
 

 

 

 

 

函 館 市 地 域 防 災 計 画 

新 旧 対 照 表（案） 

（平成 28年 3月改訂版） 

 

 

 

 

資料 1－2 



 

 
 



新旧対照表（総則編） 

総－1 

函館市地域防災計画 総則編 新旧対照表（案） 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 1章 総則   

第 1節 計画の方針   

第 1項 ～ 第 2項 （略）   

   

第 3項 計画の構成（P2）   

函館市地域防災計画は、「総則編」「基本・地震災害対策編」「個別災害

対策編」の３編で構成される。各編の記載内容・範囲については、次の

とおりである。 

計画の構成 記載内容・範囲 

総 則 編 （略） 

基本・地震災害対策編 （略） 

個別災害対策編 

火山災害対策、風水害対策、急傾斜地災害対策、

雪害対策、海上災害対策、林野火災対策、航空災害

対策、その他の災害対策の合計 8章から構成される。 

（以下、略） 

  

 

 

 

計画の構成 記載内容・範囲 

総 則 編  

基本・地震災害対策編  

個別災害対策編 

火山災害対策、風水害対策、土砂災害対策、雪害

対策、海上災害対策、林野火災対策、航空災害対策、

その他の災害対策の合計 8章から構成される。 

 
 

 

 

 

 

 

 

土砂災害対策の強化によ

り章名称を変更 

（防災計画 構成図） （上記と同様に修正）  

   

第 4項 計画の修正（P3）   

函館市地域防災計画は、災害対策基本法第 42条の規定に基づき、毎年

検討を加え、必要に応じて修正を行う。 

  

 「函館市地域防災計画の沿革」 

年 代 備  考 

昭和 38年 12月 函館市地域防災計画作成 

（中略）  

平成 26年 6 月 第 8 回修正 

  

 

年 代 備  考 

昭和 38年 12月 函館市地域防災計画作成 

（中略） 

平成 26年 6 月 第 8 回修正 

平成 28年 3 月 第 9 回修正 

  

 

 

 

 

 

修正履歴の追加 

   

第 2節 函館市の防災ビジョン  （略）   

   

第 3節 函館市防災会議   

市および防災関係機関は、函館市の地域に係る災害の予防、応急およ

び復旧対策等の防災諸活動に即応する体制を確立し、災害対策の総合的

運営を図るため、災害対策基本法第 16条第 6項の規定に基づき、函館市

防災会議を組織する。 

  



新旧対照表（総則編） 

総－2 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 1項 防災会議の所掌事務   

（略）   

第 2項 防災会議の構成（P5）   

函館市防災会議は、市長を会長とし、函館市防災会議条例第２条第５

項に定める次の防災関係機関および団体をもって構成する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

委員変更による修正 

組織機構改正による修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織機構改正による修正 

 

