、被害状況等に関する報道を実施し、防災広報に関する

業務を行うこと。 

８ 指定地方公共機関 

機 関 等 名 称 事 務 と 業 務 の 大 綱 

苫小牧市医師会  災害時の救急医療に関すること。 

苫小牧薬剤師会  災害時の調剤、医薬品の供給に関すること。 

苫小牧獣医師会  災害時の飼養動物の対応に関すること。 

苫小牧ガス㈱ （１）ガス供給施設の防災対策に関すること。 

（２）災害時のガスの円滑な供給に関すること。 

報道機関 （１）地震・津波防災に係る知識の普及に関すること。 

（２）地震・津波の情報、警報等の報道に関すること。 

（３）災害情報、被害状況等に関する報道を実施し、防災広報に関する

業務を行うこと。 

室蘭地区トラック協会  災害時の人員、緊急物資及び災害対策用資機材の緊急輸送の確保に関す

ること。 

室蘭地区バス協会  災害時の人員、緊急物資及び災害対策用資機材の緊急輸送の確保に関す

ること。 
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９ 市民及び事業所等 

機 関 等 名 称 役 割 

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。 

ア 避難の方法（避難路、避難場所等）及び家族との連絡方法の確認

イ ３日分の食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー等の備

蓄、非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備 

ウ 家具の転倒防止対策等、家庭での予防・安全対策 

エ 隣近所との相互協力関係のかん養 

オ 災害危険区域等、地域における災害の危険性の把握 

カ 防災訓練、研修会等への積極的参加による防災知識、応急救護

技術等の習得 

キ 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。 

ア 地域における被災状況の把握 

イ 近隣の負傷者・要配慮者の救助 

ウ 初期消火活動等の応急対策 

エ 避難所及び避難場所での自主的な活動 

オ 防災関係機関の活動への協力 

カ 自主防災組織の活動への参加 

自主防災組織 （１）避難誘導、救出救護、避難所運営等の協力に関すること 

（２）被災者に対する炊き出し、救援物資の配分等に関すること 

（３）防災知識の普及、防災用資機材の備蓄に関すること 

青年団、婦人会等 市が実施する応急対策についての協力に関すること 

事業所 （１）防災対策の充実と従業員、施設利用者の安全の確保に関すること

（２）二次災害の防止、事業の継続、地域への貢献、地域との共生等、

事業所が災害時に果たす役割を十分に認識し、防災活動の推進に関

すること 

（３）地域の防災活動に参加し地域防災力の向上に寄与すること 

一般運輸事業者 災害時における緊急輸送の協力に関すること。 

一般建築事業者 災害時における応急復旧の協力に関すること。 

１０ その他協力機関 

機 関 等 名 称 事 務 と 業 務 の 大 綱 

苫小牧市赤十字奉仕団  市が実施するボランティア活動の協力に関すること。 

苫小牧市無線赤十字奉仕団  災害時の無線通信の協力に関すること。 

第１章 総 則 

８ 



石油コンビナート地帯地域

関係企業その他危険物関係

施設の管理者 

（１）災害時の危険物の保守、保安に関すること。 

（２）予防思想、安全管理の徹底に関すること。 

とまこまい広域農業協同組

合 

（１）農林関係の被害調査及び応急対策並びに災害復旧対策協力に

関すること。 

（２）被災組合員に対する融資又はその斡旋に関すること。 

（３）飼料、肥料等の確保に関すること。 

（４）保険金や共済金支払いの手続に関すること。 

苫小牧漁業協同組合 （１）漁業関係の被害調査及び応急対策並びに災害復旧対策の協力

に関すること。 

（２）被災組合員に対する融資又はその斡旋に関すること。 

（３）保険金や共済金支払いの手続に関すること。 

苫小牧森林組合 （１）林業関係の被害調査及び応急対策並びに災害復旧対策の協力

に関すること。 

（２）被災組合員に対する融資又はその斡旋に関すること。 

（３）保険金や共済金支払いの手続に関すること。 

苫小牧商工会議所 （１）被害状況調査及び応急対策の協力に関すること。 

（２）災害時における物価安定についての協力に関すること。 

（３）救助物資、復旧資材の確保、斡旋の協力に関すること。 

苫小牧市社会福祉協議会 （１）高齢者・心身障がい者の保護の協力に関すること。 

（２）被災者に対する生活維持のための支援に関すること。 

苫小牧地区 

排出油等防除協議会

（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。 

（削除） 

海上災害防止センター 

苫小牧市基地 

（１）船舶等の災害防止に関すること。 

（２）船舶、人命の救助及び行方不明者の捜索に関すること。 

（３）災害時の緊急輸送に関すること。 

一般病院・診療所  災害時における医療及び防疫対策についての協力に関すること。 

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５６１．５７ｋ

㎡の広さを有している。 

２ 地形及び地質の概要 

９ 
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（１）地 形 

市域の地形は、北海道を中央部と南西部に分け、札幌から苫小牧へ続く「石狩低地帯」の南部

にあたる。低地帯の東側は、標高１５０ｍの馬追い丘陵へと続き、その東側は夕張・日高山系の

急峻な山地となっている。一方、石狩低地帯の西側には、広大な火砕流台地を形成した支笏カル

デラや、現在も活動的な活火山である樽前山、風不死岳及び恵庭岳が存在する。市域の東部の低

地は「勇払平野」とよばれ、勇払川と安平川に沿った低湿地と海岸線に沿った海岸平野からなる。

また、市域の東側の静川地区には、標高２０ｍの火砕流台地が分布する。 

（２）地 質 

市域の基盤は、第三紀鮮新世の萌別層で、主に砂質シルト岩からなり、礫岩・砂岩を挟んでい

る。第四紀層との境界は、静川で深さ８４ｍ、ウトナイで深さ１９２ｍ、中心市街地付近で深さ

約１５０ｍである。第三紀層の上には、第四紀更新世のニタッポロ層が厚く堆積している。主に

海成の砂質シルトからなり、砂礫層を挟んでいる。ニタッポロ層の上には、約３万年前に支笏火

山から噴出した支笏火砕流堆積物が堆積している。この支笏火砕流堆積物は、市域の西部では厚

さ５０ｍ以上になるが、東ほど薄くなり、勇払川流域ではみられない。かわってこの地域には河

成の砂礫層からなる静川層が堆積している。第四紀更新世の上部より上には、河川や沿岸流など

によって運ばれた未固結の礫、砂、粘土などのほか、恵庭火山、樽前火山の新しい噴出物が地表

を覆っている。 

３ 気候・気象と災害の危険性 

本市は、４月下旬から５月にかけて移動性高気圧が広く日本を覆うため、好天が続き、空気が乾

燥しているので火災が起こりやすい。 

梅雨には、梅雨前線が北上して北海道南岸に停滞した時に、台風崩れの低気圧等が日本海から前

線に沿って東進する場合、大雨になる可能性が大きく特に厳重な警戒が必要である。 

夏は道東地方ほどではないが、霧のかかる日が多くなる（月のうち、１０日ほど）。 

秋は年間を通じて最も降水量が多く、特に台風が日本海を北上して奥羽北部から北海道南部を通

過するときは、大雨となり被害が発生することが多い。 
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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３

０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。 

湿 度  冬季の１１月から２月までが比較的低く、夏季の６月から８月までが比較的高くな

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。 

風 向  冬季の１１月から翌年の３月まで山風と呼ばれる強い北風が吹き、夏季の６月から

８月までにかけて南南東の風が多く吹いている。また、春や秋には移動性高気圧や低

気圧・前線などの影響で風向の変化が大きい。 

風 速  １月、２月には北から北西方向の風が卓越し、５月には南風が短時間であるが強風

となる。６月から８月までにかけては霧の季節で、風は全般的に弱くなっている。 

   第２ 社会環境                               

１ 人口・世帯数の推移 

平成３１年１月末現在、本市の総人口は１７１，７８３人（男性８３，８４４人、女性８７，９

３９人）、世帯数は８８，５４１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倍近く増加したが、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。 

２ 地区別人口 

地区別人口・世帯数は、市街化の進んでいる地域に集中している。一方、樽前地区や美沢地区で

は、国道などの幹線沿いに集落があるほかは、牧場などに住家が点在するのみである。 

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（０～１４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。 

平成３１年１月末現在、年少人口２１，７２９人（全体の構成比１２．６％）、生産年齢人口１０

１，３２１人（同５９．０％）、老年人口４８，７３３人（同２８．４％）である。
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４ 建物 

木造建物が多いのは、本町、栄町といった旧市街地と、糸井から錦岡にいたる住宅地及び東部地

区の新興住宅地である。その中でも、旧市街地は昭和４６年以前に建てられたやや古い建物の割合

が多くなっている。 

一方、非木造建物は、苫小牧市駅周辺の業務地区、苫小牧港の工業地区に多く分布している。な

お、市域の建物構造別棟数は次のとおりである。 

構 造 木 造 
S 系 

（軽量鉄骨）

S 系 

（鉄骨

造） 

RC系 その他 

棟 数 ５４，００２ ４，３５８
３，５６

０
３，４０４ ２，０８１

平成30年 1月 1日現在 

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 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）

（削除） （削除） 

（削除） （削除） 

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            

１ 地震 

本市に被害をもたらした地震は次のとおりである。チリ地震を除き、いずれもプレート境界付近

で発生した地震で、マグニチュード８クラスの巨大地震である。 

発生年月日 震 源 規 模 苫小牧市に 北海道の被害状況
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地震災害名 おける震度

１９５２年３月４日 

（昭和２７年） 

十勝沖地震 

十勝沖 Ｍ８．２ ４ 太平洋一帯に大被害、大津波 厚岸湾

４ｍ、八戸２ｍ、特に霧多布での被害

が大きかった 死者２８、行方不明

５、負傷者２８７、住家被害８１５、

流失９１、半壊１，３２４ 船舶被害

４５１隻 

１９６８年５月１６日

（昭和４３年） 

１９６８年十勝沖地震

青森県

東方沖

Ｍ７．９ ５ 南西部地方を中心に被害、津波はえり

も町１．５～２．７ｍ、北海道南岸１

ｍ前後、三陸海岸３～５ｍ 

被害は道南で大きかった。 

死者２、負傷者１３３、住家全壊全焼

２７、半壊８１ 

１９９３年１月１５日

（平成５年） 

釧路沖地震 

釧路沖 Ｍ７．５ ４ 釧路地方に被害 

死者２、負傷者９６６ 

住家全壊５３、半壊２５４ 

２００３年９月２６日

（平成１５年） 

平成１５年（２００３

年）十勝沖地震 

十勝沖 Ｍ８．０ ５弱 太平洋一帯に被害 

死者１、行方不明１ 

負傷者８４７ 

住家全壊１１６、半壊３６８ 

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１９，４７５行方不明２，５８７

負傷者６，２２１住家全壊１２１，７

４４ 半壊２７９，１０７

※北海道以外も含む 

これらの地震のうち、本市に大きな被害をもたらした１９５２（昭和２７）年と１９６８（昭和

４３）年の二つの十勝沖地震について記載する。 

（１）１９５２年（昭和２７）年 十勝沖地震 

本市での被害は、非住家被害４棟、道路破損２か所、橋梁破損１か所で、美々川、勇払川流域 

の湿地帯における老朽家屋に被害が多かった。 

（２）１９６８（昭和４３）年 十勝沖地震 

この地震による本市の被害は、人的被害が死者１名（煙突倒壊による）、建物被害は家屋半壊４ 

棟、一部破損６棟等が主なもので、工場や学校等の大規模施設での被害も多かった。また、ライ

フライン関係では、都市ガスの配管損傷のため、数か所でガス漏れが発生した。上水道は、水源

地からの本支管が３０数か所破損・亀裂が発生しただけでなく、停電のため揚水不能となり断水

した。特に、埋め立てた造成地である美園住宅地区での被害が大きかった。電気は、管内３５８

か所で断線、電線被害５４６か所、支持物被害３４８か所、変圧器１６０か所等の被害があった。

１４ 
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特に、糸井、錦岡、沼ノ端等の近郊地区での被害が大きかった。その他、鉄道・港湾施設にも大き

な被害が発生した。液状化現象は清水小学校で発生した。 

２ 津波 

本市に津波をもたらした主な地震は、１９６８年（昭和４３）十勝沖地震及び２０１１（平成２

３）年の東北地方太平洋沖地震である。 

十勝沖地震では、苫小牧港への津波の第一波は、５月１６日１０時３４分ごろ到達し、その後、

港内では約３０分周期で繰り返し、最大波高は、１６８ｃｍであった。港外に避難した船舶は型船

７隻、漁船４０隻であった。 

東北地方太平洋沖地震による苫小牧港への津波の第一波は、苫小牧西港において３月１１日１５

時３７分に観測された２０㎝の引き波であった。最大波は、同日１７時３０分に観測２１０cm の

津波である。 

   第４ 地震・津波被害の想定                          

地震による被害の想定は、平成８年度の「苫小牧市防災アセスメント」によるものとする。 

１ 地震 

（１）想定地震 

次の３つの地震を想定した。 

想定地震 地震のタイプ 
Ｍ 

（ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ）
場 所 

①苫小牧沖の地震 プレート内の地震 ７．８ １９７４年苫小牧

沖地震の震源 

②馬追断層の地震 直下型地震 ６．８ 馬追断層 

③苫小牧直下の地震 

（隈根尻上昇帯） 

直下型地震 ６．８ 市街地直下 

（２）震度予測の結果 

最大震度は②、③のケースで６強と予測された。 

最大震度とその分布区域 

想定地震 最大震度 分布地域 

①苫小牧沖の地震 ５強 市東部の低地 

②馬追断層の地震 ６強 安平川沿いの低地 

③苫小牧直下の地震 ６強 美園町周辺の住宅地 

（３）液状化危険度の予測 

本市の各想定地震別による液状化危険度の予測結果は次のとおりである。 

液状化に対して危険な区域 

想定地震 危険度が極めて高い地区 危険度が高い地区 

①苫小牧沖の地震 ほとんどない ○勇払川・安平川の低地 
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○沼ノ端から澄川町に至る山側の

住宅地 

②馬追断層の地震 ○勇払川・安平川の低地 

○沼ノ端から新明町に至る住

宅地 

○新明町から苫小牧駅に至る山側

の住宅地 

③苫小牧直下の地震 ○勇払川・安平川の低地 

○沼ノ端から新明町に至る住

宅地 

○新明町から澄川町に至る山側の

住宅地 
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（４）道路被害の予測 

苫小牧駅前の中心市街地で、建物等の倒壊で道路が閉鎖されるおそれが高い、美園町、明野地

区といった地域で、路面等の被害が予測される。また、沼ノ端を中心に国道３６号、国道２３４

号、道道で、湿地への盛土部での液状化による崩壊、路面の変形が数か所で発生すると予測され

る。他にも、停電により信号機が停止し、渋滞が発生することなどが予測される。 

（５）港湾被害の予測 

苫小牧港は、もともと砂丘地帯を開削した港湾で、地下水位も高いことから、震度５強以上の

ゆれの場合は、液状化による噴砂亀裂、段差、沈下が多数発生するものと予測される。 

（６）建物被害の予測 

地震による建物被害の予測結果は、次のとおりである。 

なお、「被害棟数」とは、大破棟数に中破棟数の２分の１を加えたものである。 

想定被害 
構造

被害 
木造建物 ＲＣ建物

Ｓ系建物 その他建

物 
合 計

大規模 小規模 

苫小牧沖

の地震 

大 破 ８７棟

０．１％

２棟

０．０％

０棟

０．０％

１棟

０．１％

１１棟

０．３％

１０１棟

０．１３％

中 破 ５２棟

０．１％

４棟

０．１％

１棟

０．０％

１棟

０．１％

２６棟

０．６％

８４棟

０．１０％

馬追断層

の地震 

大 破 ３２４棟

０．５％

５棟

０．１％

１棟

０．０％

３棟

０．４％

８棟

０．２％

３４１棟

０．４４％

中 破 １６１棟

０．３％

１５棟

０．３％

２棟

０．０％

３棟

０．４％

２１棟

０．５％

２０２棟

０．２６％

苫小牧直

下の地震 

大 破 ６１１棟

１．０％

２８棟

０．５％

１棟

０．０％

６棟

０．８％

３３棟

０．８％

６７９棟

０．８８％

中 破 ３４３棟

０．６％

５２棟

０．９％

２棟

０．０％

４棟

０．４％

５３棟

１．３％

４５４棟

０．５９％

上段：被害棟数 下段：被害率 

（７）上水道管、下水道管、ガス管の被害予測 

上水道管、下水道管、ガス管の被害の予測結果は、次のとおりである 

（全市合計） 

予測対象 
想 定 地 震 

苫小牧沖の地震 馬追断層の地震 苫小牧直下の地震

上水道管の被害予測数 ３３か所 ９０か所 ３６１か所

下水道管の被害予測数 １２か所 ８７か所 ３２８か所

ガス管の被害予測数 ２５か所 ８２か所 ３７９か所
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（８）電力施設の被害予測 

電力施設の被害の予測結果は、次のとおりである。 

想定地震 被害 コンクリート柱 木柱 その他 合計 

苫小牧沖の地震 折損 ８４．９本

０．４％

０．３本

０．０％

０本

０％

８５．２本

０．４％

２８４．１

本

１．２％

３６９．０

本

１．５％

倒壊 ２８２．８本

１．２％

１．３本

０．２％

０本

０％

合計 ３６７．４本

１．６％

１．６本

０・２％

０本

０％

馬追断層の地震 折損 ５２．９本

０．２％

０．３本

０．０％

０本

０％

５３．２本

０．２％

１６２．３

本

０．７％

２１５．５

本

１．０％

倒壊 １６１．０本

０．７％

１．３本

０．２％

０本

０％

合計 ２１３．９本

１．０％

１．６本

０．２％

０本

０％

苫小牧直下の地震 折損 １１３．８本

０．５％

０．４本

０．０％

０本

０％

１１４．２

本

０．５％

３７５．５

本

１．６％

４８９．７

本

２．１％

倒壊 ３７３．９本

１．６％

１．６本

０．２％

０本

０％

合計 ４８７．７本

２．１％

２．０本

０．３％

０本

０％

                       上段：被害本数 下段：被害率 

（９）通信施設の被害予測 

通信施設の被害の予測結果は、次のとおりである。 

想定地震 地下ケーブル 被害 

鋼管柱 

・コンク

リート柱 

木柱 合計 

苫小牧沖の地震 ０．４か所 折損 ２８．４本

０．２％

０．６本

０．０％

２９．０本

０．２％

１０２．２本

０．９％

倒壊 １００．０

本

２．２本

０．２％
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０．９％

合計 １２８．４

本

１・１％

２．８本

０．３％

１３１．２本

１．１％

馬追断層の地震 ２．４か所 折損 １７．２本

０．２％

０．３本

０．０％

１７．５本

０．２％

倒壊 ６０．９本

０．５％

１．４本

０．１％

６２．３本

０．５％

合計 ７８．１本

０．７％

１．７本

０．１％

７９．８本

０．７％

苫小牧直下の地震 ７．２か所 折損 ３７．８本

０．３％

０．８本

０．０％

３８．６本

０．３％

１３７．９本

１．２％

倒壊 １３４．９

本

１．２％

３．０本

０．３％

合計 １７２．７

本

１．５％

３．８本

０．３％

１７６．５本

１．５％

上段：被害本数 下段：被害率 

（10）地域暖房の被害予測 

苫小牧直下の地震の場合は、震度６強のゆれが予想されるため、導管の破壊による供給停止な

ど阪神・淡路大震災の被害と同様の被害が発生することが予想される。 

なお、復旧までは、約１か月かかるものと予想される。 

（11）火災延焼の予測 

ア 前提条件 

火災延焼予測は、被害が最も大きいと予想される「苫小牧直下の地震」のケースで行った。

なお、時刻、気象条件などの前提条件は次のとおりである。 

イ 火災延焼の予測の結果 

火災延焼の予測結果は次のとおりである。なお、地震発生後約4時間で焼け止まると予測さ

れる。 

想定地震  苫小牧直下の地震 

季  節  冬季 

時  刻  夕刻（１７時～１９時） 

風向・風速  風向：北 風速：５ｍ／ｓ 
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（12）人的被害の予測 

人的被害の予測結果は、被害が最も大きいと予想される「苫小牧直下の地震」のケースで行っ

た。結果は、次のとおりである。 

２ 津波の想定 

平成２４年6月、道は、東北地方太平洋沖地震の甚大な津波被害を踏まえ、これまでに北海道太

平洋沿岸で発見された津波堆積物の最新データを基に、最大クラスの津波を想定し、新たに津波浸

水予測図を作成した。苫小牧市では、この津波浸水予測図に基づき津波被害を予測した。 

なお、道は、国が検討中の東日本大震災の被害を反映した新たな手法による被害想定の知見等が

示された後に、津波浸水予測図の見直しによる被害想定を太平洋沿岸西部において実施する予定で

ある。このため、苫小牧市における津波被害の予測は、現段階において実施可能な一部の項目に限

定した。今後、道による太平洋沿岸西部における被害想定の結果が示された後に、津波被害の予測

に係る記述項目を拡大する。 

（１）想定津波 

ア 想定津波波源域 

津波波源モデルは、東北地方太平洋沖地震の断層モデルや海溝型地震の特性も考慮しながら、

北海道太平洋沿岸においてこれまでに発見されたすべての津波堆積物データで説明できるもの

を検討対象として設定された。 

津波波源を生成する断層として、沈み込む太平洋プレートと陸側プレートの境界に幅１４０

ｋｍ、長さ４２０ｋｍの矩形断層を設定した。また、すべり量を変化させて津波波高・浸水域

を検討した結果、北海道沿岸側の断層面上に３０ｍ、海溝側の断層面上に３５ｍの一様なすべ

り量を与えた。想定津波波源域を次に示す。 

全 壊 数  １４４棟 

出 火 点   １４か所 

延焼件数   １２件 

延焼棟数  ４０２棟（ ３０分後） 

      ５５３棟（ ６０分後） 

      ８９４棟（２４０分後）

全 壊 数    １４４棟 

焼 失 数    ８９４棟 

死 傷 者     ２５人 

負 傷 者 数    ３９８人 

り災者世帯数 ４，２３３世帯 

り 災 者 数  ９，４１０人 
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断層パラメーターは次のとおりである。 

イ 市内代表地点の状況 

市内代表地点における津波による影響開始時間、第１波到達時間、沿岸最大水位を次に

示す。 

苫小牧市沿岸の代表4地点における影響開始時間1は２１～２６分で、津波の第１波到

達時間は、地震発生後４９～５７分である。沿岸における最大水位は、安平川河口におい

て８．１ｍ、苫小牧港（西港）で６．４ｍ、元町で８．５ｍ、錦岡において８．２ｍであ

る。 

1地震発生から海岸及び海中の人命に影響が出る恐れのある津波による水位変動が生じるまでの時間

ID 深さ(m)
走方向

(°) 

傾斜角

(°) 

すべり

角(°)

断層長さ

(m) 

断層幅 

(m) 

すべ

り量

(m)

M.w 
M.w 

(合計)

１ 5000 235 10 90 70000 70000 35 8.4

9.1 

２ 5000 235 10 90 70000 70000 35 8.4

３ 5000 235 10 90 70000 70000 35 8.4

４ 5000 235 10 90 70000 70000 35 8.4

５ 5000 225 10 90 70000 70000 35 8.4

６ 5000 225 10 90 70000 70000 35 8.4

７ 17000 235 20 90 70000 70000 30 8.4

８ 17000 235 20 90 70000 70000 30 8.4

９ 17000 235 20 90 70000 70000 30 8.4

10 17000 235 20 90 70000 70000 30 8.4

11 17000 225 20 90 70000 70000 30 8.4

12 17000 225 20 90 70000 70000 30 8.4

２３ 

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12
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地  名 

影響開始時間

（分）±２０

㎝ 

第１波到達時間

（分） 
沿岸最大水位（ｍ）

安平川河口 ２６ ５７ ８．１

苫小牧港（西港） ２５ ５１ ６．４

元町 ２２ ５１ ８．５

錦岡 ２１ ４９ ８．２

（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７，８

２０ｈａで、これは市の総面積（５６，157ｈａ）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 ５６，１５７ ７，８２０ １３．９

  津波による浸水区域は別添の北海道太平洋沿岸に係る津波浸水予測図１から４のとおり 

（３）公共施設被害の予測

北海道太平洋沿岸に係る津波浸水予測図を基に、主な公共施設における被害予測を次に

示す。 

ア 市役所本庁舎・第２庁舎 

施 設 所 在 
施設周辺の 

浸水深（ｍ）
分 類 

市役所本庁舎 旭町４丁目５番６号 ０．５～１．０ 市役所庁舎 

市役所第２庁舎 旭町４丁目４番９号 ０．５～１．０ 市役所庁舎 

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９番7号 ０．５～１．０ 保健・病院施設 

苫小牧市夜間・休日急病センター 旭町２丁目９番２号 １．０～２．０ 保健・病院施設 

ウ 文化・スポーツ施設 

施 設 所 在 

施設周辺の 

 浸水深

（ｍ） 

分 類 

文化交流センター 本町１丁目６番１号 ０．５～１．０ 文化・スポーツ施設 

勇払公民館 字勇払３３番地 ３．０～４．０ 文化・スポーツ施設 

２４ 
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沼ノ端コミュニティセンター 沼ノ端中央４丁目１０番１６号 ０．０～０．５ 文化・スポーツ施設 

のぞみコミュニティセンター のぞみ町１丁目２番５号 ０．０～０．５ 文化・スポーツ施設 

生活館 矢代町２丁目１番１１号 １．０～２．０ 文化・スポーツ施設 

市民活動センター 若草町３丁目３番８号 ０．０～０．５ 文化・スポーツ施設 

勇武津資料館 字勇払１３２番地３２ ３．０～４．０ 文化・スポーツ施設 

科学センター 旭町３丁目１番１２号 ０．５～１．０ 文化・スポーツ施設 

市民会館 旭町３丁目２番２号 １．０～２．０ 文化・スポーツ施設 

文化会館 旭町２丁目８番１９号 １．０～２．０ 文化・スポーツ施設 

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 

川沿公園体育館 川沿町４丁目６番１号 ０．５～１．０ 文化・スポーツ施設 

日吉体育館 日吉町３丁目４番３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 

ときわスケートセンター ときわ町３丁目８番５号 １．０～２．０ 文化・スポーツ施設 

エ 福祉施設 

施 設 所 在 

施設周辺の 

 浸水深

（ｍ） 

分 類 

高齢者福祉センター 本幸町１丁目２番２１号 １．０～２．０ 福祉施設 

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 

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

２５ 
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（削除） （削除） （削除） （削除）

（削除） （削除） （削除） （削除）

（削除） （削除） （削除） （削除）

（削除） （削除） （削除） （削除）

（削除） （削除） （削除） （削除）

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 

勇払小学校 字勇払１４９番地 ４．０～５．０ 小学校 

大成小学校 大成町２丁目３番２号 ２．０～３．０ 小学校 

錦岡小学校 宮前町２丁目３０番２号  1．０～2.．０ 小学校 

樽前小学校 字樽前１０２番地 ０．０～０．５ 小学校 

沼ノ端小学校 東開町６丁目１番１号 ０．５～１．０ 小学校 

糸井小学校 日吉町４丁目１２番６号 ０．５～１．０ 小学校 

泉野小学校 川沿町４丁目５番１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１０号 １．０～２．０ 中学校 

勇払中学校 字勇払１３２番地 ４．０～５．０ 中学校 

光洋中学校 光洋町２丁目５番２号 １．０～２．０ 中学校 

凌雲中学校 青雲町２丁目１５番３号 １．０～２．０ 中学校 

沼ノ端中学校 東開町６丁目１番２号 ０．５～１．０ 中学校 

ク 高校・大学 

施 設 所 在 

施設周辺の 

 浸水深

（ｍ） 

分 類 

苫小牧西高等学校 青葉町１丁目１番１号 ０．０～０．５ 高等学校 

苫小牧南高等学校 のぞみ町２丁目１番２号 ０．５～１．０ 高等学校 
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苫小牧中央高等学校 光洋町３丁目１３番２号 ０．５～１．０ 高等学校 

苫小牧駒澤大学 錦西町３丁目２番１号 ３．０～４．０ 大学 

（削除） 

施 設 所 在 

施設周辺の 

 浸水深

（ｍ） 

分 類 

（削除） （削除） （削除） （削除）

（削除） （削除） （削除） （削除）

（削除） （削除） （削除） （削除）

（削除） （削除） （削除） （削除）

（削除） （削除） （削除） （削除）

（削除） （削除） （削除） （削除）

（削除） （削除） （削除） （削除）

（削除） （削除） （削除） （削除）

（削除） （削除） （削除） （削除）

（削除） （削除） （削除） （削除）

（削除） （削除） （削除） （削除）

（削除） （削除） （削除） （削除）

（削除） （削除） （削除） （削除）

（削除） （削除） （削除） （削除）

（削除） （削除） （削除） （削除）

（削除） （削除） （削除） （削除）

（削除） （削除） （削除） （削除）
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第４節 防災テーマ及びビジョン 

第１ 苫小牧市の防災テーマ                         

第２ 防災ビジョン                              

本市の地域特性や今後のまちづくりの動向を踏まえた地域防災計画運用の指針として、以下の３点

を本市の防災ビジョンとする。 

① 災害に強い都市をつくる 
② 防災力の向上 
③ 実践的な応急復旧体制の確立 

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。 

（基 本 目 標） 

体制 

市
民
の
生
命
及
び
財
産
を
災
害
の
危
険
か
ら
守
る

災害に強い都市整備 

火山災害、地震・津波災害、風水害からの安全確保

要配慮者の安全環境整備 

防災拠点施設の機能整備・強化 

市民・防災関係機関・市職員の災害時行動力強化

地域・事業所の防災体制強化 

実践的な防災訓練の実施 

地域特性に即した避難体制の確立 

応援・ボランティア受入れ体制の確立 

救援・救護対策の実施体制の確立

１ 災害に強い都

市をつくる 

２ 防災力の向上 

３ 実践的な応急

復旧の確立

（防災のビジョン） 

市民の生命及び財産を災害の危険から守る
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１ 災害に強い都市をつくる 

