
北海道における防災対策の現状



I. 災害法制について
II.北海道の防災・減災対策の取組
III.防災教育の取組

本日の内容
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Ⅰ 災害法制について
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■第二次世界大戦
○1947年（昭和22年）

災害救助法の成立
■1959年（昭和34年）

伊勢湾台風（死者行方不明者約5,000人）
○1961年（昭和36年）

災害対策基本法の成立
■1995年（平成7年）

阪神・淡路大震災（死者6,434人）
○1998年（平成10年）

被災者生活再建支援法の成立
■2011年（平成23年）

東日本大震災（死者18,703人）
○2012年（平成24年）

災害対策基本法改正（第１弾）
○2013年（平成25年）

災害対策基本法改正（第２弾）
大規模災害からの復興に関する法律の成立

災害法制 災害の度に強化
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１９５２年（昭和２７年）３月に北海道十勝沖を震源地とす
る十勝沖地震が発生し、これを契機に全国知事会が防災
行政を再検討。

１９５９年（昭和３４年）９月に日本中部を襲った伊勢湾台
風は死者４，６９７人、行方不明者４０１人の人的損害と７千
億円を超える物的損害をもたらし、これを契機に全国的
に災害対策基本法制定の動きが高まった。

１９６１年（昭和３６年）第３９回臨時国会に「災害対策基本
法案」が提案・審議・可決（公布：１９６１年（昭和３６年）１１
月１５日）され、その後の改正を経て現在に至る。

災害対策基本法

［目的］
この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関
し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立
し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害
復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総
合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉
の確保に資することを目的とする。
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災害対策基本法の改正①

東日本大震災を踏まえ、

平成２４年６月（第１弾）及び平成２５年６月（第２弾）に改正

平成２４年改正（第１弾）
■大規模災害に対する即応力の強化
・積極的な情報収集・伝達・共有
・地方公共団体間の相互応援
■大規模災害時の被災者対応の改善
・救援物資を被災地に確実に供給
・広域避難
■教訓伝承、防災教育の強化や多様な主体の参画による
地域の防災力の向上
・住民の責務として災害教訓伝承
・防災教育を努力義務化
・地域防災会議委員に自主防等追加
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災害対策基本法の改正②

平成２５年改正（第２弾）
■大規模災害に対する即応力強化
・国が代行する仕組みを創設
■住民の円滑かつ安全な避難の確保
・指定緊急避難場所・指定避難所の指定
・避難行動要支援者名簿の作成
・市町村防災マップ作成の努力義務化
■被災者保護対策の改善
・罹災証明、被災者台帳の作成
■平素からの防災への取り組みの強化
・「減災」等基本理念の明確化
・国等と民間の協定締結
・生活物資備蓄を住民の責務化
・ボランティアとの連携
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災害対策基本法に定める
地域防災計画作成のながれ

国

北海道

市町村

【中央防災会議】
（会長：内閣総理大臣）
防災基本計画の作成

【北海道防災会議】
（会長：知事）

北海道地域防災計画の作成

【市町村防災会議】
（会長：市町村長）

市町村地域防災計画の作成

【指定行政機関】
【指定公共機関】

防災業務計画の作成

※指定公共機関
ＮＨＫ、電力会社など
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Ⅱ 北海道の防災・減災対策の取組
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Ⅱ 北海道の防災・減災対策の取組

①防災組織
②北海道の災害における人的被害の概況
③道（本庁、振興局）の体制
④防災訓練の実施
⑤民間との災害時応援協定の締結
⑥自主防災組織と地域防災マスター
⑦北海道の津波浸水予測
⑧ハザードマップの作成
⑨避難勧告等の判断・伝達マニュアルの作成
⑩災害情報の流れ
⑪防災拠点施設の耐震化
⑫活動火山対策特別措置法の改正
⑬北海道防災対策推進計画
⑭災害検証
⑮北海道社会貢献賞
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防災組織

北海道防災会議 市町村防災会議

北海道災害対策
(連絡)本部

市町村災害対策
本部

平常時

災害時

（総合）振興局
地域対策連絡協議会

北海道災害対策本部
地方（連絡）本部

行政・公共機関

行政・公共機関
災害対策本部
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北海道防災会議の体制

北海道防災会議

地震火山

対策部会

地震専門委員会

火山専門委員会

水防部会
救急医療

対策部会

原子力防災

対策部会

専門委員会

幹事会
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北海道災害対策本部設置状況
（平成元年以降）

設置日～廃止日 災害名 人的被害 (人) 被害 額
(億円)