委員変更による修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定地方公共機関

 公共的団体等

 会長
 函館市長

 自衛隊

 北海道知事内

 北海道警察

 函館市長部内

 指定公共機関

 指定地方行政機関

 北海道放送株式会社函館放送局長

 札幌テレビ放送株式会社函館放送局長

 北海道ガス株式会社函館支店長

 函館歯科医師会長

 社団法人函館地区トラック協会専務理事

 函館市女性会議会長

 はこだてエフエム（ＦＭいるか）プロデューサー

 北海道看護協会道南南支部長

 函館商工会議所経営対策室長

 函館市町会連合会長

 函館市社会福祉協議会長

 函館薬剤師会長

 日本貨物鉄道株式会社北海道支社函館貨物駅長

 日本銀行函館支店長

 日本赤十字社北海道支部函館市地区参与

 函館市医師会長

 函館財務事務所長

 北海道農政事務所函館地域センター長

 陸上自衛隊第２８普通科連隊長

 海上自衛隊函館基地隊司令

 函館市教育委員会教育長

 渡島総合振興局長

 渡島総合振興局副局長

 渡島総合振興局東部森林室長

 函館中央警察署長

 函館西警察署長

 副市長（２）

 総務部長

 日本通運株式会社函館支店長

 北海道電力株式会社函館支店長

 函館市消防長

 函館市消防団連合消防団長

 日本郵便株式会社函館中央郵便局長

 日本放送協会函館放送局長

 東日本電信電話株式会社北海道支店設備部長

（委任機関～株式会社ＮＴＴ東日本－北海道函館支店長）

 戸井支所長

 恵山支所長

 椴法華支所長

 南茅部支所長

 北海道旅客鉄道株式会社函館支社長

 函館開発建設部長

 北海道運輸局函館運輸支局長

 東京航空局函館空港事務所空港長

 函館海上保安部長

 函館地方気象台次長

 函館航空基地長

 会長
 函館市長

 指定地方行政機関  函館開発建設部長

 北海道運輸局函館運輸支局長

 東京航空局函館空港事務所空港長

 自衛隊  陸上自衛隊第２８普通科連隊長

 海上自衛隊函館基地隊司令

 北海道知事内  渡島総合振興局長

 函館海上保安部長

 函館航空基地長

 函館地方気象台長

 函館財務事務所長

 北海道農政事務所函館支局長（地方参事官）

 函館市長部内  副市長（２）

 総務部長

 戸井支所長

 恵山支所長

 渡島総合振興局副局長

 渡島総合振興局東部森林室長

 北海道警察  函館中央警察署長

 函館西警察署長

 指定公共機関  日本郵便株式会社函館中央郵便局長

 日本放送協会函館放送局長

 東日本電信電話株式会社北海道事業部北海道南支店長

 椴法華支所長

 南茅部支所長

 函館市教育委員会教育長

 函館市消防長

 函館市消防団連合消防団長

 公共的団体等  函館商工会議所総務課長

 日本赤十字社北海道支部函館市地区参与

 指定地方公共機関  函館市医師会長

 北海道放送株式会社函館放送局長

 札幌テレビ放送株式会社函館放送局長

 北海道旅客鉄道株式会社函館支社長

 日本通運株式会社函館支店次長

 北海道電力株式会社函館支店長

 日本貨物鉄道株式会社北海道支社函館貨物駅長

 日本銀行函館支店長

函館山ロープウェイ株式会社FMいるか次長

 函館市町会連合会長

 函館市社会福祉協議会長

 函館薬剤師会長

 函館市女性会議会長

 北海道ガス株式会社函館支店長

 函館歯科医師会長

 社団法人函館地区トラック協会専務理事

 北海道看護協会道南南支部長



新旧対照表（総則編） 

総－3 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 4節 市および防災関係機関が行う業務の大綱と市民等の責務   

市、防災関係機関、市民および自主防災組織等は、地震などによる災

害から市民の生命、および財産を守るため、災害対策基本法に基づき、

協力・支援体制を確立し一致団結して、災害予防・応急・復旧対策にあ

たらなければならない。 

  

   

第 1項 市および防災関係機関が行う業務の大綱（P7）   

市および防災関係機関が、地震などによる災害から市民の生命、身体

および財産を守るために行う業務の大綱は、次のとおりである。 

 

関係機関 業務の大綱 

指
定
地
方
行
政
機
関 

北海道開発局 
   函館開発建設部 

（函館開発建設部） 

（追記） 
（追記） 

 

（追記） 
（追記） 

（追記） 

（追記） 
・一般国道ならびに開発道路の新設、改築、維

持修繕、災害復旧およびその管理 

・第 3種漁港、第 4種漁港、港湾および航路の
直轄工事および災害復旧を実施 

・拠点空港（国管理）の土木施設の整備および

災害復旧の実施 

函館財務事務所 ・合同庁舎入居官署との連絡・調整 

・国家公務員合同宿舎の被害状況調査および復

旧活動 
・証券会社に対する被災者顧客の便宜を考慮し

た措置の要請 

・地方公共団体に対する災害復旧事業債および
災害つなぎ資金の貸付措置 

・民間金融機関に対する災害関係の融資、預貯

金の払戻および中途解約、手形交換、休日営
業等、ならびに保険会社に対する保険金支払

の迅速化、保険料払込猶予期間の延長等、措

置の要請 
・函館市に対する国有財産法令に基づく国有財

産の無償貸付または使用許可 

  

 

 

１．指定地方行政機関 

機 関 名 業務の大綱 

北海道開発局 

   函館開発建設
部 

（函館開発建設部） 

・災害に関する情報の伝達、収集 
・被害の拡大および二次災害防止のための緊急対応の

実施による市町村への支援 

・現地情報連絡員（リエゾン）の派遣 
・緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の派遣 

・災害用資機材等の地域への支援 

・浮体式防災施設（防災フロート）の被災地への派遣 
・国道の整備ならびに災害復旧の実施 

 

