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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

第第第第４４４４章章章章    災害予防計画災害予防計画災害予防計画災害予防計画 

 

  災害対策の目標は、災害の発生を未然に防止することであり、災害予防はあらゆる防災の

根幹をなすものである。 

 災害の予防は、基本法第 47 条に定める災害予防責任者（指定地方行政機関、地方公共団

体、その他防災上の重要な施設の管理者）がそれぞれの組織を通じて相互に協力し、災害発

生の未然防止のために必要とする施策を確実に実施し、災害発生原因の除去及び施設の改善

に努めるものとする。 

 

 

 災害の発生が予想される区域については、次項の「災害危険区域現地調査実施要領」に基

づき総合的な実施調査を行い、その結果をもとに防災関係機関は危険な箇所における災害防

止対策を講ずるとともに、警戒避難体制の整備等を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

第１節  重要警戒区域及び整備計画 

 第２節  水害予防計画 

 第３節  水防計画 

 第４節  土砂災害の予防計画 

第５節  風害予防計画 

 第６節  雪害予防計画 

 第７節  融雪災害予防計画 

 第８節  建築物災害予防計画 

 第９節  消防計画 

 第１０節 食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備 

 第１１節 避難体制整備計画 

 第１２節 災害時要援護者対策計画 

 第１３節 自主防災組織育成指導計画 

 第１４節 積雪・寒冷対策計画 

 

 

第第第第４４４４章章章章    災害予防計画災害予防計画災害予防計画災害予防計画 

 

災害対策の目標は、災害の発生を未然に防止することであり、災害予防は、あらゆる防災

の基礎をなすものである。 

災害の予防は、災害予防責任者がそれぞれの組織を通じて相互に協力し、災害発生の未然

防止のための必要とする施策を誠実に実施し、災害発生原因の除去及び施設の改善に努める

ものとする。 

 

また、市、道及び国は、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もの

とする。 

なお、災害の発生が予想される地域については、次の｢災害危険区域現地調査実施要領｣に

基づき総合的な調査を行い、その結果をもとに市、道及び防災関係機関は、危険な箇所にお

ける災害防止策を講じるとともに、警戒避難体制の整備等を行うものとする。 

 

 

 

 ※ 第４章の構成を道計画に準じて以下のように変更の上、改正を行うものとする。 

 

 

 第１節  防災思想・知識の普及・啓発及び防災教育の推進に関する計画 

 第２節  防災訓練計画 

 第３節  物資及び防災資機材等の整備・確保に関する計画 

 第４節  相互応援体制整備計画 

 第５節  自主防災組織の育成等に関する計画 

 第６節  避難体制整備計画 

 第７節  災害時要援護者対策計画 

 第８節  情報収集・伝達体制整備計画 

 第９節  建築物災害予防計画 

 第１０節 消防計画 

 第１１節 水害予防計画 

 第１２節 土砂災害予防計画 

 第１３節 風害予防計画 

 第１４節 雪害予防計画 

 第１５節 融雪災害予防計画 

 第１６節 積雪・寒冷対策計画 

 

 

 

 

 

 

用語の整理 

 

 

 

 

道計画に準拠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章の構成の見直し 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

第第第第１１１１節節節節        重要警戒区域及重要警戒区域及重要警戒区域及重要警戒区域及びびびび整備計画整備計画整備計画整備計画 

 

 災害が予想される重要警戒区域の状況を調査し及び災害対策が講ぜられるようにすると

ともに、その整備計画については次のとおりである。 

  

 １ 水防区域                                   （別表１のとおり） 

  ２ 高波、高潮、津波等の危険区域               （別表２のとおり） 

  ３ 市街地における低地帯の浸水予想区域           （別表３のとおり） 

  ４ 地すべり、崖崩れ等の危険区域（土砂災害危険箇所図） （別表４のとおり） 

  ５ 土石流危険渓流の警戒区域（土砂災害危険箇所図）   （別表５のとおり） 

  ６ 危険物施設の設置場所（位置図省略）           （別表６のとおり） 

 

 

  参 考 

・水防区域 

   降雨、融雪等で河川が増水し、河川の溢流、堤防の決壊等により災害が予想され、警戒を要す

る区域 

・高波、高潮、津波等の危険区域 

   海岸地域で、高波、高潮、津波等により災害が予想され、警戒を要する区域 

・市街地における低地帯の浸水予想区域 

    大雨、河川の逆流等により市街地の低地帯で浸水が予想される区域 

・地すべり、崖崩れ等の危険区域 

   降雨、地質等が原因で土砂崩れ、地すべり等により災害が予想され、警戒を要する区域 

・土石流危険渓流の警戒区域 

   降雨、地質等が原因で土石流により災害が予想され、警戒を要する区域  

 

 削 除 

 

関係する各対策計画で整理

のため削除 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

災害危険区域現地調査要領災害危険区域現地調査要領災害危険区域現地調査要領災害危険区域現地調査要領    

 

１１１１    目的目的目的目的 

  支庁協議会は、この要領に基づき現地調査を通じ、災害危険区域の把握を行い災害を未

然に防止することを目的とする。 

２２２２    調査調査調査調査のののの方法方法方法方法 

  支庁協議会は、市町村防災会議の協力を得て、別に定める調査基準に従い災害危険区域

を調査し、把握するものとする。 

３３３３    調査対象区域調査対象区域調査対象区域調査対象区域 

（１）水防区域 

   降雨、融雪等で河川が増水し、河川の溢流、堤防の決壊等により災害が予想され、警

戒を要する区域 

（２）高波、高潮、津波等の危険区域 

   海岸地域で、高波、高潮、津波等により災害が予想され、警戒を要する区域 

（３）市街地における低地帯の浸水予想区域 

   大雨、河川の逆流等により市街地の低地帯で浸水が予想される区域 

（４）地すべり･崖崩れ等の危険区域 

   降雨、地質等が原因で土砂崩れ、地すべり等により災害が予想され、警戒を要する区

域 

（５）土石流危険渓流 

   降雨、地質等が原因で土石流により災害が予想され、警戒を要する区域 

４４４４    調査事項調査事項調査事項調査事項 

  調査は、次に掲げる事項について行う。 

（１）危険区域の現況 

（２）予想される被害の規模 

（３）法律等における指定状況との関連 

（４）防災関係機関における整備計画 

５５５５    調査実施調査実施調査実施調査実施のののの時期時期時期時期 

  調査は、融雪出水期前、台風来襲期、その他異常な自然現象、大規模災害発生のおそれ

のある時期等において、防災上必要と認められる場合に行う。 

６６６６    調査結果調査結果調査結果調査結果のののの取扱取扱取扱取扱いいいい 

（１）支庁協議会は、現地調査完了後すみやかに道防災会議会長に報告するものとする。 

（２）市町村防災会議は、災害危険区域を市町村地域防災計画に明示し、災害時の避難計画

等に反映するものとする。 

（３）防災関係機関は、治山治水計画、災害発生防止計画、その他必要とする事業計画の実

施について配慮するものとする。 

 

 

災害危険区域現地調査要領災害危険区域現地調査要領災害危険区域現地調査要領災害危険区域現地調査要領    

 

１１１１    目的目的目的目的 

  総合振興局協議会は、この要領に基づき現地調査を通じ、災害危険区域の把握を行い災

害を未然に防止することを目的とする。 

２２２２    調査調査調査調査のののの方法方法方法方法 

  総合振興局協議会は、市町村防災会議の協力を得て、別に定める調査基準に従い災害危

険区域を調査し、把握するものとする。 

３３３３    調査対象区域調査対象区域調査対象区域調査対象区域 

（１）水防区域 

   降雨、融雪等で河川が増水し、河川の溢流、堤防の決壊等により災害が予想され、警

戒を要する区域 

（２）高波・高潮・津波等危険区域 

   海岸地域で、高波・高潮・津波等により災害が予想され、警戒を要する区域 

（３）市街地における低地帯の浸水予想区域 

   大雨、河川の逆流等により市街地の低地帯で浸水が予想される区域 

（４）地すべり･がけ崩れ等危険区域 

   降雨、地質等が原因で土砂崩れ、地すべり等により災害が予想され、警戒を要する区

域 

（５）土石流危険渓流 

   降雨、地質等が原因で土石流により災害が予想され、警戒を要する区域 

４４４４    調査事項調査事項調査事項調査事項 

  調査は、次に掲げる事項について行う。 

（１）危険区域の現況 

（２）予想される被害の規模 

（３）法律等における指定状況との関連 

（４）防災関係機関における整備計画 

５５５５    調査実施調査実施調査実施調査実施のののの時期時期時期時期 

  調査は、融雪出水期前、台風来襲期、その他異常な自然現象、大規模災害発生のおそれ

のある時期等において、防災上必要と認められる場合に行う。 

６６６６    調査結果調査結果調査結果調査結果のののの取扱取扱取扱取扱いいいい 

（１）総合振興局協議会は、現地調査完了後すみやかに道防災会議会長に報告するものとす

る。 

（２）市町村防災会議は、災害危険区域を市町村地域防災計画に明示し、災害時の避難計画

等に反映するものとする。 

（３）防災関係機関は、治山治水計画、災害発生防止計画、その他必要とする事業計画の実

施について配慮するものとする。 

 

 

要領中について機関名の変

更及び文言整理 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

第第第第１１１１１１１１章章章章    防災思想普及防災思想普及防災思想普及防災思想普及・・・・啓発計画啓発計画啓発計画啓発計画    

 

防災諸活動を円滑に行い、かつ、防災の成果をあげることを目的として、防災関係者及び

一般住民に対し行う災害予防、応急対策等の防災知識の普及に関する防災思想普及計画につ

いては、次のとおりとする。 

 

１１１１    実施責任実施責任実施責任実施責任    

市及び防災関係機関は、災害を予防し、又はその拡大を防止するため、防災関係者に対

して防災に関する教育、研修、訓練を行うとともに、一般住民に対して防災の知識の普及・

啓発を行い、防災活動の的確、かつ円滑な実施に努める。 

また、防災知識の普及・啓発にあたっては、高齢者や障がい者等の災害時要援護者に十

分配慮し、地域において災害時要援護者を支援する体制が確立されるよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２２２    普及普及普及普及・・・・啓発啓発啓発啓発のののの方法方法方法方法    

防災知識の普及は、次の方法によって行う。 

（１）各種防災訓練行事への参加 

（２）ラジオ、テレビ放送 

（３）新聞掲載 

（４）広報紙、防災ハンドブック、リーフレット等の配布 

（５）広報車の巡回 

（６）防災講演会、研修会、講習会等の開催 

（７）消防防災イベント等の開催 

（８）その他 

 

第第第第１１１１節節節節    防災思想防災思想防災思想防災思想・・・・知識知識知識知識のののの普及普及普及普及････啓発及啓発及啓発及啓発及びびびび防災教育防災教育防災教育防災教育のののの推進推進推進推進にににに関関関関するするするする計画計画計画計画    

 

防災関係職員及び市民に対する防災思想・知識の普及･啓発並びに防災教育の推進につい

ては、本計画の定めるところによる。 

 

第第第第１１１１    実施責任者実施責任者実施責任者実施責任者    

１１１１    防災関係機関全般防災関係機関全般防災関係機関全般防災関係機関全般    

災害を予防し、又はその拡大を防止するため、職員に対して防災に関する教育、研修、

訓練を行うとともに、市民に対する防災思想・知識の普及・啓発及び防災教育の推進に

より、防災意識の高揚を図り、地域における防災活動の的確かつ円滑な実施が推進され

るよう努める。 

２２２２    北斗市北斗市北斗市北斗市及及及及びびびび北海道北海道北海道北海道    

（１）教育機関、民間団体等との密接な連携の下、防災に関する教育を実施するものとす

る。 

（２）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のため、防災に

関する様々な動向や各種データを分かりやすく発信するものとする。 

（３）地域の防災活動におけるリーダーの育成に努めるものとする。 

 

第第第第２２２２    配慮配慮配慮配慮すべきすべきすべきすべき事項事項事項事項    

１ 東日本大震災をはじめとする、我が国の大規模災害の教訓等を踏まえ、複合災害時に

おける市民の災害予防及び災害応急措置等に関する知識の普及・啓発に努める。 

２ 高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦等の災害時要援護者に十分配慮し、地域

において災害時要援護者を支援する体制が確立されるよう努めるとともに、被災時の男

女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努める。 

３ 住民センター、公民館等の公共施設を活用するなど、地域コミュニティにおける多様

な主体の関わりの中で防災に関する教育の普及推進を図るものとする。 

 

第第第第３３３３    普及普及普及普及・・・・啓発及啓発及啓発及啓発及びびびび教育教育教育教育のののの方法方法方法方法    

防災思想・知識の普及・啓発及び防災教育の推進は、次の方法により行うものとする。 

１ 各種防災訓練の参加普及 

２ ラジオ、テレビ、インターネットの活用 

３ 新聞、広報紙等の活用 

４ 映画、スライド、ビデオ等の作成及び活用 

５ 広報車両の利用 

６ テキスト、マニュアル、パンフレットの配布 

７ 研修、講習会、講演会等の開催 

８ その他 

 

 

第１１章から第４章(災害予

防計画)へ移動し、内容は道

計画に準拠 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

３３３３    普及普及普及普及・・・・啓発啓発啓発啓発をををを要要要要するするするする事項事項事項事項    

（１）北斗市地域防災計画等の概要 

（２）主要災害の概要 

（３）気象、地震、津波、火山等の知識 

（４）防災の心得 

ア 台風襲来及び地震、津波、火山噴火等の発生時の措置 

イ 避難時の措置（避難所、携帯品等） 

ウ 被災後の応急措置 

エ その他 

（５）火災予防の心得 

（６）その他必要な事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４４４４    教育関係機関教育関係機関教育関係機関教育関係機関におけるにおけるにおけるにおける普及普及普及普及・・・・啓発啓発啓発啓発    

（１）学校においては、児童生徒に対し、災害現象、災害予防等の知識及び防災に関する実

践活動（災害時における避難、保護の措置等）の習得などの防災教育を推進する。 

（２）児童生徒に対する防災教育の充実を図るため、教職員に対する防災に関する研修の機

会の拡充に努める。 

（３）防災教育は、学校種別、立地条件及び児童生徒の発達段階等の実態に応じた内容のも

のとして実施する。 

（４）社会教育においては、各種団体の会合や研修会等の機会を活用して、災害現象、防災

の心構え等の防災知識の普及・啓発に努める。 

    

    

    

    

    

５５５５    普及普及普及普及・・・・啓発啓発啓発啓発のののの時期時期時期時期    

防災の日、防災週間、水防月間、土砂災害防止月間、山地災害防止キャンペーン及び防

災とボランティアの日、防災とボランティア週間等、普及の内容により最も効果のある時

期を選んで行うものとする。 

 

第第第第４４４４    普及普及普及普及・・・・啓発及啓発及啓発及啓発及びびびび教育教育教育教育をををを要要要要するするするする事項事項事項事項    

１１１１    北斗市地域防災計画北斗市地域防災計画北斗市地域防災計画北斗市地域防災計画のののの概要概要概要概要    

２２２２    災害災害災害災害にににに対対対対するするするする一般的知識一般的知識一般的知識一般的知識    

３３３３    災害災害災害災害のののの予防措置予防措置予防措置予防措置    

（１）自助（備蓄）の心得 

（２）防災の心得 

（３）火災予防の心得 

（４）台風襲来時の家庭の保全方法 

（５）農作物の災害予防事前措置 

（６）船舶等の避難措置 

（７）その他__ 

５５５５    災害災害災害災害のののの応急措置応急措置応急措置応急措置    

（１）災害対策の組織、編成、分掌事項 

（２）災害の調査及び報告の要領・方法 

（３）防疫の心得及び消毒方法、清潔方法の要領 

（４）災害時の心得 

ア 家庭内、組織内の連絡体制 

イ 気象情報の種別と対策 

ウ 避難時の心得 

エ 被災世帯の心得 

６６６６    災害復旧措置災害復旧措置災害復旧措置災害復旧措置    

（１）被災農作物に対する応急措置 

（２）その他 

７７７７    そのそのそのその他必要他必要他必要他必要なななな事項事項事項事項    

 

第第第第５５５５    学校等教育関係機関学校等教育関係機関学校等教育関係機関学校等教育関係機関におけるにおけるにおけるにおける防災思想防災思想防災思想防災思想・・・・知識知識知識知識のののの普及普及普及普及・・・・啓発及啓発及啓発及啓発及びびびび教育教育教育教育のののの推進推進推進推進    

１ 学校においては、児童生徒等に対し、災害の現象、災害の予防等の知識の向上及び防

災の実践活動（災害時における避難、保護の措置等）の習得を積極的に推進する。 

２ 学校における体系的な防災教育に関する指導内容の整理、防災教育のための指導時間

の確保など、防災に関する教育の充実に努めるものとする。 

３ 学校において、外部の専門家や保護者等の協力の下、防災に関する計画やマニュアル

の策定が行われるよう促すものとする。 

４ 児童生徒等に対する防災教育の充実を図るため、教職員等に対する防災に関する研修

機会の充実等に努める。 

５ 防災教育は、学校等の種別、立地条件及び児童生徒等の発達段階等の実態に応じた内

容のものとして実施する。 

６ 社会教育においては、ＰＴＡ、成人学級、青年団体、女性団体等の会合や各種研究集

会等の機会を活用し、災害の現象、防災の心構え等の防災知識の普及に努める。 

 

第第第第６６６６    普及普及普及普及・・・・啓発啓発啓発啓発のののの時期時期時期時期    

防災の日、防災週間、水防月間、土砂災害防止月間、山地災害防止キャンペーン、津波

防災の日及び防災とボランティアの日、防災とボランティア週間等、普及の内容により最

も効果のある時期を選んで行うものとする。 

 

道計画に準拠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道計画、津波防災対策計画編

に準拠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道計画、津波防災対策計画編

に準拠 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

６６６６    市民市民市民市民のののの心構心構心構心構ええええ    

災害対策基本法の災害対策は、地方自治体（北斗市）の責務として定めてあります。し

かし、大規模な災害ともなれば、同時に多発する出動要請等に行政の能力が著しく低下し、

公助が迅速、かつ、適切に機能するかは明言が難しい。 

迅速な救助活動は自助・共助・公助の連携がいかに機能するかにかかっています。 

大きな災害ともなれば、地域の活動が大きな力になる。 

 

 

 

 

 

 

 

自助とは 国民・企業が自らの身は、自らが守るという考え方に基づいてとる行動。 

共助とは 国民・企業が隣人地域社会等と協力して互いを助け合う活動。 

公助とは 国・地方公共団体等の行政が実施する施策。 

 