（１）災害に強い都市整備 

地震発生時の延焼火災、倒壊、落下物を防ぐための整備を行う。 

ア 建築物の不燃化、耐震化 

イ 耐震性の高い消防水利の整備 

ウ 上水道等、生活関連施設の機能停止を防ぐ対策の整備 

エ ライフライン施設間の供給停止時の相互の機能低下を防ぐ対策の整備 

オ ブロック塀等の倒壊、ガラス・看板等の落下による被害の防止 

カ 家具の転倒・落下物による被害の防止 

キ 老朽化した社会資本について、その適切な維持管理に努める。 

ク 大規模災害発生時の輸送の確保・通信手段の多様化・多重化に努める。 

（２）火山災害、地震・津波災害、風水害からの安全確保 

火山噴火時の火砕流や火山泥流、地震発生時のがけ崩れ等や津波、風水害による浸水等の災

害からの安全を確保できるよう整備を進める。 

ア 情報の収集・管理体制と広報の伝達体制の整備 

イ 砂防事業等による火砕流、火山泥流の防御 

ウ がけ崩れ災害による危険性の解消 

エ 避難場所、避難施設、備蓄など、防災に関する諸活動の推進にあたり、公共用地・国有財 

産の有効活用を図る。 

（３）要配慮者の安全環境整備 

支援を必要とする要配慮者に対し、災害時の安否確認や適切な安全確保が実施できる環境を

つくる。 

ア 要配慮者の行動に配慮した都市環境の整備 

イ コミュニティの活性化による要配慮者の支援体制の整備 

ウ 混乱した状況でも支援がなされる体制の整備 

エ 避難所での安否確認、要配慮者優先のための体制の充実 

オ 道や国を通じての広域的な要配慮者受け入れ体制の確立 

カ 避難行動要支援者名簿の作成・管理 

（４）防災拠点施設の機能整備・強化 

混乱の中でも、速やかに応急・復旧活動が行える、防災拠点施設の機能整備・強化を行う。 

ア 防災拠点にふさわしい施設・通信設備等の整備 

イ 設備の耐震性の確保や通信手段の多様化、多重化 

２ 防災力の向上 

（１）市民・防災関係機関・市職員の災害時行動力強化 

市民・防災関係機関・市職員は、自らが安全を確保し、被害を最小限にとどめ、混乱から素早
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く立ち直る。また、家族や要配慮者の安全を守り、リーダーシップをとって地域としての防災

力を最大限発揮できるようにする。 

ア 市民一人ひとりの災害に対する認識の強化 

イ 防災関係機関及び市職員の技術、知識、体力の鍛錬と向上 

ウ 事態の推移に即して対策項目及び実施手順の具体化（マニュアル化） 

エ 業務継続計画の策定等により、業務継続性の確保を図る。 

オ 住民等の防災意識の向上及び防災対策に係る地域の合意形成の促進に資する、防災に関す

る様ざまな動向や各種データの分かりやすい形での発信 

カ 防災知識の普及、訓練における要配慮者等への配慮 

キ 学校における防災に関する教育の充実推進 

ク 地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの中での防災に関する教育の普及推進 

ケ 被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に対する十分な配慮の普及推進 

コ 住民が災害教訓を伝承する取組の支援 

（２）地域・事業所の防災体制強化 

いつ、いかなる事態においても、地域や事業所における被害及び負傷者に対してお互いに協

力できるようにする。 

ア 地域と企業（事業所）の協力による、助け合いの防災体制の強化 

イ 企業市民としての地域への貢献要請、責任と役割分担の明確化 

ウ 自主防災組織の育成、強化による地域コミュニティによる防災体制の充実 

エ 研修の実施等による防災リーダーの育成、多様な世代が参加できるような環境の整備等に

よる自主防災組織の日常化 

オ 企業を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練への積極的参加を呼びかけ、

防災に関するアドバイスを行うものとする。 

（３）実践的な防災訓練の実施 

実践的な防災訓練を実施することにより、行動力を強化するとともに検証する。 

ア 市、防災関係機関、事業所、団体及び市民が臨機応変に対処できる実践的な防災訓練の実

施 

イ 訓練実施による応急対策計画や活動マニュアルの効果検証、不十分な内容の検討 

３ 実践的な応急復旧計画の確立 

（１）地域特性に即した避難体制の確立 

火山噴火時や広域延焼火災、津波浸水被害等の大規模災害時にも、安全を確保できるよう地

域の災害環境にあわせた避難体制を確立する。 

ア 適切な避難路、避難場所の確保 

イ 避難誘導体制の確立 

ウ 避難時における交通手段の確保・実施体制の確立 

エ 資機材等の備蓄 
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（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

イ ボランティア受入れに関する取決めの提示 

ウ 苫小牧市社会福祉協議会等やボランティア団体等との機能・役割の明確化 

エ 平常時から地域団体、NPO等のボランティア団体の活動支援や育成を図るとともに、ボ  

ランティア団体と協力して、発災時の災害ボランティアとの連携について検討する。 

（３）救援・救護対策の実施体制の確立 

広域的で同時多発の災害時にも、迅速で適切な救援・救護対策を実施する。 

ア 市民・民間事業所・団体等も含めた救援・救護実施体制の確立 

イ 他市町村・道・国等への応援要請の実施体制の確立 

ウ 被災者の救援対策が的確に行える体制の確立 

エ 災害対策要員や資機材の輸送体制の確立 

オ より多くの人命救助を原則とした救急・救護、医療体制の整備 

第１章 総 則 
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第２章 災害予防計画 

第１節 災害に強い都市づくり 

第２節 危険の防止

第３節 組織・人づくり 

第４節 情報通信の整備 

第５節 避難環境づくり 

第６節 消防力の整備

第７節 応急対策のための環境整備

災害予防計画は、災害の発生に備えて、市

及び防災関係機関が普段から実施する対策

について定めたものである。 
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第１節 災害に強い都市づくり 

災害が発生しても被害を最小限にとどめるためには、都市計画を防災の視点からとらえ、普段から

災害に強い都市整備を実施する。この節は、市街地、道路・橋りょう、オープンスペースの整備等、

災害に強い都市づくり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 

都市計画 市民生活部危機管理室 

総合政策部まちづくり推進室まちづくり推進課 

都市建設部緑地公園課 

都市建設部住宅課 

上下水道部 

ライフライン施設の整備 上下水道部水道整備課 

上下水道部水道管理課 

上下水道部下水道計画課 

上下水道部下水道建設課 

北海道電力 

ＮＴＴ 

苫小牧ガス 

道路・橋りょうの整備 都市建設部道路維持課 

都市建設部道路河川課 

道路管理者 

河川・海岸施設の整備 都市建設部道路河川課 

都市建設部道路維持課 

上下水道部 

室蘭開発建設部 

室蘭建設管理部 

苫小牧港管理組合 

港湾施設の整備  港管理組合 

都市公園施設の整備 都市建設部緑地公園課  

防災公園の整備   

第１ 都市計画                               

１ 防災都市づくり 

市全体を災害に強い都市にするために、道路の拡幅整備、公園・広場等のオープンスペースの確

保、住宅密集地域の基盤整備、建築物の耐震・不燃化等、都市計画に防災の視点を反映させた次の

ような防災都市づくりを行う。 

（１）都市公園、都市施設の適正な配置 

（２）都市計画道路事業の実施 

（３）優良宅地開発の促進 

（４）道路、上・下水道等生活環境基盤の確保 

２ 市街地の整備 

木造老朽建物が多い地区では、出火の危険性が高く、いったん出火すると延焼の危険性があり、

消火活動も困難な場合が多い。また、地震が発生した場合には避難活動の支障となる。 

そこで、地域の再開発に係る計画等を考える場合には、防災という観点から地区の居住環境、都

市防災等への都市機能の向上を図り、災害に強い都市づくりと安全な避難路の確保を検討する。 

第２章 災害予防計画 第２章 災害予防計画 
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３ 火災の防止 

「燃えにくい都市づくり」のため、建物が密集し、火災の危険が予想される地区に防火地域及び

準防火地域指定を行う。 

第２ ライフライン施設の整備                         

ライフライン施設や地下埋設管が地震により破損した場合、機能が麻痺する恐れがあり、その防止

は極めて重要な課題である。そこで、次のような整備を行う。 

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。

下水道施設 下水道施設は、震災時においても「公衆衛生の保全」「浸水被害の防除」といっ

た役割を果たす必要がある。 

 そのため、震災による被害を最小限に留めるためにも、終末処理場やポンプ場、

下水道管渠などの耐震性の向上に努める。

電気施設  電気施設は、過去の地震による教訓を生かして施設の耐震化に努め、設備の予

防強化について措置を講じる。 

電話施設  建築基準法による耐震設計を行っており、耐震設計目標は震度６に対して軽微

な損傷、震度７に対しては倒壊を回避する。また、震度４以上の地震が発生した場

合、設備点検を実施する。 

その他の施設  危険物施設、高圧ガス施設等では、地震による火災の発生等を予防・軽減するた

めの必要な安全措置に努める。 

第３ 道路・橋りょうの整備                          

道路及び橋りょうは、避難、救援、消防活動などに重要な役割を果たすほか、火災の延焼を防止す

るなど、多様な機能を有するため、道路及び関連施設の整備、橋りょうの維持・補修に努める。 

１ 道路の整備 

避難所への避難経路、避難所と施設とを連携させる道路、応急対策活動の拠点となる公共施設の

周辺道路等の整備推進を図る。 

また、がけ崩れ等の補強を推進する。 

２ 橋りょうの維持・補修 

橋りょうの点検を実施し、地震による地震動・液状化、津波等による防災対策上の安全性に配慮

した橋りょうの補強を推進する。 
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第４ 河川・海岸施設の整備                         

１ 現況 

浸水被害を防止するために、河川・海岸に関する各事業整備を推進し、総合的な治水対策及び津

波対策を確立する。各事業整備を推進すべきか所は次のとおりである。 

（１）水防区域 

（２）高潮・高波・津波等危険区域 

（３）市街地の低地帯の浸水危険予想区域 

（４）土石流危険渓流区域 

（５）急傾斜地崩壊危険箇所 

２ 計画 

河川・海岸は、次の施策を推進し、大雨、河川の逆流等で浸水被害を受けやすい市街地の低地帯

等の河川の改修整備や、海岸の高潮・高波・津波被害の防止対策を行う。 

（１）河川の施策 

ア 未改修河川の早期整備 

イ 下水道等汚水処理施設整備事業の促進による公共水域の水質保全 

ウ 良質な水の長期的な確保と水資源の整備 

エ 生活用水、産業用水の確保と水道施設の充実 

（２）海岸の施策 

ア 景観に配慮した海岸浸食対策事業の推進 

イ ふれあいの場としての海岸環境の整備と有効利用 

第５ 港湾施設の整備                             

港湾は、緊急物資の輸送や避難者の輸送、救援活動などに重要な役割を果たす。また、被災による

経済社会活動への影響を最小限に抑えるために、物流機能を確保する必要がある。 

このため、防災拠点港湾として、耐震強化岸壁などの施設整備の促進に努める。 

 なお、耐震強化岸壁、緊急物資輸送の荷捌き等に利用するオープンスペースの概要は次のとおり。 

耐震強化岸壁 

港区 地区名 水深（ｍ） バース数 延長（ｍ） 機能 

東港区 弁天地区 １２ １ ２４０ 
緊急物資等の輸送 

国際物流機能の維持 

西港区 本港地区 ９ １ ２２０ 緊急物資等の輸送 
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広場・オープンスペース 

港区 地区名 オープンスペース 
第一次緊急輸送路までの

緊急輸送路 

東港区 弁天地区 中央ふ頭緑地 4.0ha （未整備） 臨港道路中央ふ頭幹線 

西港区 本港地区 
北ふ頭緑地  6.2ha 

（うち2.6ha は未整備） 
臨港道路西ふ頭中央線 

   第６ 都市公園施設の整備                           

都市公園は、災害時の避難場所としての機能だけでなく、火災発生時には、延焼遮断帯としての機

能を有している。都市計画によって、これらの機能を有した公園、緑地、広場等のオープンスペース

の確保に努める。 

   第７ 防災公園の整備                            

苫小牧市は東西に長く市街地が形成されているため、市街地特性に応じた効率的、広域防災拠点・

広域避難地の配置が必要である。現在、市街地が概成している西部・中央地区には、すでに広域防災

拠点・広域避難地が整備されているが、東部地区については、土地区画整理事業に伴い、沼ノ端地区

の人口が増加しているため、新たに拠点的な防災公園の整備に努める。 

１ トキサタマップ公園（総合公園  面積 ２３．３ｈａ） 

市街地の東部に位置し、国道３６号線に隣接するとともに、国道２３４号、国道２３５号、道央

道苫小牧東インター、日高自動車道沼ノ端西インターにも至近距離にあり、陸路のアクセス確保が

極めて容易であることから、災害発生時の救援活動拠点並びに物資輸送拠点として、広域防災拠点

（緑ヶ丘公園）及び被災地との中継基地の機能を確保するため、地域防災拠点（仮称）の都市基幹

公園整備に合わせて広域避難地として整備する。 

２ 勇の原公園（地区公園  面積 ３．９ｈａ） 

苫小牧市街地東部のウトナイ団地内に位置する地区公園で、広域避難地となるトキサタマップ公

園（予定）との連携により、団地内住民の避難地の機能を確保するため、防災公園整備に合わせ一

時避難地として整備する。 

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。 
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   第１ 建築物の耐震性の向上                         

建築基準法、耐震改修促進法、その他の法律及び「苫小牧市耐震改修促進計画」に基づき、既存建

築物の耐震性向上に向けた耐震診断・改修を促進するため、主に次の対策を推進する。 

１ 災害時に防災拠点となる施設の耐震改修等を促進する。 

２ 耐震診断及び耐震改修の普及・啓発を図るため相談窓口を設ける。 

３ 建築技術者等を対象に診断・改修に必要な技術者の育成を促進する。 

   第２ 地盤の液状化対策                           

勇払川・安平川の低地、沼ノ端から新明町に至る住宅地は液状化の危険度が高いため、公共施設や

ライフライン施設を中心に、地盤改良等による液状化の発生防止、液状化が発生した場合においての

施設被害の防止等の対策を推進する。 

   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 

崩壊防止・倒壊防止の対策は、原則として所有者・管理者等が行い、市は、関係法による規制指

導や工法上の指導を行う。 

（１）がけ地・擁壁等の崩壊防止 

  がけ地に建物や擁壁等を設ける施工業者への指導 

（２）ブロック塀等の倒壊防止 

ア 所有者及び管理者に対する倒壊防止の措置の指導 

イ 所有者及び管理者に対する生け垣又はフェンスへの転換の促進 

（３）自動販売機の転倒防止 

  自動販売機の転倒防止の措置を講ずるよう指導を行う。 

２ 落下物の防止 

地震発生時には、落下物による被害が出ることが予想されるため、次の点に留意して落下防止に

努める。 

この節の対策 担      当 

建築物の耐震性の向上 都市建設部建築指導課 

地盤の液状化対策 都市建設部建築指導課 

上下水道部下水道計画課 

上下水道部下水道建設課 

危険箇所の対策 都市建設部建築指導課 

危険物対策 消防本部予防室 消防本部警防課 
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（１）屋外広告物に対する規則 

ア 広告塔、看板等の屋外広告物は、設置者に対し許可申請及び設置後の維持管理に際し、震災

対策の観点から指導を行う。 

イ 市街地で主要道路に面する地上３階建以上の建築物の窓ガラスや、屋外広告物等で落下のお

それのあるものについて、改善指導を行う。 

（２）建築物外壁（タイル貼り等）剥落防止 

建築物等のタイル貼り仕上げの外壁の落下防止の指導を行う。 

   第４ 危険物対策                              

危険物施設等の査察・指導を行い、事故・火災等の発生の予防に努める。 

また、高圧ガス、毒劇物等は、引火性、爆発性、毒性などがあるため２次災害をもたらす可能性が

高いので特に留意する。 

１ 高圧ガス 

高圧ガス施設の実態を把握し、立入り検査の実施、防災設備の維持管理の指導、災害対策の検討、

訓練の徹底を図り、防火管理者等による自主保安体制を確立させる。 

２ 毒物・劇物 

毒物・劇物保管施設の実態を把握し、立入り検査の実施、防災設備の維持管理の指導、災害対策

の検討、訓練の徹底を図り、防火管理者等による自主保安体制を確立させる。また、営業者及び取

扱い責任者に対し、登録基準に適合した施設を維持するように指導する。 

３ 石油等 

石油等の危険物施設は、出火や延焼拡大の要因にもなるので、危険物取扱者等に対する震災対策

を含めた指導をし、法令に定める保安講習等により出火防止の推進を図る。また、緩衝地帯の整備

等を推進する。 

４ 火薬類 

火薬類の保管・取扱いをする施設に対しては、火薬類取締法に基づいて安全性の確保について指

導を図る。 

５ 化学薬品等 

化学薬品等を取り扱う学校、病院、研究所等の立入検査の実施や保管方法等の適正化を指導する。

また、事業所に対しても実態調査や安全対策の指導を推進していく。 
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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。 

この節の対策 
担      当 

苫小牧市 関係機関等 

防災会議・防災関係機関 市民生活部危機管理室 防災関係機関 

自主防災組織 

各事業所 

市民・事業所の組織 市民生活部危機管理室 防災関係機関 

各事業所 

ボランティア 福祉部 苫小牧市社会福祉協議会 

防災訓練の実施 市民生活部危機管理室 

消防本部 

消防署 

消防団 

防災関係機関 

自主防災組織 

教育委員会 

警察署 

防災知識の普及 市民生活部危機管理室 

総合政策部政策推進室秘書広報課 

教育委員会 

消防本部 

消防署 

消防団 

防災関係機関 

自主防災組織 

   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）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 

（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 
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（２）防災会議の開催 

市は、関係法令、条例、規定、要綱に基づき、苫小牧市防災会議を毎年開催し、災害対策につい

て検討する。 

２ 苫小牧市災害対策本部 

市は、災害時に的確な行動が取れるように、苫小牧市災害対策本部の動員・連絡方法について検

討する。また、応急活動に対応する「マニュアル」については、必要に応じ作成を検討するととも

に、防災関係機関等が作成する場合は連携を図る。 

なお、組織については第３章第１節第１の９「災害対策本部の組織」を参照のこと。 

３ 防災関係機関 

次の機関は、災害対策基本法第４７条の規定に基づき、予防、応急、復旧計画の的確かつ円滑な

実施のため必要な組織を整備する。また、整備にあたっては、市地域防災計画の定めるところと整

合を図り、連携を強化する。 

（１）指定行政機関 

（２）指定地方行政機関 

（３）指定公共機関 

（４）指定地方公共機関 

（５）その他防災関係機関 

   第２ 市民・事業所の組織                          

１ 自主防災組織の結成 

災害対策基本法第５条第２項の規定に基づき、地域住民の助け合いの精神による自発的な防災活

動の推進を図るため、自主防災組織の結成を促進する。結成にあたっては、町内会等を単位とする。 

２ 組織系統及び活動内容 

自主防災組織の組織系統と活動内容の例を次にあげる。 
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（１）自主防災組織系統図（例） 

事務局 

防災部

平 常 時 災 害 時 

防災訓練の実施 

防災知識の普及 

防災マップの作成 

防災資機材の管理 

その他庶務に関すること 

情報の収集・広報 

市災害対策本部との連携 

各部の調整 

その他 

救 援 部

○○区班 

○○区班 

○○区班

～

高齢者、障がいのある方の救援活動 

給 食 給 水 班

救 護 班

避 難 所 部
市災害対策本部が行う避難所の開設に伴

う支援活動 

炊き出しなどの給食や給水 

負傷者の応急手当と病院や救護所への

搬送、救急車の要請 

事 務 局

防 災 部

本 部

会 長

副会長

各部長

市災害対策本部 

本 部

会 長

副 会 長

各 部 長

情 報 班

消 火 班

救 出 救 護 班

避 難 誘 導 班

給 食 給 水 班

（情報の収集・伝達） 

（出火防止及び初期消火）

（負傷者の救出救護） 

（住民の避難誘導） 

（給食給水活動） 

※事務局の事務分担は例１と同じ 

自主防災組織系統図（例１）

自主防災組織系統図（例２）

市災害対策本部 
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（２）自主防災組織の活動内容 

自主防災組織の活動は、次のとおりである。これらの活動に対して指導・支援を行う。 

ア 平常時の活動 

（ア）防災知識の普及 

（イ）防災訓練の実施

（ウ）避難所・避難場所の確認 

（エ）地域の安全点検 

（オ）要配慮者の把握 

（カ）その他防災に関し必要な活動 

イ 災害時の活動 

（ア）地域内の災害情報の収集・伝達 

（イ）避難誘導（特に要配慮者） 

（ウ）負傷者の救出救護 

（エ）出火防止及び初期消火活動 

（オ）避難所等運営の支援 

３ 事業所等の組織 

事業所は、以下の規定に基づく計画を作成するほか、従業員、利用者の安全の確保や地域の災害

を拡大することのないよう的確な防災活動を行う。 

－「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、勤務し、または居住する防火対象物で、政令で定め

るものの管理について権原を有するものは、（中略）当該防火対象物について消防計画の作成、

当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、（中略）、その他防火管理上必要な業

務を行わせなければならない。 

－「消防法第３６条」（防火管理者）の規定－ 

 地震等の災害による被害の軽減のため、大規模・高層建築物の管理権原者は防災管理者を選

任し、消防計画の作成、当該消防計画に基づく訓練の実施、その他防災管理上必要な業務を行

わせなければならない。 
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このために自主的な防災組織と法令に基づく自衛消防組織を編成し、事業所内における安全確保の

ほか地域の自主防災組織と連携し、地域の安全に積極的に努めるものとする。 

 具体的な活動内容については、概ね次のとおりとする。 

（１）防災訓練 

（２）従業員の防災教育及び広報 

（３）情報の収集・伝達体制の確立 

（４）火災その他の災害予防対策 

（５）避難体制の確立及び従業員・施設利用者の避難方法の周知 

（６）救出及び応急救護対策 

（７）災害応急対策に必要な資機材の確保 

（８）防災組織の整備、地域の防災活動への協力 

（９）災害時における飲料水、食料、生活必需品の確保 

   第３ 災害ボランティア                               

１ 災害ボランティアの育成、確保 

市及び関係機関は、ボランティアが円滑に活動できるよう、日本赤十字社北海道支部、苫小牧市 

社会福祉協議会、ボランティア団体等との協力のもと、次のとおり平常時から環境づくりを行う。

（１）苫小牧市社会福祉協議会 

ア 救援活動を行うボランティアの登録、把握 

イ 災害救援ボランティアの活動拠点の確保 

ウ ボランティア研修への協力 

（２）苫小牧警察署 

ボランティア関係組織・団体との被災地における治安の維持等における連携の検討 

（３）日本赤十字社北海道支部 

ア 医療救護活動 

イ 救援物資の搬入・搬出、配分及び炊き出し等被災者への自立支援 

ウ 上記活動における防災ボランティアの養成、登録 

２ 一般ボランティアの主な活動内容

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活動内容は、主として次のとおりとする。 

－「消防法第８条の２の５」（自衛消防組織の設置）の規定－ 

 一定の大規模、高層建築物等の管理権原者は、法令に定める基準に従って自衛消防組織を設置

しなければならない。 

 自衛消防組織とは、当該建築物の従業員等からなる人的組織であって、一定の設備・資機材等

を備え地震・火災等の災害時において、消防計画に定められた任務分担により、初期消火、消防

機関への通報、在館者の避難誘導、災害による被害の軽減を図るための組織。 
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（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

（３）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 

（５）要配慮者（高齢者、障がい者、乳幼児、外国人等）の支援 

（６）災害応急対策物資・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 

（８）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 

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 

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                            

災害対策を円滑に実施するため、市及び防災関係機関は、市民の協力を得て各種の防災訓練を実施

する。 

 なお、訓練は災害対応業務に習熟するための訓練に加え、課題を発見するための訓練実施に努める

とともに、訓練後において評価を行い、それを踏まえた体制の改善を検討する。 

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。 

訓練実施項目の一例を次に示す。 

第２章 災害予防計画 第２章 災害予防計画 

４５ ４４ 



（１）災害対策本部設置・指揮統制訓練 

（２）情報通信訓練 

（３）火災防護訓練 

（４）救出救助訓練 

（５）広報訓練 

（６）避難誘導（要配慮者等）訓練 

（７）応急給水 

（８）炊き出し 

（９）緊急輸送訓練 

（10）警備・交通規制訓練 

（11）救援物資・災害備蓄品の配布・使用 

（12）公共施設復旧訓練 

（13）ガス漏えい事故処理訓練 

（14）災害偵察訓練 

（15）図上訓練 

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。 

（１）出火防止 

（２）初期消火 

（３）避難誘導 

（４）応急救護 

（５）情報伝達 

（６）給食給水 

（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。 

（１）指令伝達 

（２）防災行政無線（同報系・移動系）・情報伝達 

（３）非常参集 

（４）本部運営 

（５）図上訓練 

（６）実動訓練（避難所運営訓練等） 

４５ 

第２章 災害予防計画 



４ 施設における訓練 

小・中学校、幼稚園、保育所、社会福祉施設等は、避難や救助等の定期的な訓練を実施する。 

５ 事業所における訓練 

事業所は、避難や救助等の定期的な訓練を実施する。 

６ 消防訓練 

大規模災害に備え、消防訓練を実施する。 

（１）消防本部（署）及び消防団 

基本的な訓練は、消防計画に基づき実施する。 

（２）事業所及び住民 

事業所及び住民の訓練は、「防災の日」、「防災週間」、「防災とボランティアの日」、「救急医療週

間」及び春・秋の「火災予防運動期間」を中心に随時実施する。 

   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・役割の分担等を研修などを通じて実施する。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 

ア 災害対策活動の概要 

イ 防災関係職員としての心構え 

ウ 役割の分担 

エ 災害情報の収集、伝達の要領、報告書式の活用 

（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予測（ハザード）

２ 児童・生徒に対する防災知識の普及 

教育委員会は、児童・生徒の避難、保護者、地震・津波災害の対応について防災教育を計画的に

進め、防災に対する実践的な訓練を行う。 

訓練実施時の留意事項を次に示す。 

（１）学級活動、学校行事等教育活動を通じ、地震・津波の基礎的な知識及び地震・津波が発生した 

ときの対応について指導する。 

（２）地震・津波防災のための資料を作成・配布し、防災活動の徹底を図る。 

（３）中学校、高等学校の生徒を対象に応急救護等の技能の習得を推進する。 

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
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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。 

（１）地震の基礎的な知識 

（２）津波警戒に関する知識 

（３）地震・津波発生時に備えた生活必需品の備蓄 

（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 

（７）救助、救護、要配慮者への配慮に関する知識 

（８）自動車運転時の心得 

（９）水道、電力、ガス、電話などの地震災害時の基礎知識 

（10）各防災関係機関が行う地震災害対策 

（11）過去に発生した災害の教訓、検証結果など 

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 

ア 市の広報・ホームページ、新聞へ掲載 

イ 防災訓練や自主防災組織の訓練等における周知 

ウ 避難所等における名称、方向等を表示した誘導標識の設置 

エ 防災出前講座等における周知 

オ ハザードマップ等の配布による周知 

（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。 

イ 建物の補強、家具を固定する。 

ウ 火気器具の点検や火気周辺の可燃物に注意する。 

エ ３日分の食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持出品（救急箱、 

懐中電灯、ラジオ、乾電池等）を準備する。 

オ 地域の防災訓練に進んで参加する。 

カ 隣近所と災害時の協力について話し合う。 

キ 災害危険予測（ハザード）の確認

（３）地震発生時の心得 

ア まずわが身の安全を図る 

イ 特に緊急地震速報を見聞きしたときは、まわりの人に声をかけながら周囲の状況に応じて、 

あわてずに、まず身の安全を確保する。 

ウ その場で火を消せる場合は素早く火の始末をして、火元から離れている場合は無理をしな
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い。 

エ あわてて戸外に飛び出さず、扉を開けて出口を確保する。 

オ 狭い路地、塀のわき、がけ、川べりには近寄らない。 

カ 避難は徒歩で、持ち物は最小限にする。 

キ 正しい情報をつかみ、流言飛語に惑わされない。 

ク 秩序を保ち、衛生に注意する。 

ケ  ブロック塀の倒壊や自動販売機の転倒に注意し、これらのそばから離れる。 

コ ビルからの壁、看板、割れたガラスの落下に備え、ビルのそばから離れる。丈夫なビルのそ 

ばであればビルの中に避難する。 

 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。 

（４）運転者のとるべき措置 

ア 走行中に車内のラジオ等で緊急地震速報を聞いたときは、後続の車が情報を聞いていない 

おそれがあることを考慮し、あわててスピードを落とすことはしない。 

   ハザードランプを点灯するなどして、まわりの車に注意を促したのち、急ブレーキは踏まずに

緩やかにスピードを落とす。 

イ 走行中に大きな揺れを感じたら、急ハンドル、急ブレーキをさけるなど、できるだけ安全  

な方法により道路の左側に停止させる。 

ウ 停止後、ラジオ等で地震情報や交通情報を聞き、その情報や周囲の状況に応じて行動する。 

エ 車を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておくこと。やむを得ず道路

上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを切り、エンジンキーを付

けたままとし、窓を閉め、ドアはロックしないこと。駐車するときは、避難する人の通行や災

害応急対策の実施の妨げとなるような場所には駐車しないこと。 

（５）津波に対する心得 

ア 強い地震（震度４程度以上）を感じたとき又は弱い地震であっても、長い時間ゆっくりとし

た揺れを感じたときは、直ちに海浜等から離れ、自主的にできるだけ高い場所、津波の浸水地

域以外の安全な場所に避難する。 

イ 「巨大」等の定性的表現となる大津波警報が発表された場合は最悪の事態を想定して最大限

の避難等防災対応をとる。 

ウ 津波の第一波は引き波だけではなく、押し波から始まることもあること。 

エ 津波は第二波・第三波などの後続波の方が大きくなる可能性や数時間から場合によっては一

日以上にわたり継続する可能性があること。 

オ 強い揺れを伴わず、危険を体感しないままに押し寄せる、いわゆる津波地震や遠地地震の発

生の可能性があるため、津波警報・注意報が発表されたときは、直ちに海浜等から離れ、でき

るだけ高い場所、安全な場所に避難する。 

カ 津波警報等の意味や内容、地震発生直後に発表される津波警報等の精度には一定の限界があ

る。 
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キ 津波警報等の発表時にとるべき行動について知っておく。 