・第３種漁港、第４種漁港および港湾施設の整備なら
びに災害復旧の実施 

・国管理空港の土木施設の整備および災害復旧の実施 

 

函館財務事務所 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

北海道地域防災計画との 

整合に伴う追記および修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



新旧対照表（総則編） 

総－4 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

 

指
定
地
方
行
政
機
関 

北海道農政事務所 
  函館地域センター 

・災害時における応急用食料の調達・供給に関
すること 

・災害時における飼料に関すること 

北海道森林管理局 

    函館事務所 

 渡島森林管理署 
 檜山森林管理署 

・林野火災の予防対策の実施 

・治山対策の実施 

・災害時における緊急復旧資材の供給 

北海道経済産業局 ・災害時における防災関係物資の供給および危

険物等の保安ならびに事業所等の指導 
・中小企業者等に対する復旧資金の融資、斡旋 

・電気、ガス事業の防災上の措置の実施に関す

る指導 

北海道運輸支局 

    函館運輸支局 

・災害時における陸上輸送の連絡調整 

・災害時における海上輸送の連絡調整 

・災害時における港湾作業の調整および施設利
用の斡旋 

・船舶施設の安全確保 

（追記） 

東京航空局 

   函館空港事務所 

（函館空港事務所） 

・航空運送事業者等に対する航空機事故防止の

指導 

・航空機遭難時における捜索および救難の調整 
・災害時における救難航空機等の受入調整 

第一管区

海上保安

本部 

函館海上

保安部 

函館航空
基地 

（追記） 

・災害時における船舶の避難誘導および人命 

救助 
・海上犯罪の予防および航路障害物の除去 

・災害時におけるり災者、救援用物資、人員等

の海上輸送 
（追記） 

（追記） 

・海上災害時における自衛隊の災害派遣要請 
（追記） 

・海上災害や海難事故等による沿岸地域の著し

い大量油または有害液体物質の防除活動 

  

１．指定地方行政機関（つづき） 

北海道農政事務所 
     函館支局 

・農林水産省が調達および供給した応急用食料等の供
給状況に係る確認等に関すること 

 

北海道森林管理局 

  函館事務所 

  渡島森林管理署 
  檜山森林管理署 

・林野火災の予防対策および未然防止の実施 

・治山対策の実施 

・災害時における要請に基づく緊急対策および緊急復
旧資材の供給 

北海道経済産業局 

 

 
 

 

 

北海道運輸支局 
   函館運輸支局 

・災害時における陸上輸送および海上輸送の連絡調整 

 

・災害時における港湾諸作業の調整および施設利用の
斡旋 

・船舶施設の安全確保 

・鉄道、軌道、索道および自動車輸送事業の安全確保 

東京航空局 

  函館空港事務所 

 

・航空事業者等への災害防止に関する指導 

 

・航空機遭難時における捜索および救難の調整 
・災害時における救難航空機等の受入調整 

第一管区 

   海上保安本部 
 

  函館海上保安部 

  函館航空基地 

・気象情報等の船舶への周知および災害情報の収集 

・災害時における船舶の避難誘導および救助ならびに

航路障害物の除去 
（上記と統合） 

・災害時における傷病者、医師、避難者または救援物

資等の緊急輸送 
・海上における人命の救助 

・海上交通の安全確保 

・海上災害時における自衛隊の災害派遣要請 
・海上における犯罪の予防および治安の維持 

・海上災害や海難事故等による沿岸地域の著しい大量

油または有害液体物質の防除活動 
 

 

組織機構改正による修正 

 

 

北海道地域防災計画との 

整合に伴う追記および修

正 

 

   



新旧対照表（総則編） 

総－5 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

 

指
定
地
方
行
政
機
関 

函館地方気象台 ・気象、地象、水象等の観測ならびにその成果
の収集および発表 

・観測成果の解析および予報（注意報を含む）

警報、ならびに情報等の発表 
 

（追記） 

 
 