（１）家庭における措置 

ア 平常時の心得 

（ア）地域の避難場所等及び家庭との連絡方法を家族皆で話し合い確認をする。 

（イ）崖崩れ、津波、出水、火山噴火等に注意をする。 

（ウ）建物の補強、家具等の固定をする。 

（エ）火気器具の点検や火気周辺の可燃物に注意する。 

（オ）消火器等の用意をする。 

（カ）非常用食糧、飲料水、救急用品、非常用持出品等を準備する。 

（キ）防災講演会、研修会等や地域の防災訓練に参加する。 

（ク）配布される広報紙、防災ハンドブック、ハザードマップ等を良く読む。 

（ケ）隣近所と災害時の協力等について話し合う。 

イ 災害発生時の心得 

（ア）まず我が身の安全を図る。 

（イ）崖、海岸、河岸等危険な場所には近寄らない。 

（ウ）地すべり、崖崩れ、津波、土石流・泥流、火山噴火現象等に注意する。 

（エ）皆が協力しあって、応急救護を行う。 

（オ）防災行政無線、ラジオ、テレビ等により正しい情報をつかみ、流言飛語に惑わさ

れず、冷静な行動をとる。 

（カ）秩序を守り、衛生に注意をする。 

（２） 職場における措置 

ア 平常時の心得 

（ア）消防計画、予防規定などを整備し、各自の役割分担を明確にする。 

（イ）消防計画により避難訓練を実施する。 

（ウ）重要書類等の非常用持出品を確認する。 

（エ）不特定、かつ、多数の者が出入りする職場では、入場者の安全確保を第一に考え

る。 

 

 

削 除 

 

 

第１章第７節(市民及び事業

所の基本的責務)に記述のた

め削除 

（自助） 

自分の命は

自分で守る 

（共助） 

自分たちのまちは

自分たちで守る 

（公助） 

行政もフルに

活動します 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

イ 災害発生時の心得 

（ア）すばやく火の始末をする。 

（イ）職場の消防計画に基づき行動する。 

（ウ）職場の条件と状況に応じ、安全な場所に避難する。 

（エ）正確な情報を入手する。 

（オ）近くの職場同志で協力し合う。    

 

 

 

 



 

8 

北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

第第第第１０１０１０１０章章章章    防災訓練計画防災訓練計画防災訓練計画防災訓練計画    
 

災害応急対策を円滑に実施するため、単独、又は関係機関と緊密な連絡をとり各種の防災

訓練を実施し、防災についての知識及び技能の向上並びに防災意識の普及と向上を図る。 

 

 

第第第第１１１１    防災訓練実施機関防災訓練実施機関防災訓練実施機関防災訓練実施機関    

防災訓練は、市、南渡島消防事務組合、北斗消防署及び防災関係機関が自主的訓練計画

を作成し、それぞれ又は共同して実施するものとする。 

 

 

 

 

 

 

第第第第２２２２    防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練のののの種別種別種別種別とととと実施方法実施方法実施方法実施方法    

１１１１    水防訓練水防訓練水防訓練水防訓練    

各種水防工法、水防資機材の輸送、通報、伝達等を行う。 

２２２２    消防訓練消防訓練消防訓練消防訓練    

（１）出動訓練 

出動準備の迅速、かつ、的確を期するため、機械の調整及び器具の装備点検を行う。 

（２）操縦訓練 

地理、水利の周知徹底並びに水利施設及び消防自動車等の操縦を行い、技術の向上

を図る。 

（３）放水訓練 

放水技術の向上を図るために行う。 

（４）救助訓練 

人命救助作業の迅速、確実を期し、的確な救助技術の習得を図るため、建築物件の

利用及び救助器具の取扱いを行う。 

（５）通信訓練 

通信の迅速、かつ、確実な運用を期するため、通信用語及び運用等を行い習熟を図

る。 

（６）その他の訓練 

病院、学校、ホテル、官公署を対象とした自主防火訓練を行う。 

３３３３    避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練    

避難の指示、伝達方法、避難場所等の開設、避難誘導及び給水給食等を行う。 

４４４４    災害通信連絡訓練災害通信連絡訓練災害通信連絡訓練災害通信連絡訓練    

警報伝達、情報連絡訓練並びに通信施設の点検等を行う 

５５５５    非非非非常召集訓練常召集訓練常召集訓練常召集訓練    

災害対策本部員、防災関係機関の業務従事者の召集を行う。 

６６６６    大火訓練大火訓練大火訓練大火訓練    

消防機関の出動、隣接市町村の応援、避難、立退き、救出救助、消火、広報、情報連

絡等を織り込んだ訓練を実施する。 

 

 

第第第第２２２２節節節節    防災訓練計画防災訓練計画防災訓練計画防災訓練計画    

    

災害応急対策を円滑に実施するため、災害予防責任者がそれぞれ、又は他の災害予防責

任者と共同して行う防災に関する知識及び技能の向上と住民に対する防災知識の普及を

図ることを目的とした防災訓練は本計画の定めるところによる。 

 

第第第第１１１１    訓練実施機関訓練実施機関訓練実施機関訓練実施機関    

訓練は、災害予防責任者が自主的に訓練計画を作成し、それぞれ、又は他の災害予防責

任者と共同して実施するものとする。 

また、学校、自主防災組織、民間企業、ボランティア団体、災害時要援護者を含めた地

域住民等の地域に関係する多様な主体と連携した訓練を実施するよう努めるものとする。 

なお、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の実施に

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について検討す

る。 

 

第第第第２２２２    訓練訓練訓練訓練のののの種別種別種別種別    

訓練実施機関は、それぞれ災害応急対策の万全を期するため、次に掲げる訓練を実施す

るものとする。 

１ 水防訓練 

２ 消防訓練 

３ 救難救助訓練 

４ 情報通信訓練 

５ 非常招集訓練 

６ 総合訓練 

７ 防災図上訓練 

８ その他災害に関する訓練 

 

第第第第３３３３    相互応援協定相互応援協定相互応援協定相互応援協定にににに基基基基づくづくづくづく訓練訓練訓練訓練    

市及び防災関係機関等は、協定締結先と相互応援の実施についての訓練を実施するもの

とする。 

 

第１０章から第４章(災害予

防計画)へ移動し、内容は道

計画に準拠 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

７７７７    地震訓練地震訓練地震訓練地震訓練    

住民の初期消火、津波に関する海岸線監視、同時多発火災避難、大火訓練広報、津波

警報伝達等を織り込んだ訓練を実施する。 

８８８８    総合訓練総合訓練総合訓練総合訓練    

各種の災害を想定して、防災関係機関と協力して図上訓練等、総合的防災訓練を行う。

訓練の実施要領は、その都度定めるものとし、訓練効果のある時期に適宜実施する。 

 

第第第第３３３３    民間団体等民間団体等民間団体等民間団体等とのとのとのとの連携連携連携連携    

市及び防災関係機関は、防災の日や防災週間等を考慮しながら、水防協力団体、自主防

災組織、ボランティア及び災害時要援護者を含めた地域住民等と連携した訓練を実施する

ものとする。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

第１へ記述のため削除 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

第第第第１０１０１０１０節節節節    食料等食料等食料等食料等のののの調達調達調達調達・・・・確保及確保及確保及確保及びびびび防災資機材等防災資機材等防災資機材等防災資機材等のののの整備整備整備整備 

 

  災害時において、住民の生活を確保するため、食料、飲料等の確保に努めるとともに、災

害発生時における応急対策活動を円滑に行うため、防災資機材等の整備に努める。 

 

 

１１１１    食料等食料等食料等食料等のののの確保確保確保確保 

（１）食料等の調達は、平成８年 12 月３日締結の「函館地域２市１町における災害時の消

費生活の安定および応急生活物資の供給に関する協定（資料編）」に基づき要請する。ま

た、応急飲料水の確保及び応急給水資機材の整備（備蓄）に努める。 

（２）市長は、防災週間や関連する行事等を通じ、市民に対し、２～３日分の食料及び飲料

水の備蓄に努めるよう啓発を図る。 

 

 

 

 

 

２２２２    防災備蓄倉庫及防災備蓄倉庫及防災備蓄倉庫及防災備蓄倉庫及びびびび防災資機材防災資機材防災資機材防災資機材のののの整備整備整備整備 

    市長は、災害時に必要とされる備品や防災資機材を保管する備蓄倉庫の整備を図るとと

もに、防災資機材の整備充実を図るものとする。 

  なお、防災資機材等の保管場所及び整備状況は次のとおりである。 

 

  （防災資機材等の保管場所及び整備状況表は省略） 

 

第第第第３３３３節節節節    物資及物資及物資及物資及びびびび防災資機材等防災資機材等防災資機材等防災資機材等のののの整備整備整備整備・・・・確保確保確保確保にににに関関関関するするするする計画計画計画計画    

 

市及び道は、災害時において住民の生活を確保するための食料その他の物資の確保、及び

災害発生時における応急対策活動を円滑に行うための防災資機材等の整備に努めるととも

に、地域内の備蓄量、供給事業者の保有量の把握に努める。 

 

第第第第１１１１    食料食料食料食料そのそのそのその他他他他のののの物資物資物資物資のののの確保確保確保確保    

１ 市は、あらかじめ食料関係機関及び保有業者と食料調達に関する協定を締結するな

ど、食料、飲料水、燃料及び毛布等生活必需品等の備蓄・調達体制を整備し、災害時に

おける食料その他の物資の確保に努める。 

また、市長は、応急飲料水の確保及び応急給水資機材の整備(備蓄)に努める。 

２ 道は、あらかじめ食料保有業者と食料調達に関する協定を締結するなど、市が自ら食

料その他の物資の調達等を行うことが困難な場合にも被災者に物資を確実かつ迅速に

届けられるよう、物資の調達体制の整備に努める。 

３ 市及び道は、防災週間や防災関連行事等を通じ、住民に対し、３日分の食料及び飲料

水、携帯トイレ、トイレットペーパー等の備蓄に努めるよう啓発を行う。 

 

第第第第２２２２    防災資機材防災資機材防災資機材防災資機材のののの整備整備整備整備    

市は、災害時に必要とされる資機材の整備充実を図るとともに、積雪・寒冷期におい

て発生した場合の対策として、暖房器具等の整備に努める。 

また、発災時に不足する資機材を民間事業者を通じて確保できる体制整備に努める。 

 

第第第第３３３３    備蓄倉備蓄倉備蓄倉備蓄倉庫等庫等庫等庫等のののの整備整備整備整備    

市は、防災資機材倉庫等の確保・整備に努める。 

 

津波防災対策計画編に準じ

て改正 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

 

 

第第第第４４４４節節節節    相互応援体制整備計画相互応援体制整備計画相互応援体制整備計画相互応援体制整備計画    

 

災害予防責任者は、その所掌事務又は業務について、災害応急対策若しくは災害復旧の実

施に際し他の者を応援する、又は他の者の応援を受けることを必要とする事態に備え、必要

な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

第第第第１１１１    基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    

災害予防責任者は、災害発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行える

よう、平常時から相互に協定を締結するなど，連携強化に努めるとともに、企業、ＮＰ

Ｏ等に委託可能な災害対策に係る業務については、あらかじめ企業等との間で協定を締

結しておくなど、そのノウハウや能力等の活用に努めるものとする。 

また、大規模災害が発生した際に、被災市町村への応援を迅速かつ的確に実施できる

よう、防災総合訓練などにおいて応援体制を検証し、さらなる連携の強化を図るととも

に、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体及び防災関係機関か

ら応援を受けることができるよう、応援計画や受援計画を策定し、それぞれ防災業務計

画や地域防災計画等に位置付けるよう努めるものとする。 

 

第第第第２２２２    相互応援体制相互応援体制相互応援体制相互応援体制のののの整備整備整備整備    

１１１１    北斗市北斗市北斗市北斗市    

（１）道や他の市町村への応援要求が迅速に行えるよう、あらかじめ災害対策上必要な資

料の交換を行なうほか、道や他の市町村と連絡先の共有を徹底するなど、受援体制を

整えておくものとする。 

（２）必要に応じて、被災時に周辺市町が後方支援を担える体制となるよう、あらかじめ

相互に協定を結び、それぞれにおいて、後方支援基地として位置付けるなど、必要な

準備を整えるものとする。 

（３）相互応援協定の締結に当たっては，近隣の市町に加えて、大規模な災害等による同

時被災を避ける観点から、遠方に所在する市町村との間の協定締結も考慮するものと

する。 

２２２２    北海道北海道北海道北海道    

（１）国又は他の都府県への応援要請が迅速に行えるよう、あらかじめ国又は他の都府県

と連絡先の共有を徹底するなど、必要な準備を整えておくものとする。 

（２）市町村間の相互応援が円滑に進むよう、配慮するものとする。 

３３３３    防災関係機関等防災関係機関等防災関係機関等防災関係機関等    

あらかじめ、市、道その他防災関係機関等と連絡先の共有を図るとともに、災害対策

本部との役割分担・連絡員の派遣などの連絡調整体制など、必要な準備を整えておくも

のとする。 

 

【新設】 

災害対策基本法の改正に伴

い道計画に準拠 

・支援、受援体制 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

第第第第１３１３１３１３節節節節    自主防災組織育成指導計画自主防災組織育成指導計画自主防災組織育成指導計画自主防災組織育成指導計画 

 

 災害発生の防止並びに災害発生時の被害軽減を図るため、「自分達のまちは自分達で守る」

という精神のもとに地域住民、事業所における自主防災体制の整備、育成を推進する。 

  その際、女性の参画の促進に努めるものとする。 

 

１１１１    自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織のののの普及普及普及普及 

  台風、地震、津波等の大規模な災害が発生した際、その被害を最小限に止めるため、防

災関係機関の活動と相まって、地域住民による組織的、かつ、統一的な防災活動が極めて

重要な役割を果たすものと考えられるところから、住民に対する防災意識の普及とあわせ

て、その自発的な防災活動を効果的に行うため、自主防災組織の普及を図る。 

 

２２２２    自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織のののの編成基準編成基準編成基準編成基準 

  自主防災組織は、地域住民相互の緊密な連携のもとに活動することが要求されるので、

「隣保共同の精神」を基本とする町内会等を単位とし、地域の事情に応じた適正な規模で

編成する。 

  また、地域内の事業所等と協議の上、事業所等の自主防災組織と連携を密にする。 

 

３３３３    自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織のののの育成指導育成指導育成指導育成指導 

  地域の防災活動を推進するため、結成された自主防災組織が、災害時等に有効に活動で

きるよう組織の充実強化を図るための指導や支援を行う。 

 

４４４４    自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織のののの規約規約規約規約 

  自主防災組織を運営して行く上で基本的な事項については、運営に係る規約等を設けて

明確にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５５５５    自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織のののの活動基準活動基準活動基準活動基準 

（１）平常時の活動  

  ア 防災知識の普及と向上 

    災害の発生を防止し、被害の軽減を図るためには、市民一人ひとりの日頃の備え及

び災害時の的確な行動が大切である。そのため、地域の集会を利用するなど、防災に

対する正しい知識の普及と向上を図る。 

  イ 防災訓練の実施 

    災害が発生したとき、市民一人ひとりが適切な措置をとることができるようにする

ためには、日頃から防災訓練を実施し、防災活動に必要な知識及び技術を習得するこ

とが大切である。 

 

第第第第５５５５節節節節    自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織のののの育成等育成等育成等育成等にににに関関関関するするするする計画計画計画計画    

    

災害発生の防止並びに災害発生時の被害軽減を図るため、「自分達の地域は自分達で守る｣

という精神のもとに地域住民、事業所等における自主防災体制の整備、育成を推進する。 

その際、女性の参画の促進に努めるものとする。 

 

第第第第１１１１    地域住民地域住民地域住民地域住民によるによるによるによる自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織    

市は、町内会を基本とした地域ごとの自主防災組織の設置及び育成に努め、地域住民

が一致団結して、消防団と連携を行い、初期消火活動や救出・救護活動をはじめ、高齢

者や障がい者等の災害時要援護者の避難の誘導等の防災活動が効果的に行われるよう

協力体制の確立を図るとともに、防災士の養成等の自主防災組織のリーダー育成に努め

る。 

道は、自主防災組織の普及のため、啓発資料の作成をはじめ市町村の担当者研修会や

研修の実施等により北海道地域防災マスター等の自主防災組織のリーダー育成に努め

る。 

なお、自主防災組織の普及については、女性の参画に配慮するとともに、女性リーダ

ーの育成に努めるものとする。 

 

第第第第２２２２    事業所等事業所等事業所等事業所等のののの防災組織防災組織防災組織防災組織    

多数の者が利用し、又は従事する施設並びに危険物を取り扱う事業所において、自衛

消防組織が法令により義務付けられている一定の事業所については、消防関係法令の周

知徹底を図るとともに防災要員等の資質の向上に努める。 

また、その他の事業所についても、自主的な防災組織の設置など育成を図り、積極的

な防災体制の整備、強化に努める。 

 

第第第第３３３３    自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織のののの編成編成編成編成    

自主防災組織がその機能を十分に発揮するために、予め組織内の役割分担を定めてお

くこととする。 

なお、組織の編成に当たっては、地域の実情に応じて次の点に留意する。 

１ 自主防災組織は、地域住民相互の緊密な連携のもとに活動することが必要とされるの

で、住民が連帯感を持てるよう町内会等を単位とて適正な規模で編成する。 

２ 他地域への通勤者が多い地域は、昼夜間の活動に支障のないよう組織を編成する。 

 

第第第第４４４４    自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織のののの活動活動活動活動    

１１１１    平常時平常時平常時平常時のののの活動活動活動活動    

（１）防災知識の普及 

災害の発生を防止し、被害の軽減を図るためには、住民一人ひとりの日頃の備え及

び災害時の的確な行動が大切であるので、集会等を利用して防災に対する正しい知識

の普及を図る。 

（２）防災訓練の実施 

災害が発生したとき、住民の一人ひとりが適切な措置をとることができるようにす

るため、日頃から繰り返し訓練を実施し、防災活動に必要な知識及び技術を習得する。 

 

 

 

 

用語の整理 

 

 

 

 

道計画、津波防災対策計画編

に準拠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同上 

 

 

 

 

 

 

同上 

 

 

 

 

 

 

 

同上 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

訓練の実施にあたっては、地域の特性を加味した訓練とし、通常次のようなものと

する。 

 

(ｱ)情報の収集伝達訓練 

         地域住民へ市及び防災関係機関からの情報の正確、迅速なる伝達訓練。 

     市及び防災関係機関へ地域の被害状況等の通報訓練。 

   (ｲ)消火訓練 

     火災の拡大・延焼を防ぐための、消火器等による消火技術等の習得。 

   (ｳ)救出救護訓練 

         家屋の倒壊等により下敷きとなった者の救出活動、負傷者への応急手当の方法等

の習得。 

   (ｴ)避難訓練 

     避難の要領を熟知し、避難場所等までの迅速、かつ、安全な避難のための訓練。 

  ウ 防災点検の実施 

    家庭及び地域においては、災害が発生したときに被害の拡大の原因につながること

が多く考えられるので、市民各自が日頃点検を実施するほか、自主防災組織としても、

定期的な点検を行う。 

  エ 防災用資機材等の整備 

    自主防災組織が災害時に素早い応急対策をとることができるようにするためには、

活動に必要な資機材等をあらかじめ用意しておくことが望ましく、自主防災組織の指

導育成とともに、今後、計画的に整備を図る。 

 