S63.12.24～H元.６.１ 十勝岳噴火 なし

H５.７.13～H６.８.２ 北海道南西沖地震 死者201,不明28,
負傷323

1,747

H６.10.４～H７.11.29 北海道東方沖地震 負傷436 793

H12.３.29～H14.３.31 有珠山火山活動 なし 265

H15.８.10～H15.10.10 台風10号 死者10
不明１,負傷３

1,100

H15.９.26～H15.12.11 平成15年十勝沖地震 不明２,負傷847 535

H16.９.８～H16.10.７ 台風18号 死者10,負傷336 797

H18.11.７～H18.12.14 佐呂間町竜巻災害 死者９,負傷31 7

H23.３.11～H23.７.27 平成23年東北地方太平洋
沖地震

死者１,負傷３ 303

H26.9.11～H26.9.16 大雨特別警報 なし 12
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区 分 H21 H22 H23 H24 H25 H26

死者・行方不明 ７ １２ ２７ ３９ ２６ ２３

内

訳

大雪・雪害 (7) (10) (26) (39) (25) (21)

大雨・洪水 (2) (1) (2)

地震・津波 (1)

重・軽傷 １５０ ２２２ ４２３ ４６６ ４４９ ４３６

計 １５７ ２３４ ４５０ ５０５ ４７５ ４５９

主な事象 8/23
上川大雨
東川
２名死亡

1/13～
日本海大雪
雪下・落雪
7名死亡

3/11東日本
大震災1名死
亡

3/1～3
暴風雪・波浪
９名死亡

北海道の災害における人的被害の概況
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14

大雪、暴風雪災害等への対応



＜夜間、休日通常体制＞

・本 庁 当直者１名、防災連絡員（非常勤）１名の常時２名

・振興局 当番者が連絡体制（緊急時は３０分以内に登庁）

＜非常配備体制＞

◇第一非常配備体制

・本 庁 危機対策課２名以上登庁（人的被害等が発生した場合）

・振興局 当番者等が登庁（警報等の発表、被害等が発生した場合）

◇第二非常配備体制（≒災害対策連絡本部）

人的被害等が大きい、震度５弱以上、津波警報発表の場合等

・本 庁 危機対策局全管理職員＋防災Ｇ職員全員＋各部管理職等

・振興局 振興局管理職＋地域政策課職員全員

◇第三非常配備体制（≒災害対策本部）

人的被害等が甚大、震度６弱以上、大津波警報、気象特別警報発表の場
合等

・本 庁 本庁全職員

・振興局 振興局全職員

道の配備体制
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防災訓練の実施

＜北海道防災総合訓練＞

東日本大震災等を踏まえ、平成２４年度から内容を見直し

・会場展示型（見せる訓練）から、実践型へ

・訓練は、図上訓練と実動訓練の２種類

・１４振興局持ち回りから、複数振興局での広域災害を想定

・９月１日に「北海道シェイクアウト」を実施

・今年度は、図上訓練を９月から１０月、実動訓練を１１／２

対象地域は石狩（石狩市）、留萌（留萌市）、宗谷（稚内市）

＜市町村での防災訓練の実施状況＞

年度 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２6

団体数 ７４ ９１ １０９ １２８
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■平成２７（２０１５）年の状況
約１２万６０００人が登録！

17

主 催：北海道防災会議
（事務局 道庁危機対策課）

対 象：北海道在住の方、学校、団体、企業 など
参加費：無料
参加方法：専用サイトで登録。

http://www.shakeout.jp

１分間基本行動の後、自主訓練へ
（避難訓練、研修、話し合いなど）



民間との防災協定

道では、災害等の発生に備え、迅速な対応が可能なように準備や体制を整え
ており、その一環として、民間企業等との間で防災に関する協力協定を締結し
ています。
協定では、道と民間企業等とが相互に協力して、物資の供給、災害情報の提
供などの応急対策を迅速かつ的確に実施するとともに、平常時からの協力関係
により防災意識の高揚と地域防災力の強化を図ることなどを目的としています。

１ 災害時における帰宅困難者への支援

２ 災害時における緊急・救援輸送等の支援

３ 災害時における食料・飲料・生活物資等の供給支援

４ 救助・救援等の支援

５ 葬祭の支援
など、６７協定を締結

（H27.４現在）
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◆ 災害時における石油類燃料の供給等に関する協定