・災害時の気象等の資料提供のための災害時 

自然現象報告書の作成 
・防災知識の普及および指導 

北海道総合通信局 ・災害時における電気通信の確保および非常 

通信の運用管理 

函館労働基準監督署 ・産業災害の防災対策の実施 
 

１．指定地方行政機関（つづき） 

函館地方気象台 

・気象、地象、水象等の観測およびその成果の収集、
発表 

・観測成果の解析および予報（注意報を含む）、警報  

ならびに情報等の防災関係機関への連絡とこれらの
機関や報道機関を通じた住民への周知 

・市町村が行う避難勧告等の判断・伝達マニュアルお

よびハザードマップ等の作成に関する技術的な支援
や協力 

・災害時の気象等の資料提供のための災害時自然現象

報告書の作成 
・防災気象情報の理解促進および防災知識の普及啓発 

北海道総合通信局 
・災害時における電気通信の確保および非常通信の訓

練、運用、管理 

函館労働基準監督署  

  

 

北海道地域防災計画との 

整合に伴う追記および修

正 

 

（中略） ２．自衛隊 

（略） 

 

   

 

 

北
海
道 

渡島 
総合 

振興 

局 

地域政策部 ・防災に関する組織の整備、資材の備蓄その他災
害予防措置 

（追記） 

 
・災害応急対策および災害復旧対策の実施 

・防災関係機関の処理する防災に関する事務ま 

たは業務の実施の補助ならびに総合調整 
・自衛隊災害派遣要請 

・災害救助法の適用 

函館建設 
  管理部 

・所管する道路、河川、ダム、砂防、急傾斜地、
漁港、海岸の新築、改築、維持修繕、災害復旧

およびその管理 

・水防団体に対する技術指導 

保健環境部 ・医療・救護対策の実施 

東部森林室 ・林野火災の予防および消防対策の実施 

  

３．北海道 
機 関 名 業務の大綱 

渡島総合
振興局 

地域政策部 

・防災に関する組織の整備ならびに物資および資材

の備蓄等その他災害予防措置 

・防災知識の普及および教育ならびに過去の災害か
ら得られた教訓を伝承する活動の支援 

・災害応急対策および災害復旧対策の実施 

・市町村および指定地方公共機関の処理する防災に
関する事務または業務の総合調整 

・自衛隊の災害派遣要請 

・災害救助法の適用 

函館建設 

  管理部 

・所管する道路、河川、ダム、砂防、急傾斜地、漁

港、海岸の整備および災害復旧の実施 

 
・水防団体に対する技術指導 

保健環境部  

東部森林室  

  

 

北海道地域防災計画との 

整合に伴う追記および修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

４．北海道警察 

（略） 

 

 ５．函館市 

（略） 

 



新旧対照表（総則編） 

総－6 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

 

 

指
定
公
共
機
関 

（略） 

東日本電信電話株式会社北海道

支店 
（委任機関～(株)NTT 東日本－

北海道函館支店） 

（略） 

（中略） 

日本赤十字社北海道支部函館市

地区（日赤北海道支部あるいは
日赤函館市地区） 

・災害時における医療、助産等の救助 

・民間団体および個人の行う救助活 
動の連絡調整 

（追記） 

・災害義援金品の募集 

（以下、略）  

６．指定公共機関 
機 関 名 業務の大綱 

（略） 

東日本電信電話株式会社 

北海道事業部北海道南支店 

（東日本電信電話 
      北海道南支店） 

 

（中略） 

日本赤十字社 
   北海道支部函館市地区 

（日赤北海道支部 

 あるいは日赤函館市地区） 

・災害時における医療、助産等の救助 
・民間団体および個人の行う救助活動の連絡

調整 

・災害時における日用品の供給 
・災害義援金品の募集 

 

 

 

 

組織機構改正による修正 

 

 

 

日赤函館市地区の活動内

容に合わせた業務の追加 

 ７．指定地方公共機関 

（略） 

 

   

 

 