 

 

 

（２） 警戒宣言時及び災害時の活動 

  ア 情報の収集伝達、通報 

    自主防災組織は、災害時において市及び防災関係機関の提供する情報を地域住民に

伝達、又は地域内に発生した被害の状況を迅速、かつ、正確に市及び防災関係機関に

通報するなどして市民の不安を解消し、市の指導のもと的確な応急活動を実施する。 

    このため、市及び防災関係機関の情報を地域住民に伝達する責任者や伝達ルート、

被害状況等の通報手段をあらかじめ決めおくものとする。 

    また、避難場所等へ避難した後も、地域の被害状況、救助活動の状況等を必要に応

じて通報し、混乱、流言飛語の防止にあたる。 

イ 消防活動の実施 

    家庭に対しては火の元の始末など出火防止のための措置を講ずるよう呼びかける

とともに、火災が発生した場合は、消火器、水バケツなどを使い、隣近所が協力して

初期消火に努めるようにする。 

   

 

 

訓練には、個別訓練及びこれらをまとめた総合訓練とがあり、個別訓練として次の

ようなものが考えられる。 

なお、訓練を計画する際には、地域の特性を考慮するものとする。 

ア 情報収集伝達訓練 

防災関係機関から情報を正確、かつ、迅速に地域住民に伝達し、地域における被

害状況等を関係機関へ通報するための訓練を実施する。 

イ 消火訓練 

火災の拡大・延焼を防ぐため消火設備を使用して消火に必要な技術等を習得す

る。 

ウ 避難訓練 

避難の要領を熟知し、避難場所まで迅速かつ安全に避難できるよう実施する。 

エ 救出救護訓練 

家屋の倒壊や崖崩れ等により下敷きとなった者の救出活動及び負傷者に対する

応急手当の方法等を習得する。 

オ 図上訓練 

一定の区域内における図面を活用して、想定される災害に対し、地区の防災上の

弱点等を見いだし、それに対処する避難方法等を地域で検討し実践する、地元住民

の立場に立った図上訓練を実施する。 

（３）防災点検の実施 

家庭及び地域においては、災害が発生したときに被害の拡大の原因となるものが多

く考えられるので、住民各自が点検を実施するほか、自主防災組織としては、期日を

定めて一斉に防災点検を行う。 

（４）防災用資機材等の整備・点検 

自主防災組織は、活動に必要な資機材の整備(市による支援分を含む。)に努めると

ともに、これら資機材は災害時に速やかな応急措置をとることができるように日頃か

ら点検を行う。 

２２２２    非常時及非常時及非常時及非常時及びびびび災害時災害時災害時災害時のののの活動活動活動活動    

（１）情報の収集伝達 

自主防災組織は、災害時には地域内に発生した被害の状況を迅速、かつ、正確に把

握して市等へ報告するとともに、防災関係機関の提供する情報を伝達して住民の不安

を解消し、的確な応急活動を実施する。 

このため、予め次の事項を決めておくようにする。 

・連絡をとる防災関係機関 

・防災関係機関との連絡のための手段 

・防災関係機関の情報を地域住民に伝達する責任者及びルート 

また、避難場所へ避難した後についても、地域の被災状況、救助活動の状況等を

必要に応じて報告し、混乱・流言飛語の防止に当たる。 

（２）出火防止及び初期消火 

家庭に対しては、火の始末など出火防止のための措置を講ずるよう呼びかけるとと

もに、火災が発生した場合、消火器などを使い、初期消火に努めるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道計画、津波防災対策計画編

に準拠 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

ウ 救出救護活動の実施 

    家屋の倒壊等により下敷きとなった者が発生したときは、速やかに救出活動に努め

る。 

また、市及び防災関係機関が活動するまでの間、出来る限りの負傷者への応急手当

を実施するとともに、医師の介護を必要とする者があるときは、病院や救護所への搬

送に努める。 

エ 避難の実施 

    市長、警察官等から避難命令が出された場合や避難行動に時間を要する災害時要援

護者などに対する避難準備情報が出された場合には、地域住民に対して周知の徹底を

図り、迅速、かつ、円滑に避難場所等へ誘導する。 

    なお、高齢者、幼児、病人、その他自力で避難することが困難な者に対しては、地

域住民の協力のもと避難をさせる。 

  オ 給食、給水、救援物資の配布及びその協力 

    被害の状況によっては、避難が長期化し、被災者に対する給食、給水、救援物資の

支給が必要となる。 

    これらの活動を円滑にきめ細やかに実施するためには、組織的な活動がどうしても

必要となってくるので、自主防災組織は、市が実施するこれらの活動に積極的に協力

する。 

 

 

 

 

 

組織図組織図組織図組織図・・・・役割分担役割分担役割分担役割分担のののの例例例例 

 

    （略） 

 

（３）救出救護活動の実施 

がけ崩れ、建物の倒壊などにより下敷きになった者を発見したときは、市等に通報

するとともに、２次災害に十分注意し、救出活動に努めるようにする。 

また、負傷者に対しては、応急手当を実施するとともに、医師の介護を必要とする

ものがあるときは、救護所等へ搬送する。 

（４）避難の実施 

市長等から避難行動に時間を要する災害時要援護者などに対する避難準備情報、避

難勧告、避難指示が出された場合には、住民に対して周知徹底を図り、火災、がけ崩

れ、地すべり等に注意しながら迅速、かつ、円滑に避難場所へ誘導する。 

なお、高齢者や障がい者等で自力で避難することか困難な者に対しては、地域住民

の協力のもとに避難させる。 

（５）給食・救援物資の配布及びその協力 

被害の状況によっては、避難が長期間にわたり、被災者に対する炊出しや救援物資

の支給が必要となってくる。これらの活動を円滑に行うためには、組織的な活動が必

要となるので、市等が実施する給水、救援物資の配布活動に協力する。 

 

 

 

第第第第５５５５    防災士等防災士等防災士等防災士等によるによるによるによるネットワークネットワークネットワークネットワーク組織組織組織組織のののの育成育成育成育成    

   防災に関する地域リーダーとして活躍する防災士と北海道地域防災マスターのネッ

トワーク化など、自主防災組織の積極的な活動に資するとともに地域防災力の向上を図

る。 

 

 削 除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波防災対策計画編に準じ

た改正 

 

 



 

15 

北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

第第第第１１１１１１１１節節節節    避難体制整備計画避難体制整備計画避難体制整備計画避難体制整備計画     

 

 災害から住民の生命、身体を保護するため、避難場所、避難所（以下「避難場所等」とい

う。）の確保及び整備等に関する計画は、次のとおりとする。  

 

１１１１    避難場所等避難場所等避難場所等避難場所等のののの選定選定選定選定・・・・確保及確保及確保及確保及びびびび標識標識標識標識のののの設置設置設置設置     

（１）市長は、大規模火災、津波等の災害から、住民の安全を確保するために必要な避難場

所等及び避難路の整備を図るとともに、避難場所等、避難経路に案内標識を設置する等、

緊急時に速やかな避難が確保されるよう整備するものとする。  

   また、観光地や昼夜の人口変動が大きい地域にあっては、それらを考慮したものとす

る。 

（２）建築物が密集する市街地は、大規模火災から住民の安全を確保するため、避難が必要

な地域の住民を対象とする広域避難場所を整備するものとする。  

    なお、整備にあたっては、特に高齢者、障がい者、外国人等の災害時要援助者の利用

に十分配慮するほか、次の事項に留意すること。  

  ア 広域避難場所は、火災からの避難を考え、公園、緑地、グランド（校庭を含む）、

公共空地等を優先に選定するものとする。  

  イ 広域避難場所は、崖崩れや浸水などの危険のないところ及び付近に危険物保管場所

等が設置されていない所とする。  

（３）市長は、津波警報など避難の必要が予想される警報が発せられた場合に、住民の安全

かつ迅速な避難を確保するため、避難時間の短縮・日常生活などを考慮した避難場所等

及び避難路の指定・整備に努めるとともに、避難場所等、避難経路について、住民への

周知徹底に努めるものとする。  

（４）市長は、津波から住民の安全を確保するため、地形・標高を考慮した避難場所等を指

定、整備するとともに、高層建物などは、施設管理者の協力を得て緊急避難所とする｡ 

   なお、指定・整備にあたっては、特に高齢者、障がい者、外国人等の災害時要援助者

の避難に十分配慮するほか、次の事項に留意すること。  

  ア 津波に対する避難場所等は、予想される浸水の深さに対する安全性を考慮したもの

であること。  

  イ 津波の到達が予想される時間内における避難場所等への到達可能時間を考慮した

ものであること。  

２２２２    避難所避難所避難所避難所のののの確保及確保及確保及確保及びびびび管理管理管理管理     

  市長は、災害による家屋の倒壊、焼失、流失等により住居を喪失したものを収容するた

めの避難所をあらかじめ選定・確保し、整備を図るものとする。  

    また、火山などの影響範囲の大きい災害については、当該市町村の避難所に収容しきれ

ない場合があることから、隣接市町村等との避難者の相互受入協定などにより、収容能力

の確保を図ることとする。 

（１）避難所の選定要件  

  ア 救援、救護活動を実施することが可能な地域であること。  

  イ 津波、浸水等の被害のおそれがないこと。  

  ウ 給水、給食等の救助活動が可能であること。  

  エ 地割れ、崖崩れ等が予想されない地盤地質地域であること。  

  オ 耐震構造で倒壊、損壊などのおそれがないこと。  

  カ その他被災者が生活する上で適当と認める場所であること。 

 

第第第第６６６６節節節節    避難体制整備計画避難体制整備計画避難体制整備計画避難体制整備計画    

 

災害から住民の生命・身体を保護するための避難場所、避難所の確保及び整備等に関す

る計画は、次のとおりである。 

 

第第第第１１１１    避難場所避難場所避難場所避難場所のののの確保及確保及確保及確保及びびびび標識標識標識標識のののの設置設置設置設置    

１ 市は、大規模火災、津波等の災害から、住民の安全を確保するために必要な避難場所

及び避難路の整備を図るとともに、避難場所、避難経路に案内標識を設置する等、緊急

時に速やかな避難が確保されるよう整備しておくものとする。 

 

 

２ 建築物が密集する市街地が広範囲にわたり所在する地区には、大規模火災から住民の

安全を確保するため、避難が必要な地域の住民を対象とする広域避難場所を整備するも

のとする。 

また、整備にあたっては、特に高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、外国人等の災害

時要援護者の利用に十分配慮する。 

３ 広域避難場所の選定要件 

（１）火災からの避難を考え、公園、緑地、グラウンド(校庭を含む)、公共空地など空間

を充分確保できること。 

（２）がけ崩れや浸水などの危険のないこと。 

（３）付近に危険物保管場所等が設置されていないこと。 

 

 

 削 除 

 

 

 

 

 

 

 

第第第第２２２２    避難所避難所避難所避難所のののの確保及確保及確保及確保及びびびび管理管理管理管理    

市は、災害による家屋の倒壊、焼失等により住居を喪失したものを収容するための避

難所を予め選定、確保し、整備を図るものとする。 

なお、避難所を指定する際にあわせて広域一時滞在の用にも供することについても定

めるなど、他の市町からの被災者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定し

ておくよう努めるものとする。 

１１１１    避難所等避難所等避難所等避難所等のののの選定要件選定要件選定要件選定要件    

（１）救援、救護活動を実施することが可能な地域であること。 

（２）津波、浸水等の被害のおそれがないこと。 

（３）給水、給食等の救助活動が可能であること。 

（４）地割れ、がけ崩れ等が予想されない地盤地質地域であること。 

（５）耐震構造で倒壊、損壊などのおそれがないこと。 

（６）その他被災者が生活する上で市が適当と認める場所であること。 

 

 

 

 

 

 

道計画に準拠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波防災対策計画編を分離

したため削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策基本法の改正に伴

い道計画に準拠 

・広域一時滞在 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

（２）避難所の管理  

   ア 避難所を開設する場合は、管理責任者をあらかじめ定めておくこと。  

   イ 避難所の運営に必要な資機材等をあらかじめ整備しておくこと。  

   ウ 休日・夜間等における避難所の開設に支障がないようにしておくこと。  

 

３３３３    避難場所等避難場所等避難場所等避難場所等のののの住民住民住民住民へのへのへのへの周知周知周知周知     

  避難場所等の指定にあたっては、住民に対し、次の事項の周知徹底を図る。  

 

（１）避難場所等の周知。避難場所等は、別表「避難場所等一覧」のとおりとする。  

 

  ア 避難場所等の名称・所在地  

  イ 避難対象世帯の地区割り  

  ウ 避難場所等への経路及び避難手段  

  エ 避難時の携帯品等注意すべき事項  

（２） 避難のための知識の普及  

  ア 平常時における避難のための知識  

    避難経路、家族の集合場所や連絡方法など  

  イ 避難時における知識  

     安全の確保、移動手段、携帯品など  

  ウ 避難後の心得  

     集団生活、避難先の登録など  

 

２２２２    避難所避難所避難所避難所のののの管理管理管理管理    

（１）避難所を開設する場合は、管理責任者を予め定めておくこと。 

（２）避難所の運営に必要な資機材等を予め整備しておくこと。 

（３）休日・夜間等における避難所の開設に支障がないようにしておくこと。 

 

第第第第３３３３    避難場所避難場所避難場所避難場所、、、、避難施設避難施設避難施設避難施設についてのについてのについてのについての住民及住民及住民及住民及びびびび施設管理者等施設管理者等施設管理者等施設管理者等へのへのへのへの周知周知周知周知    

避難場所の指定を行った場合は、住民及び学校や公民館などの施設管理者等に対し、

次の事項の周知徹底を図る。 

１１１１    避難場所等避難場所等避難場所等避難場所等のののの周知周知周知周知    

次の事項につき、地域住民及び施設管理者等に対する周知徹底に努める。 

（１）避難場所の名称、所在地 

（２）避難対象世帯、施設等の地区割り 

（３）避難場所への経路及び手段 

（４）避難時の携帯品等注意すべき事項 

２２２２    避難避難避難避難のためののためののためののための知識知識知識知識のののの普及普及普及普及    

（１）平常時における避難のための知識 

避難経路、家族の集合場所や連絡方法（学校であれば、児童生徒の保護者への連絡

方法）など 

（２）避難時における知識 

安全の確保、移動手段、携行品など 

（３）避難後の心得 

集団生活、避難先の登録など 

 

第第第第４４４４    北斗市北斗市北斗市北斗市等等等等のののの避難計画避難計画避難計画避難計画    

市等は、住民、特に高齢者、障がい者等の災害時要援護者が、災害時において安全か

つ迅速な避難を行うことができるよう、予め避難支援計画を作成する。 

また、避難指示、避難勧告、一般住民に対して避難準備を呼びかけるとともに災害時

要援護者等、特に避難行動に時間を要する者に対して、その避難行動支援対策と対応し

つつ，早めの段階で避難行動を開始することを求める避難準備（災害時要援護者避難）

情報（以下｢避難準備情報｣という｡)等について、河川管理者、水防管理者、気象庁等の

協力を得つつ、洪水、土砂災害等の災害事象の特性、収集できる情報を踏まえ、避難す

べき区域や判断基準、伝達方法を明確にしたマニュアルの作成や、避難場所、避難路を

あらかじめ指定し、日頃から住民への周知徹底に努めるものとする。 

なお、これら避難に関する情報と被災想定などを視覚的に表したハザードマップを作

成するものとする。 

また、気象警報、避難勧告等は、防災行政無線を通じ住民に伝達することにより、迅

速・的確な避難行動に結びつけるよう、その伝達内容等を予め決めておくとともに広報

紙等で周知するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

道計画、津波防災対策計画編

に準拠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道計画に準拠 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

４４４４    避難計画避難計画避難計画避難計画     

  市長は、下記の事項に留意し計画を作成するものとし、特に高齢者、障がい者及び外国

人等の災害時要援護者が、災害時において安全、かつ、迅速な避難を行うことができるよ

う配慮する。また、避難に関する情報と被災想定などを視覚的に表したハザードマップの

作成する。 

 

 

（１）避難勧告、又は指示を行う基準及び伝達方法  

（２）災害時要援護者に関する情報(避難準備情報を含む)の把握、共有及び地域住民への周

知 

（３）避難場所等の名称、所在地、対象地区及び対象人口  

（４）避難場所等への経路及び誘導方法（観光地などについては、入込客対策を含む）  

 

（５）避難誘導を所管する職員等の配備及び連絡体制  

（６）避難場所等の開設に伴う被災者救護措置に関する事項  

  ア 給水、給食措置  

  イ 毛布、寝具等の支給  

  ウ 衣料、日用必需品の支給  

 

  エ 負傷者に対する応急救護  

（７）避難場所等の管理に関する事項  

  ア 避難中の秩序保持  

  イ 住民の避難状況の把握  

  ウ 避難住民に対する災害情報や応急対策実施状況の周知・伝達  

  エ 避難住民に対する各種相談業務  

（８）避難に関する広報  

  ア 防災行政無線による周知  

  イ 広報車（消防、警察車両の出動要請を含む）による周知  

  ウ 避難誘導者による現地広報  

  エ 住民組織を通ずる広報  

 

 

５５５５    防災上重要防災上重要防災上重要防災上重要なななな施設施設施設施設のののの管理者管理者管理者管理者     

  学校、医療機関及び社会福祉施設の管理者は、次の事項に留意してあらかじめ避難計画

を作成し、関係職員等に周知徹底を図るとともに、訓練等を実施するなど、日ごろから避

難体制の整備に万全を期するものとする。  

（１）避難の場所  

（２）避難の経路  

（３）患者等の避難方法  

（４）時期及び誘導並びにその指示伝達の方法  

（５）保健、衛生及び給食等の実施方法  

 

 

 

１１１１    北斗市北斗市北斗市北斗市のののの避難計画避難計画避難計画避難計画    

市の避難計画は、次の事項に留意して作成するとともに、自主防災組織等の育成を通

じて避難体制の確立に努めるものとする。 

また、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、外国人等の災害時要援護者を速やかに避

難誘導するため、地域住民、自主防災組織、関係団体、福祉事業者等の協力を得ながら、

平常時より、情報伝達体制の整備、災害時要援護者に関する情報の把握・共有、避難支

援計画の策定等の避難誘導体制の整備に努めるものとする。 

（１）避難勧告又は指示を行う基準及び伝達方法 

 