◆ 災害時における産業廃棄物の処理等の協力に関する協定

協定内容 災害時における物資の供給・調達支援、防災活動に関する支援など

締結先 北海道石油業協同組合連合会

協定内容 災害時における石油燃料類の優先提供など

東日本大震災後に締結した主なもの

◆災害時における食料・飲料・生活物資の供給等に関する協定

締結先 ホーマック（株）、日糧製パン（株）など

締結先 （社）北海道産業廃棄物協会

協定内容 災害廃棄物の撤去、収集、運搬、処分

◆ 災害時における住宅の支援に関する協定

締結先 （社）北海道宅地建物取引業協会、（社）全国賃貸住宅経営協会など

協定内容 災害時における民間賃貸住宅の媒介・情報提供に関する協力

◆ 災害発生時における輸送に関する協定

締結先 （社）北海道トラック協会、北海道地区レンタカー協会連合会、ＡＮＡ、ＪＡＬ

協定内容 災害時の物資の緊急救援輸送、輸送車両の提供など

民間団体・企業との協定
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自主防災組織

自主防災組織とは、どんな組織？

災害対策基本法で市町村、住民の責務として定められています。

【平常時】
①防災知識の普及、②地域の災害危険の把握、
③防災訓練の実施、④火気使用設備器具等の点検、
⑤防災資器材の備蓄と整理・点検

【災害時】
①災害情報の収集及び住民への迅速な伝達、
②出火防止と初期消火、③避難誘導、
④被災住民の救出・救護、⑤給食・給水活動

自主防災組織の活動例は？
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区分 H２２ H２３ H２４ H２５ H２６

世帯数 2,654,310 2,670,572 2,685,761 2,709,610 2,723,430

組織世帯数 1,284,498 1,298,675 1,328,431 1,358,080 1,395,905

全道活動カバー率 48.4% 48.6% 49.5% 50.1% 51.3%

全国活動カバー率 74.4% 75.8% 77.4% 77.9% 80.0%

自主防災組織活動カバー率の推移

(消防庁「消防防災・震災対策現況調査」)
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・ 道では地域防災力の強化のため、平成１９（２００７）年度から
地域において防災活動や災害時のキーマンとなる「北海道地
域防災マスター」の育成に取り組んでおり、現在まで全道で
2,100名以上を認定。

・ 「自助」、「共助」を基本に、かつ、「公助」との連携充実につと
め、地域の減災と防災力向上のための活動をボランティアで
行っていただいている。

・ 参考：カリキュラム
○ 防災リーダー講座（北海道の大災害 ほか）

○ 「知っていると得をする気象の知識」

○ 「地震・津波について」

○ 災害イメージ訓練（ＤＩＧ）を用いた防災意識の向上

○ 災害時における応急救護

北海道地域防災マスター
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区分 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

認定数
（累計）

249 317 475 627 759 1,382 1,712 2,142

地域防災マスター認定事業

[北海道]

振興局 人数 振興局 人数 振興局 人数

空知 186 渡島 136 ｵﾎｰﾂｸ 179

石狩 544 檜山 28 十勝 226

後志 41 上川 140 釧路 120

胆振 194 留萌 18 根室 69

日高 51 宗谷 208 その他 2

○地域防災マスター＝地域の防災活動リーダーとなる者を知事が認定

〔振興局別内訳〕
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北海道の津波浸水予測図
平成18年度～平成22年度 津波浸水予測図作成

津波堆積物調査

平成２３（２０１１）．３．１１発生
M９、連動、
想定外

想定外を無くし
最新の知見に基づく点検・見直しへ

あらゆる可能性を考慮した
最大クラスの津波を想定

平成23（2011）年6月から点検・見直しを順次開始。
①太平洋沿岸（平成24（2012）.6公表）
②日本海沿岸（平成26（2014）.3公表）
③オホーツク海沿岸（平成26（2014）.3公表）
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東日本大震災



北海道では巨大地震の発生間隔が長く、歴史記録が少ない
ため、歴史記録だけでは過去の巨大津波の発生間隔や規模を
推定することが出来ません。そのような場所では、自然が残した
巨大津波の記録である津波堆積物が、過去の津波の発生間隔
と規模を推定する手がかりになります。

<津波堆積物とは？>

出典：産業技術総合研究所地質調査総合センター

https://gbank.gsj.jp/tsunami_deposit_db/tsunami/deposit.html

津波堆積物調査 北海道が先進地
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津波堆積物の調査結果により見直しが必要

東日本大震災における東北地方の浸水範囲などを基
に最大クラスの津波を想定。

これまでの想定を大幅に上回る結果。

太平洋沿岸の津波浸水予測図の
点検・見直し結果(平成24(2012).6公表）

（参考）
太平洋沿岸38自治体のうち、

30m以上の想定地域は、２自治体(０)
20m以上30ｍ未満の想定地域は、９自治体(１)
10ｍ以上20m未満の想定地域は、８自治体(９)

注）（ ）内は、平成16(2004)～18(2006)年度に実施した津波浸水想定における自治体数
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平成25年度の調査では、上ノ国町、江差町、乙部町、奥尻町、せ
たな町で現行の津波浸水予測を上回る高さで、津波堆積物が確認
された。
1741年の渡島大島（松前町）の火山噴火による山体崩壊で発生し
た津波についても検討を進めるべき。