公
共
的
団
体
お
よ
び
防
災
上
重
要

な
施
設
の
管
理
者
等 

（略） 

㈳北海道漁船海難防止・

水難救済センター函館救
難所 

・沿岸における海難救助 

（中略） 

函館市社会福祉協議会 

（追記） 

・ボランティアの受け入れ・派遣 

 
（追記） 

（追記） 

（以下、略） 

８．公共的団体および防災上重要な施設の管理者等 
機 関 名 業務の大綱 

（略） 

函館救難所 

戸井救難所 

えさん救難所 
椴法華救難所 

南かやべ救難所 

・沿岸における海難救助 

（中略） 

函館市社会福祉協議会 

・ボランティアコーディネーター等の養成 

・災害ボランティアセンターの設置、ボランティア

の受入および派遣 
・生活福祉資金の貸付 

・応急生活資金の貸付 

  

 

 

 

 

東部４支所管内の救難所

を追加 

 

 

社会福祉協議会の活動内

容に合わせた業務の追加 

   

第 2項 ～ 第 3項  （略）   

   

   



新旧対照表（総則編） 

総－7 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 5節 市域の災害環境   

（略）   

   

第 1項 自然条件（P12）   

１．位置および面積   

（平成 23年 10月 1日現在） 

位 置 広ぼう 
面 積 

東経 北緯 東西 南北 

140度 44分 41 度 46分 41.1km 32.8km 677.95km2 

  

（平成 26年 10月 1日現在） 

位 置 広ぼう 
面 積 

東経 北緯 東西 南北 

140度 44分 41 度 46分 41.1km 32.8km 677.83km2 

  

 

 

 

国土地理院の改測による 

２．地形区分と地質   

（略）   

３．気象   

（略）   

 気象概況（表）   

（略） （H9～H11のデータの削除と H24～26のデータの追加）  

 風雨状況（表）   

（略） （H9～H11のデータの削除と H24～26のデータの追加）  

   

第 2項 ～ 第 3項  （略）   

   

 



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－1 

函館市地域防災計画 基本・地震災害対策編 新旧対照表（案） 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 1章 地震被害予測および津波浸水予測   

（略）   

   

   

第 2章 災害予防計画（P27）   

本章は、市域への大規模な地震災害や台風、火山災害および集中豪雨

等による風水害等の発生に備え、市および各防災関係機関等が実施する

対策の基本方針、対策項目および実施責任者等の基本事項について定め

たものである。 

災害予防計画の体系は、次のとおりである。 

本章は、市域への大規模な地震や津波による災害および台風や集中豪

雨等による風水害等の発生に備え、市および防災関係機関等が実施する

対策の基本方針、対策項目および実施責任者等の基本事項について定め

たものである。 

災害予防計画の体系は、次のとおりである。 

第３章災害応急対策計画

との整合に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

                            （略） 

 

 

 「消防団を中核とした地

域防災力の充実強化に関

する法律」の施行に伴う

追加 

   

第 1節 災害に強い組織・ひとづくり（P27）   

市は、地震などによる災害に備え、市民一人ひとりが参加する自主防

災組織活動の推進、市職員や防災関係機関職員、市民や事業所に対する

防災知識の普及・啓発、ボランティアの育成支援等を実施し、市や防災

関係機関、市民、事業所等が一体となった災害に強い、組織・ひとづく

りを推進する。 

市は、地震などによる災害に備え、市民一人ひとりが参加する自主防

災組織活動の推進、市職員や防災関係機関職員、市民や事業所に対する

防災知識の普及・啓発、消防団の強化、ボランティアの育成支援等を実

施し、市や防災関係機関、市民、事業所等が一体となった災害に強い、

組織・ひとづくりを推進する。 

 

   

第 1項 自主防災組織の育成・支援（P27）   

自主防災組織とは、町会等を単位として設置される組織で、防災活動

への積極的な取り組みを進めるものをいい、市は、地域における取り組

みが行えるよう、その活動と組織の育成を支援し、災害発生の防止と災

害発生時の被害を最小限にとどめるよう努める。 

 

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。 

自主防災組織とは、町会等を単位として設置される組織で、防災活動

への積極的な取り組みを進めるものをいい、市は、地域における取り組

みが行えるよう、研修会の実施や防災士の資格取得の促進など、その活

動と組織の育成を支援し、災害発生の防止と災害発生時の被害を最小限

にとどめるよう努める。 

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。 

 

 