ク 正しい情報をラジオ、テレビ、無線、広報車などで入手する。 

ケ 津波は繰り返し襲ってくるので、警報・注意報解除まで警戒をゆるめず海浜等に近づかない。 

第４節 情報通信の整備 

災害時には、災害直後の被害の把握、情報連絡、対策の指示・伝達のために通信機器等の機能を確

保することが重要である。この節は、災害時に備えた通信機器の整備、ＧＩＳ（地理情報システム）

の導入等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 

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 

ＧＩＳの導入活用 市民生活部危機管理室 

   第１ 通信手段の整備                            

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。

通信手段等の整備状況と機能 

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。 

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
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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（ＬＧＷＡＮ）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 

（削除） 

   第２ 従事者の確保                               

１ 無線従事者の確保 

市職員の無線従事者の資格取得・無線従事者の増員を図る。 

２ アマチュア無線の活用 

地域の情報収集や本部との連携を図るため、地区別にアマチュア無線従事者の把握に努める。 

３ 非常無線通信の活用 

災害により、防災行政無線及び一般加入電話の使用が困難になった場合、電波法第５２条に基づ

く他機関の非常通信の活用を図るため、平常時から利用可能な無線局を把握する。 

   第３ ＧＩＳ各種支援システムの導入                     
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防災に関する情報は、広範囲・多岐にわたり、特に防災拠点や被害地などの情報が重要となる。防

災に関わる情報を位置（地図情報）と連動させ、処理するシステムとして、更には防災行政における

情報基盤として、ＧＩＳ（地理情報システム）の利用が注目されている。 

そこで、ＧＩＳ（地理情報システム）を導入して、災害時の情報収集や、地震直後に被害の程度を

予測したり、被害者の収容可能な病院、避難所の検索等に各種システムを活用することを検討する。

システムとしては、次のものがあげられる。

システム 概    要 

地震被害予測システム  気象庁の地震直後の震源情報や想定地震の震源モデルから

地震発生直後の被害予測を行う。 

被災情報収集システム  災害直後に管内の被災状況を収集し、集計を行う。 

応急対策・災害復旧支援 

システム 

 被災情報の入手から災害の応急対策・復旧対策を総合的に支

援する。 

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 

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  

避難体制の整備 市民生活部危機管理室 

都市建設部 

消防本部 

教育委員会 

警察署 

避難所設備の整備 市民生活部危機管理室 

都市建設部 

   第１ 指定緊急避難場所・指定避難所の指定

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。 

第２章 災害予防計画 
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※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 

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。

５ 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。 

６ 指定避難所・指定緊急避難場所の調査 

  避難所・避難場所の調査として、次に掲げる項目を調査し、災害時の安全を図る。 

（１）洪水、崖崩れ、土石流、内水氾濫、液状化、土砂災害、津波の危険性、地すべりの危険性 

（２）延焼遮断効果 

（３）建物の耐震性、入口の広さ・方向、面積 

第２章 災害予防計画 

５３ 

第２章 災害予防計画 

５２ 

第２章 災害予防計画 



（４）給水・給食施設 

（５）ブロック塀・重量塀等の危険性 

（６）その他の避難所周辺の危険性、地震発生時に人の生命・身体に危険を及ぼすおそれのある建築

物や工作物等の物がないこと。 

  ※資料編 指定避難所一覧 

  ※資料編 指定緊急避難場所一覧 

   第２ 避難体制の整備                            

１ 避難路の指定 

避難路については、次のような条件が備わっていることが必要であり、条件を満たしていないも

のについては整備を行う。 

（１）広い幅員があり、歩道が整備されている  

（２）沿道に重量塀等の倒壊、看板等の落下の危険がない 

２ 避難計画の作成 

震災時、津波災害時、風水害時、火山災害時の避難に対応する避難計画を作成する。 

（１）災害の種別に応じた避難対策 

（２）自主防災組織等による地域内での避難誘導体制  

（３）避難場所の運営体制 

   第３ 避難所設備の整備                             

避難所を開設する予定施設は、避難施設を良好に保つため、施設・設備に努める。 

（１）避難生活の環境を良好に保つため資機材の整備 

（２）避難所における通信機器等施設の設備の整備 

（３）避難生活に必要な物資等の備蓄 

（４）要配慮者の利用を配慮した施設・設備 

（５）女性の視点を生かした避難所運営の検討 

（６）寒冷地を考慮した整備 

（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） 

４ 避難所の運営 

 あらかじめ管理運営について必要事項を定め、災害発生時等にすばやく避難所を開設し、避難者を

収容・保護するとともに、災害対策本部との連携を図り避難生活における不安・動揺を鎮め、人心の

安定を図ることを目的に避難所運営マニュアルを策定するものとする。 

なおマニュアルに規定する主な事項は次のとおり。 

（１）避難所の管理運営について 

第２章 災害予防計画 

５３ 

第２章 災害予防計画 



（２）避難所管理組織及び任務 

（３）要配慮者への配慮事項 

（４）男女の違いによる配慮すべき事項 

（５）避難所運営における事前準備について 

（６）災害の教訓・被災地支援を通して得られた教訓 

第６節 消防力の整備 

火災の消火や救出などの活動により被害を最小限にとどめるためには、消防力の整備指針に基づい

て、消防力を強化、充実することが必要である。この節は、消防施設の整備、資機材の整備、消防水

利の整備、消防団の強化について定めたものである。

この節の対策 担   当 

●消防施設の整備 消防本部（署） 

●消防資機材等の整備 消防本部（署）、消防団 

●消防水利の整備 消防本部（署）、消防団 

●消防団の強化 消防本部（署）、消防団 

   第１ 消防施設の整備                             

震災に配慮した災害活動拠点としての消防庁舎等の整備を図るとともに、高機能消防指令センター

を整備し、強固な通信基盤を構築する。なお、組織、消防力等については、苫小牧市消防計画による

ものとする。 

   第２ 消防資機材の整備                            

地震・津波災害対策として有効な救助工作車、救急車、特殊車等の車両及び応急措置の実施に必要

な救急・救助用資機材の整備に努める。 

 ※資料編 現有防災資機材等一覧 

   第３ 消防水利の整備                             

震災時には、水槽設備の被害や水圧の低下等により消火栓の使用が困難になり、防火水槽の破損も

予想されるため、消火栓に偏らない水利の配置計画及び消防水利の耐震化を図る。 

１ 耐震性防火水槽の整備 

火災の延焼拡大の危険性が高い地域や消防活動の困難な地域等を中心に、耐震性防火水槽の整備

を推進する。 

２ 自然水利の活用 
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河川等の自然水利等の把握や、ため池等の農業用水利施設の消防用水利としても有効なものを選

定するなど、活用を図る。 

３ 民間水利の活用 

家庭における風呂水、ビルの貯留水活用等について啓発・指導する。また、事業所等で、所有し

ている消火栓の活用を図る。 

   第４ 消防団の強化       

 災害時における消防団の整備・強化を図るため、教育訓練の充実や団員の確保に努めるとともに、

老朽化した車両、消防資機材等の整備を図る。 

第７節 応急対策のための環境整備 

災害時に医療救護、飲料水・食料等の供給、建物対策等、各種の応急対策を行うためには、日頃か

らそれぞれの対策についての準備が必要である。この節は、災害発生時に応急対策を的確かつ効果的

に行うために、整備すべき環境整備について定めたものである。 

この節の対策 担当 

●医療救護活動 市立病院  

●救命救助体制の整備 市民生活部危機管理室、福祉部、消防本部（署）、消防

団、市立病院 

●緊急輸送の環境整備 市民生活部危機管理室、都市建設部 港管理組合 

●水道水の確保 上下水道部  

●食料・必需品の備蓄 市民生活部危機管理室  

●協定締結の促進 市民生活部危機管理室  

●要配慮者対策 福祉部、総合政策部政策推進室秘書広報課 自主防災組織 

●住対策 市民生活部危機管理室、都市建設部住宅課 

   第１ 医療救護活動                              

１ 初動医療体制の整備 

災害時の傷病者に対する医療救護が迅速に実施できるよう、道、医師会その他関係機関に協力を

求め、必要な体制の整備を促進する。 

（１）医療救護体制及び医療救護班の編成計画を促進する。 

（２）後方医療体制の整備、通信系統の拡充に努める。 

２ 医薬品・医療用資機材の確保 

医療活動に必要な医薬品及び医療資機材等の確保について、保健所、病院、医師会に協力を求め

る。
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３ 後方医療体制の整備 

救護所で手当を受けた傷病者のうち、重傷者については医療機関よる医療が必要となるので、収

容医療機関を指定する。 

   第２ 救命救助体制の整備                          

 消防本部は、災害時に輻輳するおそれのある救命救助要請に対応するために、傷病者の程度に応じ

て優先順位を決定するようにマニュアルを作成する等、救命救助体制の整備を図る。 

１ 救急医療情報通信体制の整備 

消防本部は、病院等の相互の情報通信機能を活用し、空きベッド数などの医療情報を常時、把握

できるように体制を整備する。 

２ 市民の救護能力の向上 

  消防本部は、市民の自主救護能力を向上させるための教育指導を推進する。 

３ 要配慮者に対する救命救助体制の整備 

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。 

４ 消防団の救命救助活動能力の向上 

消防本部は、消防団に対して、救命救助活動を効率的に実施するための教育指導を推進する。 

   第３ 緊急輸送の環境整備                          

１ 緊急輸送路の整備 

災害時の緊急輸送に備え、陸上・航空・海上のそれぞれの緊急輸送路を整備する。 

対  策 内       容 

陸上輸送の環境整備  市の緊急輸送路として、道の指定する緊急輸送路線と、市役所や避

難所等の施設とを結ぶ道路をあらかじめ指定する。 

航空輸送の環境整備  災害時に自衛隊や道のヘリコプターが離発着する場として、臨時ヘ

リポートを指定する。また、設置予定地として指定する施設は、施設

管理者の協力を得て必要な整備に努める。 

海上輸送の環境整備  災害時によって陸上輸送が不可能となった場合に備え、物資の輸送

に適した港の埠頭をあらかじめ把握する。 

また、地震災害に備えた耐震強化岸壁等の整備を推進する。 

２ 緊急輸送のための措置 
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災害発生時に緊急輸送車両として使用する車両は、警察署を経由して道公安委員会に事前届出の

申請を行い「緊急通行車両事前届出済証」の交付を受けるようにする。 

   第４ 水道水の確保                             

 災害の中でも特に地震・津波災害時における飲料水・生活用水・医療用水は極めて重要なものであ

り、その確保に努める。 

１ 給水基準 

最小限必要な水量として、発災から３日までは１人１日（飲料水３ℓ）、４日目から１０日目まで

は（飲料水３ℓ＋生活用水１７ℓ＝２０ℓ）を確保するものとし、給水人口１７万人を対象として

考える。 

また、医療用水については必要に応じて給水する。 

【飲料水】      １人１日 ３ℓ、給水人口が１７万人として 

                ３ℓ×１７万人×３日＝1,530㎥

【飲料水＋生活用水】 １人１日２０ℓ、給水人口が１７万人として 

               ２０ℓ×１７万人×７日分＝23,800㎥

※資料編 給水資機材及び備蓄状況一覧表 

２ 緊急貯水槽の整備 

  避難所に指定されている小学校等に、計画的に緊急貯水槽の整備を行う。 

３ 各家庭での飲料水の確保 

水道管の破損によって給水が途絶した場合に備え、各家庭において次のように生活に必要な飲料

水、生活用水を備蓄しておくよう周知に努める。 

○世帯人数にあわせて、最低１人１日３ℓの飲料水を、３日分をポリ容器等に備えておく。

○風呂の残り湯をとっておくことや、洗濯機に水を溜めておき、断水時の生活用水として使

用できるようにしておく。 

４ 協力体制の整備 

企業が所有する井戸等を消防水利として利用できるよう協力体制を確立する。 

   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）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 
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帯、り災9,410人を基礎として、１日分（３食）の備蓄を検討する。 

食料、物資の供給

の考え方 

その他、次の資機材等の備蓄を推進していく。 

（１）飲料水 

（２）生活必需品 

（３）燃料類 

（４）救出用機材 

（５）簡易組立トイレ 

（６）暖房器具 

（７）照明器具

（８）発電機 

（９）避難所運営用資機材 

２ 流通備蓄の確保 

災害時に全ての物資を備蓄品で供給するのは不可能である。そこで、大手スーパーなどと災害時

の応援協定を締結し、流通在庫の供給等、流通備蓄を確保する。 

また、地域内の備蓄量、供給事業者の保有量の把握に努める。 

３ 備蓄倉庫等の整備 

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。 

   第６ 協定締結の促進                            

１ 物資等協定締結の促進 

災害時の食料、医薬品等資機材等の調達について、関係団体、事業者と協力業務の内容や協力方

法等を取り決めた協定の締結に努める。  

家庭内備蓄 

全国からの救援 

１日 ２日 ３日 

協定先、業者等からの調達 

市による備蓄
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２ 災害時応援協定の締結促進 

各種事業所や団体等と、災害時の労務・技術・車両・資機材の提供・協力について、連絡体制や

活動体制等を協議し、協定の締結等に努める。 

   第７ 要配慮者対策                             

身体障がい者、知的障がい者、病弱者、高齢者、乳幼児、日本語を話さない外国人、地理に不安内

な市外からの来訪者等を「要配慮者」という。 

 要配慮者の安全を確保するため、次のような基本施策を実施する。 

（１）福祉サービス提供体制の確立 

（２）要配慮者を支援する人材の確保と育成 

（３）施設運用方法の確立と相談・支援体制の充実 

（４）避難行動要支援名簿の作成及び避難行動要支援者支援計画の策定 

１ 社会福祉施設等における対策 

施設の管理者は、入所者の安全を確保するため、災害発生時の職員の任務分担、動員体制、保護

者への緊急連絡、地域の自主防災組織との連携について検討する。 

（１）市及び地域の自主防災組織等との連携により定期的に防災訓練を実施する。 

（２）平常時から地域住民との交流に努め、必要な体制づくりを進める。 

（３）施設、設備の点検や避難に必要な施設・設備の整備・充実に努める。 

（４）入所者が最低限度の生活維持に必要な食料、飲料水、医薬品等の備蓄に努める。 

２ 在宅要配慮者への対策 

在宅要配慮者の安全確保対策として、自主防災組織等の住民組織が中心となった地域ぐるみの支

援体制づくりを促進する。 

（１）独居老人世帯に対し、防災時における緊急通報システムの活用について周知を図る。 

（２）地域住民に対して、災害時における要配慮者の安否確認、支援等を促す。 

３ 外国人及び市外からの来訪者への対策 

地理不案内な外国人及び市外からの来訪者の安全を確保するため、避難場所案内板等について、

わかりやすい表記とするよう検討する。 

また、広報紙、ガイドブック等を通じて、災害時の行動等を外国語で解説するよう検討する。 

   第８ 避難行動要支援者名簿                         

避難について特に支援が必要な者を災害から保護するため、避難行動要支援者名簿を作成し、消防

機関や民生委員等の地域の支援者との間で可能な限り情報を共有する。 

第２章 災害予防計画 

５８ ５９ 



１ 避難支援等関係者となる者 

避難支援等関係者は以下のとおり 

（１）消防本部 

（２）警察 

（３）自衛隊 

（４）民生委員法に定める民生委員 

（５）社会福祉法人法に定める社会福祉協議会 

（６）町内会・自主防災組織など 

（７）その他市長が認めるもの 

２ 避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲 

  生活の基盤が自宅にあり、以下の要件に該当する者 

（１）介護保険の要介護３以上の居宅生活者 

（２）身体障害者（１・２）及び知的障害者（療育手帳Ａ） 

（３）その他希望者（一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯など） 

（削除） 

３ 名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法 

（１）名簿作成に必要な個人情報  

 （ア）氏名  

 （イ）生年月日 

 （ウ）性別 

 （エ）住所又は居所 

 （オ）電話番号その他の連絡先  

 （カ）避難支援等を必要とする事由 

 （キ）前項に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項 

（２）個人情報入手方法 

 （ア）「避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲」に定める個人情報を扱う業務支援システム 

（イ）住民基本台帳 

 （ウ）自治会等で策定している災害時要援護者支援プランによる情報 

４ 名簿の更新に関する事項 

   可能な限り実態に即し、公平、的確な名簿作成に資するため、危機管理室と健康こども部及び

福祉部が連携して定期的に更新するものとする。 

５ 名簿情報の提供に際し情報漏えいを防止するための措置 

   個人情報を適正に管理するための措置として以下のとおり対策を講じる。 

（１）漏えいを防止のするための措置 
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    市と個人情報の提供を受けようとする自主防災組織や町内会等との間で提供する個人情報の

取扱い等に関する協定を締結する。 

（２）個人情報の安全管理 

    市は個人情報の提供を受けた自主防災組織や町内等が、当該提供を受けた個人情報の安全管

理のために必要かつ適切な措置を講じるために指導する。 

６ 避難行動要支援者が円滑に避難のための立退きを行うことができるための通知又は警告の配慮 

避難支援等関係者等が避難行動要支援者名簿を利用して着実な情報伝達及び早い段階での避難

行動を促進できるように、その情報伝達にあたっては以下のような点について配慮し行う。 

（１）高齢者や障がい者等にわかりやすい言葉や表現、説明などにより、一人ひとりに的確に伝わる 

ようにすること。 

（２）同じ障がいであっても、必要とする情報伝達の方法等は異なることに留意すること。  

（３）高齢者や障がい者に合った必要な情報を選んで流すなどの配慮をすること。 

７ 避難支援等関係者の安全確保 

   避難支援等関係者の安全確保の措置を決めるに当たっては、避難行動要支援者や避難支援等関

係者等を含めた地域全体で話し合い、ルールを決め、周知する。 

 避難支援等関係者等は可能な限り支援を行うが、助けることができない場合もあることを、避

難行動要支援者に十分に理解してもらうように努める。 

第９ 住対策                                 

１ 応急危険度判定士の資格取得を促進する。 

２ 住宅の供給対策 

災害時の応急仮設住宅の建設に備え、建設候補地を想定する。また、仮設住宅の代わりとなる 

公営住宅や民間住宅の確保を想定する。 

３ 応急修理対策 

災害時の被災住宅の応急修理に備え、関係団体・事業者等の協力体制を整備する。 
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第３章 災害応急対策計画

第１節  災害応急体制 

第２節  地震・津波情報の収集・伝達 

第３節  被害情報の収集・伝達・報告 

第４節  災害広報 

第５節  応援派遣要請と受け入れ 

第６節  消防活動 

第７節  救出・捜査 

第８節  応急医療 

第９節 遺体の処理・埋葬 

第 10節 警戒区域の設定・避難活動・避難 

所運営 

第 11節 交通対策・緊急輸送 

第１２節 災害時の警備対策 

第１３節 生活救援対策 

第１４節 建物対策 

第１５節 廃棄物処理・防疫 

第１６節 災害ボランティアの活用 

第１７節 要配慮者への対応 

第１８節 公共機関・施設の応急対策 

第１９節 応急教育活動 

第２０節 農林漁業対策 

第２１節 災害救助法の適用 

災害応急対策計画は、災害発生時に、市及

び防災関係機関が実施する様々な対策につ

いて、基本方針、実施担当者、手順などの基

本事項を定めたものである。 

各対策は、大規模な地震災害が発生した場

合を想定して、発生直後から時間経過にした

がって、実施する対策を時系列に示し、それ

ぞれの対策の担当者、連携する機関、対策の

概要について記載している。 
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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、注意報が発表された場合には、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。 

 この節は、災害対策本部等の設置場所、職員の配備基準、勤務時間外の参集場所、各部班の事務分

掌等、災害応急体制に関する措置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 

勤務時間内 ●災害対策本部の設置 

●初動期事務分掌 ●応急期事務分掌 ●復旧期事務分掌 

勤務時間外 ●市役所、所属先に参集 

●居住地に近い災害対策支部に参集

（市役所参集が困難な職員） 

●避難所に参集 

（災害時地域指定職員） 

●災害対策本部の設置 

●初動期事務分掌 ●応急期事務分掌 ●復旧期事務分掌 

地震発生 

自己判断による参集 

災害対策本部 災害対策支部 

初動期事務分掌による活動 

応急期事務分掌による活動 

復旧期事務分掌による活動 

災害対策本部の廃止 

<応急対策の事務の流れ> 
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第１ 災害対策本部                                

市長は、災害が発生し、またはその恐れがある場合で、防災の推進を図るときは、法第２３条第１

項に基づき、災害対策本部（以下「本部」という。）を設置し、同条２項及び第３項により本部長には

市長を、副本部長には副市長及び消防長を、その他本部員には市の職員を充てるものとする。 

１ 本部の設置基準 

市長は、震度５弱以上の地震が発生したとき、若しくは震度５弱未満でも被害の状況によって本

部の設置が必要と認められるとき、津波警報が発表されたときに本部を設置する。 

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、本部室前に「苫小牧市○○災害対策本部」等の標識を掲示する。 

３ 災害対策支部 

地域の防災拠点として災害対策支部を設置する。災害対策支部は、主に地域の情報収集や連絡拠

点として機能させる。また、夜間における震度５弱以上の地震発生時の参集場所とする。 

４ 現地災害対策本部 

被災地付近における応急活動の必要が生じた場合、必要により現地災害対策本部を設置する。な

お、現地対策本部長は、本部長が指名したものとする。 

＜本部・災害対策支部の設置場所＞ 

○災害対策本部の役割 地域の情報収集・連絡拠点 

夜間・休日の参集場所（市役所への直行困難の場合） 

○現地災害対策本部の役割 災害現場での指揮、関係機関との連絡調整 

現地災害対策本部 

苫小牧市役所 

↓ 

本部

のぞみ出張所 

↓ 

災害対策支部 

のぞみ支部班 

勇払出張所 

↓ 

災害対策支部

勇払支部班 
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５ 本部の移設 

市役所が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。 

６ 防災関係機関連絡室の設置 

本部の連携機関として、次の関係機関で構成する連絡室を設置し、災害対策の円滑な実施を図る。 

（１）自衛隊 

（２）警察署 

（３）海上保安署 

（４）室蘭地方気象台 

（５）室蘭開発建設部 

（６）室蘭建設管理部苫小牧出張所 

（７）ライフライン機関 

（８）港管理組合 

（９）医師会 

（10）その他 

通知及び公表先 通知及び公表の方法 

各部班 庁内放送及び無線又は有線電話 

防災関係機関 有線電話又はＦＡＸ及びインターネット等 

地域住民 報道機関を通じて公表等 

報道機関 有線電話及び口頭又は文書等 

  ※災害の状況により可能な媒体を使用して伝達する。 

７ 本部・災害対策支部・現地災害対策本部の廃止 

本部等の廃止は、予想された災害の危険が解消したと認められたとき、若しくは災害発生後にお

ける応急措置が完了したと認められるときに行う。 

８ 本部の組織 

  本部の組織及び役割は、次のとおりである。 

○本部長 市 長   本部の事務を総理し、所属の職員を指揮監督する。

○副本部長 副市長、消防長  本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職

務を代理する。 

○災害対策部長 本部員のうちか

ら本部長が指名 

 本部長の命を受け、部の事務に従事する。 

○班 長 本部長が指名  災害対策本部長の命を受け、班の事務を処理する。

○班に属すべき 

 職員 

本部長が定める  上司の命を受け、事務に従事する。 
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 なお、本部の組織の詳細は、「苫小牧市災害対策本部組織図」を参照のこと。 

秘書報道広聴部 秘書班、東京事務所班、報道広聴班 

総  括  部 災害総括班、連絡記録班、動員班、交通対策班、出納班、財

政班、庁舎管理班、車両管理班、派遣・受入班 

広 報 調 査 部 広報調査庶務班、第１～15広報調査班 

土木建築対策部 土木建築庶務班、土木班、建築班、住宅班 

水 道 対 策 部 水道庶務班、水道班 

下水道対策部 下水道庶務班、下水道班 

産業輸送対策部 産業庶務班、第１産業班、第２産業班、輸送班 

避 難 対 策 部 避難庶務班、第１～４７避難対策班、津波避難対策班、津波

一時避難対策班 

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

医療救護対策部 第１医療救護班、第２医療救護班 

環境衛生対策部 環境班、清掃班 

文 教 対 策 部 教育庶務班、学校班、スポーツ施設班、社会教育施設班 

物資食料対策部 支援物資班、生活必需品班、給食班 

（削除） （削除） 

消  防  部 消防指揮班、消防広報班、消防情報班、消防支援班、通信

指令班、消防班、警戒班 

災害対策支部 勇払支部班、のぞみ支部班、 

支援部 支援班 

本部長 副本部長
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９ 権限の委任 

   本部の設置及び指揮は、市長の権限により行われるが、市長の判断を仰ぐことができない場合

は、次の順により、その権限を委任したものとする。 

第１順位 副市長 

１０ 本部会議 

   本部長は、本部会議を開催し、災害応急対策の基本方針や各部の調整・連絡を行う。 

 本部会議の役割  ○災害対策推進のための基本方針決定 

 本部会議の開催時期  ○本部設置後 

 ○その他本部長が必要と認めた場合 

 本部会議の構成員  ○本部長（市長） 

 ○副本部長（副市長、消防長） 

 ○災害対策部長（市立病院副医院長、同事務部長、教育部長、

港管理組合総務部長を含む） 

 事務局  ○総括部災害総括班 

 協議事項  ○災害応急対策の決定 

 ○被害予測・被災地の把握 

 ○中長期的な需給予測及び復旧目標の設定 

 ○業務の優先順位決定 

 ○応援の要請 

 ○配備の切り替え 

 ○本部の廃止 

１１ 災害応急対策の決定 

（１）情報分析 

   災害時は情報収集が何よりも優先され、災害規模に比例して情報量が少なくなる中での対策を

講じなければならない。このため、災害対策本部はその被害状況によっては、各部・班から報告

される情報を分析し対策を講じるために、必要に応じて情報分析チーム班を設置することができ

る。 

（２）業務の優先順位の決定 

災害時には人的・物的資源が制約される中で応急対応にあたることになる。このため、災害対

策本部は災害時の業務について優先順位を検討するものとする。また、業務（質・量）は時期に

よる大きく変化するため、人的配置を柔軟に行うものとする。 

（３）全体方針の決定 

災害対策本部は災害の被害予測・被災地のニーズより災害応急対策を決定し、全体方針や中長

期的な需給予測、復旧目標を設定する。 
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１２ 災害初動期の災害対策本部体制の運用 

本部長は、災害規模の状況によって、職員参集状況の低下、施設の使用制限など行政機能が著

しく低下している場合、災害対応の初動期については、災害対策本部の業務に優先順位を付け、

必要な部・班体制によって本部運営を行うものとする。 

なお、職員の配備については、通常の部・班体制の職員を割り当てるが、適宜、本部会議の決

定により、参集することができた職員の配備を行う。 

   この際の本部体制は次のような体制を基本とする。 

初動期本部体制（例） 

秘書報道広聴・広報調査部 

職員の参集状況の集計、市民へ

の広報、マスコミへの対応、 

被害状況の調査

避難対策部・救援対策部 

避難所開設状況の把握、避難者

の受入情報の把握、救護所の対

応など

応急対策部

備蓄品の対応、所管施設の点

検、避難所・病院・福祉施設へ

の応急給水、ライフライン被害

への対応など 

総括部 

各機関等からの情報受理、仕分

け、各部・班への情報伝達 

被害状況の整理、災害対策本部

との調整

連携 連携

情報伝達

報告 

情報伝達

報告 

情報伝達 

報告
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第２ 非常警戒本部                              

１ 非常警戒本部の設置 

市域に震度４の地震が発生したとき、市長の判断により非常警戒本部を設置する。 

２ 本部への移行 

災害が拡大したとき、若しくは拡大のおそれがある場合、市長の判断により本部へ移行する。 

３ 非常警戒本部の廃止 

予想された災害の危険が解消したと認められる場合、非常警戒本部を廃止する。 

４ 非常警戒本部の組織 

非常警戒本部の組織及び役割は、第１の９「本部の組織」に準じ、必要なものを指名して対策に

充てる。 

５ 権限の委任 

非常警戒本部の組織及び指揮は、市長の権限により行われるが、市長の判断を仰ぐことができな

い場合は、次の順によりその権限を委任したものとする。 

 第１位 副市長 

６ 活動内容 

非常警戒本部が設置された場合、主な活動内容は次のとおりとする。 

（１）地震、津波等の情報収集及び連絡 

 （２）道及び関係機関への被害状況の伝達 

（３）住民等へ津波情報・避難所開設の伝達 

（４）海岸部における津波の警戒 
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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 

（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 

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 

本
部
設
置
後

災
害
対
策
本
部
体
制

第
１
非
常
配
備

〇市域に震度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
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
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。 
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２ 動員指示 