 

（２）避難場所の名称、所在地、対象地区及び対象人口 

（３）選難場所への経路及び誘導方法（観光地などについては、観光入り込み客対策を含

む） 

（４）避難誘導を所管する職員等の配置及び連絡体制 

（５）避難場所の開設に伴う被災者救護措置に関する事項 

ア 給水、給食措置 

イ 毛布、寝具等の支給 

ウ 衣料、日用必需品の支給 

エ 暖房及び発電機用燃料の確保 

オ 負傷者に対する応急救護 

（６）避難場所の管理に関する事項 

ア 避難中の秩序保持 

イ 住民の避難状況の把握 

ウ 避難住民に対する災害情報や応急対策実施状況の周知、伝達 

エ 避難住民に対する各種相談業務 

（７）避難に関する広報 

ア 防災行政無線等による周知 

イ 広報車（消防、警察車両の出動要請を含む）による周知 

ウ 避難誘導者による現地広報 

エ 住民組織を通じた広報 

 

 

２２２２    防災上重要防災上重要防災上重要防災上重要なななな施設施設施設施設のののの管理等管理等管理等管理等    

学校、医療機関及び祉会福祉施設の管理者は、次の事項に留意して予め避難計画を作

成し、関係職員等に周知徹底を図るとともに、訓練等を実施することにより避難の万全

を期するものとする。 

（１）避難の場所 

（２）経路 

（３）移送の方法 

（４）時期及び誘導並びにその指示伝達の方法 

（５）保健、衛生及び給食等の実施方法 

（６）暖房及び発電機の燃料確保の方法 

 

 

道計画、津波防災対策計画編

に準拠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同上 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

６６６６    被災者被災者被災者被災者のののの把握把握把握把握     

  被災者の避難状況の把握は、被災者支援、災害対策の基本となるが、発災直後は、避難

誘導や各種応急対策などの業務が錯綜し、居住者や避難所への収容状況などの把握に支障

を生じることが想定される。  

  このため、避難所における入所者登録などの重要性について、避難所担当職員や避難所

管理者に周知徹底を図るとともに、災害時用の住民台帳（データベース）など、避難状況

を把握するためのシステムの整備を検討する。 

なお、個人データの取り扱いには、十分留意するものとする。 

 

３３３３    被災者被災者被災者被災者のののの把握把握把握把握    

被災者の避難状況の把握は、被災者支援、災害対策の基本となるが、発災直後は、避

難誘導や各種応急対策などの業務が錯綜し、居住者や避難所への収容状況などの把握に

支障を生じることが想定される。 

このため、避難所における入所者登録などの重要性について、避難所担当職員や避難

所管理者に周知徹底を図るとともに、災害時用の住民台帳（データベース）など、避難

状況を把握するためのシステムの整備を検討する。 

なお、整備する際には、個人データの取り扱いに十分留意するものとする。 

 

第第第第５５５５    公共用地等公共用地等公共用地等公共用地等のののの有効活用有効活用有効活用有効活用へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮    

北海道財務局、道及び市は、相互に連携しつつ、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、公共用地等の有効活用に配慮するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道計画に準拠 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

第第第第１２１２１２１２節節節節    災害時要援護者対策計画災害時要援護者対策計画災害時要援護者対策計画災害時要援護者対策計画 

 

 災害発生時における災害時要援護者の安全確保に関する計画は、次のとおりとする。 

 

１１１１    安全対策安全対策安全対策安全対策 

    災害発生時には、高齢者、障がい者、乳幼児、妊婦等の災害時要援護者は、特に移動の

際に支障が伴うため、被害を受ける場合が多い。 

市及び社会福祉施設等の管理者は、災害時要援護者の安全確保のため、住民、自主防災

組織等の協力を得ながら、平常時から緊急連絡体制避難誘導等の防災体制の整備に努める

ものとする。また、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、消防団、自主防災組織等

の関係機関及び民生委員等の福祉関係者と協力して、災害時要援護者の避難支援の体制を

整備をするとともに、併せて避難支援計画の策定にも努めるものとする。 

 

 

 

 

 

（１）災害時要援護者の把握 

      寝たきり高齢者、障がい者等、自力で避難することが困難な者について、名簿を作成

するなど日頃から把握に努めるものとする。また、その把握した情報は個人情報保護の

ため厳重に管理するものとする。 

（２）緊急連絡体制の確立 

      連合会・町内会等による自主防災組織活動の中で、災害時要援護者に対する緊急時の

連絡体制について協力を依頼するとともに、緊急通報システムの整備、拡充に努める。 

（３）避難体制の確立 

      災害時における緊急連絡体制を確立するとともに、災害時要援護者が安全に避難でき

るよう自主防災組織活動の中で特に救援等を依頼できる近隣関係の確保を日常的に働

きかけるものとする。 

（４）防災教育・訓練等の充実 

   安心して生活を営むことができる地域社会を築くためには、災害時要援護者が日頃か

らその地域の人々との良好な近隣関係を確立しておくことが不可欠であり、また、「自

分達のまちは自分達で守る」という防災の基本理念に基づき、地域住民が相互に協力し

合える体制づくりを指導し、災害時要援護者の近隣住民を中心とした支援体制を確立す

るものとする。 

   また、ホームヘルパー、保健師、民生委員等に対する防火安全教室の開催などを通じ

て、高齢者等に対する緊急時の避難誘導体制の促進を図るものとする。 

 

 

第第第第７７７７節節節節    災害時要援護者対策計画災害時要援護者対策計画災害時要援護者対策計画災害時要援護者対策計画    

    

災害発生時における災害時要援護者の安全の確保に関する計画は、次のとおりである。 

 

第第第第１１１１    安全対策安全対策安全対策安全対策    

災害発生時には、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦等いわゆる災害時要援護者が被

害を受ける場合が多い。 

このため、市、道及び社会福祉施設等の管理者は、災害時要援護者の安全を確保する

ため、住民、自主防災組織等の協力を得ながら、平常時から災害時要援護者の実態把握、

緊急連絡体制、避難誘導等の防災体制の整備に努める。 

 

１１１１    北斗市北斗市北斗市北斗市のののの対策対策対策対策    

市は、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、消防団、自主防災組織等の防災関

係機関及び平常時から災害時要援護者と接している社会福祉協議会、民生委員、介護保

険制度関係者、障害者団体等の福祉関係者と協力して、高齢者、障がい者、乳幼児、妊

産婦等の災害時要援護者の避難支援の体制を整備し、災害時要援護者に関する情報の共

有、避難支援計画の策定等に努めるものとする。 

（１）災害時要援護者の実態把握 

市は、災害時要援護者について名簿を作成するなど、予めその実態を把握する。 

 

 

（２）緊急連絡体制の整備 

市は、地域ぐるみの協力のもとに、災害時要援護者に対するきめ細かな緊急連絡体

制の確立を図る。 

（３）避難体制の確立 

市は、災害時要援護者に対する避難誘導等の方法について、援助者を定めておく。 

また、市は、避難所や福祉避難所、避難路の指定にあたっては、地域の災害時要援

護者の実態に合わせて利便性や安全性を十分配慮するとともに、地域の実情に応じた

防災知識等の普及・啓発等に努める。 

２２２２    北海道北海道北海道北海道のののの対策対策対策対策    

道は、市及び社会福祉施設等の管理者と一体となって、広域的な観点に基づいた災害

時要援護者の安全対策を行う。 

（１）地域における安全体制の確保 

災害時において、災害時要援護者が正しい情報や支援を得て、適切な行動がとれる

ようにするため、平常時から災害時要援護者の実態を把握しておくとともに、関係団

体、自主防災組織や住民による協力・連携の体制を確立しておくことが必要である。 

（２）防災知識の普及・啓発 

道は、寝たきりの高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦等の災害時要援護者やその介

護者に対して、災害時に際しとるべき行動などを、市と連携して啓発等を行うなど、

災害時における災害時要援護者の安全確保に努める。 

また、防災総合訓練などの実施にあたっては、道は、市等と協力して自主防組織を

中心とした災害時要援護者に対する避難訓練を実施するなど、防災行動力の向上に努

める。 

 

 

 

用語の整理 

 

 

道計画、津波防災対策計画編

に準拠 

 

 

 

 

同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同上 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）社会福祉施設等の対策 

   ア 防災設備等の整備 

       社会福祉施設等の利用者及び入所者は、寝たきり高齢者や障がい者等が多く、管理

者は施設の安全対策に十分意を用いる必要がある。また、入所者が最低限度の生活維

持に必要な飲料水・医薬品等の備蓄や防災資機材の整備に努める。 

 

 

 

   イ 組織体制の整備 

施設管理者は、災害時において迅速、かつ、的確に対処するため、あらかじめ防災

組織を整え、職員の任務分担・動員計画・緊急連絡体制を定めておく。 

また、市との連携のもとに、施設相互間、近隣住民、ボランティア組織等の協力を

得られるよう平素から努める。 

 

 

 

ウ 緊急連絡体制の整備 

    施設管理者は、災害の発生に備え、消防機関等への早期通報が可能な非常通報装置

を設置するなど、緊急時における情報伝達手段・方法等を確立するとともに、施設相

互間の連携協力の強化に資するため、市の指導のもとに緊急連絡体制を整備する。  

   エ 防災教育・防災訓練の充実 

    施設管理者は、職員や利用者・入所者に対する防災意識の普及に努め、基礎知識に

関する教育を定期的に実施する。 

        また、施設の構造や利用者・入所者の判断能力や行動能力等に応じた防災訓練を定

期的に実施する。特に自力での避難が困難な利用者・入所者がいる施設においては、

夜間における訓練も定期的に実施するよう努める。 

 

 

 

（３）福祉避難所の指定促進 

災害発生時に災害時要援護者が安心して避難生活を送ることができるよう、市にお

ける福祉避難所の指定促進を支援する。 

（４）災害時施設間避難協定の締結促進 

災害発生時に高齢者及び障がい者の適切な介護環境を確保するため、その利用する

社会福祉施設等と同種若しくは類似の施設又はホテル等に避難先が確保できるよう、

社会福祉施設等間における施設利用者の受入れに関する災害協定が締結されるよう

指導に努める。 

３３３３    社会福祉施設等社会福祉施設等社会福祉施設等社会福祉施設等のののの対策対策対策対策    

（１）防災設備等の整備 

社会福祉施設等の利用者や入所者は、寝たきりの高齢者や障がい者等のいわゆる災

害時要援護者であるため、その管理者は、施設の災害に対する安全性を高めることが

重要である。 

また、電気・水道等の供給停止に備えて、施設入所者が最低限度の生活維持に必要

な食糧、飲料水・医薬品等の備蓄に努めるとともに、施設の機能の応急復旧等に必要

な防災資機材の整備に努める。 

（２）組織体制の整備 

施設管理者は、災害時において、迅速、かつ、的確に対処するため、予め防災組織

を整え、施設職員の任務分担・動員計画・緊急連絡体制等を明確なものとする。 

特に、夜間における消防機関等への通報連絡や入所者の避難誘導体制に十分配慮し

た組織体制を確保する。 

また、平常時から市との連携の下に、施設相互間並びに他の施設、近隣住民及びボ

ランティア組織と入所者の実態等に応じた協力が得られるような体制の整備に努め

る。 

（３）緊急連絡体制の整備 

施設管理者は、災害の発生に備え、消防機関等への早期通報が可能な非常通報装置

を設置するなど、緊急時における情報伝達の手段・方法を確立するとともに、施設相

互の連携協力の強化に資すため、市の指導の下に緊急運絡体制を整える。 

（４）防災教育・防災訓練の充実 

施設管理者は、施設の職員や入所者が、災害等に関する基礎的な知識や災害時にと

るべき行動等について理解や関心を深めるため、防災教育を定期的に実施する。 

また、施設管理者は、施設の職員や入所者が災害時等においても適切な行動がとれ

るよう、各々の施設の構造や入所者の判断能力・行動能力等の実態に応じた防災訓練

を定期的に実施する。 

特に、自力避難が困難な者等が入所している施設においては、夜間における防災訓

練も定期的に実施するよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道計画、津波防災対策計画編

に準拠 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

２２２２    援助活動援助活動援助活動援助活動 

  市長は、災害時要援護者の状況に応じた適切な援助活動を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）災害時要援護者の確認・早期発見 

      災害発生後、あらかじめ把握している災害時要援護者について直ちに所在や連絡先等

を確認するなどして安否の確認に努める。 

（２）避難所等への移送 

      災害時要援護者を発見したときは、速やかに負傷の有無や周囲の状況等を総合的に判

断し次の措置を講ずる。 

   ア 避難所への移動 

   イ 医療機関への移送 

   ウ 施設等への緊急入所 

（３）応急仮設住宅への優先的入居 

      応急仮設住宅への入居にあたり、災害時要援護者の優先的入居に努めるものとする。 

 

（４）在宅者への支援 

      災害時要援護者が在宅での生活が可能と判断した場合は、生活実態を的確に把握し、

必要な援助活動を行う。 

（５）応援要請 

      救助活動の状況や災害時要援護者の状況により、適宜北海道や近隣市町村等に対し応

援要請する。 

 

３３３３    外国人外国人外国人外国人にににに対対対対するするするする対策対策対策対策 

  災害時において、言語、生活習慣、防災意識等の異なる外国人を、災害時要援護者とし

て位置づけ、災害発生時に迅速、的確な行動ができるよう、次のような条件・環境づくり

に努める。 

 

（１）多言語による広報 

（２）避難所標識等の多言語化 

（３）外国人を含めた防災教育・防災訓練の実施 

（４）外国人登録時における防災知識の普及 

 

 

第第第第２２２２    援助活動援助活動援助活動援助活動    

市及び道は、災害時要援護者の早期発見等に努めるとともに、災害時要援護者の状況

に応じた適切な援助活動を行う。 

 

１１１１    北斗市北斗市北斗市北斗市のののの対策対策対策対策    

（１）災害時要援護者の確認・早期発見 

市は、災害発生後、直ちに把握している災害時要援護者の所在、連絡先を確認し、

安否の確認に努める。 

（２）避難所等への移送 

市は、災害時要援護者を発見した場合は、速やかに負傷の有無や周囲の状況等を総

合的に判断して以下の措置を講ずる。 

ア 避難所への移動 

イ 病院への移送 

ウ 施設等への緊急入所 

（３）応急仮設住宅への優先的入居 

市は、応急仮設住宅への入居にあたり、災害時要援護者の優先的入居に努めるもの

とする。 

（４）在宅者への支援 

市は、在宅での生活が可能と判断された場合は、その生活実態を的確に把握し、適

切な援助活動を行う。 

（５）応援依頼 

市は、救助活動の状況や災害時要援護者の状況を把握し、適宜、道、隣接市町等へ

応援を要請する。 

２２２２    北海道北海道北海道北海道のののの対策対策対策対策    

道は、災害時要援護者及び社会福祉施設等の状況を的確に把握し、各種の情報の提供、

応援要員の派遣、国、他の都府県、市町村への応援要請等、広域的な観点から支援に努

める。 

また、災害発生時に市において福祉避難所を開設した場合、市の要請に応じて、必要

な人材の派遣に努める。 

 

第第第第３３３３    外国人外国人外国人外国人にににに対対対対するするするする対策対策対策対策    

市及び道は、言語・生活習慣・防災意識の異なる外国人をいわゆる災害時要援護者と

して位置付け、災害発生時に迅速、かつ、的確な行動がとれるよう、次のような条件・

環境づくりに努めるとともに、外国人登録等様々な機会をとらえて防災対策についての

周知を図る。 

１ 多言語による広報の充実 

２ 避難場所・道路標識等の災害に関する表示板の多言語化 

３ 外国人を含めた防災訓練・防災教育の実施 

 

 

道計画、津波防災対策計画編

に準拠 

 

 

同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同上 

 

 

 

 

 

 

同上 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

第第第第５５５５章章章章    災害応急対策計画災害応急対策計画災害応急対策計画災害応急対策計画 

 

第第第第１１１１節節節節    災害情報通信計画災害情報通信計画災害情報通信計画災害情報通信計画 

 

 災害予防対策及び災害応急対策を実施するために必要な災害情報、被害状況報告等の収集

及び通報等に関する計画は、次に定めるところによる。 

 

第第第第１１１１    平常時平常時平常時平常時のののの情報交換情報交換情報交換情報交換 

  

  防災関係機関は、災害の予測・予知や研究を推進するため、それぞれの機関が保有する

計測 観測データや危険情報などの災害情報に資する情報を相互に交換するとともに、そ

の情報の活 用に向け、通信ネットワークのデジタル化の推進や大容量ネットワークに対

応したシステムの 構築に努めるものとする。 

   また、市及び防災関係機関は、災害時要援護者、災害により孤立する危険のある地域の

被災 者、市街地における帰宅困難者等、情報の入手が困難な被災者等に対しても、確実

に情報伝達ができるよう防災行政無線(同報系)整備、有線系及び携帯電話等を含めた多様

な体制整備に努めるものとする。 

 

（以下は略） 

 

第第第第８８８８節節節節    情報収集情報収集情報収集情報収集・・・・伝達体制整備計画伝達体制整備計画伝達体制整備計画伝達体制整備計画    

 

平時における防災関係機関等の情報交換及び情報伝達体制の整備等については、この計画

に定めるところによる｡ 

 

北斗市北斗市北斗市北斗市及及及及びびびび防災関係機関防災関係機関防災関係機関防災関係機関    

１ 高齢者、障がい者等の災害時要援護者にも配慮したわかりやすい情報伝達と、災害時

要援護者、災害により孤立化する危険のある地域の被災者等に対しても、確実に情報伝

達できるよう必要な体制の整備を図るものとする。 

２ 被災地における情報の迅速かつ正確な収集・伝達を行うための情報の収集・伝達手段

の多重化・多様化に努めるものとする。 

特に、被災者等への情報伝達手段として、市防災行政無線の適切な維持管理に努める

とともに、携帯電話も含め、災害時要援護者にも配慮した多様な伝達手段の整備に努め

るものとする。 

 

【新設】 

道計画に準拠 

 

第５章第１節(災害情報通信

計画)に平常時の情報交換を

記述していたが第４章に移

動 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

第第第第８８８８節節節節    建築物災害予防計画建築物災害予防計画建築物災害予防計画建築物災害予防計画 

 

 風水害、地震、火災等の災害からの建築物防ぎょに関する計画は、次のとおりとする。 

 

 

１１１１    建築物防災建築物防災建築物防災建築物防災のののの現状現状現状現状 

  本市においても、人口、産業の市街地への集中がみられ、市街地における災害の危険性

は増大している。 

市街地には、建築物が密集しており、火災の発生や延焼拡大のおそれが大きいため、集

団的な防火に関する規制として、防火地域・準防火地域を定めている。 

 