災 

害 

予 

防 

計 

画 

災害に強い組織・人づくりの推進 

災害に強いまちづくりの推進 

応急対策への備え 

津波への備え 

・自主防災組織の育成・支援 
・防災知識の普及・啓発 
（追加） 
・防災訓練の実施 
・ボランティアの育成および活
動環境の整備 

災 

害 

予 

防 

計 

画 

災害に強い組織・人づくりの推進 

災害に強いまちづくりの推進 

応急対策への備え 

津波への備え 

・自主防災組織の育成・支援 
・防災知識の普及・啓発 
・消防団の強化 
・防災訓練の実施 
・ボランティアの育成および活
動環境の整備 



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－2 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

１．自主防災組織の活動内容   

（略）   

２．事業所の活動   

事業所は、災害発生時において消防法の規定に基づく自衛消防隊を活

用するなどにより従業員や利用者等の安全の確保を図るとともに、地域

の災害を最小限にとどめるよう防災活動に協力する。 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

用語の修正 

 

（第 5項より移動） ３．自主防災組織の編成基準（例） 構成の見直し 

 自主防災組織の編成と役割（例）  （略）  

   

第 2項 防災知識の普及・啓発   

（略）   

   

（追加） 第 3項 消防団の強化 「消防団を中核とした地

域防災力の充実強化に関

する法律」の施行に伴う

追加 

 市（消防本部）は、地震などの災害が発生したときに、地域に密着し

即時に対応することができ、将来にわたり地域防災力の中核としての役

割を担う消防団の強化に努める。 

 重点項目 

（1）消防団員としての意識の高揚 

（2）災害（地震災害、津波災害、火山災害、風水害など）に関する基礎

知識の習得 

（3）災害時における役割および活動対応の認識 

（4）消防職員および地域住民等と連携した訓練 

（5）災害情報の収集・伝達方法の習得 

 

   

第 3項 防災訓練の実施 第 4項 防災訓練の実施  

（略）   

   

第 4項 ボランティアの育成および活動環境の整備（P31） 第 5項 ボランティアの活動環境の整備 記述との整合 

大規模な地震などが発生し、多くのり災者が出たときは、り災者の生

活の早期回復は各種ボランティアの活動が大きな役割を果たすことか

ら、ボランティアの受入体制を整備することが必要である。 

大規模な地震などが発生し、多くの被災者が出たときは、被災者の生

活の早期回復は各種ボランティアの活動が大きな役割を果たすことか

ら、ボランティアの受入体制を整備することが必要である。 

用語の修正 

 

 

事業所の活動 事業所の活動 

①～④ （略） 

⑤ 消火対象物における消防計画および危険物施設にお

ける予防規定 
⑥ （略） 

①～④ （略） 

⑤ 防火対象物における消防計画および危険物施設にお

ける予防規程 
⑥ （略） 



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－3 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

市（保健福祉部）は、函館市社会福祉協議会、日赤函館市地区の協力

を得て、防災ボランティア受入体制の整備、ボランティアコーディネー

ター等の養成を実施し、平常時よりボランティア活動の推進を図る。 

函館市社会福祉協議会は、日赤函館市地区と連携し、市（保健福祉部）

の協力を得て、ボランティアの受入体制の整備、ボランティアコーディ

ネーター等の養成を実施し、平常時より災害時に対応できるボランティ

アの活動環境整備の推進を図る。 

業務担当の明確化 

 

題との整合 

１．防災ボランティア受入体制の整備   

（略）   

２．ボランティアコーディネーターの育成ならびに防災ボランティア、

リーダーの養成 

２．ボランティアコーディネーターの育成ならびに防災ボランティア・

リーダーの養成 

用語の修正 

函館市社会福祉協議会および日赤函館市地区は、ボランティアコーデ

ィネーターの育成に努めるとともに、防災ボランティア、リーダーを養

成し、平常時より効果的な防災ボランティア活動の体制整備を図る。 

 

（以下、略） 

函館市社会福祉協議会および日赤函館市地区は、災害時に対応できる

ボランティアコーディネーターの育成ならびにボランティア活動の中心

的役割を担う防災ボランティア・リーダーを養成し、平常時より効果的

な防災ボランティア活動の体制整備を図る。 

 

題との整合 

   