各班必要な職員を動員する場合は、次の系統に従って行う。 

危機管理室等 

本部長（市長） （副市長） 

危機管理室長等 

各部代表課長等 

職  員 

３ 参集場所 

（１）勤務時間内の参集場所 

   所属場所を参集場所とする。 

（２）夜間・休日の参集場所 

   夜間・休日に災害が発生した場合の参集場所は、原則的に所属先とするが、市役所に直行が困

難な場合は、居住地に近い災害対策支部に参集する。 

４ 参集の報告 

※資料編  参集の報告様式 

消  防 

報告報告
○各部代表班長 

職員の参集状況

の調査 

○動員班 

参集状況のとり

まとめ 

○本部長 
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連絡 

《各部への動員指示の系統》 

市役所に直行可能市役所に直行困難 地域指定職員

○所属先参集・配備

災害固有の応急活動 

○避難所参集

必要に応じ 

派遣

災害対策支部で活動

災 害 発 生 

○居住地に近い災害

対策支部に参集 

《夜間・休日の参集の流れ》 
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第４ 事務分掌                               

 本部の事務分掌は、災害の推移に応じて、次の３段階に区分する。 

 なお、主な事務分掌は、資料編「苫小牧市災害対策本部の部及び班の事務分掌」のとおりであるが、

被害状況・職員の参集状況に応じて柔軟な対応をとる。 

 地震・津波災害 発 生 

 ↓ 

地震発生から

概ね１日程度

○初動期事務分掌 

 混乱の中で本部立ち上げ、被災者の救出活動、応急医療救

護、避難所の開設、消火活動を全力で行う事務分掌 

 ↓ 

概ね２日から

１週間程度 

○応急期事務分掌 

 避難所の生活確保、施設の応急復旧など応急対策を行う事

務分掌 

 ↓ 

概ね１週間 

以内

○復旧規事務分掌 

 復旧に向けた活動、通常の事務活動を並行して行う事務 

分掌 

   ※資料編 苫小牧市災害対策本部の部及び班の事務分掌 

第２節 地震・津波情報の収集・伝達 

地震が発生した場合、あるいは津波警報等が発令された場合、市は市民や関係機関に対し、避難指

示や震度、規模、被害の情報等を伝達することが必要である。 

この節は、地震、津波等の情報の種類及び伝達先、伝達方法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 

地震・津波情報の

収集・伝達 

●地震及び津波に関する情報 

●津波予報の種類 

●津波予報等の伝達系統及び方法

（総括部災害総括班、総括部連絡記録班、

消防部通信指令班） 

第１ 地震及び津波に関する情報                         

１ 地震に関する情報 

  地震に関する情報は、次のとおりである。 
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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

震源・震度に関する情報 地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、震度３

以上を観測した地域名と市町村名に関する情報

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、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 

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

２ 津波に関する情報 

  津波に関する情報は、次のとおりである。 

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

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

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 

第２ 地震及び津波予報・警報の種類

 １ 緊急地震速報 

 （１）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（警報）を発表する。日本放送協会（NHK）は、

テレビ、ラジオを通じて住民に提供する。なお、震度６弱以上の揺れを予想した緊急地震速報

（警報）は、地震動特別警報に位置づけられている。 

  緊急地震速報で用いる区域の名称 

都道府県名 緊急地震速報で用いる区域の名称 郡市区町村名 

北海道 胆振地方中東部 
室蘭市、苫小牧市、登別市、白老町 

むかわ町、安平町、厚真町 
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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）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－ＡＬ

ＥＲＴ）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。 

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地域に区分）と地

震の揺れの発現時刻を速報 

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 

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 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニ

チュード）、震度３以上を観測した地域名と

市町村名を発表 
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・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 

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 

各地の震度に 

関する情報 

・震度１以上 震度１以上を観測した地点のほか、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、その地点名

を発表 

その他の情報 

・顕著な地震の震源要素を

更新した場合や地震が多

発した場合など 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地

震が多発した場合の震度１以上を観測した

地震回数情報等を発表 

推計震度分布図 

・震度５弱以上 観測した各地の震度データをもとに、１km

四方ごとに推計した震度（震度４以上）を図

情報として発表 

遠地地震に 

関する情報 

国外で発生した地震につい

て以下のいずれかを満たし

た場合等 

・マグニチュード7.0以

上 

・都市部など著しい被害が

発生する可能性がある地

域で規模の大きな地震を

観測した場合 

地震の発生時刻、発生場所（震源）やその規

模（マグニチュード）を概ね30分以内に発

表 

日本や国外への津波の影響に関しても記述

して発表 

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。 

津波警報等とともに発表される予想する津波の高さは、通常は５段階の数値で発表。ただし、

地震の規模がマグニチュード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
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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。

津波警報等の種類と発表される津波の高さ等 

津波警報等 

の種類 
発表基準 

津波の 

高さ予想の区分 

発表される津波の高さ
津波警報等を見聞きした場合に

とるべき行動 数値での

発表 

定性的表現

での発表 

大津波警報 

予想される津波の高

さが高いところで３

ｍを超える場合 

10ｍ＜高さ 10ｍ超

巨大 
陸域に津波が及び浸水するおそれ

があるため、沿岸部や川沿いにい

る人は、ただちに高台や避難ビル

など安全な場所へ避難する。 

警報が解除されるまで安全な場所

から離れない 

５ｍ＜高さ≦10ｍ 10ｍ 

３ｍ＜高さ≦５ｍ ５ｍ 

津波警報 

予想される津波の高

さが高いところで１

ｍを超え、３ｍ以下

の場合 

１ｍ＜高さ≦３ｍ ３ｍ 高い 

津波注意報 

予想される津波の高

さが高いところで

0.2ｍ以上、１ｍ以

下の場合であって、

津波による災害のお

それがある場合 

0.2ｍ≦高さ≦１ｍ １ｍ 
（表記 

しない） 

陸域では避難の必要はない。海の

中にいる人はただちに海から上が

って、海岸から離れる。海水浴や

磯釣りは危険なので行わない。 

注意報が解除されるまで海に入っ

たり海岸に近付いたりしない 

※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。 

イ 津波警報等の留意事項等 

（ア）沿岸に近い海域で大きな地震が発生した場合、津波警報等の発表が津波の襲来に間に合わ

ない場合がある。 

（イ）津波警報等は、精査した地震の規模や実際に観測した津波の高さをもとに、更新する場合

もある。 

（ウ）津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報等の解除を行う。この

うち、津波の観測状況等により、津波がさらに高くなる可能性は小さいと判断した場合には、

津波の高さが津波注意報の発表基準未満となる前に、海面変動が継続することや留意事項を

付して解除を行う場合がある。 

（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などを津波情報で発表する。 
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津波情報の種類と発表内容 

 情報の種類 発表内容 

津
波
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 

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］ 

各地の満潮時刻・津波到達予想

時刻に関する情報 
主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発表 

津波観測に関する情報 
沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表（※１） 

沖合の津波観測に関する情報 

沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値から

推定される沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報区

単位で発表（※２） 

津波に関するその他の情報 津波に関するその他必要な事項を発表 

※１ 津波観測に関する情報の発表内容について 

（１）沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き、及びその時点における最大波の観

測時刻と高さを発表する。 

（２）最大波の観測値については、観測された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

発表中であり観測された津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」の言葉で発表して、

津波が到達中であることを伝える。 

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） 

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

（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最大波

の観測時刻と高さを観測点ごとに発表する。また、これら沖合の観測値から推定される沿岸
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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。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、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「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。 

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

「観測中」の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。 

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 

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

イ 津波情報の留意事項等 

（ア）津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報 

津波到達予想時刻は、津波予報区のなかで最も早く津波が到達する時刻である。同じ予報

区のなかでも場所によっては、この時刻よりも数十分、場合によっては１時間以上遅れて津

波が襲ってくることがある。 

津波の高さは、一般的に地形の影響等のため場所によって大きく異なることから、局所的

に予想される津波の高さより高くなる場合がある。 

（イ）各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報 

津波と満潮が重なると、潮位の高い状態に津波が重なり、被害がより大きくなる場合があ

る。 

（ウ）津波観測に関する情報 

津波による潮位変化（第１波の到達）が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間 

以上かかることがある。 

場所によっては、検潮所で観測した津波の高さよりも更に大きな津波が到達しているおそ 

８１ 

第３章 災害応急対策計画 

７８ 

第３章 災害応急対策計画 第３章 災害応急対策計画 



れがある。 

（エ）沖合の津波観測に関する情報 

津波の高さは、沖合での観測値に比べ、沿岸ではさらに高くなる。 

津波は非常に早く伝わり、「沖合の津波観測に関する情報」が発表されてから沿岸に津波が 

到達するまで５分とかからない場合もある。また、地震の発生場所によっては、情報の発表 

が津波の到達に間に合わない場合もある。 

（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。 

津波予報の発表基準と発表内容 

発表基準 発表内容 

津
波
予
報

津波警報等の解除後も海面変動が継続

するとき（津波に関するその他の情報に

含めて発表） 

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も

継続する可能性が高いため、海に入っての作業

や釣り、海水浴などに際しては十分な留意が必

要である旨を発表 

0.2m 未満の海面変動が予想されたと

き（津波に関するその他の情報に含めて

発表） 

高いところでも 0.2m 未満の海面変動のため被

害の心配はなく、特段の防災対応の必要がない

旨を発表 

津波が予想されないとき 

（地震情報に含めて発表） 
津波の心配なしの旨を発表 
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第３ 津波予報等の伝達系統及び方法

津波予報等は、札幌管区気象台から、次の系統で伝達される。 

津波注意報、警報の伝達系統 

（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 
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気
象
庁

札
幌
管
区
気
象
台

消防庁 

NTT東日本（仙台センタ

ー） 

室蘭地方気象台 

北海道警察本部 

北海道開発局 

第一管区海上保安本部 

NHK札幌放送局 

報道機関 

北海道旅客鉄道㈱本社 

陸上自衛隊北部方面総監部

北海道運輸局 

北海道電力 

苫小牧市 

※苫小牧市から以下の機関に伝 

達する 

・苫小牧港管理組合 

・消防本部 
・苫小牧石油コンビナー

ト特別防災区域協議会 

関係機関 

苫小牧警察署 

北海道 

胆振総合振興局 室蘭建設管理部

苫小牧出張所 

室蘭開発建設部 

苫小牧河川事務所 

苫小牧道路事務所 

苫小牧港湾事務所 

通行

車両 

苫小牧海上保安署 船舶・航行船舶

沿
岸
住
民
・
官
公
署

苫小牧駅 列車 

第３章 災害応急対策計画 第３章 災害応急対策計画 

８０ 



第３節 被害情報の収集・伝達・報告

地震・津波発生直後から、効果的な応急対策を実施するためには、正確かつ迅速な被害情報を把握

することが必要である。 

 この節は、被害情報の収集、道への災害報告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 

被害の調査 ●災害直後の被害状況の把握 

（総括部連絡記録班） 

●初動活動期の被害調査 

（総括部連絡記録班、広報調査

部各班、各部担当班） 

●被害情報の取りまとめ 

（総括部連絡記録班） 

⇒ 

●応急活動期の被害調査 

（各部担当班） 

⇒ 

⇒

被害の 

伝達・報告 

●防災関係機関への被害の伝達 

（総括部災害総括班、連絡記録

班、消防部消防情報班） 

●道（胆振総合振興局）への被害

の報告（総括部災害総括班） 

⇒ 

⇒

⇒ 

⇒
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＜被害の収集・伝達・報告の流れ＞ 

第１ 災害直後の被害状況の把握

災害が発生し、または発生するおそれのある異常な現象を発見した場合、以下の系統で被害の状況

を把握する。 

＜災害直後の連絡系統＞ 

③調査・報告

第２ 初動活動期の被害調査《各部担当班》 

   ○地域の被害 

   ○部内施設の被害 

第１ 災害直後の被害状況把握 

第３ 応急活動期の被害調査《各部担当班》 

   ○人的被害 

   ○住家被害 

   ○施設被害 

第４ 

被害状況の取りまとめ 

《総括部連絡記録班》 

被害情報の伝達報告《総括部災害総括班》 

第５ 防災関係機関への被害の伝達 第６ 道（胆振総合振興局）への被害の報告

②調査・報告

総括部連絡記録班

地 震・津 波 発 生

※第２「初動活動期の被害調査」に続く 

①報告
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苫小牧警察署また

は警察派出所 

地 震・津 波 発 生

災害・異常現象の発見者 

（住民等）の通報 

支部・避難所に参集した

職員（無線・電話で連絡）

本部に参集した職員 

初動活動期の被害調査 

災害対策本部

消防本部 防災関係機関

８２ 



第２ 初動活動期の被害調査

１ 調査の流れ 

初動活動期の被害調査は、広報調査部第１～15 広報調査班を派遣するほか、職員の見聞情報を

収集する。 

調査担当班 調 査 の 方 法 報 告 先 

広報調査部各班 担当区域に派遣 総括部連絡記録班 

各部担当班 勤務時間内 初動期の活動中に見聞きして

きた内容 

勤務時間外 勤務時間外職員が参集する際

に見聞きしてきた内容 

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 公共施設被害 

 第３順位 農業、土木、商工、林業、水産被害 

３ 調査の分担 

広報調査部広報調査庶務班は、15に分割した市内の区域に広報調査部第１～15広報調班を割り

当てる。また、各部班は所管する施設等について調査する。 

  ※資料編 広報調査部各班の広報及び調査の区域 

４ 調査の報告 

初動活動期の調査事項は、急を要する場合は、口頭または電話で総括部連絡記録班へ報告する。

その後、文書（報告の様式）により速やかに報告する。 

  ※資料編 市の情報収集用様式 

第３ 応急活動期の被害調査                         

１ 調査の流れ 

  応急活動期の被害調査は、各部門を所管する班が実施する。 

調査担当班 調 査 の 方 法 報 告 先 

各部担当班 各班の詳細な被害状況の調査 総括部連絡記録班 
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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。 

部  名 班   名 調  査  事  項 

総括部 庁舎管理班 庁舎の被害状況、所管の施設等の被害状況 

広報調査部 広報調査庶務班 被害状況調査の総括、所管の施設等の被害状況 

第１～15広報調査班 家屋等の被害状況 

土木建築対策部 土木班 道路、橋りょう、河川、海岸、指定地、林業等の被害

状況 

建築班 所管の施設等及び家屋等建物の被害状況（応急危険度

判定） 

住宅班 公営住宅等の被害状況 

水道対策部 水道班 上水道施設等の被害状況 

下水道対策部 下水道班 下水道施設等の被害状況 

産業輸送対策部 産業庶務班 産業経済部及び商業・観光施設等の被害状況 

第１産業班 工業施設等の被害状況 

第２産業班 農業水産施設等の被害状況 

避難対策部 第１～45避難対策班 所管の施設等及び避難所の被害状況 

救援対策部 救援庶務班 社会福祉施設等の被害状況 

第２・３救援班 所管の施設等の被害状況 

第４救援班 所管の施設等及び各医療機関の被害状況 

災害ボランティア班 所管の施設等の被害状況 

医療救護対策部 第１医療救護班 市立病院の被害状況 

環境衛生対策部 環境班 所管の施設等の被害状況 

河川・大気汚染等の状況 

清掃班 廃棄物処理施設等の被害状況 

文教対策部 教育庶務班 

学校班 

スポーツ施設班  

社会教育施設班 

所管の施設等の被害状況 

物資食料対策部 給食班、支援物資班 所管の施設等の被害状況 

（削除） （削除） （削除） 

消防部 消防情報班 災害原因及び被害状況 

災害対策支部 各班 所管地域の被害状況 

３ 調査の基準 

調査の基準は、「被害状況の判定基準」によるものとする。 

※資料編 被害状況の判定基準 
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４ 調査の報告 

応急活動期の調査結果は、総括部連絡記録班に報告する。 

第４ 被害情報の取りまとめ                         

 総括部連絡記録班は、各部班が調査した情報を次の留意点について取りまとめ、被害状況として報

告する。 

活 動 期 留 意 点 報 告 先 

初動活動期 

 ○災害の全体像の把握 

 ○現在の被害の状況 

 ○未確認情報の把握 総括部災害総括班、 

消防部消防情報班に報告

応急活動期 

 ○市全体の被害の状況 

 ○各事項ごとの詳細な内容 

の整理 

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 

２ 災害情報の連絡責任者及び関係機関 

災害情報の連絡責任者及び関係機関の所在地及び連絡方法は次のとおりである。 

  ※資料編 防災関係機関の情報連絡先一覧表 

第６ 道（胆振総合振興局）への被害の報告                   

１ 道（胆振総合振興局）に対する報告 

総括部災害総括班は、災害情報及び被害状況を道（胆振総合振興局）に報告する。 

２ 報告の種類 

道（胆振総合振興局）への報告の様式には、「災害情報」及び「被害状況報告（速報 中間 最終）

の２種類がある。 
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報告の内容及び方法 

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、２０日以内に報告 文書 

※資料編 道（胆振総合振興局）への報告様式（災害情報、被害状況報告） 

３ 被害状況の判定基準 

  被害状況の判定基準は、「被害状況の判定基準」に基づくものとする。 

  ※資料編 被害状況の判定基準 

４ 道（胆振総合振興局）への報告ができない場合 

道（胆振総合振興局）への報告ができない場合、市は、直接国（総務+省消防庁）に報告する。 

第４節 災害広報

地震・津波災害発生後には、市民に対して被害の状況、ライフラインの被害状況・復旧の見込み、

生活関連情報等、正確な情報を提供する必要がある。 

 この節は、市民へ広報すべき情報の種類、広報の手段、記者会見への対応等について定めたもので

ある。 
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項  目 初動活動期 応急活動期 復旧活動期 

市の広報 ●避難広報 

（広報調査部各班、消防部消防

広報班、災害対策総括班） 

●報道機関への広報の要請 

（秘書報道広聴部） 

●報道機関への対応 

（秘書報道広聴部） 

●避難所・住民・事業所への広報 

（避難対策部避難庶務班、広報調査

部各班、秘書報道広聴部報道広聴

班、各部各班） 

⇒

⇒

⇒ 

⇒ 

⇒ 

他機関の 

広報 

●防災関係機関の広報 

（警察署、北海道電力、ＮＴＴ、

苫小牧ガス、交通機関その他）

⇒ ⇒

＜市民・被災者への広報の流れ＞ 

第１ 避難広報                                

１ 広報車等での広報 

地震が発生し、又は津波のおそれがある場合、広報調査部各班は広報車、消防部は消防車等によ

り住民への避難広報を実施する。 

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

広
報
紙
・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等

新
聞

電
光
掲
示

広
報
車

広
報
車

防
災
無
線

広
報
車
等

各部各班 

総括部 

報道機関 広報調査部

各班 
避難対策部各班 

市民・被災者

防災関係機関

ラ
ジ
オ

テ
レ
ビ

掲
示

口
頭

伝達 

秘書報道広聴部 

報道広聴班 
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等により住民への避難広報を実施する。 

３ サイレンでの広報 

消防部は、必要に応じてサイレンを近火信号に準じて吹鳴し避難広報する。 

４ 放送を活用した避難勧告等の情報伝達 

  災害時における避難勧告等の住民等への情報伝達は、「放送を活用した避難勧告等の情報伝達に関

する北海道ガイドライン」に基づいて行う。 

（１）放送事業者へ提供する避難方法に関する情報の種別 

 （ア）災害対策基本法第６０条に基づく避難勧告、避難指示、避難解除 

 （イ）避難準備情報 

（２）情報提供を行う事業者 

 （ア）日本放送協会札幌放送局 

 （イ）北海道放送株式会社 

 （ウ）札幌テレビ放送株式会社 

 （エ）北海道テレビ放送株式会社 

 （オ）北海道文化放送株式会社 

 （カ）株式会社テレビ北海道 

 （キ）株式会社エフエム北海道 

 （ク）株式会社エフエム・ノースウェーブ 

（３）情報伝達ルート 

市から北海道、放送事業者への情報伝達ルートは所定の様式で、ＦＡＸ（北海道総合行政情報

ネットワーク）により胆振総合振興局へ伝達する。 

５ テレビ･ラジオでの広報 

   大津波警報が発令された場合、ＮＨＫ放送局は、「苫小牧市の沿岸部に避難勧告」の情報を放送す

る。（平成17年 6月 6日運用開始） 

２秒
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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 

各部各班 広報車等 ○応急活動の状況、復旧の見通し 

○給水、食料供給の情報 

○その他 

必要に応じて実施 

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 

秘書報道広聴部

報道広聴班 

災害広報紙の 

作成配布 

市ホームペー

ジ等 

○被害の状況 

○復旧の状況 

○仮設住宅の入居等について 

○り災証明等、住民サービスの情報等 

必要に応じて作成し

、避難所、本部、支

部で配布  

※１ 災害広報紙は、全戸配布が不可能であると想定されるため、配布場所等を他の広報手段によ

り、周知する。 

※２ 市ホームページについては、災害対策本部設置により、災害時専用ホームページに切り替え

る。 

第３ 防災関係機関の広報    

防災関係機関は、災害が発生した場合、応急活動の状況及び復旧の見通しに関する、以下の広報内

容をあらゆる広報媒体（テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関、広報車両、インターネット等）で、広

報活動を行う。 

機 関 広 報 内 容  

警 察 署 避難、交通規制、二次災害発生防止 

北海道電力 被害や復旧の状況 

ＮＴＴ東日本 通信の途絶、利用の制限 

苫小牧ガス ガスの供給状況や使用時の注意、避難時の注意 

交通機関 

そ の 他 
被害状況、復旧情報、運行状況 

第４ 報道機関への広報の要請                        

１ 広報の要請、依頼 
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秘書報道広聴部報道広聴班は、応急対策に必要な広報を報道機関へ要請する。 

２ 広報内容の受け付け 

各部から報道機関へ依頼すべき広報内容は総括部連絡記録班が受け付ける。発表内容については

秘書報道広聴部と総括部で調整した上で行う。 

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 

・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。） ・被災者の負傷又は疾病の状況 

９０ 

第３章 災害応急対策計画 



・被災者の職場関係者及びその他の関係

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。 

第５節 応援派遣要請と受け入れ 

大規模な災害が発生し、市だけでは対応しきれない場合、自衛隊、道、他市町村、各種団体等の応

援活動が必要である。 

 この節は、応援要請先、応援要請の方法、応援の受け入れ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 

派遣要請 ●自衛隊派遣要請 

（総括部災害総括班） 

●道・自治体への要請 

（総括部災害総括班） 

●応援協定先への要請 

⇒ 

⇒ 

⇒ 
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（総括部災害総括班） 

●民間企業等への協力要請

（産業輸送対策部各班等）

●広域応援要請 

（消防部消防情報班） 

⇒ 

⇒ 

応援の受け入れ  ●自衛隊、応援隊の受け入れ

（総括部災害総括班） 

⇒

第１ 自衛隊派遣要請                            

災害により、人命・財産の保護のため自衛隊の応援を必要とする事態が発生した場合には、市長は

道知事に対し、自衛隊の災害派遣の要請を依頼する。 

１ 派遣要請の方法 

総括部災害総括班は、文書にて要請内容を明確にして要請を行う。ただし、緊急を要する場合は

電話、無線で直接要請し、後日文書を送付する。 

 要 請 先 胆振総合振興局長 

（地域政策課） 

電話 0143-24-9507 

内線 2151 

防災行政無線 63-6-750-2151 

緊急の場合は、陸上自衛隊第

7師団にも要請 

電話 0123-23-5131     

要請伝達方法 文書各１部（緊急の場合は電話、無線で行い、事後文書送付） 

要請内容 （１）災害の状況 

（２）派遣を要請する事由 

（３）派遣を希望する期間 

（４）派遣を希望する区域及び活動内容 

（５）派遣部隊が活動拠点として活用できる場所 

（６）派遣部隊との連絡方法、その他必要事項 

（７）災害対策本部の設置場所  

※資料編 自衛隊派遣・撤収要請の様式 

※「災害時の人命救助活動等における情報連絡体制に係る協定」による 
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＜自衛隊派遣要請の流れ＞ 

２ 派遣活動 

自衛隊の災害派遣時における支援活動は、次のとおりである。 

（１）被害状況の把握 

（２）避難の援助 

（３）遭難者の捜索救助活動 

（４）水防活動 

（５）消防活動 

（６）道路又は水路の警戒 

（７）応急医療、救護及び防疫 

（８）人員及び物資の緊急輸送 

（９）炊飯及び給水 

（10）物資の無償貸付又は譲与 

（11）危険物の保安及び除去 

（12）その他 

 ３ 経費の負担区分 

次の費用は、市が負担する。 

（１）資材費及び機器借上料 

（２）電話料及びその施設費 

（３）電気料 

（４）水道料 

（５）汲取料 

  その他必要経費については、自衛隊と協議して決定する。 

派遣

事後

通知

苫小牧市長 

（統括部災害総括班長）

通常：文書 

     緊急：電話、無線（事後文書通知）

胆振総合振興局長 

（地域政策課）

道知事 

（危機対策局危機対策

陸上自衛隊第７師団 

要請
要請

被  災  地  
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  派遣部隊は、関係機関または民間からの宿泊、給食の施設、設備等の提供を受けた場合には、こ

れを利用することができる。 

第２ 自治体への要請                            

１ 道（胆振総合振興局）への要請 

総括部災害総括班は、道知事に対し、道による応援の要請または職員派遣の要請を行う。ただし、

緊急の場合は自衛隊派遣要請と同様、電話、無線で直接要請し、後日文書を送付する。 

要請先 胆振総合振興局長（地域政策課） 電話 0143-24-9507  

 内線 2191             

            防災行政無線 63-6-750-2191    

要請伝達方法 文書各１部（緊急の場合は電話、無線で行い、事後文書送付） 

応援の要求 （１）災害の状況 

（２）応援を必要する理由  

（３）応援を希望する物資等の品名、数量  

（４）応援を必要とする場所・活動内容  

（５）その他必要な事項 

災害対策基本法 

第 68条 

職員派遣 

要請・斡旋 

（１）派遣の斡旋を求める理由 

（２）職員の職種別人員数 

（３）派遣を必要とする期間 

（４）派遣される職員の給与その他勤務条件  

（５）その他必要な事項 

派遣：災害対策基本法

第29条

斡旋：災害対策基本法

第30条

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  北海道総務部危機対策局危機対策課防災航空室  

  電 話 011-782-3233 FAX  011-782-3234 

要請伝達方法  電話、無線（速やかに消防防災ヘリコプター緊急運行伝 

 達票をＦＡＸで提出） 
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要請事項 

（１）災害の種類 

（２）災害発生の日時及び場所並びに災害の状況 

（３）災害現場の気象状況 

（４）災害現場の最高指揮者の職･氏名及び災害現場との連絡方法 

（５）消防防災ヘリコプターの離着陸場の所在地及び地上支援体制 

（６）応援に要する資機材の品目及び数量 

（７）その他必要な事項 

３ 道内市町村への要請 

道内の市町村への要請は、「災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」に基づき、

道知事または市町村の長に対して応援の要請を行う。  

４ 道内消防組織への要請 

道内の市、町及び消防の一部事務組合への要請は、「北海道広域消防相互応援協定」に基づき、市

町の長に対して応援の要請を行う。 

第３ 応援協定先への要請                          

１ 応援協定先への要請 

総括部災害総括班は、応援協定に基づき次の自治体及び事業所等に応援要請を行う。 

  ※資料編 協定締結機関の情報連絡先一覧表 

２ 要請内容 

協定先市町に要請できる内容は、次のとおりである。 

（１）食料、飲料水、生活必需品の供給 

（２）救援救護に必要な車両 

（３）医薬品等の物資、資機材 

（４）児童生徒の受け入れ 

（５）救援、応急活動に必要な職員の派遣 

（６）被災者への住宅の提供 

（７）その他 

第４ 民間企業等への協力要請                         

産業輸送対策部各班等は、次のとおり民間企業等へ協力要請を行う。 

９５ 
９５ 

第３章 災害応急対策計画 



第５ 自衛隊の受入れ                        

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。 

連絡窓口  総括部災害総括班及び支援部を担当者とする。派遣自衛隊からは、「災害時の人

命救助活動等における情報連絡体制に係る協定」により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。 

○作業に関係のある管理者の了解をとる。 

○ヘリポートの開設。 

受入場所 ○宿舎、屋内施設等 

○資材置場、炊事ができる広場 

○事務のできる部屋、駐車場 

○大部隊の派遣を受ける場合に備えた、多数・大型車両、施設が展開できる場所 

２ 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。 

（削除）

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。 

要 請 先 内   容 

卸売業者、スーパー、デ

パート、仕出し組合等 

食料、生活必需品 

企業 食料、飲料水、資材置場 

農業水産団体 野菜類、穀類、魚貝類などの生鮮品 

その他 車両、防災資機材、医薬品、仮設住宅、応急復旧資機材等 
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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） 

（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。 

広
報
調
査
庶
務
班

土
木
建
築
庶
務
班

避
難
対
策
庶
務
班

救
援
庶
務
班

北海道 

市町村 

災害時応援協定締結先 

【応援者】 

総括部／支援部支援班/支援物資班 

【受援班】 

広
報
調
査
庶
務
班

土
木
建
築
庶
務
班

水
道
庶
務
班

下
水
道
庶
務
班

産
業
庶
務
班

避
難
対
策
庶
務
班

救
援
庶
務
班

環
境
衛
生
対
策
部

受状況の取りまとめ 

調整会議の実施 

応援職員 応援 

要請 

連絡 

調整 
連絡 

調整 
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（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の参加を求める。 

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 

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、福祉職などの係

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） 
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第６節 消防活動

地震・津波災害発生時には、同時多発的に火災が発生し、断水のため消火栓が機能しない中で迅速

な消火活動が必要である。この節は、地震火災に対する消防活動の原則、通電火災等へのパトロール、

火災原因調査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 

消火活動 ●消火活動 

（消防部各班） ●火災のパトロール 

（消防部消防班、消防部警戒班） 

●火災原因の調査 

（消防部消防情報班） 

⇒

第１ 消火活動                               

１ 基本方針 

地震発生時の同時多発火災に対応するため、基本事項を次のように定める。 

（１）市民、自主防災組織及び事業所は、自らが出火防止活動及び初期消火活動を実施する。 

（２）危険物を取り扱う事業所では、二次災害の防止に努める。 

（３）消防部各班は、多数の人命を守ることを最重点とした消火活動を行う。 

２ 消防部各班の活動 

情報の収集 ○延焼火災の状況 

○消防活動の状況及び通行可能な道路 

○消防水利等の状況 

消防活動時の

留意事項 

○風向き、建物分布等を考慮した効率的な消火活動の実施 

○延焼火災が少ない地区の集中消火による安全地区の確保 

○延焼火災の多い地区は住民避難のため、避難路の確保 

○危険物のある地区の立入禁止措置 

○病院、避難地、幹線道路、防災拠点等施設を優先的に消火 

○火災現場近くの下敷者の優先救出 

３ 市民、自主防災組織及び事業所の活動 

  市民、自主防災組織及び事業所は、火災防止のため次の活動を行う。 

火気の遮断 ○ガス栓、プロパンガスのバルブ等の閉止 

初期消火活動 ○火災が発生したときは、消火器、くみおき水、可搬ポンプ等を活用し

て消火活動を実施する。 

初期救出活動 ○近隣に軽微な下敷者を発見した場合は、防災機関に連絡するととも

に、近所の人と協力して救出に努める。 
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４ 連絡の流れ 

  被災地で火災を発見した場合、次の連絡系統で消防隊の出動要請をする。 

＜出動要請までの流れ＞ 

第２ 火災のパトロール                           

消防部消防班、消防部警戒班は、自主防災組織等と協力して市内の火災のパトロールを行う。 

（１）ガス復旧時の火災の警戒 

（２）停電復旧時の通電火災の警戒 

（３）消火後の再燃警戒 

（４）放火等の防止 

第３ 火災原因の調査                            

 消防部消防情報班は、発生した火災について、火災の原因、被害調査のため現場検証を行う。 

第７節 救出・捜索

地震発生時には、倒壊家屋の下敷き、ガラス・看板等の落下による負傷等、多数の要救出者が発生

し、迅速な救出活動が必要となる。この節は、救出活動や行方不明者の捜索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 