上記事項や、現在国が進めている日本海沿岸の断層に係る検討
結果も踏まえ、早急に現行の津波浸水予測図の見直しに着手す
べき。

日本海沿岸の津波浸水予測図の
点検・見直し結果(平成26(2014).3公表）
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国（国交省）では、平成25年1月に「日本海における大規模地震に関する
調査検討会」を設置し、平成26年8月に検討結果報告を公表。

道では、国の検討結果を踏まえ、道独自の考え方を加えた津波浸水想定
の設定について、検討を進めている。



平成25年度の津波堆積物調査では、津波浸水想定の
見直しにつながる十分なデータは得られなかった。
オホーツク海での地震活動は、現時点では未解明な部
分もあることから、国などによる調査研究の推進を求め
ることとする。
また、今後、国、大学、研究機関による動向を注視する
とともに、知見が充実した段階で、改めて検討を行うこと
とする。

まずは、現行の想定レベルでの着実な津波防災対策を
進める必要がある。

オホーツク海沿岸の津波浸水予測図の
点検・見直し結果(平成26(2014).3公表）
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市町村：ハザードマップ、避難計画を作成

函館市

釧路市

29



ハザードマップ
（地震、津波、土砂災害、洪水など災害毎に作成）

配布されていますか？
保存されていますか？
理解されていますか？

30



洪水ハザードマップの例
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防災情報の充実

○市町村におけるハザードマップの策定状況
（Ｈ２７．１２現在）

・洪水ハザードマップ １３１市町村
［策定率95.6％ 該当市町村数＝137]

・土砂災害ハザードマップ １２７市町村
［策定率73.0％ 該当市町村数＝174]

・地震ハザードマップ １６２市町村
［策定率90.5％ 該当市町村数＝179]

・津波ハザードマップ ７９市町村
［策定率97.5％ 沿岸市町村数＝ 81]

・噴火火山ハザードマップ ２０市町村
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市町村における「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」の作成促進について

Ｈ２５．１０に伊豆大島で土砂災害による多くの犠牲者を出した
ことによる教訓や東日本大震災の教訓を踏まえ、Ｈ２６．４に国において「避難勧告等
の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（案）」が策定された。
道においても、H21・H23作成した「避難勧告等の判断・伝達マニュアル（以下「道マ
ニュアル」という。）」のうち緊急性を要する「土砂災害編」「津波災害編」を先行して
Ｈ２６．８に改正するとともに、「水害編」、「高潮災害編」をＨ２７．１２に改正し、市町村
における「避難勧告マニュアルの」作成又は見直しを促進を図っている。

経 緯

道内市町村の避難勧告等発令基準の策定状況

避難勧告等は、空
振りをおそれず、
早めに出すことを基
本とする。

【これまでの主な取組】

H17.3 避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン 〈国〉

H21.10 道マニュアル（水害・土砂災害編） 〈道〉

H23.4 道マニュアル（高潮災害・津波災害編） 〈道〉
H26.1～3 土砂災害防止法等に係る市町村との意見交換会〈道〉14会場
H26.4 避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（案）〈国〉
H26.6 北海道ブロック説明会〈国主催〉
H26.8 道マニュアル（土砂災害・津波災害編） 〈道〉
H27.8 避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン一部改正〈国〉