３．防災訓練等への参加   

市（保健福祉部）は、平常時からボランティア関係団体とのコミュニ

ケーションを図り、防災訓練等へ参加させるなど、災害時の効果的な活

動を推進する。 

市（保健福祉部）は、函館市社会福祉協議会および日赤函館市地区と

連携し、平常時からボランティア関係団体等を防災訓練等へ参加させる

など、災害時の効果的な活動を推進する。 

記述の整理 

４．ボランティア団体の組織化およびネットワーク化の整備 ４．ボランティア団体の組織化およびネットワーク化の整備  

市（保健福祉部）、函館市社会福祉協議会および日赤函館市地区は、ボ

ランティアの自主性を尊重した組織づくりを推進する。 

また、災害時においてボランティア関係団体が連携しながら、円滑か

つ効果的な防災ボランティア活動の実施を図るため、ボランティア関係

団体等の連絡調整を行う等、ネットワークの整備を推進する。 

函館市社会福祉協議会は、市（保健福祉部）および日赤函館市地区の

協力を得て、ボランティアの自主性を尊重した組織づくりを推進する。 

また、災害時においてボランティア関係団体が連携しながら、円滑か

つ効果的な防災ボランティア活動の実施を図るため、ボランティア関係

団体等の連絡調整を行うなど、ネットワークの整備を推進する。 

業務担当の明確化 

   

第 5項 自主防災組織の編成基準（例）（P32） （第 1項 3へ移動） 構成の見直し 

自主防災組織の編成と役割（例）  （略）   

   

   

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－4 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 2節 災害に強いまちづくり   

大規模な地震が発生したときは、古い木造建物が密集していれば、建

物倒壊や同時多発的火災等により被害が甚大となる危険性がある。 

市は、函館開発建設部や渡島総合振興局函館建設管理部と協力し、災

害による被害を最小限にとどめるため、地域の災害特性を考慮した都市

防災化事業の推進や都市施設整備（道路、橋梁、港湾、空港等）など災

害に強いまちづくりを推進する。 

  

   

第 1項 地域特性を考慮した都市防災化の推進（P33）   

市は、まちづくりの変遷や災害履歴等について把握し、災害の地域特

性を考慮した開発行為・土地利用の規制等を行い、災害に強いまちづく

りを推進する。 

  

１．開発行為・土地利用の制限   

宅地造成等の開発行為については、急傾斜地崩壊危険区域や崖崩れ、

溢水のおそれがある土地を宅地造成等の区域に含めないよう指導すると

ともに、開発行為許可にあたっては、都市計画法や宅地造成等規制法に

規定する技術基準に基づいて、崖崩れ、土砂の流出および溢水による災

害発生の防止のための必要な措置を講ずるよう指導する。 

 

宅地造成等の開発行為については、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 年法律第 57 号。以下「土砂

災害防止法」という。）第９条第１項の規定に基づく土砂災害特別警戒区

域などの崖崩れ、溢水のおそれがある土地を宅地造成等の区域に含めな

いよう指導するとともに、開発行為許可にあたっては、都市計画法や宅

地造成等規制法に規定する技術基準に基づいて、崖崩れ、土砂の流出お

よび溢水による災害発生の防止のための必要な措置を講ずるよう指導す

る。 

土砂災害防止法の改正に 

伴う修正 

（以下、略）   

２．中高層建築物の安全化   

（略）   

   

第 2項 災害に強い都市施設整備   

（略）  

  

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－5 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 3節 消防・救急体制の強化   

市は、大規模地震発生時の火災や事故等による出動要請に備え、各協

定に基づく広域応援体制の充実や高度救急・救命体制の整備を図る。 

また、民間施設の貯水槽の活用や海水・河川水等による消防水利の確

保、消防用資機材の確保のための応援体制の充実を図る。 

  

   

第 1項 消防・救急体制の整備（P35）   

市（消防部）は、消防・救急体制の整備を図り、迅速な消火、救助お

よび救急活動体制を確立する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

「消防団を中核とした地

域防災力の充実強化に関

する法律」の施行に伴う

追加 

第 2項 消防水利・資機材の確保   

（略）   

   

第 3項 消防職員および消防団の教育訓練（P36）   

市（消防本部）は、消防職員および消防団員に対し、防災活動技術の

向上を図るため、災害時を想定した教育訓練を行う。 

１．市（消防本部）は、消防職員および消防団員に対し、防災活動技術

の向上を図るため、災害時を想定した教育訓練を行う。 

 