救出・捜索活

動 

●救出要員の編成 

（消防部消防班、消防部警戒班）

●救出資機材の確保 

（消防部消防班、消防部警戒班）

●救出・捜索活動の実施 ⇒ 
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火災現場 

消防部消防情報班 
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（消防部消防班、消防部警戒班） ●行方不明者リストの作成 

（救援対策部第１救援班）

⇒

傷病者の搬送 ●救護所への傷病者の搬送 

（消防部消防班、消防部警戒班）

⇒

第１ 救出要員の編成                            

 救出要員は、原則として３人一組で編成する。また、付近の住民に呼びかけ、協力を求める。 

災害直後の編成 消防部消防班、消防部警戒班  

３人一組 応援部隊到着後 消防部消防班 

から１人 ＋ 応援隊２人 

消防部警戒班 

第２ 救出資機材の確保                             

 救出資機材は、次のように確保する。 

１ 初動期における救出資機材は、原則として関係機関が保有するものを活用する。 

２ 救出資機材等に不足が生じた場合は、道や民間業者から調達する。 

第３ 救出・捜索活動の実施                          

１ 応援隊の要請 

市単独では対応しきれない場合は、警察、自衛隊、海上保安署等に救出要員の派遣を要請する。 

（削除）

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。 

（４）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。 

（５）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、 
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当該登録地の市町村又は北海道に連絡する。 

（７）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。 

第４ 行方不明者リストの作成                        

１ 捜索依頼・届出の受付 

所在の確認できない市民に関する問い合わせや行方不明者の捜索依頼・届出の受付は、救援対策

部第１救援班が次のとおり行う。

（１）救援対策部第１救援班は、市役所に「行方不明者相談所」を開設し、届出窓口とする。 

（２）届出を受けた時は、行方不明者の住所、氏名、年齢、性別、身長体重、着衣その他の特 

徴について、可能な限り詳細に聴き取り記録する。 

（３）「届出」については、まず避難者名簿で確認し、不明者については行方不明者リストを 

作成する。 

（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。

※資料編 行方不明者の捜索受付の様式 

第５ 救護所への傷病者の搬送                        

１ 消防部消防班・警戒班 

  消防部消防班・警戒班は、次のとおり救護所へ傷病者の搬送を行う。 

（１）救護所への傷病者の搬送は、救命処置を要する者を優先とする。 

（２）搬送は、消防部消防班・警戒班、医療関係等の車両のほか、必要に応じ自衛隊等のヘリコプタ

ーにより行う。 
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２ 警察署 

  警察署は、次のとおり救出及び緊急搬送を行う。 

原  則 対   応   措   置 

救出及び緊急

搬送 

○救出救護活動は、倒壊家屋の多発地帯及び病院、学校等多人数の集合する 

場所を重点に行う。 

○救出した負傷者は、応急処置を施したのち、救護所に引き継ぐか、車両等

を使用して医療機関に搬送する。 

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 ●医療救護チームの編成 

（医療救護対策部各救護班）

●医薬品・資機材の調達 

（医療救護対策部各救護班）

●救護所の設置 

（医療救護対策部各救護班）

●救護所の活動 

（医療救護対策部各救護班）

●後方医療体制の確立 

（医療救護対策部各救護班）

●後方医療施設への搬送 

（消防部各班） 

●救護活動の記録作

成（医療救護対策部

第１医療救護班）

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

避難所で

の医療 

●心のケア対策、伝染病予防

（第４救援班） 

●保健師による保健指導･栄養指

導 

●被災者・救援活動従事者への

医療活動の実施等（医療救護

対策部第２医療救護班） 
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＜応急医療のシステム＞ 

第１ 医療救護チームの編成                         

１ 医療救護チーム 

  医療救護対策部は、医師、看護師その他補助員をもって医療救護チームを編成する。 

２ 要請及び出動 

  医療救護対策部は、必要により次のように医療救護チームの出動を要請する。 

状  況 要 請 ・ 出 動 

災害により多数の傷

病者が発生 

○医師会に、医療救護チームの出動を要請する。 

○災害の状況に応じ知事に対して必要な措置を要請する。 

医療関係者が自ら必

要と認めたとき 

○要請を待たずに医療救護チームを編成、出動する。 

○直ちに本部長に通報する。 

道により編成される医療救護チーム（協力機関等） 編  成 

○災害派遣医療チーム ○国立病院機構本部救護班 ○日本赤十字社救護班

○その他の公的医療機関 ○北海道医師会 ○北海道薬剤師会 ○北海道看

護協会  

医師、看護師、 

その他補助職員 

第２ 医薬品・資機材の調達                         

１ 医薬品、医療用資機材の調達方法 

医薬品、医療用資機材等の確保は、原則として次のとおり行う。 

◇ヘリコプターで出動 

◇救急車等で搬送 

災害拠点病院 

救急告示医療機関 

市外の医療施設 

医療救護チーム 

供給 

薬局等 

医薬品業者 

◇救急車等で搬送 

救出現場 

救護所 

トリアージの実施 出
動
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（１）医療救護対策部各班は、市内の薬局等医薬品販売業者から調達する。 

（２）薬品の入手が困難の場合は、道を通じて薬品業者、他医療機関等に要請する。 

（３）飲料水、洗浄のための給水は、水道対策部水道庶務班に要請する。 

（４）電気、電話等通信手段は、総括部災害総括班を通じて北海道電力、ＮＴＴ東日本に要請する。 

（５）市の要請で出動した医療救護チームが使用する医薬品等は、市が調達したもので対応する。 

（６）医薬品等が不足する場合は、自己が携行したものを使用する。この場合、費用は市が実費弁償 

する。  

２ 輸血用血液の確保 

  輸血用血液が必要な場合は、日本赤十字社北海道支部（道赤十字血液センター）に依頼する。 

また、必要に応じて市民へ献血の呼びかけを行う。 

第３ 救護所の設置                             

救護所は学校、公民館等の公共施設に設置する。なお、必要に応じて災害現場に近い民家、バス、

町内会会館等を借用して救護所とする。医療救護対策部各班は、病院と協力して救護所の環境を整え

る。 

第４ 救護所の活動                             

医療救護の活動及び内容は、原則として医療救護チームが救護所で以下のとおり実施する。 

また、災害の状況によっては、被災地等で医療救護活動を実施するとともに、被災者のニーズ等に

的確に対応した健康管理を行うため、保健師等による保健指導及び栄養指導を実施する。 

１ 負傷者の傷害等の程度の判別 注）トリアージタッグ 

２ 中等傷者以上に対する応急措置 

３ 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 

４ 転送困難な患者に対する医療の実施 

５ 死亡の確認 

６ 助産 

７ 被災現場におけるメディカルコントロール（災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）のみ）  

 注）トリアージタッグ：傷病者の重症度と緊急度を判定して、収容医療機関への緊急連絡事項等を

簡単に記したメモのこと。また、クラッシュ症候群（手足等の圧迫から起こる全身障害）は一見

して重傷にみえないので注意が必要。 

  ※資料編 応急医療救護に関する様式 

第５ 後方医療体制の確立                          

 医療救護対策部各班は、医師会に所属する一般病院等の被災状況と収容可能ベッド数を速かに把握
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し、救護所から搬送される重傷病者を収容する収容医療機関を確保する。 

 なお、市外への転送が必要な場合は、道または近隣市町へ要請する。 

 ※資料編 救急告示医療機関一覧表 

第６ 後方医療施設への搬送                         

救護所で治療できない重傷者は、次のとおり後方医療施設へ搬送する。 

１ 後方医療施設への搬送 

重傷病者の搬送体制 ○救護所から後方医療施設への搬送については、 

 消防部消防班、消防部警戒班が道その他関係機関の協力を得て行う。

搬送の方法 ○各救護所から消防部消防班、消防部警戒班に配車・搬送を要請す

る。 

○警察署、自主防災組織、市民ボランティア等の協力を得て担架で搬送

する。 

○道路の損壊などにより搬送が困難な場合又は緊急を要する場合は、道

の所有するヘリコプター等により行う。 

○状況に応じて自衛隊のヘリコプター等の派遣を要請する。 

２ 市外医療施設への搬送 

医療救護対策部各班は、重傷者を市外医療施設へ搬送する場合は、総括部災害総括班に自衛隊・

道への要請を依頼する。 

第７ 心のケア対策                             

大規模な災害の発生後は、災害に関わった人たちの心的外傷への対策を行う。 

対象者例 ○精神科治療中の患者、治療歴のある患者 

○救援・復旧活動の従事者、応援隊、ボランティア（抑うつ状態、燃え尽き症

候群） 

○被災者、避難所生活者、カウンセラー等専門家自身等 

対策の方法 ○病院等に精神科救護所を設置し、カウンセリング等を実施 

○災害相談所で心のケアについて対応 

○心的外傷に関する広報活動の実施 

○専門ボランティアの受け入れ 

第９節 遺体の処理・埋葬

大規模な地震・津波災害が発生した場合、多数の犠牲者への対応が必要となる。この節は、遺体の
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検視・処理、納棺資機材の確保、遺体の安置、遺体の埋葬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 

遺体の処理 ●納棺用品等資機材の確保 

（救援対策部第１救援班） 

●遺体の検案、処理 

（救援対策部第１救援班） 

●遺体の安置 

（救援対策部第１救援班） 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

遺体の埋葬  ●埋 葬 

（救援対策部第１救援班）

⇒

第１ 納棺用品等資機材の確保                        

 遺体を納めるための「棺」や保存のためのドライアイスは、市内葬儀業者から確保する。 

 また、捜索、収容、火葬に必要な人員並びに処理のための施設の確保を行う。 

第２ 遺体の検案、処理                            

遺体を発見したときは、すみやかに警察に届け出、警察の検視（見分）及び医師による遺体の検案

を受けた後、次のとおり処理する。 

 災害救助法が適用された場合は、市が知事の委任により行うものとするが、死体の処理のうち、洗

浄等の処置及び検案については、知事の委任を受けた日本赤十字社北海道支部が行う。  

（１）警察が検視した遺体を検案場所へ搬送する。 

（２）身元が判明しており、かつ遺族等の引取人がある場合は遺体を引き渡す。 

（３）身元不明者については、警察官が遺体及び所持品等を証拠写真に撮り、あわせて人相、所持品、 

着衣、その他の特徴等を記録し、遺留品を保管する。 

（４）検案を終えた遺体は、関係各班、各機関の協力を得て、本部長が指定する遺体収容所（安置所） 

へ、苫小牧市所有の車両及び災害時における霊柩自動車輸送の協力に関する協定に基づき搬送す 

る。 

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、身元確認と身元引受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。  

（１）付近の寺院の了承を得て遺体収容所（安置所）を開設する。なお、適当な既存建物が確保でき

ない場合は、広場、避難所等へ仮設安置所を設置する。 
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（２）遺体の検案書を引継ぎ、遺体処理台帳を作成する。 

（３）遺族その他より遺体引き取りの申し出があった場合は、遺体処理台帳に記入の上引き渡す。 

（４）遺体の埋火葬許可証の発行を求める。 

第４ 埋 葬                                 

遺族等が遺体の埋葬を行うことが困難な場合、又は遺族がいない場合は、応急的に遺体を埋葬する。 

（１）遺留品は包装し、氏名札及び遺留品処理票を添付し、保管所に一時保管する。 

（２）遺体が多数のため、霊葬場で処理できない時は、近隣市町の霊葬場に協力を依頼する。 

（３）火葬した遺骨は一時的に寺院に安置し、埋葬台帳を作成する。 

（４）遺族等から遺骨、遺留品の引き取り希望のある時は、遺骨及び遺留品処理票により整理の上、 

引き渡す。 

（５）火・埋葬期間は、原則として災害発生の日から10日以内とする。   

   ※資料編 災害救助法様式（様式19及び20） 

第 10 節 警戒区域の設定・避難活動・避難所運営

地震発生時には、津波、延焼火災等から逃れるため、迅速な避難活動が必要である。また、避難所

では、避難者の把握、物資等の供給、衛生条件の確保、要配慮者への対応等が必要である。この節は、

避難区域・警戒区域の設定、避難誘導、避難所の開設・運営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 

避難活動 ●警戒区域の設定 

（警察署、消防部消防班、警

戒班、総括部災害総括班、土

木建築対策部土木建築庶務班

・土木班） 

●避難勧告指示・誘導 

（警察署、避難対策部各班、

土木建築対策部土木建築庶務

班・土木班、広報調査部各

班、消防部消防広報班） 

避難所の開設 

・廃止 

●避難所の開設 

（避難対策部各班、文教対策

部学校庶務班） 

●避難所の統合・廃止

（避難対策部各班） 

避難所の運営  ●避難所の運営 

(避難対策部各班）  

⇒ 
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●飲料水、生活用水の供

給（避難対策部各班、水道

対策部水道班） 

●食料、生活必需品の供

給（避難対策部各班、物資

食料対策部各班） 

⇒ 

⇒ 

第１ 警戒区域の設定                             

災害が発生し、または発生しようとしている場合において、住民の生命を守るために特に必要があ

ると認めるときは警戒区域を設定し、災害応急対策従事者以外の立ち入りを制限若しくは禁止し、住

民の退去を命ずる。 

 発 令 者 設定の要件 根拠法令 

本 部 長 

（市長） 
○災害が発生し、または災害が発生しようとしている場 

合において、市民の生命、身体に対する危険を防止する

ために特に必要と認めるとき   

災害対策基本法 

第 63条 

警 察 官 

 又 は 

海上保安官

○上記の場合において、市長若しくはその委任を受けた 

市職員が現場にいないとき、若しくは市長から要求が

あったとき 

災害対策基本法 

第 63条 

自 衛 官 ○災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官は、市長若しくは

その委任を受けた市職員が現場にいない場合で、他に

職権を行う者がいないとき   

災害対策基本法 

第 63条  

消防職員 ○災害の現場において、消防活動の確保を主目的に設定 消防法第 36 条におい

て準用する 

同法第28条 

なお、警戒区域を設定する場合は、次の要領で行う。 

（１）時機を失することのないよう、迅速に実施する。 

（２）設定範囲は災害現象の規模や拡大方向を考慮して的確に決定し、不必要な範囲まで設定しない 

よう留意する。 

（３）対象区域内の住民に設置理由を周知する。（解除時も同様） 

（４）区域は、道路、河川、町名等で設定する。 

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。 
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発 令 者 勧告・指示を行う要件 根拠法則 

本 部 長 

（市 長） 
○市民の生命、身体に危険を及ぼすと認める時、勧告又は指示

を行う。 

災害対策基本法 

第 60条 

警 察 官 

又  は 

海上保安官

○市長から要請があったとき 

○市長が避難の指示をできないと認められ、しかも指示が急

を要するとき 

○人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、または財産に重大

な損害を及ぼすおそれがあり、指示が急を要するとき  

災害対策基本法 

第 61条

警察官職務執行法

第４条

自 衛 官 ○災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官においては、危険な事

態が生じ、かつ警察官がその場にいないとき 

自衛隊法第94条

知事、知事

の命を受け

た職員 

（洪水等は 

水防管理者

を含む） 

○地すべりにより著しい危険が切迫していると認められると

き、必要と認める区域内の居住者に対し立ち退くべきこと

を指示する。 

○洪水等により著しい危険が切迫していると認められると

き、必要と認める区域の住民に対して立ち退くべきことを

指示する。 

地すべり等防止法

第25条

水防法第22条 

消防職員 ○消防長または消防署長が、火災の拡大またはガスの拡散等

が迅速で、人命の危険が著しく切迫していると認めるとき 

消防法 

第 23条の２

注）「勧告」と「指示」の相違は、被害の危険の切迫する度合に対応しており、「指示」は、「勧告」

よりも拘束力が強いものと一般に受けとめられることを期待して発表されるものである。 

なお、避難勧告等を行う場合は、次の事項を目安とする。 

（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 

（イ）警戒巡視等によって得られる情報の収集、過去の災害事例等を勘案した状況の分析を行い、

その結果住民の生命、身体に被害を及ぶおそれがあると判断される状況に至ったときは、直ぐ

に避難の勧告・指示を行う。 

（ウ）崖崩れ等の地変が発生し、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、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。 

（オ）その他の災害により市長（本部長）が必要と認めるとき。 

（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）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。 
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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 

２ 避難の勧告・指示の報告 

  本部長は、避難の勧告･指示をした場合、速やかにその旨を知事(振興局長)に報告する。 

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・指示の発令時に、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の限りではない。 

（２）派遣された職員は、警察官、消防署員、自主防災組織等の協力により市民等の危険地域から安

全な地域への避難誘導に努める。 

（３）学校、幼稚園、保育所、事業所等多数の人が集まる施設における避難誘導は、その施設の責任

者、管理者等が行う。 

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。 

（１）家族の名札（住所、氏名、生年月日、血液型等を記載したもの） 

（２）非常食、飲料水、タオル、常備薬、救急医薬品、懐中電灯、携帯・防災ラジオ等、貴重品 

（３）動きやすい服装、帽子、頭巾、雨具類、必要に応じ防寒具 

５ 避難の誘導方法 

  避難誘導の方法は、次のように行う。 

（１）避難の誘導は、病人、高齢者、幼児、障がい者、妊産婦、乳幼児を連れた保護者その他単独で

避難することが困難な人を優先する。 

（２）状況が許す限り指示者があらかじめ経路の安全を確認し、徒歩により避難する。 

（３）自動車による避難及び家財の持出し等は危険なので中止させる。ただし、地域住民との合意に

より地区別避難計画等で、避難行動要支援者の避難支援として特別に自動車での避難について

認めた場合は、この限りではない。 

第３ 避難所の開設                             

１ 開設の担当 
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（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。 

  ※資料編 避難所一覧表 

※資料編 避難場所一覧表 

２ 開設の手順 

（１）電話、無線等により避難所開設の旨を施設の管理者（学校長等）に要請する。また 

夜間・休日は地域指定職員が行う。 

（２）すでに避難者がある時は、とりあえず広いスペースに誘導する。 

（３）要配慮者専用スペースを確保し、案内する。 

（４）避難者収容スペースの決定・誘導を行う。 

３ 避難所内事務所の開設 

避難所内に事務所を開設し看板等を掲げて、避難所運営の責任者の所在を明らかにする。 

なお、事務所には要員を常時配置し、避難者カード・名簿、事務用品等を準備する。 
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４ 避難所開設の報告 

  避難所開設の報告は、次のように行う。 

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）が担当する。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 

○ 市民に対する避難所開設に関する広報活動の実施 

（第４節 第２「避難所・住民・事業所への広報」を参照） 

避難所を開設した職員 

避難対策部避難庶務班長

総括部災害総括班長 

施設を所管する職員

秘書報道広聴部報道広聴班長 本部長に報告 胆振総合振興

局、消防署、警

察署等関係機関

に、開設の状況

＜避難所開設の報告の流れ＞
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（２）避難所運営のイメージ 

３ 運営の手順と主な役割

避難所に派遣された職員は、次の事項を行う。 

（１）避難者カード・名簿の作成 

（２）居住区域の割り振り 

（３）食料、生活必需品の請求、受取、配給 

（４）運営状況の報告（毎日、その他適宜） 

（５）運営記録の作成 

（６）生活ルールの作成 

（７）避難者の介護及び生活相談 

（８）避難者への広報活動 

４ 運営上の留意事項 

（１）避難者カード・名簿の作成 

避難所の職員は、避難者カードを配り世帯単位に記入するよう指示する。避難者名簿は、集ま

った避難者カードを基に作成して保管するとともに、避難対策部避難庶務班は、その写しを避難

会長 

副会長 

班長 

施

設

管

理

班

総

務

班

班長 

食

料

物

資

班

班長 班長 

広

報

広

聴

班

救

護

班

班長 
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（避難所運営の主体） 

避難対策部各班 

（避難所開設・運営支援） 

学校職員 

（避難所開設・運営の協力） 

ボランティアスタッフ 

（避難所運営の協力） 

支援 

協力 協力 

災害対策本部各班 
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対策部各班、総括部災害総括班、救援対策部第１救援班に送付する。 

（２）避難所の運営状況及び運営記録の作成 

   避難所の職員は、次のように避難所の状況について報告、記録を作成する。 

  ア 責任者となる職員は、避難所の運営状況について、１日に１回避難対策部避難庶務班へ報告

する。 

  イ 傷病人の発生等、特別の事情のある時は必要に応じて報告する。 

  ウ 避難所の運営記録として、避難所日誌を記入する。 

５ 男女共同参画の視点を取り入れた避難所運営の実施 

（１）男女のニーズの違いや子育て家庭等のニーズに配慮した物資や支援の実施 

（２）災害時における女性や子どもに対する暴力への対策 

（３）避難所生活での役割分担についての固定的な性別分担意識の排除 

（４）災害後の性別によるストレスの違いへの配慮 

第５ 飲料水、生活用水の供給                        

飲料水、生活用水の供給については、第13節第２「飲料水、生活用水の給水」を参照のこと。 

なお、概要は次のとおりである。 

第６ 食料、生活必需品の供給                        

食料、生活必需品の供給については、第13節第７「食料の供給」、第８「炊き出しの実施」第11

「生活必需品の確保」を参照のこと。なお、概要は次のとおりである。 

＜食糧、生活必需品の供給の流れ＞ 

②要請 

③供給 

①必要量報告 

避難所 

（避難対策部第１～４７避難班） 

（避難所対策部避難庶務班） （物資食糧対策部各班） 

ボランティア団体、自衛隊の

行う炊き出しの協力 

②要請 

①必要給水量の報告 

避難所【拠点給水所】 

（避難対策部避難班） 
第（１・２・３・５・８～１８・２０～２３・２６・３０） 

（避難所対策部避難庶務班） （水道対策部水道班）

③供給 
他の自治体や 

民間企業の協力

＜飲料水、生活用水の供給の流れ＞ 
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第７ 避難者への配慮                              

１ 避難長期化への対応 

  避難生活の長期化に備え、次の対策を実施する。 

対  策 配 慮 す る 事 項 

長期化対策 ○たたみ、布団、暖房、洗濯機等の調達 

○報道機関等の取材、立入の制限 

○防犯に努める他、被災者の精神安定に配慮 

○衛生管理（医療、トイレ、清掃、ごみ） 

○避難者間のルール策定時の十分な合意形成への配慮 

○避難所の暑さ・寒さ対策 

○プライバシー確保に必要な対策  

○男女のニーズの違い、ストレス等による負担に配慮した避難所運営 

○相談窓口の設置 

要配慮者対策 ○ボランティアによる健康診断や相談業務、介護等の協力 

○避難スペースの優先的割当て、福祉避難場所、福祉仮設住宅への入居 

２ 被災者の移送、受入れ 

   本部長は、被災者の移送、受入れに関して次のとおり行う。 

 移送・受入れ 状    況 対   処 

被災者の他地区への移送 被害が甚大なため、市の避難所

に被災者を収容しきれない場合 

知事に対して、他市町村等への

移送を要請する。 

他地区からの被災者の受

入れ協力 

知事より他地区からの被災者を

受入れるための避難所の開設の

指示を受けた場合 

道の計画の定めるところにより

行う。 

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、又は車中泊

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。 

（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８ 避難所の統合・廃止                           

 避難対策部避難庶務班は、災害の復旧状況や避難所の人数等により、避難所の統合及び廃止を行う。

本部長は、避難の勧告･指示を解除したときは、速やかにその旨を知事（振興局長）に報告する。 
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第 11 節 交通対策・緊急輸送

地震・津波災害発生時には、負傷者の搬送、生活物資の輸送、応急対策資機材・支援隊員・要員等

の輸送等、交通対策が応急対策の生命線となる。この節は、交通規制、緊急輸送路の確保、トラック・

船舶・ヘリコプター等輸送手段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 

交通対策 ●交通規制 

（警察署、総括部交通対策班）

●緊急輸送路の確保 

（総括部交通対策班、土木建築

対策部土木班） 

⇒

輸送対策 ●緊急的な輸送 

（総括部交通対策班、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、産業輸送

対策部輸送班） 

●緊急輸送 

（総括部車両管理班、産業輸送

対策部輸送班） 

●輸送拠点の設置 

（総括部災害総括班、物資食料

対策部各班、産業輸送対策部輸

送班） 

⇒

第１ 交通規制                               

１ 各実施機関の交通規制 

次の機関は、交通の混乱を防止し緊急輸送路を確保するため、交通検問所を設置するなど交通規

制を実施する。 

実施機関 交通規制を行う状況  

公安委員会

の交通規制 
道路における危険防止、その他交通

の安全と円滑を図る必要があると認

められる場合 

道路交通法（昭和 35年法律第 105

号）第４条。 

歩行者、車両等の安全確保 

道内に災害が発生し、または発生し

ようとしている場合、災害応急対策

上必要があると認める場合 

災害対策基本法第 76条 

緊急通行車両以外の車両の通行を禁止ま

たは制限 

警察署長の 道路における危険防止、その他交通 道路交通法第５条または第 114条の３ 
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交通規制 の安全と円滑を図る必要があると認

められる場合 

歩行者、車両等の安全確保 

警察官の 

交通規制 
車両等の通行が著しく停滞し、混雑

した場合に交通の安全と円滑を図る

ためやむを得ないと認める場合 

道路交通法第６条または第 75条の３ 

車両等の通行の禁止、制限 

災害対策基本法第 76条の３第１項 

通行禁止区域において、車両等が緊

急通行車両の通行の妨害となる場合

当該車両の移動、その他必要な措置を命

ずることができる 

自衛官及び

消防吏員の

交通規制 

災害対策基本法第 76条の３第３項及び

第４項 警察官がその場にいない場合に

限り、職務の執行ができる 

道路管理者

の交通規制
道路の破損、決壊、その他の事由に

より交通が危険であると認められる

場合 

区間を定めて通行を禁止、または制限、

理由、回り道等の道路標識の設置 

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 

２ 道路の確保順位 

土木建築対策部土木班は、地震後の緊急輸送活動を円滑に実施するため、緊急輸送路を確保する。 

（１）本部長（市長）の指示に基づき、主要な路線から確保する。 

（２）主要な路線を確保することが困難な場合は、代替路線を確保する 

（３）災害対策基本法７４条の３及び第７８条の２の規定により、指定行政機関（道路管理者）によ
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る応援・代行を要請して、緊急輸送路の確保のための応急措置を行う。（瓦礫、土砂等障害物の除

去） 

３ 道路確保作業の内容 

（１）道路の被害状況の調査 

（２）緊急輸送路の決定（応急、復旧） 

（３）道路管理者、警察への復旧・交通規制の要請及び通報 

第３ 緊急的な輸送                             

１ 緊急輸送の実施 

  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、

重傷者等の緊急又は長距離の輸送が必要な場は、ヘリポートを指定し、道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                            

１ 緊急輸送車両の範囲 

緊急輸送車両として確認される車両は、災害対策基本法第 50 条第２項に定める災害応急対策の

実施責任者またはその委任を受けた者が使用する車両とする。 

２ 緊急通行車両の確認 

緊急輸送車両であることの確認、標章、証明書の交付は、道知事（総合振興局長）または警察署

長に対し所定の書類を持って要請する。 

３ 緊急通行車両の使用 

総括部車両管理班は、緊急通行車両として使用する場合、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。 

「通行標章」は、車両の助手席側ウインドガラスの上部の前面から見やすい箇所に貼付する。証

明書は必ず携行し、警察官等から提示を求められたときは、これを提示する。       

４ 緊急通行車両の事前届出 

総括部車両管理班は、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。 
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公安委員会は、市が保有する車両等で、災害対策基本法第 50 条第１項に規定する災害応急対策

を実施するために使用するものについて緊急通行車両に該当するかどうかの審査を行い、届出済証

を交付する。 

  ※資料編 緊急通行車両確認証明書の様式 

第５ 緊急輸送                                 

１ 輸送の方法 

輸送の方法は、次のとおりとする。 

（１）陸上輸送 

陸上輸送は、市有車両の他、バス運送事業者の他、「災害時における応急対策用貨物自動車の供

給に関する協定」に基づきトラック協会に応援を要請する。 

（２）鉄道輸送 

鉄道輸送は、ＪＲ北海道に要請する。 

（３）海上輸送 

海上輸送は、フェリー会社、海上保安署等に要請する。また、使用する埠頭は、港管理組合と

協議して、使用可能な埠頭（耐震強化岸壁）、利便性の高い岸壁を使用する。 

（４）航空輸送 

道の消防防災ヘリコプター、自衛隊のヘリコプターを要請する。 

２ 輸送の範囲 

輸送の範囲は、概ね次のとおりとする。 

（１）負傷病者 

（２）要配慮者等の被災者 

（３）避難者 

（４）災害対策要員 

（５）各資機材 

（６）水、食料、生活必需品 

（７）救助物資 

（８）遺体 

（９）その他 

３ 車両、燃料の調達 

総括部車両管理班は、車両の借り上げ、燃料の調達について次のとおり行う。 

担  当 区  分 内      容 

総括部車両管理班 市有車両の把握 調達可能な市有車両の状況について把握する。 

産業輸送対策部輸送班 車両の借り上げ 市有車両では対応が困難な場合は、輸送業者等か

ら借り上げる。費用については協議する。 

総括部車両管理班 燃料の調達 各部班の市有車両及び借り上げ車両のすべてに必
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要な燃料の調達を行う。 

※資料編 市有自動車一覧表 

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。 

（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）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 産業輸送対策部輸送班による輸送 