 

２２２２    予防対策予防対策予防対策予防対策    

   建築物の密度が高い市街地における火災は、大きな被害をもたらすおそれがあることか

ら、準防火地域の指定にあたっては、避難場所及び避難ルートの確保、延焼の阻止等に配

慮する。 

  また、地域内の建築物を防火構造・準防火構造とし、不燃化対策を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    がけの崩壊等で危険を及ぼすおそれのある地域においては、建築制限を行うとともに、

既存の危険住宅については、がけ地近接住宅移転事業制度を活用し、安全な場所への移転

促進を図るものとする。 

 

 

第第第第９９９９節節節節    建築物災害予防計画建築物災害予防計画建築物災害予防計画建築物災害予防計画    

 

風水害、地震、火災等の災害から、建築物を防御するため必要な措置事項は次のとおりで

ある。 

 

第第第第１１１１    建築物防災建築物防災建築物防災建築物防災のののの現状現状現状現状    

本市においても、人口、産業の市街地への集中がみられ、市街地における災害の危険性

は増大している。 

市街地には建築物が密集しており、火災の発生や延焼拡大のおそれが大きいため、都市

計画法では集団的な防火に関する規制を行い、都市防火の効果を高めることを目的とし

て、防火地域等が指定されている。 

 

第第第第２２２２    予防対策予防対策予防対策予防対策    

市及び道が実施する建築物の予防対策は、次のとおりである。 

 

１１１１    北斗市北斗市北斗市北斗市    

建築物の密度が高く火災危険度の高い市街地において、防火地域・準防火地域を定め、

地域内の建築物を防火構造･準防火構造とし、不燃化対策を講ずる。 

２２２２    北海道北海道北海道北海道    

（１）市が市街地の不燃化を図るため、土地利用の動向を勘案し、市に対し、防火地域及

び準防火地域の指定を積極的に行えるよう情報提供を行う。 

（２）低層過密の市街地を再開発し、建築物の不燃化、都市空間の確保等により都市防火

を図るため、市街地再開発事業を促進する。 

なお、この際、市等市街地再開発事業を施行する者に対し、必要により技術援助を

行う。 

（３）本道の住宅が木造建築物を主体に構成されている現状から、これら木造建築物につ

いて延焼のおそれある外壁等の不燃化の促進を図るとともに、建築技能者等の研修を

実施し、技能の向上を図るものとする。 

 

第第第第３３３３    がけがけがけがけ地地地地にににに近接近接近接近接するするするする建築物建築物建築物建築物のののの防災対策防災対策防災対策防災対策    

市及び道は、がけの崩壊等で危険を及ぼすおそれのある区域において、建築物の建築制

限を行うとともに、既存の危険住宅については、がけ地近接住宅移転事業制度を活用し、

安全な場所への移転促進を図るものとする。 

 

 

 

用語の整理 

 

 

道計画に準拠 

 

 

 

 

 

 

同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の整理 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

第第第第９９９９節節節節    消防計画消防計画消防計画消防計画 

 

 施設及び人員を活用して住民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災、

又は地震等の災害を防除し、その被害を軽減するための計画は、次のとおりとする。 

  なお、本市、七飯町及び鹿部町で構成する南渡島消防事務組合消防本部において具体的な

計画を定めるものとする。 

 

１１１１    消防体制消防体制消防体制消防体制のののの整備整備整備整備 

（１）消防計画の充実 

    消防計画の策定にあたっては、本計画の内容を踏まえ、各種災害に対し効果的な消防

活動を行えるよう一層の充実を図るものとする。 

（２）火災防ぎょ対策 

    計画の内容は、火災予防及び火災防ぎょを中核とした消防の業務全般を網羅した計画

とし、さらに消防機関が火災以外の災害の防除又は発生による被害を軽減するための事

項を具備した全体計画とし、各種災害の対応に万全を期する内容とする。 

 

（３）消防の対応力の強化 

    市は、複雑多様化、高度化する消防業務に対応できる体制を確立するため、北海道消

防広域化基本計画を踏まえ、消防の対応力強化に向けて消防業務の高度化を推進する。 

 

 

 

２２２２    消防力消防力消防力消防力のののの整備整備整備整備 

  市は、消防活動の万全を期するため、消防力の整備指針を参考に、実態に即応する消防

施設並びに人員の整備充実を図るとともに、大規模・特殊災害に対応するための、高度な

技術・資機材を有する救助隊の整備の推進、先端技術による高度な技術の開発に努めるも

のとする。 

   また、消防水利の基準に定める所要の水利の整備充実を図るとともに、常にこれを有効

に使用できるよう維持管理の適正を図る。 

 

３３３３    消防職員及消防職員及消防職員及消防職員及びびびび消防団員消防団員消防団員消防団員のののの教育訓練教育訓練教育訓練教育訓練 

  消防職員及び消防団員に対し、資質の向上、体力の錬成と第一線防災活動の充実強化を

図るため、消防学校及び現地において｢消防学校おける教育訓練の基準｣等に基づく教育訓

練を実施する。 

 

４４４４    広域消防応援体制広域消防応援体制広域消防応援体制広域消防応援体制 

  消防機関は、大規模な火災など単独では十分な災害応急対策を実施できない場合に備

え、相互に応援できる体制を整備するとともに、災害発生時においては、必要に応じ「北

海道広域消防相互応援協定」や第５章第 28節「広域応援計画」に基づき、他の消防機関、

他市町村へ応援を要請するものとする。 

 

 

 

第第第第１０１０１０１０節節節節    消防計画消防計画消防計画消防計画    

 

消防の任務は、その施設及び人員を活用して住民の生命、身体及び財産を火災から保護す

るとともに、水火災、地震等災害を防除し、その被害を軽減することにある。 

消防計画は、南渡島消防本部において具体的な計画を定めるものとする。 

 

 

第第第第１１１１    消防体制消防体制消防体制消防体制のののの整備整備整備整備    

１１１１    消防計画消防計画消防計画消防計画のののの充実充実充実充実    

南渡島消防本部は、消防の任務を遂行するため、本計画の内容を踏まえ、各種災害に

対し、効果的な消防活動を行えるよう消防計画の一層の充実を図る。 

２２２２    火災防火災防火災防火災防ぎょぎょぎょぎょ対策対策対策対策    

南渡島消防本部の作成する消防計画の内容は、火災予防及び火災防ぎょを中核とした

消防の業務計画とし、さらに消防機関が火災以外の災害の防除又は発生による被害を軽

減するための事項を具備した全体計画とし、各種災害の対応に万全を期す。 

３３３３    消防消防消防消防のののの対応力対応力対応力対応力のののの強化強化強化強化    

市及び南渡島消防本部は、全道的な将来人口の減少予測のある中で、複雑多様化、高

度化する消防業務に対応できる体制を確立するため、「北海道消防広域化推進計画」を

踏まえながら、消防の広域化を検討するなど、消防の対応力強化に向けて消防業務の高

度化を推進する。 

 

第第第第２２２２    消防力消防力消防力消防力のののの整備整備整備整備    

市及び南渡島消防本部は、消防活動の万全を期するため、消防力の整備指針を参考に、

実態に即応する消防施設並びに人員の整備充実を図るとともに、大規模・特殊災害に対応

するための、高度な技術・資機材を有する救助隊の整備の推進、先端技術による高度な技

術の開発に努めるものとする。 

また、消防水利の基準に定める所要の水利の整備充実を図るとともに、常にこれを有効

に使用できるよう維持管理の適正を図る。 

 

第第第第３３３３    消防職員及消防職員及消防職員及消防職員及びびびび消防団員消防団員消防団員消防団員のののの教育訓練教育訓練教育訓練教育訓練    

道及び南渡島消防本部は、消防職員及び消防団員に対し、資質の向上、体力の錬成と第

一線防災活動の充実強化を図るため、消防学校及び現地において｢消防学校における教育

訓練の基準｣等に基づく教育訓練を実施する。 

 

第第第第４４４４    広域消防応援体制広域消防応援体制広域消防応援体制広域消防応援体制    

消防機関は、大規模な火災など単独では十分な災害応急対策を実施できない場合に備

え、相互に応援できる体制を整備するとともに、災害発生時においては、必要に応じ消防

機関の応援協定や第５章第３１節「広域応援計画」に基づき、他の消防機関、他市町村、

他都府県及び国へ応援を要請するものとする。 

 

 

 

 

道計画に準拠 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

第第第第２２２２節節節節        水害予防計画水害予防計画水害予防計画水害予防計画 

 

 水害の発生を未然に防止し、又は被害の軽減を図るための予防対策上必要な計画は、次の

とおりである。 

 

第第第第１１１１    現況現況現況現況 

   本市の水防法に基づく水防警報指定河川として、大野川と久根別川の流域２ヶ所が指定

おされており、災害危険区域調査に基づく危険区域は、水防区域９ヶ所、高波・高潮・津

波等危険区域は８ヶ所、市街地における低地帯の浸水予想区域は４ヶ所となっている。（同

章第１節重要警戒区域及び整備計画別表１～３のとおり） 

 

第第第第２２２２    予防対策予防対策予防対策予防対策 

    １１１１ 治水治水治水治水・・・・治山事業治山事業治山事業治山事業のののの推進推進推進推進、、、、小河川小河川小河川小河川、、、、下水路等下水路等下水路等下水路等のののの整備整備整備整備 

     洪水等による災害を防ぎ、又は被害の軽減を図るため、河川改修事業等の治水事業や

森林機能の保持のための治山事業を推進し、また住民の協力を得て、小河川の障害物の

除去や、下水路・排水路の清掃を行い、流水機能の維持に努めるものとする。 

 

   

 

 

２２２２    気象警報等気象警報等気象警報等気象警報等のののの伝達伝達伝達伝達 

      河川水位が上昇し、警戒水位を超過し、又は超過するおそれがある場合は、第３章第

２気象予報(注意報を含む)、警報並びに情報等伝達系統図に基づき関係機関に通報する

とともに防災行政無線や広報車等の伝達手段により一般住民に伝達するものとする。 

 

 

 

 

 

 

  ３３３３    水防資機材水防資機材水防資機材水防資機材 

      水防資機材については、防災資機材と併せて防災備蓄倉庫(水防倉庫)に保管されてお

り、数量等の増加に努めている。保管場所及び整備状況は第４章第８節２防災備蓄倉庫

及び防災資機材一覧のとおりである。 

 

第第第第１１１１１１１１節節節節    水害予防計画水害予防計画水害予防計画水害予防計画    

 

水害の発生を未然に防止し、又は被害の軽減を図るための予防対策上必要な計画は、次の

とおりである。 

 

第第第第１１１１    現況現況現況現況    

本市の水防法に基づく水防警報指定河川として、大野川、久根別川、流渓川の流域３ヶ

所が指定おされており、災害危険区域調査に基づく危険区域は、水防区域１１ヶ所、高波・

高潮・津波等危険区域は８ヶ所、市街地における低地帯の浸水予想区域は４ヶ所となって

いる。 

 

第第第第２２２２    予防対策予防対策予防対策予防対策    

市及び道等は、次のとおり予防対策を実施するものとする。 

なお、融雪出水に係る水害の予防対策は、本章第１５節｢融雪災害予防計画｣による。 

１１１１    北斗市北斗市北斗市北斗市、、、、北海道北海道北海道北海道    

洪水等による災害を防ぎ、又は被害の軽減を図るとともに、流水の正常な機能を維持

するため、河川改修事業等の治水事業を推進するものとする。 

また、特に水防上警戒を要する区域などについて、河川監視を随時実施するなど河川

の管理に万全を期するとともに、必要に応じて水防拠点を整備するものとする。 

２２２２    北斗市北斗市北斗市北斗市    

 （１）気象警報等の伝達 

気象等警報・注意報並びに情報等を迅速に住民に伝達するため、防災行政無線や広

報車等による伝達手段のほか、関係事業者の協力を得つつ、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（コミュニティＦＭ放送

を含む。）、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ワンセグ等を用いた伝達手段の

多重化、多様化を図るものとする。 

（２）水防上警戒を要する区域の指定（資料編 災害危険区域）    

   ア 水防区域 

   イ 高波、高潮等の危険区域 

  ウ 市街地における低地帯の浸水予想区域 

（３）水防資機材 

      水防資機材については、防災資機材と併せて防災備蓄倉庫(水防倉庫)に保管するも

のとし、また、数量等の増加に努めるものとする。 

（４）浸水想定区域内における避難体制の整備 

  ア 避難の確保 

    浸水想定区域の指定のあったときは、浸水想定区域ごとに洪水予報等の伝達方

法、避難場所等を定め、円滑かつ迅速な避難の確保を図るものとする。 

  イ 災害時要援護者利用施設の把握 

    浸水想定区域内における災害時要援護者が利用する施設で、当該施設の利用者の

洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものがある場合

には、これらの施設の名称及び所在地について把握するとともに、洪水予報等の伝

達方法を定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

知事による指定河川の追加

のため(流渓川) 

 

 

 

道計画に準拠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国瞬時警報システム（Ｊ－

ＡＬＥＲＴ）の整備 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

  

  ウ 住民への周知 

    浸水想定区域における洪水予報等の伝達方法、浸水想定区域内における災害時要

援護者が利用する施設の名称及び所在地について住民に周知するため、これらを記

載した防災ハザードマップを住民に配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 

３３３３    北海道森林管理局北海道森林管理局北海道森林管理局北海道森林管理局、、、、北海道北海道北海道北海道    

（１）集中豪雨などによる土砂の流出・崩壊の防止や洪水の緩和などの働きがある森林の

機能を高度に発揮するため、森林法に基づく保安林の指定を促進し、適正な管理を進

めるとともに、治山事業を推進するものとする。 

（２）水系における土砂生産を抑制し河状の安定を期するため、砂防ダム建設等の砂防事

業を推進するものとする。 

４４４４    北海道北海道北海道北海道    

道は、水防法に基づき指定した気象庁と共同で洪水予報を実施する河川又は避難判断

水位を定めその水位に到達した旨の情報を提供する河川において、河川がはん濫した場

合に浸水が想定される区域を浸水想定区域として指定し、指定の区域及び浸水した場合

に想定される水深を公表するとともに、市長に通知するものとする。 

５５５５    ダムダムダムダム管理者管理者管理者管理者    

ダムゲートの操作に当たっては、常時、上・下流一帯の水利関係に障害を及ぼさない

ことに留意するとともに、洪水時においても河川の自然流量を増大させないことを原則

とし、当該ダムのダム操作規則に定めるゲート操作基準により適正な操作を行うものと

する。 

 

 

 

 

 

 

道計画に準拠 

 

 

 

 

 

同上 

 

 

 

 

同上 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

第第第第４４４４節節節節        土砂災害土砂災害土砂災害土砂災害のののの予防計画予防計画予防計画予防計画 

 

 土砂災害を予防するための計画は、次のとおりである。 

 

第第第第１１１１    現況現況現況現況 

  本市における、土砂災害警戒区域等は、次のとおりである。 

                        (H18.10.1 現在) 

区  分 件  数 

急傾斜地崩壊危険箇所       ４４ 

地すべり危険箇所        １ 

土石流危険渓流     ４８ 

            計      ９３  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第第第２２２２    予防対策予防対策予防対策予防対策 

    次のとおり予防対策を実施するものとする。 

 

第第第第１１１１２２２２節節節節    土砂災害土砂災害土砂災害土砂災害のののの予防計画予防計画予防計画予防計画    

 

土砂災害を予防するための計画は、次のとおりである。 

 

第第第第１１１１    現況現況現況現況    

１ 本市における土砂災害警戒区域等は、次のとおりである。 

                  (H25.12.31 現在) 

区  分 件  数 

急傾斜地崩壊危険箇所       ４４ 

地すべり危険箇所        １ 

土石流危険渓流箇所     ４８ 

            計      ９３  

    

２ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年５月

８日法律第５７号。以下「土砂災害防止法」という。）に基づく土砂災害警戒区域及び

土砂災害特別警戒区域の指定箇所数は、次のとおり。 

                           (H25.12.31 現在) 

自然現象の種類 土砂災害警戒区域 内、特別警戒区域 

急傾斜地崩壊危険箇所 １０ １０ 

地すべり危険箇所  １  ０ 

土石流危険渓流箇所  ０  ０ 

計 １１ １０ 

   ※ 上記指定は、道が実施の基礎調査結果等に基づき随時行う予定であること。 

 

第第第第２２２２    予防対策予防対策予防対策予防対策    

市は、急傾斜地崩壊危険箇所、土石流危険渓流箇所及び地すべり危険箇所についいて、

住民に周知を行うとともに、道と協力して警戒区域等の指定と整備を促進するものとす

る。 

また、土砂災害が発生若しくは発生するおそれが生じた場合には、住民への避難指示等

の迅速な伝達体制など、土砂災害を防止するために必要な警戒体制をとるものとする。 

なお、土砂災害防止法において、「土砂災害」とは、急傾斜地の崩壊（傾斜度が三十度

以上である土地が崩壊する自然現象をいう。）、土石流（山腹が崩壊して生じた土石等又は

渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象をいう。）若しくは地滑り（土地の一

部が地下水等に起因して滑る自然現象又はこれに伴って移動する自然現象をいう。）（以下

「急傾斜地の崩壊等」）又は、河道閉塞による湛水（土石等が河道を閉塞したことによっ

て水がたまる自然現象をいう。）を発生原因として住民の生命又は身体に生ずる被害をい

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土砂災害警戒区域等の指定

を受けたため(随時に調査実

施及び指定の追加あり) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道計画に準拠 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

  