策定済
50%

策定中
32%

未着手
18%

【土砂災害】

策定済

策定中

未着手
8654

30 策定済
56%

策定中
30%

未着手
14%

【水害】

100

26

53

策定済
30%

策定中
41%

未着手
29%

【高潮災害】

24

策定済
67%策定中

29%

未着手
4%

【津波災害】

56
24

3

32

23

新ガイドライン（国）

災害の種類 判断基準の設定例

土砂災害 土砂災害警戒情報の発表 等

水害 はん濫危険水位に到達 等

高潮災害 高潮警報の発表

全体スケジュール

災害の種類 平成26年度 平成27年度 平成28年度

水害（河川） 氾濫危険水位等の見直し、洪水時家屋倒壊危険
ゾーンの設定（河川管理者）

改正水防法･改正ガイドラインを
踏まえ

道マニュアルを
H27.12.16公表

必要に応じ、基準を見直し（市町村）

高潮災害 危険潮位、避難対象区域の確認
（海岸管理者、気象台、市町村）

（H25.11.1現在）

水害・土砂災害編
（H21.10作成）

高潮災害・津波災
害編（H23.4作成）

土砂災害編

津波災害編

水害編

高潮編

○基準の明確化

※津波は警報等の発表により即避難指示

道マニュアル
H26.8公表

※土砂災害・津波災害編については、必要に応じ、適宜基準を見直し（市町村、道）

H27.12公表

策定済
92%

策定中
3%

未着手
5%

160

95
（H27.6.1現在）

策定済
87%

策定中
6%

未着手
7%

119

8
10

策定済
98%

策定中
1%

未着手
1%

81

1 1

策定済
73%

策定中
3%

未着手
24%

49

16

2

66



災害情報のながれ

テレビ
緊急速報
メール

ラジオ

新聞
ソーシャルメディア

地震

津波 洪水

大雨

気象庁
アデスシステム

J-ALERT
・国民保護情報

防災情報共有
・道路通行情報
・河川水位情報

インターネット
・原子力
・電気、鉄道

防災情報システム

本庁･振興局･出先機関

各市町村

災害情報伝達

依頼・伝達事項 など

災害情報伝達

依頼・伝達事項 など

避難情報・災害広報

被害報告被害報告

避難情報・災害広報

道ホームページ

防災情報メール

被害発生
住民避難

災害情報取得 災害情報発信
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Ｌアラート（公共情報コモンズ）

ﾒｰﾙ

緊急速報
メール登録

地域住民

振興局

道庁

ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ

FAX･ﾒｰﾙ

電話･FAX

広報車

電話･FAX入力 電話･FAX

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
情報ﾒｰﾙ

ﾒｰﾙ ﾃﾚﾋﾞ･ﾗｼﾞｵ･新聞など

被害報告避難情報報告

住民避難・被害発生

地域住民

広報車

被害報告避難情報報告

住民避難・被害発生

防災情報システム（情報入力）

Ｌアラート

緊急速報
メール登録 マスメディア

道庁

振興局

システム入力

連携

連携

マスメディア

システム入力

確認

通知 通知

連携

ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ

ﾃﾚﾋﾞ･ﾗｼﾞｵ･新聞など

市町村 市町村

Ｌアラート（公共情報コモンズ）との連携に伴い、災害時における市町村の事務が軽減されます。

従来は、住民避難や被害が発生した際、道への報告の他、広報のためにマスメディアや緊急速報メ
ールの配信登録が必要でした。

今後は、防災情報システムへ入力することで、Ｌアラートに登録している全ての機関への広報を一
括して行うことが出来るようになります。

Ｌアラート（公共情報コモンズ）接続前 Ｌアラート（公共情報コモンズ）接続後
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受信［ 2/ 50］
mail@mail.bousai-hokkaido.jp

3/28 15:35
防災情報確認メール
このメールは、「北海道防災情
報メール配信システム」のユー
ザ登録／解除メールです。
新規登録・登録内容の変更を行
う場合には、「登録」のＵＲＬ
を選択してください。

■登録

http://i.bousai-hokk
aido.jp/BEBOTGBH01.

～

aspx?D1=fe41b4260de0
9c87950589587bc19fd～

◆同意・免責事項
北海道は、「ほっ
かいどう防災情
報．ＪＰ」（以下
「サービス」とい
う）においてホー
ムページからの提
供情報及び配信を
行った

同意します
同意しません

同意・免責事項確認

～

災害に関連する情報を積極的に提供します。
お持ちの携帯電話へ災害関連情報をメール配信します。登録方法登録方法

登録の際は、携帯電話から『携帯電話ＵＲＬ』にアクセスするか、もしくは携帯電話で『ＱＲコード』を読
み取って空メールを送信してください。
以下の登録方法は、『携帯電話ＵＲＬ』にアクセスした場合の手続きです。
※『ＱＲコード』を読み取った場合は、空メールが自動的に作成されます。

（『空メールを送信』からは同様の手続きとなります）
登録完了！

配信登録を選択

メール送信
戻る

～

空メールを送信

下記の『メール送信』
を押しメールの送信を
行います。
『メール指定受信機
能』または『ドメイン
指定受信機能』をご利
用されているお客様は

配信情報選択

◆配信情報選択
配信する防災情報を選
択してください。
■気象警報・注意報

■津波情報

次へ

戻る

～

種別選択

希望する

配信希望地域選択

北海道全域
振興局選択

次へ

◆防災情報を配信する地
域のグループを選択して
下さい。

防災情報確認メール受信

受信メール

添付URLからアクセス

■配信希望地域
空知総合振興局全域

■気象警報・注意報
大雪警報

■津波情報
希望する

上記内容で登録します。

登録

変更

～
～

登録内容確認

防災情報配信登録
防災配信登録解除
気象情報
避難情報
指定河川洪水予報
防災お知らせ情報
メール配信サービスご利
用にあたって
ほっかいどう防災情報Ｊ
Ｐについて