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。 

産業輸送対策部輸送班 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。 

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） 

６ 輸送対象の優先 

 輸送対象の優先順位は、概ね次のとおりとする。 

（１）負傷病者、要配慮者等の被災者 

（２）被災者の避難のための対策要員の輸送 

（３）医療救護における対策要員、資機材の輸送 

（４）被災者救出のための対策要員、資機材の輸送 

（５）公共施設の応急復旧のための人員及び資機材の輸送 

（６）飲料水の供給のための物資の輸送 

（７）救助物資の輸送 

（８）遺体の捜索及び処理のための物資の輸送 

（９）埋葬のための物資の輸送 

（10）その他災害対策に必要な人員及び物資の輸送 

第６ 輸送拠点の設置                            

１ 集積場所 

物資食料対策部各班、産業輸送対策部輸送班は、調達した物資や他県市町村等からの救物資を受

け入れ、保管し、配布するため集積場所、輸送拠点として避難所、交通及び連絡に便利な総合体育

館をあてる。また、日吉体育館、川沿公園体育館、市民会館、豊川コミュティセンター等を補完施

設として、道の駅「ウトナイ湖」を物資輸送に係る中継地点として活用する。 

２ へリポートの設置 
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総括部災害総括班は、臨時へリポートの開設予定地を決定する。 

  ※資料編 防災救急ヘリコプター離発着場一覧表 

３ 海上輸送拠点 

  海上輸送は、苫小牧の港湾の埠頭を拠点とする。 

 尚、使用する耐震岸壁、荷捌き用のオープンスペースは「第2章 災害予防計画 港湾施設の整備」 

 による。 

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。その役割は国土交通省東京航空局が策定した「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） 

  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。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。 
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第１ 災害警備体制の確立                             

災害が発生した場合、警察署は関係機関と連携し、警備体制を確立して、災害情報の収集及び市民 

の生命、身体及び財産を保護し、被災地域における社会秩序を維持する。 

１ 災害情報の収集及び伝達 

  災害警備活動に必要な情報を収集するとともに、収集した情報を必要により関係機関に伝達する。 

２ 避難の指示等 

  警戒区域の設定及び避難の勧告指示については、市と連携して行う。なお、詳細についは、第10 

節第１「警戒区域の設定」、第２「避難勧告指示・誘導」を参照のこと。 

第２ 被災地・避難所の警備                          

犯罪の予防及び取締り等のため、被災後の無人化した住宅街、商店街、避難所等におけるパトロー 

を強化し、定期的な巡回を行う。

第３ 海上における治安維持                          

苫小牧海上保安署は、海上における治安を維持するため、次の措置を講ずる。 

１ 巡視船艇による災害発生地域の所要海域の犯罪の予防、取締り 

２ 巡視船艇による警戒区域または重要施設周辺海域の警戒 

３ 治安維持に必要な情報の収集 

第４ 災害発生後の危険箇所監視

項  目 初動活動期 応急活動期 復旧活動期 

災害時の警備 

災害発生後の危

険箇所監視

●災害警備体制の確立 

（警察署） 

●被災地・避難所の警備 

（警察署、文教対策部警備班）

●海上における治安維持 

（海上保安署） 

⇒

⇒ 

災害発生後の危険箇所監視

（土木建築対策部土木班）

⇒ 

⇒ 

⇒ 
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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 

第 13 節 生活救援対策

地震・津波災害が発生し、ライフラインや流通機構が機能しなくなった場合、被災者に対して、飲 

料水、食料、生活必需品等の供給が必要である。この節、地震・津波発生直後の備蓄品の供給、需要

の把握、物資等の確保、被災者へ供給方法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 

飲料水、生活用水の

供給 

●応急給水 

（水道対策部各班） 

●飲料水、生活用水の給水 

（水道対策部水道班） 

●応援の受入れ 

（水道対策部水道庶務班） 

⇒ 

●生活用水の給

水拡大 

（水道対策部水

道班） 

食料の供給 ●備蓄食料の供給 

（総括部災害総括班、産 

業輸送対策部輸送班、物

資食料対策部生活必需 

品班） 

●食料の需要の把握 

（物資食料対策部生活班） 

●食料の確保 

（物資食料対策部生活必需品班）

●食料の供給 

（産業輸送対策部輸送班、 

物資食料対策部生活必需品班）

●炊き出しの実施 

（物資食料対策部各班） 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

●生活必需品の供給 ●備蓄品の供給 

（総括部災害総括班、産 

業輸送対策部輸送班、物

●生活必需品の需要の把握  

（物資食料対策部生活必需品班）

⇒ 
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資食料対策部生活必需 

品班） 

●生活必需品の確保 

（物資食料対策部生活必需品班）

●生活必需品の供給 

（産業輸送対策部輸送班、物資食

料対策部生活必需品班） 

⇒ 

⇒ 

救援物資の受け入れ ●救援物資の受入れ準備 

（物資食料対策部支援物 

資班） 

●救援物資の受け入れ 

（物資食料対策部支援物資班） 

⇒

第１ 緊急給水                                

 災害が発生し、水道施設の破損等により水の供給が停止した場合、水道対策部各班は直ちに被害状 

況を把握し、緊急措置の後、重要施設への応急給水を実施する。 

１ 応急給水先 

応急給水は、次の施設を優先とする。 

 （１）救護所 

 （２）病院 

 （３）社会福祉施設 

 （４）避難所（給水拠点） 

 （５）避難所（給水拠点以外） 

第２ 飲料水、生活用水の給水                         

１ 応急給水の需要調査 

水道施設の緊急措置 

広報 

（給水所の情報） 

・開設時間 

・給水所の場所 

・給水方法

情報 応援 

給水需要調査

応急給水

自衛隊、 

公共団体 

民間企業 

＜給水の流れ＞ 
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  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。 

（１）応急給水が必要な地域の特定  

（２）応急給水班の編成 

（３）給水拠点の開設 

（４）状況調査 

（５）給水所の見直し 

２ 応急給水に必要なリソース（資機材、車両、人員）の確保 

  応急給水に必要なリソースは上下水道部が所有するものや、自衛隊、公共団体、民間企業等 

の関係機関に応援要請を行い不足となるリソースを確保する。 

  また、優先的に確保できるように必要な応援協定の促進を進める。 

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。 

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 

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。 

（１）給水の時間 

（２）給水所の場所 

（３）給水方法 

５ 給水の方法 

（１）給水所への運搬 

   飲料水等の給水所への運搬は水道対策部水道班及び支援機関が浄水場等から給水車、トラック

等の車両及び給水容器等を使用して行う。 

（２）給水所での給水 

   給水所での給水は避難所に派遣された職員が、災害時の応援協定や地区の消防団、自主防災組

織の協力を得て、市民が自ら持参した容器により行う。容器が不足する場合には、水道対策部が

用意した給水袋等を使用する。 

第３ 生活用水の給水拡大                          

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。 
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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 

第４ 備蓄食料の供給                              

災害が発生した場合、物資食料対策部生活必需品班は総括部災害総括班に備蓄食料の保管場所を 

確認して、産業輸送対策部輸送班を通じて備蓄食料を避難所へ運び、避難者へ供給する。 

第５ 食料の需要の把握                            

物資食料対策部は、次の方法で食料の需要を把握する。 

把握担当班 供 給 対 象 者 供給品 要請先 輸送方法 

総括部動員班 下記に属さない従事者 

（ボランティア、市職員等）

食料 

物資 

備蓄品 

生活必需品 

炊き出し品 

物資食料

対策部 

産業輸送対策部輸送班 

食料物資等業者 

物資食料対策部給食班 

土木建築対 

策部住宅班 

公営住宅、仮設住宅の入居者

及びこれに係る従事者 

（ボランティア、市職員等）

避難対策部 

救援庶務班 

避難対策部各班の避難者及び

これに係る従事者 

（ボランティア、市職員等）

要請 

・住民 

・避難所 

・従事者 

・スーパー 

・食料業者 

備 蓄 ・流通食料 

需   要 

確   保 

供    給 

炊  き  出  し 

道 

要求 

依頼 

材料 
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救援対策部 

救援庶務班 

一般市民、町内会、各種団体、

その他及びこれに係る従事

者（ボランティア、市職員等）

第６ 食料の確保                                

１ 市の食料確保 

  物資食料対策部生活必需品班は、製パン業者、食料加工業者、スーパーなどの他、「災害時におけ 

る応急生活物資及び物資の供給の協力に関する協定」に基づき、パン、弁当、副食品、炊き出し用

の米穀、野菜等を調達する。 

  ※資料編 食料確保先一覧表 

２ 道からの米穀等調達 

（１）知事への要請 

    災害が発生した場合又はその恐れがある場合で、炊き出し等の給食に必要な応急用米穀を確保 

できないときは、その確保について総合振興局長を通じ知事に要請する。 

（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受領し、被災等

に配給する。 

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 

   食料供給に関する輸送業務は業者が行うが、必要な場合は産業輸送対策部輸送班が行うまた、 

  産業輸送対策部輸送班は、市で調達した食料及び道等から支給を受けた食料の輸送を総括する。 
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（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又は弁当・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９ 備蓄品の供給                              

 備蓄品の供給については、第４「備蓄食料の供給」を準用する。 

第 10 生活必需品の需要の把握

 生活必需品の需要の把握については、第５「食料の需要の把握」を準用する。 

要請④ 

要請② 
供給⑤ 

要請① 供給⑤ 

配
達
④要

請
④

供給⑤ 

要
請
④

発注③ 

供給⑤ 
供
給
⑤

供給⑤ 

把握担当者班 

物資食料対策部 

物資食料対策部 

生活必需品班 

物資食料対策部 

給食班 

物資食料対

策部支援物

資班 

全
国
等
か
ら
の
支
援
物
資

食料・ 

物資等 

業者 

産業輸送対策

部輸送班 

物資食料対策部 

給食班の輸送 

供給対象者 
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第 11 生活必需品の確保                            

 生活必需品の確保については、第６「食料の確保」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。 

（１）寝  具 ……… 就寝に必要な最小限度の毛布等 

（２）衣  類 ……… 上着、下着、防寒着等 

（３）身回り品 ……… タオル、手拭い、運動靴、傘等 

（４）炊事用具 ……… 鍋、釜、包丁、食器類、コンロ、バケツ等 

（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 ……… 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。 

①物資の要請 

②配分指示 

陸上輸送 海上輸送 航空輸送 

救援物資総合センター 

（総合体育館・物資食料対策部支援物資

班） 

避難対策部避難庶務班・その他 

避難所・医療機関・その他 

③
物
資
の
供
給

第３章 災害応急対策計画 

１３０ 



第 14 節 建物対策

地震発生後の余震等による被害防止のため、被災建物の危険度を判定する。また、住家が損壊した 

被災者へは、住宅修理や応急仮設住宅の供給、被災建物の解体・撤去などの対策が必要である。この 

節は、建物の応急危険度判定の実施方法、住宅の応急修理、応急仮設住宅の建設・入居、建物の解体・ 

撤去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 

被害建物の応急 

危険度判定 

●被災建物の応急

危険度判定士の

確保・判定用具

の準備 

（土木建築対策部

建築班） 

●被災建物の応急危険度判定 

の実施 

（土木建築対策部建築班） 

⇒ 

●建物の解体、撤去 

（土木建築対策部建築班）

応急仮設住宅の 

設置 

 ●応急仮設住宅の需要の把握 

（避難対策部避難庶務班） 

●応急仮設住宅の用地の確保 

（土木建築対策部住宅班） 

●応急仮設住宅の建設 

（土木建築対策部建築班） 

●応急仮設住宅の建設 

（土木建築対策部建築班）

●応急仮設住宅の管理及 

び入居者の選定 

（土木建築対策部住宅班）

被災住宅の修理  ●被災住宅の応急修理 ●被災住宅の応急修理 

（土木建築対策部建築班）

住宅の確保 ●公営住宅の被

害状況の把握 

（土木建築対策部

住宅班） 

●公営住宅の被害状況及び応 

急修理調査 

（土木建築対策部住宅班） 

●公営・民間住宅の復旧・

確保 

（土木建築対策部住宅班）

●公営・民間住宅の入居者

の選定 

（土木建築対策部住宅班）

第１ 被災建物の応急危険度判定士の確保                    

１ 判定士の確保 

  土木建築対策部建築班は、次のとおり建物の危険度判定士の有資格者を確保する。 

（１）市内建築関係団体へ派遣を要請する。 

（２）道、他市町村へ派遣を要請する。 

（３）ボランティア募集の広報を行う。 
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２ 判定実施本部（窓口）の設置 

 土木建築対策部建築班は、多数の判定士の受け入れ体制及び作業体制を確立するために判定実施

本部（窓口）を設置するとともに次のことを行う。 

（１）受け入れ判定士の名簿づくり 

（２）担当区域の配分 

（３）判定基準の資料の準備 

（４）立入禁止などを表示する用紙の準備 

（５）判定統一のための打ち合わせ実施 

第２ 被災建物の応急危険度判定の実施                     

１ 判定作業の概要 

○判定は、「被災建築物応急危険度判定マニュアル」に従って行う。 

 ○判定の結果は、「危険」「要注意」「調査済」に区分し、３色の判定ステッカー（赤

「危険」、黄「要注意」、緑「調査済」）に対処方法等を記載し、建物の出入り口

等の見やすい場所に貼りつける。なお、判定の内容は次のとおりである。 

 ○判定は目視にて行う。 

２ 判定後の措置 

  判定の結果、「危険」とされた建物については、立ち入り禁止を促す。 

第３ 建物の解体、撤去                             

 土木建築対策部建築班は、応急危険度判定により「危険」と判断された建築物を優先して、住民に 

解体、撤去の措置を促す。 

第４ 応急仮設住宅の需要の把握                        

１ 需要の把握 

  避難対策部避難庶務班は、災害発生後７日以内に応急仮設住宅の入居希望者を把握する。調査方  

 法は、入居の資格基準及び該当者を広報で周知した後、希望者を避難所で受け付ける。なお、被災

者が災害時に市内に居住していれば、住民登録の有無は問わない。 

□危 険： 建築物の損傷が著しく、倒壊などの危険性が高い場合で

あ 

り、使用及び立ち入りができない。 

□要注意： 建築物の損傷は認められるが、注意事項に留意すること

に 
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２ 入居の資格基準 

応急仮設住宅の入居者は、次の条件に該当する者とする。 

（１）住家が全焼、全壊又は流失した者であること 

（２）居住する住家がない者であること 

（３）自らの資力では住宅を確保することのできない者であること 

（４）生活保護法の被保護者及び要保護者 

（５）特定の資産のない失業者 

（６）特定の資産のない寡婦、母子世帯 

（７）特定の資産のない老人、病弱者、身体障がい者 

（８）特定の資産のない勤労者 

（９）特定の資産のない小企業者 

（10）上記に準ずる経済的弱者 

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。 

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３２７番８０、206号 

・明徳町４丁目３２７番２１２、２２０号 

・明徳町４丁目３２７番２１８号 

・明徳町４丁目３２７番２１６号 

・明徳町４丁目３２７番１６９、２１４、２２

３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 ○ 

※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。 
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（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 

（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６ 応急仮設住宅の建設                           

１ 建設実施の決定 

（１）災害救助法適用前 

   応急仮設住宅建設実施の決定は、本部長が行う。 

   なお、事業の内容については、災害救助法の規定に準じて行う。 

（２）災害救助法適用後 

災害救助法が適用された場合の応急仮設住宅建設の実施は、知事が行い、市長はこれを補助す

る。ただし、災害救助法第３０条第１項の規定により委任された場合は市長が行う。 

２ 建設の実施 

（１）建設の基準 

建設の基準については、災害救助法の規定による。住宅の仕様については、入居希望世帯の構

成状況に応じ、いくつかのタイプに分けて建設する。また、高齢者等の災害弱者のために、福祉

仮設住宅の設置を図る。 

なお、応急仮設住宅を近接する地域内に概ね 50 戸以上設置した場合、集会等に利用できる施
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設の設置を図る。 

（２）建設の実施 

応急仮設住宅建設の工事については、土木建築対策部建築班が所管し、建設業者に協力を要請

する。 

第７ 応急仮設住宅の管理及び入居者の選定                   

１ 入居の資格基準及び該当者 

入居の資格基準及び該当者については、第４「応急仮設住宅の需要の把握」を参照する。 

２ 入居者の選定 

入居者の選定は、土木建築対策部住宅班が所管し、入居希望者の条件を十分調査し、本部会議に

おいて決定する。なお、要配慮者を福祉仮設住宅に入居できるよう配慮する。 

３ 応急仮設住宅の管理 

  土木建築対策部住宅班は、応急仮設住宅の管理を行い、応急仮設住宅入居を円滑に進める。 

第８ 被災住宅の修理                            

１ 応急修理実施の決定 

（１）対象者 

   応急修理の実施の対象者は、次の全ての条件に該当する者とする。 

  ア 住家が半壊、半焼などの被害を受け、当面の日常生活を営むことができない状態にある   

市民であること。 

   イ 自らの資力では、住家の修理ができない市民であること。 

   ウ 修理により、とりあえずの日常生活を営むことのできる市民であること。 

  エ 原則として応急修理を行うことにより、避難所等への避難を要しなくなると見込まれる場合 

であり、かつ、応急仮設住宅（民間賃貸住宅の借り上げを含む。）を利用しない場合であること。 

（２）応急修理の内容 

   応急修理は、居室、炊事場、便所等の日常生活に欠くことのできない部分について必要な最 

  小限度において、実施（給付）するものとする。 

２ 修理対象住宅の選定 

  修理対象住宅の選定は、応急仮設住宅入居者の選定に準じ、災害救助法の定める実施戸の限度内

で行う。 

３ 修理の実施 

  修理の実施については、災害救助法の規定による。 
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４ 公営住宅の応急修理 

  公営住宅の応急修理については、土木建築対策部住宅班が調査を行い、修理の必要度の高い住宅 

 から実施する。 

第９ 公営・民間住宅の復旧・確保                       

土木建築対策部住宅班は、公営住宅、民間住宅の空き家の確保を行う。また、必要に応じて住宅事 

業者等の団体と連携して、被災しながらも応急対策をすることで居住を維持できる住宅の応急修繕を 

推進するものとする。 

１ 公営住宅の確保 

  公営住宅は、被災者の家族単位で多人数世帯向け住宅、少人数世帯向け住宅の確保に努る。 

２ 民間住宅の確保 

  民間の賃貸住宅を借り上げ、応急仮設住宅に準ずるものとして確保する。 

３ 入居者の選定 

  公営・民間住宅の入居者の選定については、第７「応急仮設住宅の管理及び入居者の選定を準用 

する。 

第 10 災害公営住宅の確保及び入居基準

１ 災害公営住宅の整備 

（１）災害公営住宅は、北海道地域防災計画の定めるところにより、大規模な災害が発生し、住宅の

被害が次のア又はイのいずれかに該当した場合に滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸

するため国から補助を受けて整備し、入居させるものとする。 

 ア 地震、暴風雨、洪水、高潮その他異常な自然現象による災害の場合 

  （ア）被災地全域の滅失戸数が500戸以上のとき。 

  （イ）市区域内の滅失戸数が200戸以上のとき。 

  （ウ）滅失戸数がその市町村の区域内の住宅戸数の１割以上のとき。 

  イ 火災による場合 

  （ア）被災地域の滅失戸数が200戸以上のとき。 

  （イ）滅失戸数がその市町村の区域内の住宅戸数の１割以上のとき。 

（２）整備及び管理者 

   災害公営住宅は、市が整備し、管理するものとする。ただし、知事が道において整備する必要

を認とめたときは道が整備し、整備後は公営住宅法第 46 条の規定による事業主体の変更を行っ

て市に譲渡し、管理は市が行うものとする。 
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（３）整備管理等の基準 

  災害公営住宅の整備及びその管理は、おおむね次の基準によるものとする。 

  ア 入居者の資格 

  （ア）当該災害発生の日から３か年間は当該災害により住宅を失った者であること。 

  （イ）当該災害発生後３か年間は、月収214,000円以下（当該災害発生の日から３年を経過し 

    た後は、158,000円）で事業主体が条例で定める金額を超えないこと。 

  （ウ）現に同居し又は同居しようとする親族があること。 

  （エ）現に住宅に困窮していることが明らかであること。 

  イ 構造 

    再度の被災を防止する構造とする。 

  ウ 整備年度 

    原則として当該年度、やむを得ない場合は翌年度。 

   エ 国庫補助 

    （ア）建設、買取りを行う場合は当該公営住宅の建設、買取りに要する費用の2/3。ただし、激 

    甚災害の場合は3/4。 

    （イ）借上げを行う場合は住宅共用部分工事費の2/5。 

第 15 節 廃棄物処理・防疫 

地震・津波災害発生時には、ライフライン等の機能低下により、衛生条件が悪化する。特に、上下 

水道の機能低下によりトイレが使用できなくなるため、仮設トイレの設置が必要である。この節は、 

食中毒・感染症等の予防、し尿対策、ゴミ等の収集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 

衛生・防疫対策  ●食中毒の予防 

（環境衛生対策部環境班） 

●被災者等の保健衛生 

（環境衛生対策部環境班、救援

対策部第４救援班） 

⇒ 

●被災地の防疫活動 

（産業輸送対策部第２産業班、 

医療救護対策部各班、環境衛生 

対策部各班） 

し尿対策  ●仮設トイレの設置 

（土木建築対策部建築班） 

●し尿の処理 

（環境衛生対策部清掃班） 

⇒

廃棄物対策  ●災害・生活廃棄物の処理 

（環境衛生対策部清掃班） 

⇒ 

●廃棄物処理の計画・実施 

（環境衛生対策部清掃班）
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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 

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。 

（１）医師会、苫小牧地域保健部等との連携の下に、避難所の巡回による被災者の健康状態の把握・ 

  栄養指導・精神保健相談等の健康管理を行う。 

（２）被災者の衛生状態を良好に維持するため、入浴施設に係る情報提供を行う。 

（３）食中毒等の予防のため、被災者等への食料衛生知識の普及や避難所等における食料衛生指導  

及び検査の徹底を図る。 

（４）被災者及び災害対策従事者の精神保健相談等の健康管理を行う。  

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。 

３ 消毒等の実施 

  知事の指示･指導に従い環境衛生対策部環境班は、次のようなときに地域の床下、汚染した溝・井 

 戸、その他不衛生な場所等の消毒等を実施する。 

（１）感染症が発生したとき 
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（２）水害により道路側溝等、家屋周辺が不衛生になったとき 

（３）汚染の恐れ、あるいは疑いのある井戸のあるとき 

（４）家屋の倒壊等により、消毒を必要とするとき 

（５）土壌還元によるし尿処理を行うとき 

（６）鼠、害虫等が大量に発生したとき 

（７）廃棄物の処理が間に合わず、路上に堆積されたとき 

４ 感染症対策 

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。 

（１）被災地及び避難所における感染症患者、病原体保有者の早期発見 

（２）1・2類感染症の患者、疑似症患者の感染症指定医療機関への移送、入院勧告、報告 

（３）手指の消毒等必要な指導及び消毒液等の配布 

（４）感染症の病原体に汚染された場所の消毒の実施  

（５）広報の依頼 

（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。 

  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。 

８ 放浪犬の処理 

  放浪犬は捕獲して適当な場所に収容する。また、住民に対し、放浪犬を収容している旨周知する。 

第４ 仮設トイレの設置                            

土木建築対策部建築班は、大規模な災害が発生した場合、仮設トイレを設置する。仮設トイレは、 

「災害時における応急対策資機材の供給に関する協定」に基づき、リース会社等から調達するが、市
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で調達できない場合は道に要請する。 

設置場所 ： 下水道使用不可能な地域にある避難所 

       住宅密集地等の公園

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。 

（１）住民に自治会単位によるごみの収集を呼びかける。 

（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。 

（４）一時集積場所については定期的に消毒を実施する。

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。 

２ 倒壊家屋等の災害廃棄物や避難所から排出される生活ごみ及びし尿の処理について、被災等によ 

 り、市の廃棄物処理施設のみで適正に処理することが困難な場合は、近隣市町村及び道に応援を求 

 め実施するものとする。 

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。 

項  目 初動活動期 応急活動期 復旧活動期 

ボランティア ●災害ボランティアのセンターの設置 

（救援対策部災害ボランティア班） 

●災害ボランティアの活動 

⇒ 
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（救援対策部災害ボランティア班） ⇒ 

●福祉仮設住宅の巡回 

（救援対策部災害ボラン

ティア班） 

（削除）

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。 

  なお、災害ボランティアセンター設置及び運営は別途定める苫小牧市災害ボランティアセンター

設置・運営マニュアルによる。 

（１）ボランティアの配置、活動内容の指揮 

（２）ボランティアの登録、配置 

（３）ボランティア活動に必要な資機材の準備 

２ ボランティアの活動連絡 

  救援対策部各班、医療救護対策部第１医療救護班、物資食料対策部各班などボランティア活動の

支援を必要とする部班は、災害ボランティアセンターの代表者と、毎日１回、ボランティアの活動

内容等について打ち合わせを行う。 

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。 
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４ 災害ボランティアセンターの組織 

（削除） 

第 17 節 要配慮者への対応

地震・津波災害発生時には、障がい者・高齢者・乳幼児・外国人等の要配慮者、に対して、災害直 

後の安全確認、避難所での生活支援等の対策が必要である。この節は、要配慮者に対する各種要援護

対策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

要配慮者への 

対応 

●要配慮者の安全確認・確 

保（救援対策部各班） 

●要配慮者の援護 

（避難対策部各班、救援対策部各班）

●巡回ケア・広報・相談窓口の設置 

（秘書報道部報道広聴班、医療救護 

対策部各班、救援対策部救援庶務班 

・災害ボランティア班） 

●要配慮者への福祉 

仮設住宅供給及びケア対策 

（土木建築対策部各班、救援対策部 

災害ボランティア班） 

⇒ 

⇒ 

⇒ 
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苫小牧市災害対策本部 

警察署・消防署 

近隣市町村社会福祉協議会 

北海道社会福祉協議会 

苫小牧市災害ボランティアセンター 

【専門ボランティア】 

専門的な資格や知識・経験を必

要とする被災者ニーズへの支援

活動を行う個人又は団体・企業

など。 

【一般ボランティア】 

専門的な資格や知識・経験を必

要としない被災者支援活動を行

う個人又は団体・企業など。 

情報提供・ 

協力 

設置要請 

情報提供・受

付活動支援 

情報提供・ 

連絡調整 

情報提供・ 

収集 

支援 

情報提供・受

付活動支援 



第１ 要配慮者の安全確認・確保                         

１ 安全の確認 

  救援対策部各班は、次のように要配慮者の安全を確認する。 

（１）自主防災組織、町内会その他福祉関係団体等と協力し、要配慮者にあたる人の安全の確認 

（２）自主防災組織、町内会その他福祉関係団体等と協力し、それぞれの要配慮者の避難所、救護所

等へ誘導 

第２ 避難所の要配慮者の援護                          

１ 介助支援者リストの作成 

  避難対策部各班は、担当している避難所の要配慮者を把握し、次の内容のリストを作成し、救援 

 対策部各班に送付して、必要な措置を要請する。 

（１）必要となる介護・介助要員の種別・規模 

（２）車椅子・つえ等介助用具の要否、手話通訳要員の要否、点字広報紙の要否等 

２ 応急ケアサービス 

  要配慮者への応急的なケアとして、次のサービスを実施する。 

（１）健康診断や各種相談業務 

（２）ボランティア等による介護 

（３）避難スペースの優先的割当て 

（４）聴覚障害者向け掲示板等の設置 

（５）段差の解消、簡易ベッド確保、専用トイレの整備 

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 

第３ 巡回ケア・広報・相談窓口の設置                     

 担当部各班は、要配慮者に対し、次の活動を実施する。 

（１）救援対策部救援庶務班による生活相談窓口及び外国人向け相談窓口の開設 

（２）ケースワーカーやカウンセラー等による生活相談業務 

（３）医療救護チームの健康チェック 

（４）ヘルパーやボランティアの派遣による生活介助の実施 
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（５）秘書報道部報道広聴班等による要配慮者向け広報活動の実施（外国人、聴覚障害者への伝達

等） 

第４ 要配慮者への福祉仮設住宅の供給及びケア対策              

１ 福祉仮設住宅の供給計画 

  要配慮者向け住宅として、福祉仮設住宅を設置する。 

（１）要配慮者の住宅仕様別のニーズの把握 

（２）要配慮者の優先的な入居の配慮 

２ 福祉仮設住宅の災害弱者向ケア対策 

  福祉仮設住宅の入居者に対し、次のようなケア対策を行う。 

（１）福祉仮設住宅団地内集会施設等への「スタッフ詰所」の設置・運営 

（２）医療ボランティア等の協力による健康チェック・心のケア対策 

第 18 節 公共機関・施設の応急対策

地震・津波災害発生時には、水道・下水道・電気・電話・ガス・鉄道の各公共機関・施設の管理者 

は、それぞれの「防災業務計画」「個別危機対策マニュアル」等に基づいて、被害状況の把握、迅速な 

応急復旧を行う。この節は、これらの各機関・施設の応急対策の概要についてまとめたものである。 

項  目 初動活動期 応急活動期 復旧活動期

上下水道 ●上下水道の応急対策 

（水道対策部各班、下水道対策部

各班、） 

⇒ 

●上下水道の復旧対策 

（水道対策部各班、下水道対策 

部各班、）

⇒

電気・電話 

・ガス 

●電気・電話・ガスの応急対策 

（北海道電力、ＮＴＴ、苫小牧ガ

ス） 

⇒ 

●電気・電話・ガスの復旧対策 

（北海道電力、ＮＴＴ、 苫小 

牧ガス） 

⇒

道路・橋梁 ●道路・橋梁の応急対策 

（総括部交通対策班、土木建築対

策部各班） 

⇒ 

●道路・橋梁の復旧対策 

（土木建築対策部各班） 

⇒

河川・海岸 

・指定地 

●河川・海岸・指定地の応急対策

（土木建築対策部各班、消防部各

班） 

⇒ 

●河川・海岸・指定地の復旧対策

（土木建築対策部各班） 

⇒

鉄道 ●鉄道の応急対策 

（ＪＲ北海道） 

⇒

●鉄道の復旧対策 

⇒
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（ＪＲ北海道） 

その他の 

公共施設 

●その他の公共施設の応急対策 

（各施設） 

⇒ 

●その他の公共施設の復旧対策 

（各施設） 

⇒ 

第１ 上下水道の応急・復旧対策                         

１ 上水道施設 

  水道対策部各班は、上水道施設が被災し、機能停止した場合、次のような機能回復作業行う。 

（１）応急対策 

ア 被害調査 

  （ア）管路施設は、導水管、送水管、配水本管、配水支管の順に調査を行う。 

  （イ）浄水施設、取水施設、ポンプ施設の順に調査を行う。 

イ 応急対策活動 

  （ア）漏水を確認した時は、バルブ操作により水道水を確保する。 

  （イ）配水管などの被害のない地区でも必要最小限に給水を制限する。 

  （ウ）原水から給水栓に至るまでの水質監視レベルを維持する。   

（２）復旧対策 

ア 復旧に必要なリソースは、上下水道部が所有するものや、自衛隊、公共団体、民間企業等の 

   関係機関に応援要請を行い、不足となるリソースを確保する。 

    また、優先的に確保できるように必要な応援協定の促進を進める。 

イ 災害時の広報 

  （ア）広報の方法は、広報車、ホームページ等により市民に情報を発信する。 

  （イ）広報の内容は、断水状況、開設している給水所、節水のお願い等の情報 

ウ 各復旧対策順位 

  （ア）水道管の復旧は、導水管、送水管、配水本管、配水支管の順に行う。 

  （イ）水道施設の復旧は、取水施設、浄水施設、ポンプ施設の順に行う。 

  （ウ）被害状況等により（ア）（イ）に示した順に復旧を行わない場合もある。 

２ 下水道施設 

  下水道対策部各班は、下水道施設が被災し、機能停止した場合、次のような機能回復作業を行う。 

（１）応急対策 

ア 被害調査 

    被災後、下水道対策部各班は、直ちに施設の被害調査を行う。 

イ 応急対策活動 

 （ア）汚水管きょは、汚水の流下に支障のないよう移動式ポンプを配置する。 

  （イ）終末処理場等が停電した場合には、直ちに非常用発電装置に切り替る。 

  （ウ）汚水処理施設が破損し漏水が生じた場合には、土のう等により漏水を阻止し破損箇所の応 
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    急修理を行う。 