１１１１    北斗市北斗市北斗市北斗市    

（１）警戒、避難に関する情報の収集 

   気象庁や道が提供する情報(気象・雨量情報、土砂災害警戒情報など)を収集すると

ともに、住民及び防災関係機関から予兆現象や災害発生の情報を収集する。 

（２）避難勧告等の発令及び伝達 

  ア 土砂災害警戒情報が発表された場合は、土砂災害警戒区域等に避難準備情報を発

令する。ただし、土砂災害発生のおそれが高まった場合には、避難勧告を発令する。 

  イ 避難準備情報の発令後、気象・雨量情報、過去の土砂災害発生状況、予兆現象等

を総合的に分析し、土砂災害発生のおそれが高まった場合には、避難勧告又は避難

指示を発令する。 

  ウ 避難勧告等の伝達 

    避難勧告等の伝達は、第３章第２節(気象業務に関する計画) による情報伝達系

統図に基づき、防災関係機関に通報するとともに、防災行政無線や広報車等の伝達

手段により警戒区域住民に迅速に伝達するものとする。 

（３）警戒避難体制の整備等 

   土砂災害防止法による土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定箇所に

あっては、区域内の土地所有者等及び住民に対して、警戒区域等の位置及び説明、情

報の伝達方法、避難所、避難経路等を図示した防災マップなどを配布し、住民が土砂

災害に備えることができるよう周知・啓発を図るものとする。 

（４）警戒区域内の災害時要援護者関連施設への情報伝達 

   警戒区域内の主として高齢者等の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設に

は、当該施設の利用者の円滑な警戒避難が行われるよう土砂災害に関する情報等を当

該施設管理者等に適切な方法によって連絡するものとする。 

２２２２    北海道北海道北海道北海道    

（１）急傾斜地の崩壊等のおそれがある土地に関する地形、地質、降水等の状況及び土砂

災害の発生のおそれがある土地の利用の状況等に関する調査を行い、急傾斜地の崩壊

等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認めら

れる土地の区域で、当該区域における土砂災害（河道閉塞による湛水を発生原因とす

るものを除く。以下同じ。）を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の

区域として政令で定める基準に該当するものを、土砂災害警戒区域（以下「警戒区域」）

として指定するときは、当該指定をする旨並びに指定の区域及び土砂災害の発生原因

となる自然現象の種類を公示するものとする。 

（２）警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等

の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定

の開発行為の制限及び居室を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域として

政令で定める基準に該当するものを、土砂災害特別警戒区域（以下「特別警戒区域」）

として指定するときは、当該指定をする旨並びに指定の区域、土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類及び当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に

関する事項を公示するものとする。 

（３）市長に対して土砂災害警戒区域等の公示事項等を記載した図書を送付し、市地域防

災計画に警戒区域ごとに土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事

項を定めるように指導するものとする。 

 

 

道計画に準拠 

土砂災害警戒情報の運用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土砂災害防止法による道の

責務 

 



 

29 

北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１１１    急傾斜地急傾斜地急傾斜地急傾斜地のののの崩壊崩壊崩壊崩壊（（（（がけがけがけがけ崩崩崩崩れれれれ））））等予防計画等予防計画等予防計画等予防計画 

  土地の高度利用と開発に伴って、がけ崩れ災害が多発する傾向にあり、ひとたび、が

け崩れが発生すると、多くの住家、農耕地、公共施設等に被害が発生し、二次的被害で

は、山地の崩壊による土石流災害の発生、河川の埋没による冠水災害にもつながるおそ

れがある。 

市及び防災関係機関は、急傾斜地崩壊防止工事、治山事業等を計画的に行うよう努め

るものとする。また、標識の設置により住民に周知するとともに、定期的な巡回を行い、

危険区域の住民に対し、急傾斜地の異常（亀裂、湧水、噴水、濁り水)が発生した場合

は、速やかに住民に通報し、避難を呼びかける。さらに、住民自身による防災措置（不

安定な土壌、浮石等の除去、水路の清掃等）などの周知・啓発を図るものとする。 

２２２２    地地地地すべりすべりすべりすべり等予防計画等予防計画等予防計画等予防計画 

      がけ崩れと同様に地すべり災害が発生すると、多くの住家、農耕地、公共施設等に被

害が発生し、二次的被害では、山地の崩壊による土石流災害の発生、河川の埋没による

冠水災害にもつながるため、市及び防災関係機関は、地すべり防止工事、治山事業等を

計画的に行うよう努めるものとする。また、標識の設置により住民に周知するとともに、

定期的な巡回を行い、斜面等の異常（亀裂、湧水、噴水、濁り水）が発生した場合は、

速やかに住民に通報し、避難を呼びかける。さらに、住民自身による防災措置（異常報

告、自主避難等）などの周知・啓発を図るものとする。 

３３３３    土石流予防計画土石流予防計画土石流予防計画土石流予防計画 

      市及び防災関係機関は、土石流危険渓流に係る砂防・治山事業を計画的に行うよう努

め、定期的に点検するものとする。河川等の異常(山鳴、水位の急激な減少、急激な濁

り)を発見した場合は、速やかに住民に情報提供し、避難を呼びかける。また、急傾斜

地、地すべり、及び土石流災害に係る危険箇所の位置、避難所、避難経路等を図示した

防災マップなども作成し、周知・啓発を図るものとする。 

４４４４    気象警報等気象警報等気象警報等気象警報等のののの伝達伝達伝達伝達 

      大雨、地震等により土砂災害が発生するおそれがある場合は、第３章第２気象予報（注

意報を含む）、警報並びに情報等伝達系統図に基づき、関係機関に通報するとともに、

防災行政無線や広報車等の伝達手段により警戒区域住民に迅速に伝達するものとする。 

 

（４）特別警戒区域における開発行為の制限や建築物の安全性確保の確認、又は建築物に

対する移転等の勧告を行うものとする。 

（５）特別警戒区域内の住宅移転及び建築の制限などの指導を行うものとする。 

（６）気象庁と共同して大雨による土砂災害発生の危険度が高まったときに、市長が防災

活動や住民等への避難勧告等の発令を適時適切に行えるよう、また、住民の自主避難

の参考となるように土砂災害警戒情報を作成・発表し、市等に伝達するものとする。 

（７）重大な土砂災害（地すべり）の急迫した危険がある場合において、重大な土砂災害

が想定される土地の区域及び時期を明らかにするため必要な調査を行う。調査の結

果、一定の土地の区域において重大な土砂災害の急迫した危険があると認められると

き、または当該土砂災害が想定される土地の区域もしくは時期が明らかに変化したと

きは、市長が避難のための立ち退きの勧告または指示の判断に資するため、土砂災害

が想定される土地の区域及び時期に関する情報を通知するとともに、一般に周知する

ため必要な措置を講じるものとする。 

 

第第第第３３３３    形態別予防計画形態別予防計画形態別予防計画形態別予防計画    

１１１１    がけがけがけがけ崩崩崩崩れれれれ防止対策防止対策防止対策防止対策    

土地の高度利用と開発に伴って、がけ崩れ災害が多発する傾向にあり、ひとたび、が

け崩れが発生すると、多くの住家、農耕地、公共施設等に被害が発生し、二次的被害で

は、山地の崩壊による土石流災害の発生、河川の埋没による冠水災害にもつながるおそ

れがある。 

市及び防災関係機関は、急傾斜地崩壊防止工事、治山事業等を計画的に行うよう努め

るものとする。また、標識の設置により住民に周知するとともに、定期的な巡回を行い、

危険区域の住民に対し、急傾斜地の異常（亀裂、湧水、噴水、濁り水)が発生した場合

は、速やかに住民に通報し、避難を呼びかける。さらに、住民自身による防災措置（不

安定な土壌、浮石等の除去、水路の清掃等）などの周知・啓発を図るものとする。 

２２２２    地地地地すべりすべりすべりすべり等予防計画等予防計画等予防計画等予防計画 

      がけ崩れと同様に地すべり災害が発生すると、多くの住家、農耕地、公共施設等に被

害が発生し、二次的被害では、山地の崩壊による土石流災害の発生、河川の埋没による

冠水災害にもつながるため、市及び防災関係機関は、地すべり防止工事、治山事業等を

計画的に行うよう努めるものとする。また、標識の設置により住民に周知するとともに、

定期的な巡回を行い、斜面等の異常（亀裂、湧水、噴水、濁り水）が発生した場合は、

速やかに住民に通報し、避難を呼びかける。さらに、住民自身による防災措置（異常報

告、自主避難等）などの周知・啓発を図るものとする。 

３３３３    土石流予防計画土石流予防計画土石流予防計画土石流予防計画 

      市及び防災関係機関は、土石流危険渓流に係る砂防・治山事業を計画的に行うよう努

め、定期的に点検するものとする。河川等の異常(山鳴、水位の急激な減少、急激な濁

り)を発見した場合は、速やかに住民に情報提供し、避難を呼びかける。 

 

 

 削 除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道計画に準拠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２の１に記述のため削除 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

第第第第５５５５節節節節    風害予防計画風害予防計画風害予防計画風害予防計画 

 

  風による公共施設、農耕地、農作物の災害予防に関する計画は、次のとおりとする。 

 

１１１１    予防対策予防対策予防対策予防対策 

防災関係機関は、防風林造成事業等の治山事業を推進するとともに、農作物の時期別・

作物別の予防措置および対策を指導し、耕地防風林の合理的な造成についても指導するも

のとする。 

また、学校や医療機関の安全性の向上に配慮するとともに、家屋その他建築物の倒壊等

を防止するため、施設管理者に対する指導の徹底を図るものとする。 

 

 

 

第第第第１３１３１３１３節節節節    風害予防計画風害予防計画風害予防計画風害予防計画    

 

風による公共施設、農耕地、農作物の災害を予防するための計画は、次のとおりである。 

 

第第第第１１１１    予防対策予防対策予防対策予防対策    

市、道及び国等は、次のとおり予防対策を実施するものとする。 

１１１１    北海道森林管理局北海道森林管理局北海道森林管理局北海道森林管理局、、、、北海道北海道北海道北海道    

海岸線及び内陸部における風害(霧害を含む)を防ぐため、海岸防災林造成事業や防風

林造成事業等の治山事業を推進するものとする。 

２２２２    北海道北海道北海道北海道    

農作物の風害予防のため、時期別･作物別の予防措置及び対策を指導するとともに、

耕地保全、作物の成育保護のため、耕地防風林の合理的な造成について指導するものと

する。 

３３３３    北海道北海道北海道北海道、、、、北斗市北斗市北斗市北斗市    

学校や医療機関等の応急対策上重要な施設の安全性の向上に配慮するものとする。 

４４４４    北斗市北斗市北斗市北斗市、、、、施設管理者施設管理者施設管理者施設管理者    

家屋その他建築物の倒壊等を防止するための緊急措置は、それぞれの施設管理者が行

うものであるが、状況に応じて市は施設管理者に対して、看板やアンテナ等の固定など

強風による落下防止対策等の徹底を図るものとする。 

 

 

 

 

 

道計画に準拠 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

第第第第６６６６節節節節    雪害予防計画雪害予防計画雪害予防計画雪害予防計画 

 

 大雪、なだれ等において迅速、かつ、的確な除雪を実施し、道路交通の確保及び消防体制

の確保等を図るための対策は、次のとおりとする。 

 

 

１１１１    路線別除雪実施責任者路線別除雪実施責任者路線別除雪実施責任者路線別除雪実施責任者 

  地域における道路交通の確保を必要と認める路線については、次の区分により除雪を分

担し実施する。 

（１）国道路線（函館開発建設部） 

（２）道道路線（函館土木現業所） 

（３）市道等（市、建設対策班） 

 

２２２２    雪害対策雪害対策雪害対策雪害対策のののの体制及体制及体制及体制及びびびび窓口窓口窓口窓口 

（１）平 日・・・・・・・・・・北斗市役所（土木課職員） 

（２）土、日、祝祭日・・・・・・北斗市役所（警備員、土木課職員） 

 

３３３３    雪害情報雪害情報雪害情報雪害情報のののの連絡体制連絡体制連絡体制連絡体制 

  第５章第１節「災害情報通信計画」に準ずる。 

 

４４４４    市道市道市道市道のののの交通確保交通確保交通確保交通確保 

  大雪により地域住民の交通に著しい支障がある場合は、速やかに除雪を実施するものと

する路線の緊急順位は次のとおりとする。 

（１）消防水利の存在する市道及び消防水利に通ずる市道 

（２）公共施設に通ずる市道 

（３）バス路線となっている市道 

（４）通学用道路となっている市道 

（５）交通量の多い市道及び産業用道路として重要な市道 

 

５５５５    除雪機械現有数除雪機械現有数除雪機械現有数除雪機械現有数 

  除雪に際しては、市有除雪機械のほか民間に委託をするものとする。 

  北斗市除雪機械現有数等、対象路線除雪の状況は、次のとおりである。 

（１）除雪機械の種別及び数量 

                            平成１８年９月３０日現在 

種   別 台  数 備   考 

７ｔダンプ ３ 台  

５．５ｔダンプ １ 台  

グレーダー ３ 台 大型２  小型１ 

ショベルローダ ４ 台 １１ｔ 

ロータリー除雪車 ２  台 大型１  小型１ 

ロータリー除雪装置 １  台   

 

第第第第１４１４１４１４節節節節    雪害予防計画雪害予防計画雪害予防計画雪害予防計画    

 

雪害に対処するための予防対策及び応急対策は、次のとおりとする。 

また、｢北海道雪害対策実施要綱｣に定めるところにより、市、道及び防災関係機関がそれ

ぞれ相互連携のもとに必要な対策を実施するものとする。 

 

第第第第１１１１    路線別除雪実施責任者路線別除雪実施責任者路線別除雪実施責任者路線別除雪実施責任者 

  地域における道路交通の確保を必要と認める路線については、次の区分により除雪を分

担し実施する。 

（１）国道路線（函館開発建設部） 

（２）道道路線（函館建設管理部） 

（３）市道等（市、建設対策班） 

 

第第第第２２２２    雪害対策雪害対策雪害対策雪害対策のののの体制及体制及体制及体制及びびびび窓口窓口窓口窓口 

（１）平 日・・・・・・・・・・北斗市役所（土木課職員） 

（２）土、日、祝祭日・・・・・・北斗市役所（警備員、土木課職員） 

 

第第第第３３３３    雪害情報雪害情報雪害情報雪害情報のののの連絡体制連絡体制連絡体制連絡体制 

  第５章第１節「災害情報通信計画」に準ずる。 

 

第第第第４４４４    市道市道市道市道のののの交通確保交通確保交通確保交通確保 

  大雪により地域住民の交通に著しい支障がある場合は、速やかに除雪を実施するものと

する路線の緊急順位は次のとおりとする。 

（１）消防水利の存在する市道及び消防水利に通ずる市道 

（２）公共施設に通ずる市道 

（３）バス路線となっている市道 

（４）通学用道路となっている市道 

（５）交通量の多い市道及び産業用道路として重要な市道 

 

第第第第５５５５    除雪体制除雪体制除雪体制除雪体制 

  除雪に際しては、市有除雪機械のほか民間に委託をするものとする。 

 

 削 除 

 

 

 

 

道計画に準拠 

(北海道雪害対策実施要綱に

よる対策の実施) 

 

 

 

 

 

機関名の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年度の変更があるため削

除 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

（２）民間委託車両 

歩道除雪車両  １０台 

車道除雪車両  ３７台 

 

（３）対象路線の除雪の状況（平成１７年度実績） 

       市道延長              ４５７．１  ㎞ 

       除雪実施市道延長      ３０４．４  ㎞ 

       実施率              ６６．６ ％ 

 

６６６６    積雪時積雪時積雪時積雪時におけるにおけるにおけるにおける消防対策消防対策消防対策消防対策 

   異常降雪、吹雪等のため消防車両の通行が停止し、又は停止するおそれのある場合は、

次の対策を講ずるものとする。 

（１）除雪車の出動要請 

     除雪車の出動が必要な場合の要請の方法は、次のとおりである。 

 

巡視警戒  通行障害確認 

 

積雪状況等確認 

北斗消防署 

 
除雪車の出動要請 

除雪車出動 

北斗市 

    （主管課  土木課） 

 

（２）雪捨場所 

     雪捨場所は毎年設定するものとし、交通の障害や溢水災害について十分配意して設定

するものとする。 

 

７７７７    孤立予想地域及孤立予想地域及孤立予想地域及孤立予想地域及びびびび医療及医療及医療及医療及びびびび助産対策助産対策助産対策助産対策 

  大雪時における孤立地域の食料供給、急患医療救護対策については、市有除雪機械の一

層の増強を図りあたるものとするほか、除雪民間委託業者の協力を得る。 

 

８８８８    なだれなだれなだれなだれ警戒対策警戒対策警戒対策警戒対策 

  建設対策班及び関係機関は、なだれ発生危険箇所の点検を実施し、標示板による標示を

行い住民に周知を図る。 

 

 

 削 除 

 

 

 

 削 除 

 

 

 

 

第第第第６６６６    積雪時積雪時積雪時積雪時におけるにおけるにおけるにおける消防対策消防対策消防対策消防対策 

   異常降雪、吹雪等のため消防車両の通行が停止し、又は停止するおそれのある場合は、

次の対策を講ずるものとする。 

（１）除雪車の出動要請 

     除雪車の出動が必要な場合の要請の方法は、次のとおりである。 

  ア 南渡島消防事務組合北斗消防署 

    巡視警戒により通行障害を確認した場合は、市土木課へ除雪車の出動を要請する。

（積雪状況等の報告を含む。） 

  イ 北斗市（土木課） 

    除雪車の出動要請を受けた場合は、迅速、かつ、適切な除雪を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）雪捨場所 

     雪捨場所は毎年設定するものとし、交通の障害や溢水災害について十分配意して設定

するものとする。 

 

第第第第７７７７    孤立予想地域及孤立予想地域及孤立予想地域及孤立予想地域及びびびび医療及医療及医療及医療及びびびび助産対策助産対策助産対策助産対策 

  大雪時における孤立地域の食料供給、急患医療救護対策については、市有除雪機械の一

層の増強を図りあたるものとするほか、除雪民間委託業者の協力を得る。 

 

第第第第８８８８    なだれなだれなだれなだれ警戒対策警戒対策警戒対策警戒対策 

  建設対策班及び関係機関は、なだれ発生危険箇所の点検を実施し、標示板による標示を

行い住民に周知を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記述方法を文章に変更 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

 

 

北海道雪害対策実施要綱北海道雪害対策実施要綱北海道雪害対策実施要綱北海道雪害対策実施要綱    

 

第第第第１１１１    目的目的目的目的    

この要綱は、北海道地域防災計画の定めるところにより、大雪、暴風雪及びなだれ等の

災害(以下、｢雪害｣という。)に対処するため、防災関係機関の実施事項を定めるとともに、

市町村との連携を図り、雪害対策の総合的な推進を図ることを目的とする。 

 

第第第第２２２２    防災会議防災会議防災会議防災会議のののの体制体制体制体制    

１１１１    連絡部連絡部連絡部連絡部のののの設置設置設置設置    

雪害に関する予防対策及び応急対策の円滑な実施を図るため、北海道防災会議に次の

機関で構成する｢北海道雪害対策連絡部｣（以下、｢連絡部｣という。)を設置する。 

北海道開発局、北海道農政事務所、北海道運輸局、札幌管区気象台、陸上自衛隊北部

方面総監部、北海道警察本部、北海道、公益財団法人北海道消防協会、全国消防長会北

海道支部、東日本高速道路株式会社北海道支社、北海道旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄

道株式会社北海道支社、日本放送協会札幌放送局、東日本電信電話株式会社北海道支店、

日本赤十字社北海道支部、北海道電力株式会社 

２２２２    設置期間設置期間設置期間設置期間    

１１月１日から３月３１日まで 

３３３３    連連連連絡部絡部絡部絡部のののの任務任務任務任務    

連絡部の任務は、次のとおりとする。 

（１）雪害に関する各種情報の収集等 

（２）雪害対策における関係機関相互の緊密な連絡調整及び迅速な情報の交換 

（３）雪害に対処するための除雪機械等に関する資料の収集 

（４）雪害時における定時報告 ９時 １３時 １７時 

（５）その他雪害対策に必要な事項 

４４４４    連絡部連絡部連絡部連絡部のののの招集招集招集招集    

連絡部の招集は、雪害に関する気象等警報・注意報並びに情報等が発表され、事務局

が札幌管区気象台と協議して、必要と認めたときに行う。 

また、事務局は必要に応じて、雪害による交通障害対策に迅速かつ的確に当たるため、

連絡部関係機関の職員の招集を求めることができる。 

５５５５    連絡部連絡部連絡部連絡部のののの運営運営運営運営    

連絡部は、連絡部を構成する機関の職員のうちから、当該機関の長が指名する職員を

もって運営する。連絡部の事務局は、北海道総務部危機対策局危機対策課内に置く。 

 