市町村別簡易メニュー

携帯電話ＵＲＬ http://i.bousai-hokkaido.jp/
パソコンＵＲＬ http://www.bousai-hokkaido.jp/

配信登録 携帯電話ＵＲＬ

北海道防災情報システムへの登録方法

メール送信
戻る

～

空メールを送信

下記の『メール送信』
を押しメールの送信を

行います。
『メール指定受信機
能』または『ドメイン

配信登録解除を選択

防災情報配信登録
防災配信登録解除

～

受信［ 2/ 50］
mail@mail.bousai-
hokkaido.jp

3/28 15:35
防災情報確認メール
このメールは、「北海道防
災情報メール配信

■削除

http://i.bousai-hokk
～

～

添付URLからアクセス

削除

◆以下のメールアドレスへ
の防災情報配信の設定登録

を削除します。

xxx.docomo.ne.jp

よろしいですか？

TOP画面へ

削除確認画面
防災情報確認メール受信

解除方法解除方法

解除の際は、携帯電話から『携帯電話ＵＲＬ』にアクセスして空メールを送信してください。

解除完了！
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防災拠点となる公共施設等の耐震化等

(消防庁「防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査」各年度末現在)

区
分

全棟数

A

S57以降
建築棟数
B

改修の必
要がない
棟数
C

改修済
数

D

耐震済の
棟数

B+C+D=E

未改修
の棟数

A-E=F

耐震化率

E/A

全国平均

H24 9,533 4,943 693 1,101 6,737 2,796 70.7% 82.2%

H25 9,618 5,043 754 1,256 7,053 2,565 73.3% 85.1%

H26 9,453 5,070 793 1,468 7,331 2,122 77.6% 88.0%

○市町村の防災拠点となる公共施設等の耐震化状況

○市町村業務継続計画（ＢＣＰ）の作成状況

業務継続計画、地域防災計画等
に「一部」の業務継続体制を定め
ている

１３５団体

業務継続体制を検討中 ８団体

未定 ３６団体
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○ 明瞭な前兆がなく突如噴火する場合もあり、住民、登山者等様々な者に対する迅速な情報提供・避難等が必要（御嶽山噴火の教訓）
○ 火山現象は多用で、かつ、火山ごとの個別性（地形や噴火履歴等）を考慮した対応が必要なため、火山ごとに、様々な主体が連携し、専門的知見を取り入
れた対策の検討が必要

38

活動火山対策特別措置法の改正について

１．改正の背景

２．法律の概要

○火山災害警戒地域における携帯避難体制の整備

火山災害警戒地域の指定 警戒避難体制の整備を特に推進すべき地域を国が指定（常時観測火山周辺地域を想定）

火山防災協議会 ・・・関係者が一体となり、専門的知見も取り入れながら検討

・ 都道府県・市町村は、火山防災協議会を設置（義務） 協議事項 ・ 噴火警戒レベルの設定、これに沿った避難体制の構築など、一連の警戒避
難体制について協議

都道府県・市町村 気象台

火山専門家 自衛隊 警察 消防

必須構成員

地方整備局等
（砂防部局）

※他、環境事務所、森林管理
局、
交通・通信事業者等。集客施設
や山小屋の管理者も可。

必要に応じて追加

観光関係団体 等

噴火シナリオ
※噴火を伴う現象と及ぼす影響の
推移を時系列に整理したもの

火山ハザードマップ
※噴火に伴う現象が及ぼす範囲を
図上にしめしたもの

【都道府県】
１．火山現象の発生・推移に関
する情報の収集・伝達、予警報
の発令・伝達（都道府県内）
２．右の２．３を定める際の基準
３．避難・救助に関する広域調整

等

【協議会の意見聴取を経て、地域防災計画に記載（義務）】

【市町村】
１．火山現象の発生・推移に関する情報の収集・伝達、予警報の発令・伝達
（市町村内）
２．立退きの準備等避難について市町村長が行う通報等（噴火警戒レベル）
３．避難場所・避難経路
４．集客施設・要配慮者利用施設の名称・所在地

５．避難訓練・救助 等

【市町村長の周知義務】

火山防災マップの配布等により、避難場
所、円滑な警戒避難の確保に必要な事
項委を周知

【避難確保計画の作成義務】

集客施設（ロープウェイ駅、ホテル等）や
要配慮者利用施設の管理者等による計
画作成・訓練実施

○火山研究機関相互の連携の強化、火山専門家の育成・確保
○自治体や登山者等の努力義務 ・自治体による登山者等の情報把握の努力義務を新たに規定

・登山者等の努力義務（火山情報の収集、連絡手段の確保等）を新たに規定

噴火警戒レベル
※噴火活動の段階に応
じた入山規制、避難等

避難計画
※避難場所、避難経
路、避難手段等を示した
もの

国による活動火山対策の推進に関する基本指針の策定

御嶽山の噴火の教訓、火山防災対策の特殊性等を踏まえ、活動火山対策の強化を図るため、火山地域の関係者が一体となった警戒避
難体制の整備等所要の措置を講ずる。



１ 計画の趣旨
平成２６年３月に北海道防災対策基本条例を改正し、防災対策に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための計画策定を新たに定め、