  （エ）多量の塵芥等により管渠の閉塞または流下が阻害されないよう、マンホール等に流入防止 

    等の応急措置を行う。 

（２）復旧対策 

ア 資機材、車両、人材の確保 

  （ア）資機材等は、基本的に市所有のものを使用する。また、必要に応じて民間企業等、他市町 

    村等の下水道事業者の協力を得る。 

  （イ）工事施工中の箇所は、施工者に対し、被害を最小限にとどめるよう状況に応じた措置をと

ることを指示する。 

イ 災害時の広報 

    市民に対し、破損箇所、排水禁止区域、排水できない場合の措置を広報する。 

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。 

（１）応急対策 

    北海道電力本店に非常災害対策本部を、苫小牧支店内に非常災害対策苫小牧支部を設置し、応 

  急対策活動にあたる。  

   また、上下水道施設、新聞、放送、鉄道、市役所、警察署、消防署、ＮＴＴ施設、病院、避難 

  所、その他重要施設に対しては、優先的に送電する。 

（２）復旧対策 

  ア 災害時の広報 

    市民に対し、電線等による感電防止、被害状況、復旧の見通しを広報する。 

  イ 復旧計画の策定 

    次のような復旧計画を策定し復旧にあたる。 

  （ア）復旧応援班の必要の有無及び復旧作業班の配置状況 

  （イ）復旧資機材の調達 

  （ウ）復旧内容（送電設備、変電設備、通信設備、配電設備） 

  （エ）復旧作業の日程及び完了見込 

  （オ）宿泊施設、食料、衛生対策の手配等 

 ２ 電話施設  
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   災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合は、ＮＴＴ東日本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。 

（１）応急対策 

   ＮＴＴ東日本苫小牧営業支店内に災害対策の本部を設置し、次の応急対策活動にあたる。 

  ア 設備、資機材の発動準備及び点検 

  イ 最小限の通信の確保 

  ウ 非常用可搬型交換装置の設置 

  エ 特設用公衆電話の設置 

  オ 臨時回線の作成 

  カ 通信の利用制限 

  キ 非常通話、緊急通話の優先 

（２）復旧対策 

   復旧計画を策定し、次にあげる回線の復旧にあたる。 

  ア 災害救助、秩序の維持等の緊急社会活動のため必要と認められる最小限の回線 

  イ 災害救助、秩序の維持、交通、通信、電力の供給確保及び災害情報の収集等、社会活動等の 

   ため必要と認められる回線 

  ウ 公衆電話及び平常の通信サービスを維持するに必要と認められる回線 

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。 

（１）応急対策 

   苫小牧ガス本社内に災害対策の本部を設置し、次の応急対策活動にあたる。 

  ア 工場ホルダー及び原材料貯糟の出入弁のしゃ断 

  イ ガス製造の停止 

  ウ 圧送計画の変更及び送出弁のしゃ断 

  エ 供給ホルダーの出入弁のしゃ断 

  オ 導管網のブロック化 

  カ 被害地域のバルブしゃ断 

  キ 高中圧ラインのガス放散 

  ク その他状況に応じた適切な措置 

（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。 
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（３）復旧対策 

    次のような復旧計画を策定し復旧にあたる。 

  ア 非常災害対策本部の指示に基づき、各班は有機的な連携を保ちつつ施設の応急復旧に当たる。 

  イ 施設を点検し、機能及び安全性を確認するとともに必要に応じて調整修理する。 

  ウ 供給停止地域については、供給可能な範囲で供給系統の切り替え等を行い速やかなガス供給 

再開に努める。 

第３ 道路・橋りょうの応急・復旧対策                     

 災害が発生した場合、道路管理者は、それぞれの所管の道路、橋りょうについて被害状況を速やか

に把握し応急措置を行う。市が管理する道路は、次のとおり応急復旧対策を行う。 

１ 応急対策 

（１）被害状況の調査 

   土木建築対策部各班は、災害が発生した場合に次の事項を中心に道路の被害状況、道路上の障 

害物の状況を調査し、その状況を本部長に報告する。 

   ア 損壊し、又は通行不能となった路線名及び区間 

   イ 迂回路を設定し得る場合はその路線名、分岐点及び合流点 

   ウ 緊急に通行の禁止又は制限を実施する必要の有無 

（２）道路管理者への通報 

   土木建築対策部土木建築庶務班は、被害状況調査の結果、市道以外の道路が損壊等により通行

に支障をきたす場合は、道路管理者に通報し、応急復旧の実施を要請する。 

（３）交通規制 

   総括部交通対策班は、通行が危険な路線・区間について警察署に通報し、通行止め、交通規制

等の措置を講ずる。 

２ 復旧対策 

（１）道路の応急復旧 

   土木建築対策部土木班は、被害を受けた市道について市内建設業者等の協力により、応急復旧

を実施する。また、道路の応急復旧が困難な場合は、総括部災害総括班を通じて知事、自衛隊に

対し応援を求める。 

 （２）仮設道路の設置 

  土木建築対策部土木班は、道路が破損し復旧が不可能で他に交通の方法がない場合は、関係機関 

 と協議の上、仮設道路を設置する。 

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  
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ア 被害状況の調査 

    施設の管理者は、災害が発生した場合に河川、海岸の被害状況を調査し、その状況を本部長

に報告する。 

イ 応急排水 

    津波によって浸水被害が発生した場合は、状況により応急排水を実施する。 

（２）復旧対策 

   各管理者は、堤防、護岸、海岸等の被害について調査し、速やかに応急復旧を要請する。 

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、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。 

  イ がけ崩れが発生した箇所では、周辺の住民等と協力して人命救助を最優先で行う。さらにが 

け崩れが拡大するおそれがある場合には避難を指示する。 

  ウ 宅地周辺では、自然がけ地、道路の造成に伴うがけ地・擁壁の崩壊、倒壊の被害状況に応じ 

   て住民の避難、警戒を行う。 

  エ 大規模な地震、津波被害を受けた場合、地盤沈下により、浸水しやすい地形になる場合が

あるため、出水期など以後の河川水位の情報に注意する。 

（２）復旧対策 

   土木建築対策部各班は、二次災害防止のため、被害状況に応じ、応急的な危険防止策講ずる。 

第５ 鉄道の応急・復旧対策                           

 ＪＲ北海道は災害が発生した場合、あるいは列車や構造物が被災した場合は、ＪＲ北海道が定める 

防災業務計画により災害対策本部を設置し応急措置を行う。 

（１）災害発生と同時に運転規制等に基づく初動措置を実施し、乗客の安全確保を図る。 

（２）列車の停止が長時間にわたるときや、火災等の二次災害の危険が迫っているときは、乗客の安 

全確保のため的確な避難誘導を行う。 

（３）旅客を避難誘導した後、災害情報等を旅客に伝達し秩序維持に協力する。 

（４）避難措置の情報等は、速やかに市災害対策本部に通報する。 

（５）旅客等に事故が発生した場合、救護班を編成し救急救護にあたる。 

（６）不通区間が生じた場合は、バス等による振替輸送等を講ずる。 

第６ その他の公共施設の応急・復旧対策            

 災害が発生した場合、各施設の管理者は、次のような応急措置を講ずる。 

（１）避難対策の実施  

（２）混乱の防止 
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（３）施設入所者の人命救助   

（４）本部への通報 

（５）施設が被災した場合、安全確保のため立入禁止措置 

（６）施設の応急復旧活動の実施 

第 19 節 応急教育活動 

 地震発生時、学校等の施設では、園児・児童・生徒の安全確保を行うとともに、避難所開設への協 

力と、速やかな教育活動の再開に向けた活動が必要である。この節は、災害時の教育活動、避難所へ 

の協力、学用品等の供与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 

応急教育対策 ●学校の災害直後の措置 

（文教対策部教育庶務班） 

●児童・生徒、教職員の安否の

確認 

（文教対策部学校班） 

●応急教育の実施 

（文教対策部学校班） 

⇒

避難所支援対策 ●避難所開設への支援 

（文教対策部教育庶務班） 

応急保育対策 ●保育園の災害直後の措置 

（救援対策部第３救援班） 

●園児、職員の安否の確認 

（救援対策部第３救援班） 

●応急保育の実施 

（救援対策部第３救援班） 

⇒

第１ 学校の災害直後の措置                          

１ 災害が発生した場合の措置 

  災害が発生した場合、学校長は次の措置を行い、文教対策部教育庶務班を通じて災害対本部に報 

  告する。 

（１）勤務時間内 
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学 校 長 ○状況に応じ緊急避難の指示を行う。 

○児童、生徒は学校にて保護者に引き渡す。あるいは教員の引率により、集団下

校させる。 

○災害の規模、校舎等の被害状況を把握する。  

教 職 員 ○応急教育の実施及び校舎の管理のための体制を確立する。 

（２）勤務時間外 

学 校 長 ○参集した教職員の所属、職、氏名を確認する。  

教 職 員 ○勤務時間外に災害が発生した場合は、所属の学校に参集する。 

２ 市が災害に関する情報を受けた場合の措置 

本部長は、災害に関する情報は文教対策部教育庶務班を通じて、学校長へ伝達する。 

 学 校 長 ○災害に関する情報を、速やかに教職員に伝達する。 

○ラジオ、テレビ、防災行政無線等で被害状況等の災害情報を収集する。 

○児童・生徒への伝達には、混乱防止の配慮をする。 

○状況に応じ児童・生徒の集団下校、休校等適切に措置する。 

教 職 員 ○気象状況その他の災害に関する情報に注意する。 

○災害発生のおそれがある場合は、学校長と協力して応急教育体制に備える。 

第２ 児童・生徒、教職員の安否の確認                      

 文教対策部学校班は、学校長を通じて児童・生徒・教職員の安否の確認を行う。 

第３ 応急教育の実施                             

１ 施設・職員等の確保 

（１）応急教育の実施場所の確保 

   学校長は、避難所との兼ね合いを踏まえつつ、応急教育の実施場所を確保する。 

災 害 の 程 度 応 急 教 育 の 実 施 場 所 

校舎の一部が被害を受け

た場合 

○特別教室 

○屋内体育館 

○２部授業を実施する 

校舎の全部が被害を受け

た場合 

○公民館等の公共施設、隣接学校の校舎 

特定の地域について、大

きな被害を受けた場合 

○避難先の最寄りの学校、公民館、公共施設 

○応急仮設校舎の設置 

学 校 長 ○児童・生徒・教職員の安否をまとめ、文教対策部教育庶務班に報告する。 

教 職 員 ○児童・生徒の安否を確認し、学校長に報告する。 
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（２）応急教育の実施 

   文教対策部学校班及び学校長は、準備した応急教育計画に基づき臨時の学級編成行うなど、応 

急教育の実施に努め、速やかに児童、生徒及び保護者に周知する。また、通学路その他安全につ

いて遺漏のないように指導する。集団登下校の際は、地域住民、関係機関・団体、父母の協力を

得るようにする。 

 （３）教職員の応援 

     文教対策部学校班は、教職員の不足により応急教育の実施に支障がある場合は、学校間にお

ける教職員の応援等必要な措置を講ずる。 

２ 応急教育の内容 

  応急教育における指導内容、教育内容については、おおむね次のとおり行う。 

（１）生活に関する指導内容 

健康・衛生に関する

指導 

○飲み水、食物、手洗等の飲食関係の衛生指導 

○衣類、寝具の衛生指導 

○住居、便所等の衛生指導 

○入浴等身体の衛生指導 

その他の生活指導等 ○児童・生徒のそれぞれの発達段階に応じて事態の認識と復興の意欲を

持たせ、具体的にできる仕事をさせる。 

○児童・生徒相互の助け合いや協力の精神を育て、集団生活の積極的な

指導の場とする。 

（２）学習に関する教育内容 

○教具、資料を必要とするものはなるべく避ける。 

○健康指導、生活指導、安全教育に直接・間接に関係する科目、例えば体育や理科の衛生等を

主として指導する。 

３ 学用品の調達及び給与 

  学用品については、次のとおりの調達及び給与を行う。 

給与の対象  災害により住家に被害を受け、学用品を失い、またはき損し、就学上支障あ

る児童生徒に対し、被害の実情に応じて教科書（教材も含む）、文房具及び通学

用品を支給する。 

給与の期間  災害救助法が適用された場合の支給期間は、災害発生の日から教科書は１か

月以内、文房具及び通学用品については、15日以内と定められている。 

調達の方法  災害救助法の適用の有無にかかわらず、本部長が教育長に調達を指示する。文

教対策部学校班は、指定業者から調達する。 

費用の限度  被害の実情に応じて、災害救助法の定める範囲内で現物給付をもって行う。

  詳細については、災害救助法の規定による。 

４ その他の留意事項 
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○施設内における児童・生徒の救護は原則として、当該学校医、歯科医、養護教諭等があたる。

重傷者がある場合は、病院に搬送する。 

○学校給食については、原則として一時中止するが、できるかぎり給食を継続できるように応

急措置に努め、給食施設及び給食物資搬入業者の被害状況を迅速に把握し、学校給食の再開

計画を策定する。 

第４ 避難所開設への支援                            

 避難所に指定されている学校の教職員は、避難者が避難してきた場合、体育館等を開放し、避難収 

容に協力する。また、施設の利用等について、避難所に派遣された職員と協議し、運営に協力する。 

ただし、教職員は、市職員ではないため、避難所の運営要員としては、協力者の立場とする。 

第５ 保育園の災害直後の措置                         

 救援対策部第３救援班は、保育園の災害直後の措置について、第１「学校の災害直後の措置」を準 

用して行う。 

第６ 園児、職員の安否の確認                         

 園児、職員の安否の確認については、第２「児童・生徒、教職員の安否の確認」を準用する。 

第７ 応急保育の実施                             

１ 応急保育の実施 

保育園長は、次のとおり応急保育を実施する。 

（１）職員を掌握して保護者及び園児の被災状況を把握する。 

（２）保育園の被害状況の把握を行い、応急保育実施のための準備を行う。 

（３）応急保育計画に基づき、受け入れ可能な園児は、保育園において保育する。 

２ その他の留意事項 

（１）園児の避難時の注意事項 

  ア 避難場所を確認する。 

  イ 左手で右腕を軽くおさえ、順に避難する。 

  ウ 前の人を追い越さず、話をしないで避難する。 

  エ 保育士は、室内を確認して園児とともに避難する。 

  オ 避難所に到着した順に整列し、人員点呼を行う。 

  カ 指示があるまでその位置を離れない。 

（２）園児の救護 
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   施設内の園児の救護は原則として、保育園医及び医師会等に協力を求める。 

（３）園児の給食 

    給食については、原則として、一時中止する。 

（削除）

第 20 節 農林漁業対策 

地震発生時には、市民への支援だけでなく、農作物や家畜等への対応も必要となる。この節は、家 

畜の飼料確保や農林漁業施設への対策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 

農林漁業対策  ●農林漁業の被害の調査 

（土木建築対策部土木班［林業

関係］、産業輸送対策部第２産 

業班） 

●飼料の確保 

（産業輸送対策部第２産業班）

●農林漁業施設の防疫 

（土木建築対策部土木班［林

業関係］、産業輸送対策部第２

産業班） 

⇒

第１ 農林漁業の被害の調査                         

 土木建築対策部土木班、産業輸送対策部第２産業班は、道の被害状況判定基準に基づき、林漁業用 

施設の被害調査を行う。 

（１）畜産物 

（２）農作物 

（３）農林他 

（４）農林漁業用施設 

（５）共同利用施設 

（６）営農林施設 

第２ 飼料の確保                               

 産業輸送対策部第２産業班は、家畜飼料の不足が予想される場合、各農家の飼料の確保に協力する。 

第３ 農林漁業施設の防疫                           

１ 農林漁業施設の防疫活動 

  土木建築対策部土木班、産業輸送対策部第２産業班は、次のような農林漁業施設の防疫活動を 

 促進する。 

（１）農作物及び家畜の伝染病の予防 
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（２）被災施設の防疫 

（３）災害地の林野の病害虫の防疫 

２ 死体獣畜の処理 

死体獣畜の処理については、第15節第３の６「死体獣畜の処理」を参照のこと。 

第 21 節 災害救助法の適用 

 大規模な災害が発生した場合の災害救助（各応急対策）は、災害救助法により国の責任において行 

われることとなっている。この節は、災害救助法の適用基準、災害救助の内容、手続きの方法等につ 

いて定めたものである。

項  目 内           容 

災害救助法の適用 ●災害救助法の適用基準 

●滅失世帯の算定基準 

●災害救助法の適用手続き（総括部連絡記録班） 

●災害救助法による救助の内容等 

●救助業務の実施者 

第１  災害救助法の適用基準                          

１ 災害救助法の適用 

 災害救助法の適用基準は、災害救助法施行令第１条第１項１～４の規定による。本市にお 

ける具体的適用は次のいずれか１つに該当する場合である。 

災害救助法の適用基準 

指標となる被害項目 滅失世帯数 該当条項

（１）市内の住家が滅失した世帯の数 市   100世帯以上 第１項の１

（２）道内の住家が滅失した世帯の数そのうち

市内の住家が滅失した世帯の数

道 2,500世帯以上 

かつ市50世帯以上

第１項の２ 

（３）道内の住家が滅失した世帯の数そのうち

市 

内の住家が滅失した世帯の数

道12,000以上 

かつ市多数

第１項の３ 

（４）災害が隔絶した地域で発生したもので、あ

る等被災者の救護が著しく困難である場

合

多数  ※ 第１項の３

（５）多数の者が生命または、身体に危害を受け、

または受けるおそれが生じた場合

※ 第１項の４

（注）※印の場合は、道知事が内閣府と事前協議を行う必要がある。 

（注２）上記(4) に係る事例 

ア 有毒ガスの発生、放射性物質の放出等のため、被災者の救助が極めて困難であり、そのため特殊の技

１５５ 

第３章 災害応急対策計画 



術を必要とするものであること。 

イ 被害世帯を含む被害地域が他の集落から隔離または孤立等のため生活必需品等の補給が極めて困難

な場合で、被災者の救助に特殊の補給方法を必要とするものであること。 

（注３）上記(5) に係る事例 

  住家被害の程度に係わらず、多数の者の生命、身体に被害を及ぼす災害が社会的混乱をもたらし、その

結果、人心の安定及び社会秩序維持のために迅速な救助を必要とする場合に相当する。 

ア 交通事故あるいは船舶の沈没により多数の者が死傷した場合 

イ 有毒ガスの発生等のため多数の者が危険にさらされている場合 

ウ 群集の雑踏により多数の者が死傷した場合 

エ 山崩れ、がけ崩れ等により、多数の住家に被害の発生や多数の者が死傷した場合 

２ 被害状況の判断基準 

本市における被害程度の判断は、別に示す被害の判定基準によって行うものとする。 

  ※資料編 被害状況の判定基準 

第２ 滅失世帯の算定基準                           

１ 滅失世帯の算定 

  住家が滅失した世帯の数の算定は、住家の「全壊（全焼・流失）」した世帯を基準とする。半壊等  

 については、災害救助法施行令第１条第２項の規定により以下のとおり、みなし算を行う。 

滅失住家 

１世帯 

住 家 被 害 状 況 算定根拠 

全壊（全焼・流失） １世帯 

半壊（半焼） ２世帯 

床上浸水 ３世帯 

２ 住家被害程度の認定 

  住家の被害程度の認定を行う上で、おおよその基準は次のとおりとする。 

被害の区分 認  定  の  基  準 

住家の滅失  住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が 

倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が甚だしく、補修により元 

通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失もしく 

は流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70 %以上に達した程度のも 

の又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し 

、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。

（１）被害額の算出は、その家屋（畳、建具を含む）の時価とし、家財道具の 

被害は含まない。

住家の半壊  住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、半焼等すなわち 
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半焼等 、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、

具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20 %以上70未満のもの、ま 

たは住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、 

その住家の損害割合が20 %以上50 %未満のものとする。    

（１）被害額の算出は、その家屋（畳、建具を含む）の時価に減損耗率を乗じ 

  た額とし、家財道具の被害は含まない。

一部破損  全壊、半壊、床上浸水及び床下浸水に該当しない場合であって、建物の一部 

が破損した状態で、居住するためには補修を要する程度のもの。       

（１）被害額の算出は、その家屋（畳、建具を含む）の時価に減損耗率を乗じ 

  た額とし、家財道具の被害は含まない。

※「住家」とは、現実に居住のため使用している建物をいう。ただし耐火構造のアパート等で居住の用 

  に供している部屋が遮断、独立しており、日常生活に必要な設備を有しているもの等は、それぞれ「１ 

  住家」として取扱う。 

 ※「世帯」とは、生計を一にしている実際の生活単位をいう。 

第３  災害救助法の適用手続き                         

１ 災害救助法の適用要請 

  市域内の災害が災害救助法の適用基準のいずれかに該当し、または該当する見込みである場合は、

市長は直ちにその旨、胆振総合振興局長を経由して道知事に報告する。その場合には、次に掲げる

事項について、口頭または電話をもって要請し、後日文書によりあらためて要請する。 

（１）災害発生の日時及び場所 

（２）災害の原因及び被害の状況 

（３）適用を要請する理由 

（４）適用を必要とする機関 

（５）既にとった救助措置及びとろうとする救助措置 

（６）その他必要な事項 

２ 適用要請の特例 

  災害の事態が急迫して、道知事による救助の実施の決定を待つことができない場合には市長は、 

 災害救助法の規定による救助に着手するとともに、直ちに道知事に報告する。その後の処置に関し 

 ては、道知事の指揮を受ける。 

３ 特別基準の適用申請 

  災害救助の対象数量及び期間については、特別な事情のある場合、特別基準の適用を申請できる。 

 適用申請は道知事に対して行なうが、期間延長については救助期間内に行う必要がある。 
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第４  災害救助法による救助の内容等                      

 災害救助法による救助の内容等は、資料編を参照のこと。 

  ※資料編 災害救助法による救助の内容等 

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。 

 ※根拠法令：災害救助法第30条 

道知事により市長に事前委任されている救助の種類 

 １ 収容避難所の設置及び収容 

 ２ 炊き出し、その他による食品の給与 

 ３ 飲料水の供給 

 ４ 被服、寝具、その他生活必需品の給与または貸与 

 ５ 医療及び助産 

 ６ り災者の救出 

 ７ 学用品の供与 

 ８ 住宅の応急修理 

 ９ 遺体の捜索・埋葬・処理 

10 障害物の除去 

11 応急仮設住宅の設置 

12 輸送及び人夫の雇上げ 

 救助の実施にあたっては、各種帳簿の作成業務があるので、総括部連絡記録班は、各部班関係帳簿

の作成を指示し、整理を実施する。また、これを道災害対策本部に報告する。なお帳簿の諸様式を資

料編に示す。 

 ※資料編 災害救助法様式 
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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２節 災害復旧事業 

第３節 災害復興事業 

災害復旧計画は、地域住民の生活手段の確

保、社会システムの早期回復など、災害から

の復旧対策について定めたものである。 

また、将来の災害に強い都市づくりを目指

した都市の復興体制について定めている。
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第１節 市民生活の安定のための緊急措置

この節の対策 担      当 

●被災者の生活確保 総括部出納班、総括部財政班、秘書報道広聴部

報道広聴班、広報調査部各班、土木建築対策部

建築班、救援対策部救援庶務班 

その他関係機関 

●農林漁業関係対策 土木建築対策部土木班［林業関係］、 

産業輸送対策部第２産業班 

●中小企業関係対策 産業輸送対策部産業庶務班、 

産業輸送対策部第１産業班 

●義援金の受入れ・配分 総括部出納班、救援対策部救援庶務班  

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。 

（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 

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  
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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。 

3 援護資金・住宅資金等の貸付 

（１）生活福祉資金 

北海道社会福祉協議会が実施している生活福祉資金貸付制度の中で、災害を受けた低所得世帯

に貸付を行う制度である。なお、市条例に基づく災害援護資金の貸付対象となる世帯は、原則と

してこの資金の貸付対象とならない。 

（２）住宅復興資金 

 市は、住宅金融支援機構が行う被災者向け低利融資制度を活用し、災害により住宅に被害を受

けた場合に、次の融資を道と協力・連携し迅速かつ円滑に行う。 

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 （１）労働保険料等の徴収の猶予 

    被災した労働保険適用事業主に対し、関係法令に基づき、労働保険料の納入

期限の延長等の措置を講ずることとする。 

ア 納期限の延長 

災害により、労働保険適用事業主が、納期限内に労働保険料を納付すること

が困難となった場合、その申請に基づき１年以内の期間に限り、納期限を延長

する。 

イ 制度の周知徹底 

市町村及び労働保険事務組合等関係団体に対しても、該当適用事業主に対す

る制度の周知を要請するものとする。 
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国 

（公共職業安定所）

（１）証明書による失業の認定 

    災害により失業の認定日に出頭できない受給資格者に対して、証明書により

事後に失業の認定を行い、失業給付を行うものとする。 

（２）激甚災害による休業者に対する基本手当の支給 

激甚災害に指定された場合は、災害による休業のための賃金を受けることが

できない雇用保険の被保険者（日雇労働保険者は除く）に対して、失業してい

るものとみなし基本手当を支給するものとする。 

（３）雇用調整助成金の特例適用の要請 

次の休業等をさせる場合、休業手当にかかる賃金負担の一部を助成できるよ

う労働省へ要請する。 

ア 被災地域の事業主が労働者を休業させる場合 

イ 被災地域以外の災害関連下請け事業所が労働者を休業させる場合 

ウ 被災地域の事業主が新卒者等の内定取消の回避を図る場合 

日本郵便 

㈱北海道支社

（１）被災者に対する通常葉書・郵便書留の無償交付 

（２）被災者の差し出す郵便物の料金免除 

（３）被災地あて救助用郵便物の料金免除 

（４）被災者救援用寄付金送付のための郵便振替料金免除 

（５）郵便貯金関係 

     取扱局、取扱期間、取扱業務の範囲を指定して、払い戻し等の便宜処置を行

う。 

（６）簡易保険・郵便年金関係 

    取扱局、取扱期間、取扱業務の範囲を指定して、保険金・貸付金等の支払い、

保険料等の払込みの際、適宜処置を行う。 

日本放送協会 （１）ＮＨＫ厚生文化事業団との協力により、被災者の各種相談等の実施、ま

た、医療団、防災班の派遣等の奉仕を図る。 

（２）被災者の受信料免除 

（３）状況により避難所へ受信機を貸与する。 

Ｎ Ｔ Ｔ （１）避難勧告等により実際に電話サービスを受けられない契約者の基本料金の 

減免（避難勧告の日から同解除の日まで） 

（２）災害による建物被害により、仮住宅等へ電話を移転する契約者の移転工事 

費の免除 

北海道電力 （１）電気料金の早収期間及び支払い期限の延伸 

（２）不使用月の基本料金の免除 

（３）建替等に伴う工事費負担金の免除（被災前と同一契約に限る） 

（４）仮設住宅等での臨時電灯・電力使用のための臨時工事費の免除 

（５）被災により使用不能となった電気施設分の基本料金の免除  

（６）被災により１年未満で廃止または減少した契約の料金清算の免除 

（７）被災に伴う引込線・メーター類の取付け位置変更のための諸工料の免除 
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5 り災証明書の発行 

り災証明書の発行事務は、広報調査部各班、土木建築対策部建築班が担当する。 

（１）発行の手続 

広報調査部各班、土木建築対策部建築班は、「り災者台帳」を作成し、被災者の「り災証明書」

発行申請に対し、り災者台帳で確認の上、発行する。なお、り災者台帳で確認できないときでも

申請者の立証資料をもとに客観的に判断できるときは「り災証明書」を発行する。 

（２）証明の範囲 

 災害対策基本法第２条第１号に規定する災害で、次の事項について証明するものとする。 

住  家 ①全壊（全焼） ②流失 ③半壊（半焼） ④床上浸水 ⑤床下浸水 

人 ①死亡 ②行方不明 ③負傷 

（３）その他 

り災証明については、証明手数料を徴収しない。 

   ※資料編 り災証明書様式 

（削除） 

6 職業の斡旋 

  公共職業安定所の長は、災害により離職を余儀なくされた者の再就職を促進するため、離職者の

発生状況、求人、求職の動向等の情報を速やかに把握するとともに、以下の措置を行い、離職者の

早期再就職の斡旋を行う。 

（１）被災者のための臨時職業相談窓口の設置 

（２）公共職業安定所に出頭することが困難な地域において、臨時職業相談所の開設、または巡回職 

業相談の実施 

（３）職業訓練受講指示、または職業転換給付金制度等の活用 

７ 災害相談の実施 

秘書報道広聴部報道広聴班は、災害の発生等により、市民からの問い合わせが多数となった場合

は災害相談窓口を開設し、苫小牧市社会福祉協議会の協力を得て実施する。 

  災害相談窓口においては、行方不明の受付、り災証明、税の減免、仮設住宅への入居申請、応急

修理の申請、医療相談、生活相談等の案内等を行う。 

第２ 農林漁業関係対策                            

１ 融資 

土木建築対策部土木班、産業輸送対策部第２産業班は、道、農業協同組合の協力を得て被災した

農業関係者に対して次の災害復旧融資制度の広報活動を行う。 

（１）天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の規定に基づいた、指定

された天災に基づく被害を受けた農林漁業者に必要な資金融資（農業協同組合、漁業協同組合、

金融機関） 
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（２）日本政策金融公庫による復旧資金融資（農業協同組合、金融機関） 