第第第第３３３３    対策実施目標対策実施目標対策実施目標対策実施目標    

雪害対策の期間及び実施目標は、次のとおりとする。 

１ 第一次目標 

（１）期間 １１月～１２月中旬 

（２）目標 除雪機械車両等の整備点検 

２ 第二次目標 

（１）期間 １２月～３月 

（２）目標豪雪等雪害に対処する除雪･排雪の推進 
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第第第第４４４４    防災関係機関防災関係機関防災関係機関防災関係機関のののの予防対策予防対策予防対策予防対策    

１１１１    気象観測及気象観測及気象観測及気象観測及びびびび情報収集情報収集情報収集情報収集    

（１）札幌管区気象台 

札幌管区気象台は、必要と認める場合は観測資料及び雪害に関係のある警報・注意

報並びに情報等を連絡部に通報する。また、気象官署及びアメダスで観測した積雪に

ついて、１２月２０日から翌年４月１０日までの毎日、積雪速報を作成し、札幌管区

気象台のホームページに掲載することをもって通報に代える。なお、積雪の状況等に

より北海道総務部危機対策局危機対策課と協議して、開始日及び終了日を変更するこ

とがある。 

（２）北海道開発局 

北海道開発局は、事務所及び事業所等で観測する積雪状況等を把握し、その状況に

より災害の発生が予想される場合は、連絡部へ通報する。 

（３）北海道旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社北海道支社 

北海道旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社北海道支社(以下｢北海道旅客

鉄道株式会社等｣という。)は、駅等で観測する積雪状況等を把握し、その状況により

列車ダイヤに大きな支障が予想される場合は、連絡部へ通報する。 

（４）北海道 

北海道は、出張所等で観測する積雪状況等を把握し、その状況により災害が予想さ

れる場合は、連絡部へ通報する。 

また、関係機関及び民間企業や地域住民等から地域的な異常気象の情報等の提供を

受け、その状況により災害の発生が予想される場合は、連絡部へ通報する。 

（５）東日本高速道路株式会社北海道支社 

東日本高速道路株式会社北海道支社は、事務所及び事業所等で気象監視用カメラ等

で把握した積雪状況等により災害の発生が予想される場合は、連絡部へ通報する。 

２２２２    交通交通交通交通、、、、通信通信通信通信、、、、送電及送電及送電及送電及びびびび食料食料食料食料のののの確保確保確保確保    

（１）北海道開発局 

北海道開発局が管理する道路で冬期間 24時間体制で除雪作業を行い交通の確保を

保つ。 

（２）北海道 

北海道が管理する道路で冬期間除雪を行い、除雪作業による交通確保目標は路線の

区分に応じて次のとおりである。なお、夜間除雪を実施しない区間には、看板を設置

し、夜間除雪未実施についての周知に努める。 

 

種 類 標準交通量 除雪目標 

第１種 1,000 台/日以上 

２車線以上の幅員確保を原則とし、異常な降雪時以外は、

交通を確保する。 

異常降雪等においては、極力２車線確保を図る。 

第２種 
300 台/日以上 

1,000 台/日未満 

２車線(5.5m)以上の幅員確保を原則とし、夜間除雪は実施

しない。 

異常降雪等においては、極力１車線以上の確保を図る。 

第３種 300 台/日未満 

２車線幅員を確保することを原則とし、夜間除雪は実施し

ない。状況によっては１車線(4.0m)幅員で待避所を設ける。 

異常降雪時においては、一時通行止めとすることもやむを

得ないものとする。  
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（３）東日本高速道路株式会社北海道支社 

東日本高速道路株式会社北海道支社が管理する道路で冬期間２４時間体制で除雪

作業を行い交通の確保を保つ。 

（４）北海道警察本部 

北海道警察は、雪害による交通の混乱を防ぐため、必要により道路管理者と協議の

うえ通行の禁止、制限等の措置を講ずるものとする。 

（５）北海道旅客鉄道株式会社等 

北海道旅客鉄道株式会社等は、雪害による列車ダイヤに支障を来さないよう除雪に

努めるものとする。なお、雪害時においては、通勤、通学及び緊急必需物資の輸送に

重点を置くものとする。 

（６）東日本電信電話株式会社北海道支店 

東日本電信電話株式会社北海道支店は、雪害により電気通信に支障を来さないよう

必要な措置を講ずるものとする。 

（７）北海道電力株式会社 

北海道電力株式会社は、着氷雪、風圧及び荷重に耐える設備の増強を図り、雪害に

より送電に支障を来さないよう努めるものとする。 

（８）北海道農政事務所 

北海道農政事務所は、応急用食料の調達・供給に関する連絡調整等を行うものとす

る。 

（９）北海道運輸局 

北海道運輸局は、雪害時における旅客及び貨物の円滑な輸送の確保に努めるものと

する。 

３３３３    なだれなだれなだれなだれ防止策防止策防止策防止策    

住民に被害を及ぼすおそれのある、なだれの発生が予想される箇所を地域住民に周知

させるため、関係機関は、自己の業務所管区域のなだれの発生が予想される箇所に、標

示板による標示を行う等の措置を講ずるものとする。 

（１）北海道開発局 

北海道開発局は、なだれ発生の可能性が想定される箇所について、随時パトロール

を実施するとともに、必要に応じてなだれ防止柵設置等の整備に努めるものとする。 

（２）北海道 

北海道は、標示板による標示を行うほか、なだれの発生が予想される箇所の巡視を

強化するものとする。 

（３）北海道旅客鉄道株式会社等 

北海道旅客鉄道株式会社等は、なだれの発生が予想される地点に、防護柵を設置す

る等の防災設備の増加に努めるとともに、状況に応じ線路警戒運転規制を実施し、列

車運転の安全を期するものとする。 

４４４４    排雪排雪排雪排雪    

道路管理者は、排雪に伴う雪捨場の設定に当たっては、特に次の事項に留意するもの

とする。 

（１）雪捨場は、交通に支障のない場所を設定すること、止むを得ず道路側面等を利用す

る場合は、車両の待避場を設ける等交通の妨げにならないよう配意するものとする。 

（２）河川等を利用し、雪捨場を設定する場合は、河川の流下能力の確保に努め、溢水災

害等の発生防止に十分配意するものとする。 
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５５５５    住民住民住民住民へのへのへのへの啓発啓発啓発啓発    

連絡部の各機関は、日ごろからそれぞれの立場において、又は関係機関と連携・協力

して雪害による被害防止に関する情報を住民に対し周知・啓発することに努めるものと

する。 

 

第第第第５５５５    防災関係機関防災関係機関防災関係機関防災関係機関のののの警戒体制警戒体制警戒体制警戒体制    

１１１１    北海道開発局北海道開発局北海道開発局北海道開発局    

（１）北海道開発局は、気象官署の発する気象等警報・注意報並びに情報等や現地指定観

測所の情報等を勘案し、必要と認める場合は、北海道開発局防災対策事務規程の定め

る体制に入るとともに、自己の管理する地域の状況の把握に努めるとともに、市町村

に対し、積極的な防災支援を講ずるものとする。 

（２）雪害の発生が予想されるときは、必要により通行禁止、制限等の通行規制を行う等

所要の対策を講ずるものとする。 

２２２２    北海道北海道北海道北海道    

（１）北海道は、気象官署の発する気象等警報・注意報並びに情報等や現地指定観測所の

情報等を勘案し、必要と認める場合は、北海道地域防災計画に定める非常配備体制に

入るとともに、道関係出先機関に対し警戒体制を指示するものとする。 

なお、状況に応じ自己の管理する地域へ連絡員を派遣し、状況の把握に努めるとと

もに、市町村に対し、積極的な防災支援を講ずるものとする。 

（２）雪害の発生が予想されるときは、必要により通行禁止、制限等の通行規制を行う等

所要の対策を講ずるものとする。 

（３）雪害の発生が予想される場合は、必要によりＮＨＫ及び関係報道機関に対して住民

に向けた注意喚起等の放送要請等、所要の対策を講ずるものとする。 

３３３３    東日本高速道路株式会社北海道支社東日本高速道路株式会社北海道支社東日本高速道路株式会社北海道支社東日本高速道路株式会社北海道支社    

東日本高速道路株式会社北海道支社は、気象官署の発する気象等警報・注意報並びに

情報等や現地気象観測所の情報並びに現地巡回等の情報等を勘案し、必要と認める場合

は、東日本高速道路株式会社北海道支社雪氷対策要領に定める体制に入り交通の確保に

努めるものとする。 

４４４４    北海道警察本部北海道警察本部北海道警察本部北海道警察本部    

北海道警察は、雪害の発生が予想されるときは、北海道警察災害警備計画に定める体

制を整えるものとし、必要により道路管理者と協議のうえ、通行の禁止、制限等所要の

対策を講ずるものとする。 

５５５５    北海道旅客鉄道株式会社等北海道旅客鉄道株式会社等北海道旅客鉄道株式会社等北海道旅客鉄道株式会社等    

北海道旅客鉄道株式会社等は、雪害の発生が予想されるときは、警備体制に入り、そ

の状況により、除雪に要する人員の確保、運転規制等を実施するものとする。 

６６６６    東日本電信電話株式会社北海道支店東日本電信電話株式会社北海道支店東日本電信電話株式会社北海道支店東日本電信電話株式会社北海道支店    

東日本電信電話株式会社北海道支店は、雪害の発生が予想されるときは、警戒体制に

入り、その状況により、巡視点検、安全上必要な防護、要員の配置等を実施し、電気通

信の確保に努めるものとする。 

７７７７    北海道電力株式会社北海道電力株式会社北海道電力株式会社北海道電力株式会社    

北海道電力株式会社は、雪害の発生が予想されるときは、当該管轄地域毎に警戒体制

に入り、状況により臨時巡視するとともに、既に配備済の復旧資器材の点検、整備及び

人員の確保等に努めるものとする。 
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８８８８    ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ及及及及びびびび関係報道機関関係報道機関関係報道機関関係報道機関    

ＮＨＫ及び関係報道機関は、雪害に関する情報を積極的に報道し、一般住民の雪害に

対する注意喚起及び緊急時の避難等について所要の報道体制を整えるものとする。 

９９９９    そのそのそのその他他他他のののの機関機関機関機関    

その他の機関は、それぞれの立場において雪害発生時における応急措置の体制を整え

るものとする。 

 

第第第第６６６６    避難救出措置等避難救出措置等避難救出措置等避難救出措置等    

１１１１    北海道北海道北海道北海道    

（１）雪害の発生により応急対策を実施する場合は、当該市町村と緊密な連絡をとり、北

海道地域防災計画の定めるところにより、避難、救出、給水、食料供給及び防疫等に

万全の措置を講ずるものとする。 

（２）雪害の状況により必要があると認める場合は、自衛隊の災害派遣を要請するものと

する。 

２２２２    北海道警察本部北海道警察本部北海道警察本部北海道警察本部    

（１）雪害により住民の生命身体に危険が及ぶことが予想されるときは、自主避難を勧め

るとともに、急を要するときで、市町村長が避難の指示ができないと認めるとき、又

は、市町村長から要請のあったときは、避難を指示して誘導するものとする。 

（２）雪害による被害者の救出、行方不明者の捜索を実施するものとする。 

 

第第第第７７７７    災害対策本部災害対策本部災害対策本部災害対策本部のののの設置等設置等設置等設置等    

雪害により防災関係機関が災害対策本部を設置したときは、連絡部にその状況を通報す

るものとする。連絡部は、その状況を他の防災関係機関に連絡し、災害対策の一本化を図

るものとする。 

 

第第第第８８８８    総合振興局又総合振興局又総合振興局又総合振興局又はははは振興局地域災害対策連絡協議会振興局地域災害対策連絡協議会振興局地域災害対策連絡協議会振興局地域災害対策連絡協議会のののの体制体制体制体制    

総合振興局又は振興局地域災害対策連絡協議会は、本要綱に準じ、雪害対策地方連絡部

を設置する等、雪害に対処する所要の措置を講ずるとともに管下市町村における雪害対策

の積極的な指導を実施するものとする。 

    

第第第第９９９９    市町村市町村市町村市町村のののの体制体制体制体制    

市町村は、雪害対策を積極的に実施するため、本要綱に準じ、所要の対策を講ずるとと

もに、特に次の事項につき十分留意するものとする。 

１ 雪害対策の体制及び窓口を明確にすること。 

２ 雪害情報の連絡体制を確立すること。 

３ 災害警戒区域等の警戒体制を確立すること。 

４ 積雪における消防体制を確立すること。 

５ 雪害発生時における避難、救出、給水、食料、燃料等の供給及び防疫等の応急措置の

体制を整えること。 

６ 孤立予想地域に対しては、次の対策を講ずること。 

（１）食料、燃料等の供給対策 

（２）医療助産対策 

（３）応急教育対策 
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現 行 修正案 備  考 

 

 

    

７ 除雪機械、通信施設の整備点検を行うこと。 

８ 雪捨場の設定にあたっては、交通障害及び溢水災害等の発生防止について十分配慮す

ること。 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

第第第第７７７７節節節節    融雪災害予防計画融雪災害予防計画融雪災害予防計画融雪災害予防計画 

 

 融雪による災害の対処は、次のとおりとする。 

 

 

 

１１１１    気象情報気象情報気象情報気象情報のののの把握把握把握把握     

  受領周知責任者（総務課長）は、気象官署等関係機関との緊密な連絡をもとに、降雪量、

低気圧の発生及び経路、降雨、気温の上昇等の気象状況に留意し、融雪出水の予測に努め

るものとする。 

 

２２２２    重要水防区域等重要水防区域等重要水防区域等重要水防区域等のののの警戒警戒警戒警戒     

  本章第１節「重要警戒区域及び整備計画」の定める警戒区域の危険を事前に察知し、被

害の拡大を防ぐため、次により万全の措置を講ずる。 

（１）建設対策班及び消防対策班は、常時巡視警戒を行い、その状況を随時受領周知責任者

に報告する。 

（２）建設対策班（土木課班）及び関係機関は、なだれ、積雪等により河道が著しく狭めら

れ被害発生が予測される場所、又は流水等により橋梁の決壊を防止するため、常に河道

内及び側溝等の障害物の除去に努め流下能力の確保を図る。 

（３）水防活動を迅速、かつ、効率的に行うため、現有水防資材の整備点検を随時行い、水

防資材の確保に努める。 

（４）避難収容施設は、本章９節「避難体制整備計画」の定めるところによる。 

（５）建設対策班（土木課班）及び関係機関は、なだれ、積雪、滞溜水等により道路交通が

阻害されるおそれがあるときは、道路の除雪及び結氷の破砕等障害物の除去に努め、交

通の確保を図る。 

（６）融雪出水に際し、住民の十分な協力が得られるよう日頃から広報紙等を活用して水防

思想の普及徹底に努める。 

 

３３３３    融雪融雪融雪融雪にににに伴伴伴伴うううう水防活動水防活動水防活動水防活動 

  融雪水に伴い水防作業を必要とする事態が発生したときは、建設対策班及び消防対策

班、消防団は被害を未然に防止、又は被害の拡大を防ぐため、水量、流速、流域等の状況

を考慮して可能な限り最も適切な水防工法等を選択し作業を実施する。 

 

 

    

第第第第１１１１５５５５節節節節    融雪災害予防計画融雪災害予防計画融雪災害予防計画融雪災害予防計画    

    

融雪災害に対処するための予防対策及び応急対策は、次のとおりとする。 

また、｢北海道融雪災害対策実施要綱｣に定めるところにより、市、道及び防災関係機関が

それぞれ相互連携のもとに必要な対策を実施するものとする。 

 

第第第第１１１１    気象情報気象情報気象情報気象情報のののの把握把握把握把握     

  受領周知責任者（総務課長）は、気象官署等関係機関との緊密な連絡をもとに、降雪量、

低気圧の発生及び経路、降雨、気温の上昇等の気象状況に留意し、融雪出水の予測に努め

るものとする。 

 

第第第第２２２２    重要水防区域等重要水防区域等重要水防区域等重要水防区域等のののの警戒警戒警戒警戒     

  災害が予想される本市の警戒区域の危険を事前に察知し、被害の拡大を防ぐため、次に

より万全の措置を講ずる。 

（１）建設対策班及び消防対策班は、常時巡視警戒を行い、その状況を随時受領周知責任者

に報告する。 

（２）建設対策班（土木課班）及び関係機関は、なだれ、積雪等により河道が著しく狭めら

れ被害発生が予測される場所、又は流水等により橋梁の決壊を防止するため、常に河道

内及び側溝等の障害物の除去に努め流下能力の確保を図る。 

（３）水防活動を迅速、かつ、効率的に行うため、現有水防資材の整備点検を随時行い、水

防資材の確保に努める。 

（４）避難収容施設は、本章６節「避難体制整備計画」の定めるところによる。 

（５）建設対策班（土木課班）及び関係機関は、なだれ、積雪、滞溜水等により道路交通が

阻害されるおそれがあるときは、道路の除雪及び結氷の破砕等障害物の除去に努め、交

通の確保を図る。 

（６）融雪出水に際し、住民の十分な協力が得られるよう日頃から広報紙等を活用して水防

思想の普及徹底に努める。 

 

第第第第３３３３    融雪融雪融雪融雪にににに伴伴伴伴うううう水防活動水防活動水防活動水防活動 

  融雪水に伴い水防作業を必要とする事態が発生したときは、建設対策班及び消防対策

班、消防団は被害を未然に防止、又は被害の拡大を防ぐため、水量、流速、流域等の状況

を考慮して可能な限り最も適切な水防工法等を選択し作業を実施する。 

 

 

 

 

道計画に準拠 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

 

    

北海道融雪災害対策実施要綱北海道融雪災害対策実施要綱北海道融雪災害対策実施要綱北海道融雪災害対策実施要綱    

 