この着実な推進により本道の地域防災力の向上を図る。

北海道防災対策推進計画

２ 計画の特色
①条例を基本として、道の防災対策に関する施策を体系化。
②市町村及び国、民間事業者とともに実施する防災対策のうち、道が主体的に実施する施策を基本。

③道が市町村などに対し支援し、取組を促進する施策についても対象。
④施策ごとに、可能な限り、達成に向けた具体的な目標値を設定。 など

本道の地域防災力の向上

予防対策の充実 応急対策・災害対応能力の向上 復旧対策の実施

Ⅰ地域防災力の向
上

Ⅱ災害に強い地域づくりの
推進

Ⅲ地域の特性に応じ
た防災対策の推進

Ⅳ応急体制の確立 Ⅴ復旧対策の実施

⑥業務継続計画の確立
⑦広域的連携の強化
⑧要配慮者に対する支援
⑨避難体制の整備
⑩消防体制の充実
⑪建築物等の倒壊の防止等
⑫防災に関する施設等の整備
⑬物資備蓄体制等の整備
⑭防災情報の収集・提供
⑮調査研究の推進

①防災教育の推進・防
災意識の高揚
②防災訓練の実施
③消防団活動の推進
④自主防災組織活動等
の推進
⑤ボランティアの育成
等

⑯積雪寒冷対策の推進
⑰孤立地区対策の推進

⑱情報収集伝達体制の強化
⑲災害対策本部の応急体制の確立
⑳消防に係る応急体制の確立
㉑避難対策の充実
㉒救急医療体制の充実
㉓緊急輸送体制の整備・交通対策
㉔物資供給体制の整備
㉕ボランティアとの連携体制の確立

㉖被災者の援護
㉗住宅対策の推進
㉘災害廃棄物処理対策の推進

柱

目
的

目
標

対
策
事
項

３ 施策体系

４ 計画期間
・計画期間はＨ２９年度まで（道の総合計画の計画期間に合わせる）
・個別施策について、可能な限り目標値を設定し、ＰＤＣＡサイクルの活用により進捗管理（５９の目標値）
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災害検証

◎北海道防災対策基本条例第30条において、新たに「災害に係る防災対策等についての検証を行う」ことを規定。
◎災害検証が必要となった場合に速やかに検証作業を行うことができるよう、あらかじめ災害検証の実施方法等を定めた。

１ 災害検証委員会の設置

知事への答申

② 災害検証の実施方法等

検証結果（答申）を公表するとともに、
本道の防災力の向上に反映

① 災害検証の進め方

大規模災害発生

２ 災害検証の実施

１ 災害検証委員会の設置
防災会議に学識経験者、関係機関職員により構成される災害検証委員会を設置する。

・北海道災害検証委員会設置要綱
・北海道災害検証委員会運営要領

２ 災害検証の実施

・北海道災害検証実施要領

北海道南西沖地震や有珠山噴火災害レベルの大規模災害の発
生により、災害対策本部を設置し、かつ、死者又は多数の負傷者が
発生する等、甚大な被害を生じた場合。

検討事項 素 案

趣旨
災害を検証することにより、道、市町村、防災関係機関等が講じた防災対策
等が住民の生命や生活を守るために十分に機能したか課題等を明らかにし、
その結果を防災・減災対策に反映。

検証の体制等 知事の諮問により防災会議に設置される災害検証委員会が検証を実施。

検証の対象
対象期間：平常時、災害発生時、応急対策時、復旧時の防災対策

（復興時を除く）

検証項目
（基本とする事項）

①情報収集・通信、②避難行動、③避難所運営・支援、
④物資及び資機材の備蓄・支援、⑤災害対策本部の体制と活動、
⑥救助救出・災害派遣要請、⑦医療活動、⑧広報・情報提供、
⑨ライフライン（通信を除く）、⑩交通、⑪孤立地区、⑫ボランティア、
⑬被災市町村の行政機能、⑭積雪寒冷期等、⑮その他

検証に係る調査の
実施

道各部局や防災関係機関等に対し、文書照会やヒアリング等を実施。

検証結果と防災対
策への反映

・検証結果について、報告書として取りまとめ、北海道の災害教訓として市町
村や防災関係機関、道民等に広く周知・共有する。
・地域防災計画や防災対策推進計画に反映させるなど、防災対策のより一層
の充実を図り、北海道の防災力の向上に活用する。