（３）自作農維持資金融通法に基づく資金融資 

第３ 中小企業関係対策                            

１  基本方針 

産業輸送対策部産業庶務班・第１産業班は、道・国に対して、災害により被害を受けた中小企業

が再建と経営の安定を図るため、復旧に必要な資金並びに事業費の融資を促進する。 

（１）政府系金融機関及び道保証協会、一般金融機関の融資並びに中小企業近代化資金等の貸付 

（２）信用保証協会による融資の保証 

２  資金需要の把握連絡通報 

産業輸送対策部産業庶務班・第１産業班及びその他の関係機関は、中小企業関係の被害状況につ

いて調査し、道へ連絡通報する。 

第４ 義援金の受入れ・配分                          

１  義援金の受け入れ 

義援金の受け入れは、苫小牧市に直接寄託された分も含め、救援対策部救援庶務班が受付及び配

布を担当し、総括部出納班が保管する。 

なお、義援金の受付に際しては、義援金受付窓口を設置し、受付記録を作成して保管の手続きを

行うとともに、寄託者に受領書を発行する。 

２ 義援金の保管 

義援金については、被災者に配分するまでの間、市指定金融機関に「当該災害に関する義援金受

付専用口座」をつくり、受け払い簿を作成し管理・保管する。 

３  義援金の配分 

市が配分委員会を組織し、義援金の配分を決定する。 

  ※資料編  義援金品領収書の様式 

寄託者からの義援金

北海道災害対策本部 

北海道災害義援金募集 

（配分）委員会

道内・他県市町村等

＜義援金の流れ＞

苫小牧市災害対策本部
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４  義援品の受入れ 

  義援品については、市で受入れた後、被災者に適正に配分する。 

第２節 災害復旧事業

この節の対策 担       当 

●激甚法による災害復旧事業 市民生活部危機管理室、財政部財政課、関係各部各課 

●その他の法律による災害復旧事業 市民生活部危機管理室、財政部財政課、関係各部各課 

第１ 激甚法による災害復旧事業                        

甚大な災害が発生した場合には、地方公共団体の経費負担の軽減を目的として「激甚災害に対処す

るための特別の財政援助等に関する法律」（以下「激甚法」という。）が制定されている。激甚災害に

指定された場合は、この法に基づいて、復旧事業を行う。 

◆激甚法による財政援助 

助 成 区 分 財 政 援 助 を 受 け る 事 業 等 

公共土木施設災害復

旧事業等に関する特

別の財政援助 

○公共土木施設災害復旧事業 

○公共土木施設災害関連事業 

○公立学校施設災害復旧事業 

○公営住宅等災害復旧事業 

○生活保護施設災害復旧事業 

○児童福祉施設災害復旧事業 

○老人福祉施設災害復旧事業 

○身体障害者更正援護施設災害復旧事業 

○知的障害者援護施設災害復旧事業 

○婦人保護施設災害復旧事業 

○感染症指定医療機関災害復旧事業 

○感染症予防事業 

○堆積土砂排除事業 

○湛水排除事業 

農林水産業に関する

特別の助成  

○農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置 

○農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 

○開拓者等の施設災害復旧事業に対する補助 

○天災による被害農林漁業者に対する資金の融通に関する暫定措置の特例 

○森林災害復旧事業に対する補助 

○森林組合等の行う堆積土砂の排除事業に対する補助 

○土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助 

中小企業に関する ○中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 
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特別の助成 ○小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金等の償還期間等の特例 

○事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 

○中小企業者に対する資金の融通に関する特例 

その他の財政援助 

及び助成 

○公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 

○私立学校施設災害復旧事業に対する補助 

○市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例 

○母子及び寡婦福祉資金に関する国の貸付けの特例 

○水防資材費の補助の特例 

○り災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例 

○産業労働者住宅建設資金融通の特例 

○公共土木施設、公立学校施設、農地、農業用施設及び林道の小災害債に係

る元利償還金の基準財政需要額への算入等 

第２ その他の法律による災害復旧事業                      

 道及び市は、災害復旧事業の推進にあたっては、民生の安定、社会経済活動の早期回復を目指し、

再び被災しないよう災害の防止を図るため、法律に基づいて次にあげる復旧事業を実施する。 

1 公共土木施設災害復旧事業計画 

（１）河川 

（２）海岸 

（３）砂防設備 

（４）林地荒廃防止施設 

（５）地すべり防止施設 

（６）急傾斜地崩壊防止施設 

（７）道路 

（８）港湾 

（９）漁港 

（10）下水道 

（11）公園 

2 農林水産業施設災害復旧事業計画 

3 都市施設災害復旧事業計画 

4 上水道災害復旧事業計画 

5 住宅災害復旧事業計画 

6 空港施設災害復旧事業計画 

7 社会福祉施設災害復旧事業計画 

8 公共医療施設、病院等災害復旧事業計画 

9 学校教育施設災害復旧事業計画 

10 社会教育施設災害復旧事業計画 

11 その他災害復旧事業計画
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第３節 災害復興事業 

この節の対策 担当 

●災害復興事業の推進 市民生活部危機管理室、総合政策部まちづくり推進課、総合政策部政策

推進課、関係各部各課 

第１ 災害復興事業の推進                           

１ 復興体制 

大規模な災害が発生した場合は、市長を本部長とする「苫小牧市災害復興本部」を設置し、「災害

復興基本計画」を策定するとともに、災害復興事業実施の総合調整を行う。なお、災害対策基本法

の定めるところにより、国が復興対策本部の設置及び復興基本方針を閣議決定した場合には、こ

れらの計画と調整を行い、復興のための都市づくりをはじめとし、経済復興や市民生活の再建など、

市民生活すべてにわたる分野を対象として実施する。 

２ 都市復興の推進 

災害復興事業のうち、都市づくりに関する分野の復興については、平常時から進めるまちづくり

計画を生かしながら、被害状況を的確に計画・事業に反映することができるよう被害状況の早期把

握に努めるとともに、被害状況や基盤整備状況などの地域特性に応じた復興計画を策定し、速やか

な事業の実現を図る。 

事業の実施にあたっては、必要に応じて関連諸制度を活用しながら、良好な市街地の形成と都市

機能の更新を図る。 

３ 災害復旧事業に係る国等による代行 

（１）都市計画の決定又は代行（法第４２条関係） 

   「特定大規模災害その他著しく異常かつ激甚な非常災害として政令で指定する大規模災害（以 

  下、特定大規模災害」という。）が発生した場合であって、市の行政機能の低下により、復興に 

必要な都市計画の決定等の措置を速やかに講じることができない場合には、計画の策定や変更

について国や道による代行を要請することができる。 

（２）災害復旧事業に係る工事の国等による代行（法第４３条から第５３条関係） 

   特定大規模災害による被害を受けた場合、漁港、砂防、港湾、道路、海岸保全施設、河川な 

どの災害復旧等に係る工事について、国や道に代行を要請することができる。 

第４章 災害復旧計画 
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第５章 地震防災対策推進計画

第１節 総則 

第２節 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の特性 

第３節 災害対策本部の設置 

第４節 地震発生時の応急対策 

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６章 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備計画 

第７章 防災訓練計画 

第８章 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画 

中央防災会議は、平成１８年３月、日本海溝・

千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の

推進に関する特別措置法の規定に基づき「日本海

溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画」

を策定した。同法第６条の規定により、指定され

た地方公共団体は、基本計画を基本とした「日本

海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計

画」を作成するとされているため、所要の苫小牧

市地域防災計画の修正により推進計画を作成す

る 
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第１節 総則

第１ 推進計画の目的                              

この計画は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平

成１６年法律第２７号。以下「法」という。）第６条第１項の規定に基づき、日本海溝・千島海溝周辺

海溝型地震防災対策推進地域について、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波から

の防護及び円滑な避難の確保に関する事項、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊

急に整備すべき施設等の整備に関する事項等を定め、当該地域における地震防災対策の推進を図るこ

とを目的とする。 

第２ 防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として行う事務又は業務の大綱    

 本市の地域に係る地震防災に関し、市、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び

本市の区域内の公共的団体、その他防災上重要な施設の管理者（以下「防災関係機関」という。）の処

理すべき事務又は業務の大綱の詳細については、震災対策編第1章第2節「防災関係機関等の処理す

べき事務又は業務の大綱」を準用する。 

第２節 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の特性

第１ 想定される日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の概要             

日本海溝・千島海溝周辺で発生する大規模な地震のうち、過去に繰り返し発生していることから、

近い将来発生する可能性が高く、北海道に著しい被害を生ずるおそれのある地震として想定した、色

丹島沖の地震、根室沖・釧路沖の地震、十勝沖・釧路沖の地震、５００年間隔地震、三陸沖北部の地

震の５つの地震は、いずれもマグニチュード８クラスの大地震であり、津波被害が著しい。 

 このうち、根室沖・釧路沖の地震は切迫性が高いとされており、５００年間隔地震は、発生がある 

程度、切迫性を有している可能性があるとされている。 

第２ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による被害の特性             

想定される日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震について道が実施した津波浸水予測・被害想定調査 

結果（平成16年～平成18年）等に基づく被害の特性は、次のとおりである。 

１ 津波による被害 

（１）津波による被害が揺れによる被害よりも甚大である。本道では、５００年間隔地震による津波 

被害が最大で、建物被害は構造物の効果がない場合で最大全壊棟数約4,500棟、人的被害は冬期 

に避難意識の低い場合で、最大死者数約900人に及ぶ。 
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（２）想定される地震の震源は陸域から遠く、津波が到達するまで比較的猶予があるため、迅速かつ 

的確な避難行動の実現により、被害を大きく軽減させることができる。 

２ 積雪・寒冷地による被害の拡大 

   地震の発生が冬期の場合には、避難路の凍結により避難が困難となり、被害が拡大するほか、積 

雪による屋根荷重による建物被害の拡大、冬期は火気使用量が増大することから、地震時の出火危 

険性が高く、火災被害の拡大が予測される。 

３ 長周期地震動による被害  

    ２００３年十勝沖地震の際、長周期地震動により、苫小牧市でコンビナート火災が発生している。 

  日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震は、十勝沖地震と同等あるいはそれ以上に震源域が大きく、 

その地震動は長周期の成分が卓越し、継続時間も長いものと考えられる。 

  苫小牧市が位置する勇払平野から札幌が位置する石狩平野にかけての地域、十勝平野の中でも帯 

広や十勝川河口部周辺などでは、厚い堆積層で覆われており、地盤の固有周期に応じた長周期地震 

動の振幅は大きく、継続時間は長くなる。 

    また、震源域との位置関係や地盤の不規則な構造によって、さらに長周期地震動が増幅されるお 

それがある。 

第３節 災害対策本部等の設置

第１ 災害対策本部の設置                            

市長は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震又は当該地震と判定され得る規模の地震（以下「海溝

型地震」という。）が発生したと判断したときは、災害対策基本法に基づき、直ちに苫小牧市災害対策

本部及び必要に応じて現地災害対策本部（以下「災害対策本部等」という。）を設置し、的確かつ円滑

にこれを運営するものとする。 

地震・津波災害対策編第3章第1節第1「災害対策本部」を準用する。 

第２ 災害対策本部等の組織及び運営                       

災害対策本部等の組織及び運営は、災害対策基本法によるほか、地震・津波災害対策編第3章第1

節第1「災害対策本部」を準用する。 

第３ 災害応急対策要員の参集                          

 災害応急対策要員の参集にあたっては、地震・津波災害対策編第３章第１節第３「参集･配備」に基

づいて参集するほか、以下の点に留意するものとする 

１ 市長は、通常の交通機関の利用ができない事情等の発生の可能性を勘案し、配備体制及び参集場
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所等の職員の参集計画を別に定めるものとする。 

２ 職員は、海溝型地震発生後の情報等の収集に積極的に努め、参集に備えるとともに、発災の程度

を勘案し、動員命令を待つことなく、自己の判断により定められた場所に参集するよう努めるもの

とする。 

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                           

１ 情報の収集・伝達                                           

（１）情報の収集・伝達 

      気象庁、室蘭地方気象台が発表する地震、津波に関する情報の収集･伝達は地震・津波災害対

策編第３章第２節「地震･津波情報の収集･伝達」を準用する。 

（２）災害情報等の収集・伝達 

  ア 情報の収集・伝達 

    地震・津波や被害状況等の情報の収集・伝達については、被災の状況により通常使用してい

る情報伝達網が寸断されることを考慮して、それぞれが有する情報組織及び通信機器等を全面

的に活用し、災害の状況及びこれらに対してとられた措置に関する情報を収集し、又は・伝達

することとする。 

    特に、避難勧告・津波警報等の沿岸部住民等への迅速かつ確実な伝達手段として、防災行政

無線等の無線系（戸別受信機を含む。）の整備を図るとともに、有線系や携帯電話も含め、多様

な手段の整備に努めるものとする。 

  イ 避難のための指示 

    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。 

    また、津波来襲が切迫している場合にあっては、必要に応じ最寄りの高層ビルなどに緊急避

難するよう指示するものとする。 

    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指示を行うものとする。 

     避難の指示等は、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－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。 
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（３）施設の緊急点検・巡視 

      市は、必要に応じて、通信施設、津波防災施設、公共施設等、特に防災活動の拠点となる公共

施設等及び避難場所に指定されている施設の緊急点検・巡視等を実施し、当該建物の被災状況等

の把握に努めるものとする。被災状況等の把握については、地震・津波災害対策編第３章第3節

「被害情報の収集･伝達･報告」を準用する。 

（４）二次災害の防止 

      市は、地震・津波による危険物施設等における二次被害防止のため、必要に応じた施設の点検・

応急措置、関係機関との相互協力等を実施する。 

   また、土砂災害の防止や倒壊物の飛散による被害の防止、ライフライン復旧時における火災警

戒等について、必要な措置を講ずるものとする。 

（５）救助・救急・消火・医療活動 

      救助・救急・消火・医療活動については、地震・津波災害対策編第３章第６節「消防活動」、第

７節「救出･捜索」、第８節「応急医療」を準用する。 

（６）物資調達 

      市は、発災後適切な時期において、市が所有する公的備蓄量、企業との協定等により調達可能

な流通備蓄量、他の市町村との協定等による調達量について、主な品目別に確認し、その不足分

を北海道に供給要請する。 

     物資調達については、地震・津波災害対策編第３章第１３節「生活救援対策」を準用する。 

（７）輸送活動 

   輸送活動については、地震・津波災害対策編第３章第１１節「交通対策･緊急輸送」を準用す

る。 

（８）保健衛生・防疫活動 

      保健衛生・防疫活動については、地震・津波災害対策編第３章第８節「応急医療」、第１５節「廃

棄物処理･防疫」を準用する。 

第２ 資機材、人員等の配備手配                         

１  物資等の調達手配 

（１）市は、地震発生後に行う災害応急対策に必要な物資、資機材（以下「物資等」という。）の確

保を行う。 

（２）市は、北海道に対して管轄区域内の居住者、公私の団体（以下「居住者等」という。）及び観光

客、釣り客やドライバー等（以下「観光客等」という。）に対する応急救護及び地震発生後の被災

者救護のため必要な物資等の供給の要請をすることができる。      
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２ 人員の配置 

    市は、人員の配備状況を北海道に報告する。 

３ 災害応急対策等に必要な資機材及び人員の配置 

（１）防災関係機関は、地震が発生した場合において、苫小牧市地域防災計画に定める災害応急対策

及び施設等の応急復旧対策を実施するため、必要な資機材の点検、整備及び配備等の準備を行う

ものとする。 

（２）機関ごとの具体的な措置内容は、機関ごとに別に定める。 

第３ 他機関に対する応援要請                          

1 市が災害応急対策の実施のため必要な協力を得ることに関し、締結している応援協定は地震・津

波災害対策編第３章第５節を準用する。 

2 市は、必要があるときは、１に掲げる応援協定に従い、応援を要請するものとする。 

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１ 津波からの防護のための施設の整備等                    

1 河川、海岸、港湾及び漁港の管理者は、海溝型地震が発生した場合は直ちに、水門及び閘門の閉

鎖、工事中の場合は工事の中断等の措置を講ずるものとする。 

   また、内水排除施設等は、施設の管理上必要な操作を行うための非常用発電装置の整備、点検そ

の他所要の被災防止措置を講ずるものとする。 

２  河川、海岸、港湾及び漁港の管理者は、次の事項について別に定めるものとする。 

（１）防潮堤、堤防、水門等の点検方針・計画 

（２）防潮堤、堤防、水門等の自動化・遠隔操作化・補強等必要な施設整備等の方針・計画 

（３）水門や陸閘等の閉鎖を迅速・確実に行うための体制、手順及び平常時の管理方法。 

（４）津波により孤立が懸念される地域のヘリポート、ヘリコプター臨時発着場、港湾、漁港等の整 

の方針及び計画 

（５）防災行政無線等の整備の方針及び計画 

第２ 津波に関する情報の伝達等                         

 津波に関する情報の伝達に係る基本的事項は第３節第１の１のとおりとするほか、次の事項にも配

慮する。 

１ 居住者等及び観光客等並びに防災関係機関に対し、津波に関する情報を正確かつ広範に伝達する
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ものとする。また、外国人や聴覚障がい者、視覚障がい者等にも的確に伝わること等に配慮するも

のとする。 

２ 船舶に対する津波警報等の伝達及び陸から離れた水深の深い安全水域への避難等のとるべき措置 

３ 管轄区域内の被害状況の迅速・確実な把握 

第３ 避難対策等                                 

１ 市は、過去の津波被害の履歴や北海道が作成した津波浸水予測図における浸水する陸域の範囲等

を基本として、海溝型地震が発生した場合において、津波よる避難が必要になることが想定される

地区について指定するものとする。 

２ 市は、道の示す指針等を参考に津波避難計画全体計画及び地区別津波避難計画の策定を行う。 

３ 市は、避難所を開設した場合は、当該避難所に必要な設備及び資機材の配備・食料等生活必需品

の調達、確保並びに職員の派遣を行うものとする。 

４ 地域の自主防災組織及び施設又は事業所の自衛消防組織は避難の勧告、指示があったときは、あ

らかじめ定めた避難計画及び市災害対策本部の指示に従い、住民、従業員、入場者等の避難誘導 

のため必要な措置をとるものとする。 

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。 

（１）市は、あらかじめ自主防災組織単位に、在宅の高齢者、乳幼児、障がい者、病人、妊産婦等の

避難にあたり他人の介護を要する要配慮者の人数及び介護者の有無等の把握に努めるものとする。 

（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、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。 

（３）地震が発生した場合、市は(1)に掲げる者を収容する施設のうち自ら管理するものについて、収

容者等に対し必要な救護を行うものとする。 

４ 市は、あらかじめ関係事業者と協議して、外国人、出張者等に対する避難誘導等の対応について 

定めるものとする。 

  市は、避難路の除雪・防雪・凍雪害防止のため必要な措置を講ずるものとする。 

5 避難場所での救護に当たっては、次の点に留意するものとする。 

（１）市が避難所において避難者に対し実施する救護の内容は次のとおりとする。 

   ア 収容施設への収容 

   イ 飲料水、主要食料及び毛布の供給 

   ウ その他必要な措置 

（２）市は(1)に掲げる救護に必要な物資、資機材の調達及び確保を図るため、次の措置をとるものと

する。 

   ア 流通在庫の引き渡し等の要請 

   イ  道に対し道及び他の市町村が備蓄している物資等の供給要請 

   ウ  その他必要な措置 
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6 市は、居住者等が津波来襲時に的確な避難を行うことができるよう、津波避難に関する意識啓発 

のための方策を実施する。 

第４ 消防機関等の活動                             

１ 消防機関は、津波からの円滑な避難の確保等のために、次の事項を重点として必要な措置を講ず

るものとする。       

（１）津波警報等の情報の的確な収集・伝達  

（２）津波からの避難誘導 

（３）救助・救急等 

２ １に掲げる措置を実施するため必要な動員、配備及び活動計画は、市消防計画に定めるところに

よる。 

第５ 水道、電気、ガス、通信、放送関係                     

１ 水道 

円滑な避難を確保するため、水道管の破損による道路陥没等の二次災害を防止する対策が必要で

あることから、耐震性の高い水道管に更新する。 

２ 電気 

（１）電気事業の管理者等については、津波から円滑な避難を確保するため、津波警報等の伝達や避

難時の照明の確保等が必要なことから、冬期においても確実に電力が供給できるよう、電力供給

や早期復旧のための体制確保等必要な措置を講じるとともに、火災等の二次災害の防止に必要な

利用者によるブレーカーの開放等の措置に関する広報を実施するものとする。 

（２）指定公共機関北海道電力株式会社苫小牧支店が行う措置 

３ ガス 

（１）ガス事業の管理者等については、津波からの円滑な避難を確保するため、火災等の二次災害防

止のための利用者によるガス栓閉止、液化石油ガスボンベの転倒防止等必要な措置に関する広報

を実施するものとする。 

（２）指定地方公共機関苫小牧ガスが行う措置 

４ 通信 

  指定公共機関東日本電信電話株式会社北海道支店が行う措置 

５ 放送 

  指定公共機関日本放送協会札幌放送局が行う措置 

第６ 交通対策                                 

１ 道路 

市、道公安委員会及び道路管理者は、津波来襲のおそれがあるところでの交通規制、避難路につ
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いての交通規制の内容をあらかじめ計画し周知するものとする。 

道路管理者は、避難所へのアクセス道路等について、除雪・防雪・凍雪害防止のため必要な措置

を講ずるものとする。 

２ 海上 

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。 

３ 鉄道 

（１）走行路線に津波の発生により危険度が高いと予想される区間がある場合、津波の来襲や津波来

襲後の漂流物により運行に支障が生じた場合等における運行の停止その他運行上の措置及び漂流

物発生対策等の措置を講ずるものとする。 

（２）船舶、列車の乗客や駅、港湾のターミナルに滞在する者の避難誘導計画等 

第７ 市が自ら管理又は運営する施設に関する対策                 

１ 不特定かつ多数の者が出入りする施設 

  市が管理する庁舎、施設など不特定かつ多数の者が出入りする施設の管理上の措置はおおむね次

のとおりである。 

（１）各施設に共通する事項 

   ア 津波警報等の入場者等への伝達            

   イ 入場者等の安全確保のための退避等の措置 

  ウ 施設の防災点検及び設備、備品等の転倒、落下防止措置 

  エ  出火防止措置 

  オ  飲料水、食料等の備蓄 

  カ  消防用設備の点検、整備 

キ  非常用発電装置の整備、防災行政無線、テレビ・ラジオ・インターネット等で情報を入手す

る 

ための機器の整備 

  ク 防災訓練並びに地震・津波防災上必要な教育及び広報 

（２）個別事項 

ア 病院、診療所にあっては、重症患者、新生児等、移動することが不可能又は困難な者の安全 

確保のための必要な措置 

イ 社会福祉施設にあっては重度障がい者、高齢者等、移動することが不可能又は困難な者の安 

全の確保のための必要な措置 

なお、施設ごとの具体的な措置内容は施設ごとに別に定める 

２ 災害応急対策の実施上重要な建物に対する措置 

（１）災害対策本部又はその支部がおかれる庁舎等の管理者は、１の(1)に掲げる措置をとるほか、次
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に掲げる措置をとるものとする。 

また、災害対策本部等を市が管理する施設以外の施設に設置する場合は、その施設の管理者に

対し、同様の措置をとるよう協力を要請するものとする。 

   ア 自家発電装置、可搬式発電機等の整備による非常用電源の確保 

   イ  無線通信機等通信手段の確保 

  ウ  災害対策本部開設に必要な資機材及び緊急車両等の確保 

（２）この推進計画に定める避難所又は応急救護所がおかれる学校、社会教育施設等の管理者は１の

(1)又は１の(2)の掲げる措置を講ずるとともに、市が行う避難所又は応急教護所の開設に必要な

資機材の搬入、配備に協力するものとする。 

３ 工事中の建築等に対する措置 

工事中の建築物その他の工作物又は施設については、工事を中断するものとする。

第６節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備計画

  施設等の整備はおおむね五箇年を目途として行うものとし、具体的な事業施行等に当たっては、施

設全体が未完成であっても、一部の完成により相応の効果が発揮されるよう、整備の順序及び方法に

ついて考慮するものとする。 

１ 建築物、構造物等の耐震化 

地震に対する建築物、構造物等の安全性を高めることにより、地震発生時の被害を防止するとと

もに、防災活動の拠点となる主要建築物の耐震性を強化することにより、地震発生時の災害対策の

円滑な実施を確保するものとする。 

２ 避難地の整備 

一時避難地となる都市公園においては、規模に応じた施設･設備等の整備を推進するものとする。 

３ 避難路の整備 

避難路となることが予想される道路の安全を確保するため、十分な幅員の確保と延焼防止等のた

めの施設整備を推進するものとする。 

４ 消防用施設の整備等 

市は、消防用施設及び消防用資機材の整備を推進するものとする。 

5 緊急輸送を確保するために必要な道路、港湾の整備 

広域的な防災体制及び地域的な防災体制を確立するため、被災時の代替機能も考慮しながら道路

等の計画的な整備を推進するものとする。 
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６  通信施設の整備 

市その他防災関係機関は第３節第１及び第４節第２に定める情報の収集及び伝達計画に従い、地

震防災応急対策を実施するため必要な通信施設を整備するものとする。 

７ 緩衝地帯として設置する緑地、広場、その他公共空地の整備 

石油コンビナート等特別防災区域に係る道、市及び特定事業所は、緩衝地帯としての緑地、広場

その他の公共空地の整備を行うものとする。 

第７節 防災訓練計画

１ 市及び防災関係機関は、地震防災対策推進計画の熟知、関係機関及び住民の自主防災体制との協

調体制の強化を目的として、推進地域に係る大規模な地震・津波を想定した防災訓練を実施するも

のとする。 

２ １の防災訓練は、地震発生から津波来襲までの円滑な津波避難のための災害応急対策を中心とす

る。 

３  市は、自主防災組織等の参加を得て訓練を行う場合には、道に対し、必要に応じて助言と指導を

求めるものとする。 

４ 市は、道、防災関係機関、自主防災組織等と連携して、次のようなより具体的かつ実践的な訓練

を行う。 

（１）要員参集訓練及び本部運営訓練 

（２）要配慮者、滞留旅客等に対する避難誘導訓練 

（３）津波警報等の情報収集、伝達訓練 

（４）災害の発生の状況、避難勧告・指示、自主避難による各避難場所等への避難者の人数等につい

て、迅速かつ的確に道及び防災関係機関に伝達する訓練 

５ 防災訓練の実施に当たっては、津波避難訓練を年１回以上実施するように努める。 

６ 防災訓練の実施に当たっては、緊急地震速報等を取り入れるなど、地震発生時の対応行動の習熟

を図るよう努めることとする。 
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第８節 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画

 市は、防災関係機関、地域の自主防災組織、事業所等の自衛消防組織等と協力して、地震防災上必

要な教育及び広報を推進するものとする。 

１ 市職員に対する教育 

災害応急対策業務に従事する職員を中心に、地震が発生した場合における災害応急対策の円滑な

実施を図るため、必要な防災教育を行うものとする。 

防災教育は、各部、各課、機関ごとに行うものとし、その内容は少なくとも次の事項を含むもの

とする。 

（１）日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知

識 

（２）地震・津波に関する一般的な知識                  

（３）地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識 

（４）職員等が果たすべき役割 

（５）地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識 

（６）今後地震対策として取り組む必要のある課題 

２ 住民等に対する教育・広報 

    市は、関係機関と協力して、住民等に対する教育を実施するものとする。 

  教育・広報は、地域の実態に応じて地域単位、職場単位等で行うものとし、その内容は少なくと

も次の事項を含むものとする。 

なお、その教育・広報の方法として、印刷物、ビデオ等の映像、各種集会の実施など、地域の実

情に合わせた、より具体的な手法により、自助努力を促し地域防災力の向上を図ることにも留意し

ながら、実践的な教育・広報を行うものとする。 

（１）日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識 

（２）地震・津波に関する一般的な知識                  

（３）地震が発生した場合における出火防止、近隣の人々と協力して行う救助活動、自動車運行の自

粛等、防災上とるべき行動に関する知識 

（４）正確な情報入手の方法 

（５）防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 

（６）各地域における避難対象地区、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識 

（７）各地域における避難地及び避難路に関する知識 

（8）平素住民が実施しうる応急手当、生活必需品の備蓄、家具の固定、出火防止等の対策の内容  

（９）住宅の耐震診断と必要な耐震改修の実施 

３ 児童、生徒等に対する教育・広報 

学校においては、児童生徒等に対し、次の事項に配慮して学年等に応じた実践的な教育を行うも
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のとする。 

（１）過去の地震及び津波災害の実態 

（２）地震や津波の発生の仕組みと危険性 

（３）地震や津波に対する身の守り方と心構え 

４ 防災上重要な施設管理者に対する教育・広報 

  防災上重要な施設の管理者に対する研修の実施に配慮するものとし、防災上重要な管理者は、道、

市が実施する研修に参加するように努めるものとする。 

５ 自動車運転者に対する教育・広報 

６ 相談窓口の設置 

市は、地震対策の実施上の相談を受けるため必要な窓口を設置するとともに、その旨周知徹底を 

図るものとする。 
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