第第第第１１１１    目的目的目的目的    

この要綱は、北海道地域防災計画の定めるところにより融雪災害に対処する防災関係機

関の実施事項を定めるとともに、市町村との連携を図り、融雪災害対策の総合的な推進を

図ることを目的とする。 

 

第第第第２２２２    防災会議防災会議防災会議防災会議のののの体制体制体制体制    

１１１１    連絡部連絡部連絡部連絡部のののの設置設置設置設置 

融雪災害に関する予防対策及び応急対策の円滑な実施を図るため、北海道防災会議に

次の機関で構成する｢北海道融雪災害対策連絡部｣(以下｢連絡部｣という。）を設置する。 

北海道開発局、北海道運輸局、札幌管区気象台、陸上自衛隊北部方面総監部、北海道

警察本部、北海道、公益財団法人北海道消防協会、全国消防長会北海道支部、東日本高

速道路株式会社北海道支社、東日本電信電話株式会社北海道支店、日本放送協会札幌放

送局、電源開発株式会社北海道支店、北海道旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社

北海道支社、北海道電力株式会社 

２２２２    設置期間設置期間設置期間設置期間    

３月１５日から６月１５日まで 

３３３３    連絡部連絡部連絡部連絡部のののの任務任務任務任務    

（１）融雪災害対策に関する各種情報の収集 

（２）融雪災害対策に関する関係機関相互の連絡調整及び情報交換 

（３）融雪災害時における定時報告 ９時、１３時、１７時 

（４）その他融雪災害対策に必要な事項 

４４４４    連絡部連絡部連絡部連絡部のののの招集招集招集招集    

連絡部は、北海道防災会議常任幹事である北海道総務部危機対策局危機対策課長が必

要と認めた場合に招集する。 

５５５５    連絡部連絡部連絡部連絡部のののの運営運営運営運営    

連絡部は、連絡部を構成する機関のうちから、当該機関の長が指名する職員をもって

運営する。 

連絡部の事務局は、北海道総務部危機対策局危機対策課内に置く。 

 

第第第第３３３３    予防対策予防対策予防対策予防対策    

１１１１    気象情報及気象情報及気象情報及気象情報及びびびび積雪状況積雪状況積雪状況積雪状況のののの把握把握把握把握    

（１）札幌管区気象台は、積雪状況等の観測資料及び融雪災害に関する気象等警報・注意

報並びに情報等を連絡部及び関係機関に通報するものとする。 

また、気象官署及びアメダスで観測した積雪について、3月 15 日から 4月 10 日まで

の毎日、積雪速報を作成し、札幌管区気象台のホームページに掲載することをもって

通報に代える。 

なお、積雪の状況等により北海道総務部危機対策局危機対策課と協議して、終了日

を変更することがある。 

（２）北海道旅客鉄道株式会社は、所属の観測所が観測した積雪に関する情報等を随時気

象官署に通報するものとする。 

また、道路管理者は、パトロール等により確認した積雪・融雪に関する情報等につ

いて、必要に応じ気象官署に通報するものとする。 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

  

（３）連絡部は、積雪状況及び融雪状況を把握するため、随時現地調査を実施するほか、

必要と認める場合は、航空査察を実施するものとする。 

２２２２    融雪出水対策融雪出水対策融雪出水対策融雪出水対策    

（１）北海道開発局及び北海道は、融雪出水期における警戒地域を調査して連絡部に通報

するとともに、関係市町村等と事前に予防対策を樹立し、常に警戒に当たるものとし、

水防用資器材及び通信機材の整備点検を行うものとする。 

（２）河川管理者は、河川が融雪、結氷、捨雪及びじんかい等により河道が著しく狭めら

れ出水による災害が予想される場合は、融雪出水前に河道内の除雪、結氷の破砕等障

害物の除去に努め、あわせて、樋門、樋管等河川管理施設の整備点検を十分行うとと

もに、堰、水門等河川工作物の管理者並びに河川の上流部に集積している木材の搬出

等について関係者に指導を行い、流下能力の確保を図るものとする。 

（３）ダム、貯水池等(以下｢ダム等｣という。）水防上重要な施設の管理者(以下｢ダム管理

者等｣という。)は融雪出水前に管理施設の整備点検を十分行うとともに、ダム等の放

流を行う場合は、ダム等操作規則等に基づき下流に急激な水位の変動を生じないよう

留意し、関係機関及び地域住民への伝達が的確かつ迅速に行われるよう、通報体制の

確立を図るものとする。 

３３３３    なだれなだれなだれなだれ等対策等対策等対策等対策    

（１）道路管理者は、なだれ発生の可能性が想定される箇所について、パトロールを行う

とともに、地域住民、生徒、児童及びドライバーに対し、新聞、テレビ、ラジオ等を

利用して広報活動を積極的に行うものとする。 

また、気象情報を把握し、なだれの発生が予想される場合は、関係機関との緊密な

連絡を保ち、迅速に当該道路の通行規制等の措置を講ずるものとする。 

（２）北海道旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社北海道支社は、常になだれの発

生が予想される地点の状況の把握に努め、状況に応じ線路警戒、運転規制を実施し、

列車の安全運転を期するものとする。 

（３）関係防災機関は、融雪期に警戒が必要ながけ崩れ及び地すべり等について、日ごろ

から市町村等と連携して住民に対する啓発に努めるとともに必要な措置を講ずるもの

とする。 

４４４４    交通交通交通交通のののの確保確保確保確保    

道路管理者は、積雪、捨雪及びじんかい等により道路側溝の機能が低下し、溢水災害

が発生するのを防止するため、融雪出水前に道路側溝内の障害物の除去に努め、排水能

力の確保を図るものとする。 

５５５５    通信及通信及通信及通信及びびびび送電送電送電送電のののの確保確保確保確保    

東日本電信電話株式会社北海道支店及び北海道電力株式会社は、融雪出水及びなだれ

により電気通信及び送電に支障を来さないよう十分配慮するものとする。 

６６６６    広報活動広報活動広報活動広報活動    

（１）防災関係機関は、融雪出水に際し、住民の水防に対する協力が十分得られるよう、

あらゆる広報媒体を通じ、水防思想の普及徹底に努めるものとする。 

（２）日本放送協会札幌放送局及び関係報道機関は、融雪に関する情報を積極的に報道し

住民の融雪出水、なだれ等に関する注意を喚起し、緊急時の避難等について、所要の

報道体制を整えるものとする。 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

  

第第第第４４４４    応急対策応急対策応急対策応急対策    

１１１１    防災関係機関防災関係機関防災関係機関防災関係機関のののの措置措置措置措置    

防災関係機関は、融雪出水、なだれ等による災害が発生した場合は、直ちにその状況

を連絡部に通報するとともに関係機関と緊密な連携を保ち、所要の措置を講ずるものと

する。 

２２２２    避難避難避難避難・・・・救出等救出等救出等救出等のののの措置措置措置措置    

（１）北海道は、融雪災害の発生により応急対策を実施する場合は、当該市町村と緊密な

連絡をとり北海道地域防災計画の定めるところにより避難、救出、給水、食料供給及

び防疫等に万全の措置を講ずるものとし、災害の態様により必要と認める場合は、自

衛隊の災害派遣を要請するものとする。 

（２）北海道警察本部は、融雪、なだれ、がけ崩れ及び地すべり等の災害により住民の生

命、身体に危険が及ぶことが予想されるときは、自主避難を勧めるとともに急を要す

るときで市町村長の指示ができないと認めるとき、又は市町村長からの要請があった

ときは避難を指示して誘導するものとする。 

 

第第第第５５５５    災害対策本部災害対策本部災害対策本部災害対策本部のののの設置等設置等設置等設置等    

融雪災害により防災関係機関が災害対策本部を設置したときは、連絡部にその状況を通

報するものとする。連絡部は、その状況を他の防災関係機関に連絡し、災害対策の一本化

を図るものとする。 

 

第第第第６６６６    総合振興局総合振興局総合振興局総合振興局・・・・振興局地域災害対策連絡協議会振興局地域災害対策連絡協議会振興局地域災害対策連絡協議会振興局地域災害対策連絡協議会のののの体制体制体制体制    

総合振興局・振興局地域災害対策連絡協議会は、本要綱に準じ、融雪災害対策地方連絡

部を設置するなど、融雪災害に対処する所要の措置を講ずるとともに、管下市町村におけ

る融雪災害対策の積極的な指導を行うものとする。 

 

第第第第７７７７    市町村市町村市町村市町村のののの体制体制体制体制    

市町村は、融雪災害対策を積極的に実施するため、本要綱に準じ所要の措置を講ずると

ともに、特に次の事項に十分留意するものとする。 

１ 融雪災害対策の体制及び窓口を明確にすること。 

２ 気象情報及び融雪状況の把握に努め、連絡体制を確立すること。 

３ 融雪出水、なだれ、がけ崩れ、地すべり発生予想箇所の警戒体制を確立すること。 

４ 融雪出水前に河道内の除雪、結氷の破砕等障害物の除去に努め、流下能力の確保を図

ること。 

５ 融雪災害時に適切な避難勧告･指示ができるようにしておくこと。 

６ 災害の発生又は発生のおそれのある場合における連絡体制及び出動体制並びに避

難・救助体制を確立すること。 

７ 水防資器材、通信連絡施設の整備点検を行うこと。 

８ 道路側溝及び排水溝などの流下能力確保のため、住民協力による氷割デー、河道清掃

デー等の設定に努めること。 

９ 融雪出水に際し、住民の水防に対する協力が得られるよう、水防思想の普及徹底に努

めること。 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

第第第第１４１４１４１４節節節節    積雪積雪積雪積雪・・・・寒冷対策計画寒冷対策計画寒冷対策計画寒冷対策計画 

 

積雪・寒冷期において災害が発生した場合には、積雪により被害が拡大したり、避難場所

や避難路確保などに支障をきたすおそれがある。 

このため、市や防災関係機関は、積雪・寒冷対策を推進することにより被害の軽減に努め

る。 

 

１１１１    積雪対策積雪対策積雪対策積雪対策のののの推進推進推進推進 

  市は国、北海道、防災関係機関と相互に連携協力し、除排雪体制の整備、雪に強いまち

づくり等総合的かつ長期的な雪対策の確立と雪害防止に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２２２    交通交通交通交通のののの確保確保確保確保 

  災害発生時には、防災関係機関による緊急輸送等の応急対策を円滑に実施するため、道

路交通の緊急確保を図ることが重要であることから、各道路管理者は除雪体制を強化し、

日常生活道路の確保を含め多面的な道路交通確保対策を推進する。 

 

（１）除雪体制の強化 

   道路管理者は、一般国道、道道及び市道の整合性のとれた除雪体制を強化するため、

相互の緊密な連携のもとに除雪計画を策定し、自然条件に適合した除雪機械の増強に努

める。 

 

 

第第第第１６１６１６１６節節節節    積雪積雪積雪積雪・・・・寒冷対策計画寒冷対策計画寒冷対策計画寒冷対策計画    

    

積雪・寒冷期において災害が発生した場合、他の季節に発生する災害に比べて、積雪によ

る被害の拡大や避難場所、避難路の確保等に支障を生じることが懸念される。 

このため、市、道及び防災関係機関は、積雪・寒冷対策を推進することにより、積雪・寒

冷期における災害の軽減に努める。 

 

第第第第１１１１    積雪対策積雪対策積雪対策積雪対策のののの推進推進推進推進    

積雪期における災害対策は、除排雪体制の整備、雪に強いまちづくり等、総合的、長期

的な雪対策の推進により確立される。 

このため、市、道及び防災関係機関は、｢北海道雪害対策実施要綱｣に基づき、相互に連

携協力して実効ある雪対策の確立と雪害の防止に努める。 

 

第第第第２２２２    避難救出措置等避難救出措置等避難救出措置等避難救出措置等    

１１１１    北斗市北斗市北斗市北斗市    

市は、積雪・寒冷対策を積極的に実施するため、北海道雪害対策実施要綱に準じ、所

要の対策を講ずるとともに、特に次の事項につき十分留意するものとする。 

（１）積雪・寒冷期に適切な避難勧告･指示ができるようにしておくこと。 

（２）災害発生時における避難、救出、給水、食糧、燃料供給及び防疫等の応急措置の体

制を整えること。 

２２２２    北海道北海道北海道北海道    

（１）災害の発生により応急対策を実施する場合は、市と緊密な連絡をとり、北海道地域

防災計画の定めるところにより、避難、救出、給水、食糧、燃料供給及び防疫等に万

全の措置を講ずるものとする。 

（２）災害の状況により必要があると認める場合は、自衛隊の災害派遣を要請するものと

する。 

３３３３    北海道警察北海道警察北海道警察北海道警察    

（１）災害により住民の生命身体に危険が及ぶことが予想されるときは、自主避難を勧め

るとともに、急を要するときで、市長が避難の指示ができないと認めるとき、又は、

市長から要請のあったときは、避難を指示して誘導するものとする。 

（２）災害による被害者の救出、行方不明者の捜索を実施するものとする。 

 

第第第第３３３３    交通交通交通交通のののの確保確保確保確保    

１１１１    道路交通道路交通道路交通道路交通のののの確保確保確保確保    

災害発生時には、防災関係機関の行う緊急輸送等の災害応急対策の円滑な実施を図る

ため、道路交通の緊急確保を図ることが重要である。 

このため、市、道及び北海道開発局等の道路管理者は、除雪体制を強化し、日常生活

道路の確保を含めた面的な道路交通確保対策を推進する。 

（１）除雪体制の強化 

ア 道路管理者は、一般国道、道道、市道及び高速自動車国道の整合のとれた除雪体

制を強化するため、相互の緊密な連携の下に除雪計画を策定する。 

イ 道路管理者は、除雪の向上を図るため、地形や積雪の状況等自然条件に適合した

除雪機械の増強に努める。 

 

 

 

道計画に準拠 

 

 

 

 

同上 

 

 

 

 

 

同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同上 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

（２）道路整備の促進 

   道路管理者は、冬期交通の確保を図るため道路や施設の整備を推進し、雪崩等による

交通障害を予防するため、スノーシェッド、雪崩防止棚等の設置を促進する。 

 

 

（３）航空輸送の確保 

   道路交通の一時的なマヒによる豪雪山間地集落の孤立に備え、孤立が予想される集落

の近隣におけるヘリポート適地の除雪体制の強化に努める。 

 

 

 

 

 

３３３３    雪雪雪雪にににに強強強強いまちづくりのいまちづくりのいまちづくりのいまちづくりの推進推進推進推進 

（１）家屋倒壊の防止 

   道及び市は、住宅の耐震性を確保し、屋根雪荷重の増大による家屋倒壊等を防止する

ため、建築基準法等の遵守の指導に努める。 

   また、自力での屋根雪処理が困難な世帯に対しては、除雪ボランティアの協力など、

地域の相互扶助体制の確立を図る。 

（２）積雪期における避難場所・避難路の確保 

   市及び防災関係機関は、指定避難場所とその周辺及び避難路の除雪に努める。 

 

４４４４    寒冷対策寒冷対策寒冷対策寒冷対策のののの推進推進推進推進 

（１）避難所対策 

   市は、避難所における暖房器具や燃料のほか、積雪期を想定した資機材（長靴、防寒

具除雪器具、救出用スノーボード等）の備蓄に努める。 

      また、電力供給の遮断に備え、非常電源等のバックアップ設備の整備に努める。 

（２）被災者及び避難者対策 

   市は、被災者及び避難者に対する防寒用品の整備と備蓄に努める。 

   また、応急仮設住宅については、積雪のため早期着工が困難となり避難生活が長期化

することが予想されるため、被災者及び避難者の生活確保のための長期対策を講ずる。    

 

 

（２）積雪寒冷地に適した道路整備の推進 

ア 道路管理者は、冬期交通の確保を図るための道路の整備を推進する。 

イ 道路管理者は、雪崩や地吹雪等による交通障害を予防するため、雪崩防止柵や防

雪柵等防雪施設の整備を推進する。 

 

２２２２    航空輸送航空輸送航空輸送航空輸送のののの確保確保確保確保    

災害による道路交通の一時的なマヒにより、豪雪山間地では孤立する集落が発生する

ことが予想される。道及び防災関係機関は、孤立集落に対するヘリコプター等による航

空輸送の確保を図る。 

（１）緊急時ヘリポｰトの確保 

市及び道は、孤立が予想される集落のヘリポート確保を促進するとともに、除雪体

制の強化を図る。 

 

第第第第４４４４    雪雪雪雪にににに強強強強いまちづくりのいまちづくりのいまちづくりのいまちづくりの推進推進推進推進    

１１１１    家屋倒壊家屋倒壊家屋倒壊家屋倒壊のののの防止防止防止防止    

市及び道は、住宅の耐震性を確保し、屋根雪荷重の増大による家屋倒壊等を防止する

ため、建築基準法等の遵守の指導に努める。 

また、自力での屋根雪処理が不可能な世帯に対して、ボランティアの協力体制等、地

域の相互扶助体制の確立を図る。 

２２２２    積雪期積雪期積雪期積雪期におけるにおけるにおけるにおける避難場所避難場所避難場所避難場所、、、、避難路避難路避難路避難路のののの確保確保確保確保    

市、道及び防災関係機関は、積雪期における避難所、避難路の確保に努める。 

 

第第第第５５５５    寒冷対策寒冷対策寒冷対策寒冷対策のののの推進推進推進推進    

１１１１    被災者及被災者及被災者及被災者及びびびび避難者対策避難者対策避難者対策避難者対策    

市は、被災者及び避難者に対する防寒用品の整備、備蓄に努める。 

２２２２    避難所避難所避難所避難所対策対策対策対策    

市は、避難所における暖房等の需要の増大が予想されるため、電源を要しない暖房器

具、燃料のほか、積雪期を想定した資機材(長靴、防寒具、スノーダンプ、スコップ、

救出用スノーボード等)の備蓄に努める。 

また、電力供給が遮断された場合における暖房設備の電源確保のため、非常電源等の

バックアップ設備等の整備に努める。 

なお、被災地以外の地域にあるものを含め、旅館やホテル等の借り上げ等、多様な避

難所の確保に努める。 

３３３３    避難所避難所避難所避難所のののの運営運営運営運営    

市は、避難の長期化等必要に応じてプライバシーの確保、男女のニーズの違い等男女

双方の視点等に配慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の整理 

 

 

 

 

道計画に準拠 
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北斗市地域防災計画（本編）修正案新旧対照表 

現 行 修正案 備  考 

 

 

 

４４４４    住宅対策住宅対策住宅対策住宅対策    

市及び道は、避難者の健全な住生活の早期確保のため、応急仮設住宅の迅速な提供に

努めるほか、積雪のため応急仮設住宅の早期着工が困難となる場合を想定し、公営住宅

や空家等利用可能な既存住宅のあっせん等により、避難所の早期解消に努めることを基

本とする。 

 

 

 