北海道

北海道防災会議

北海道

検証の必要性の検討

災害検証は、本道の防災対策上の重要事項であり、また、道、市
町村、防災関係機関の連携により進める必要があるため、防災会議
に諮問し実施。

知事から防災会議に諮問
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北海道社会貢献賞（防災功労者）
１ 趣旨

東日本大震災以降、自治体や防災関係機関はもとより、道民や事業者、自主防災組織などの防災に対する意識が高まってきている中、地域における自律
的な防災活動の推進や防災意識の向上をより一層図るため、本道の防災対策の推進に関して、特に功績のあった個人または団体を対象とした表彰制度を創
設した。

２ 対象
本道の防災・減災に功績のあった個人・団体であって、その活動が次のいずれかの項目に該当し、功績が顕著な者

① 災害時の防災活動に貢献した者
災害時における被害の軽減や拡大防止、被災者の安全確保や保護、被災地の応急復旧

などの防災活動に貢献した者

② 防災教育の普及・啓発に貢献した者
防災に関する講演会等の活動や防災関連行事への積極的な協力等を通じて防災教育の

普及・啓発に貢献した者

③ 地域防災力の向上に貢献した者
積極的な防災訓練への参加や自主的な防災活動の取組などを通じ、地域防災力の向上

に貢献した者

３ 今年度の表彰
受賞者① 道内における地元民間企業による防災活動のモデル的な取組を実施。
受賞者② 全道で初めて防災マスターで組織する「とかち防災マスターネットワーク」を設立し、地域の防災教育における中心的役割を担う。
受賞者③ 全国的にも先進的な被災自治体への助言活動を実施するなど、被災地の早期復旧に寄与。

表彰式：平成２７年１１月９日（月） 副知事から贈呈



Ⅲ 防災教育の取組
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①横をつなぐ

情報や知恵を結集し、

日頃から連携協働を広め
強めていく

②縦をつなぐ

次の世代の命を守るた
めに、豊富な経験や知恵
を確実に伝える継続的な
防災教育に取組む

【平成25年度】
北海道の防災教育のあり方検討

めざす姿
「道民みんなで取り組む災害に強い北海道」

ふたつの共有理念
平成２５年度

北海道の防災教育のあり方
検討会議の実施
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【平成26年度】
ほっかいどう防災教育協働ネットワーク設立

・2014年6月設立
・2015年11月末までに構成員は８４の
個人や団体へ増加

【ねらい】

防災に対する知識や活動を横断的
につなぎ「防災教育」の担い手・対
象・手法を拡大、推進していく
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ほっかいどう防災教育協働ネットワーク
～この一年間の連携事業～

「防災学ぶランド2015
In 札幌苗穂」

2015年11月7日

防災啓発イベントモデル研修会 教材開発

「みんなで広めよう！私たちの
地域防災モデル研修会」
浦河町：2014年10月2日

避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）
北海道版検討会

2015年4月～
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「ＨＵＧ北海道版」を開発中

ＨＵＧ静岡版の特徴

■静岡の冬を想定している

■作られたのが2007年（平成19年）

→北海道の厳しい寒さや積雪が
考慮されていない

→東日本大震災で得た教訓が
考慮されていない

この教材を使用して北海道で
「避難所を疑似体験」するには

内容不足のところも・・・
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ＨＵＧ北海道版の特徴

ＨＵＧ北海道版の特徴

■真冬の北海道で巨大地震が発生
停電している状況で被災者が避難してくる想定
雪と寒さの観点からさまざまなイベント用意

■発災から2日間を体験できる
→時間帯によって異なる課題に対応

■災害対策本部やボランティアとのやりとりも

得られる教育効果

▼被災者が避難してくることによる
避難所の混乱を疑似体験

▼インフラがダメージを受ける地震では
真冬の避難所がいかに厳しい環境か
知ることが可能

▼避難所の設備や自らの備えなど
地域の課題や必要なものなど
様々な気づきが得られる



■テキスト「ほっかいどうの防災教育（知識
編）」全４８Ｐ

「地震」「津波」「火山噴火」「風水害」
「雪害」などの自然災害のしくみや備え、災
害発生時や発生後にとるべき行動、北海道に
おいて過去に起きた災害事例などを掲載

■テキスト「ほっかいどうの防災教育（実践
編）」全４８Ｐ
防災研修など防災教育の企画の進め方やポ
イント、モデルカリキュラム、各地で実践さ
れている様々な形の防災教育の事例などを掲
載

北海道の防災教育
テキストの製作と情報発信

ポータルサイトの設立防災教育テキストの製作
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ポータルサイト フェイスブック



北海道の防災・減災対策の取組、推進にあたり

ご協力をよろしくお願いします
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