（追加） ２．市（消防本部）は、消防団員に対して、全国で統一された標準的な

訓練の基準に基づき、教育訓練を実施し、災害や防災活動に関する基

礎知識を習得させ、消防団員が災害時に的確な判断や活動がとれるよ

う教育訓練の強化に努める。 

 

   

１．広域応援体制の充実 
 

２．情報連絡体制の充実 
 

３．高度救急・救命体制の整備 
 

４．自主防火管理体制の確立 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

１．広域応援体制の充実 

 

２．情報連絡体制の充実 
 

３．高度救急・救命体制の整備 

 

４．消防団の充実強化 

 

５．自主防火管理体制の確立 
 

・消防団活動拠点施設、小型動力

ポンプ付積載車の整備を推進し、
消防団体制の充実強化を図る。 

 



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－6 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 4節 土木および公共施設の予防対策（P37）   

道路、橋梁および港湾等の施設管理者は、災害時の避難・消防活動、

救援物資輸送の役割を担う道路等の防災総点検や冬季の積雪・除雪対策、

耐震性の高い港湾・空港の整備を推進し、災害時の緊急輸送の確保を図

る。 

河川、海岸施設およびがけ地・急傾斜地等の施設管理者は、市民等の

安全を確保するため、 各整備計画に基づく施設整備を推進するととも

に、市民等の協力を得て、浸水やがけ崩れ等の災害の発生や二次災害の

防止体制の確立を図る。 

市役所、学校、児童館および保育園等の施設管理者は、地震などによ

り、り災したときは、市民等の避難や物資の供給等の応急対策に支障を

きたさぬよう、耐震性能の向上を推進するなど、施設の安全性の確保を

図る。 

道路、橋梁および港湾等の施設管理者は、災害時の避難・消防活動、

救援物資輸送の役割を担う道路等の防災総点検や冬季の積雪・除雪対策、

耐震性の高い港湾・空港の整備を推進し、災害時の緊急輸送の確保を図

る。 

河川、海岸施設およびがけ地・急傾斜地等の施設管理者は、市民等の

安全を確保するため、 各整備計画に基づく施設整備を推進するととも

に、市民等の協力を得て、浸水やがけ崩れ等の災害の発生や二次災害の

防止体制の確立を図る。 

市役所、学校、児童館および保育園等の施設管理者は、地震などによ

り、被災したときは、市民等の避難や物資の供給等の応急対策に支障を

きたさぬよう、耐震性能の向上を推進するなど、施設の安全性の確保を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の修正 

   

第 1項 道路・橋梁の予防対策（P37）   

道路および橋梁は、災害時の避難、救援、消防活動および物資の輸送

等に重要な役割を果たす。 

各施設管理者は、災害時において緊急輸送道路等を確保するため、平

常時から道路および橋梁の整備を積極的に推進する。 

  

１．道路防災総点検の実施   

各施設管理者は、道路防災総点検を実施するとともに、その結果に基

づき、道路の災害に対する危険性を把握し、災害に強い道路づくりを推

進する。 

（追加） 

各施設管理者は、道路防災総点検を実施するとともに、その結果に基

づき、道路の災害に対する危険性を把握し、災害に強い道路づくりを推

進する。 

また、各施設においては定期点検を実施するなど、日常の維持管理に

努める。 

 

 

 

各施設管理者の活動内容

に合わせた業務の追加 

２．積雪・除雪対策   

（略）   

   

第 2項 港湾・空港施設の予防対策（P37）   

函館港は、重要港湾に指定され、貿易や物流の拠点として位置づけら

れているほか、函館空港は、航空輸送網の拠点として重要な役割を担っ

ている。 

港湾管理者（港湾空港部）および函館開発建設部は、災害時における

物資や人員輸送の拠点としての機能が発揮出来るよう、災害に強い施設

整備を推進する。 

  

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－7 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

１．函館港   

（1）耐震バースの整備 （1）耐震強化岸壁の整備 耐震岸壁整備中のため 

港湾管理者（港湾空港部）は、地震時の液状化現象による側方流動等

による被害を防ぎ、船舶による輸送を円滑に行うため、耐震バースの整

備を推進する。 

港湾管理者（港湾空港部）は、地震時の液状化現象による側方流動等

による被害を防ぎ、船舶による海上輸送を円滑に行うため、現在暫定供

用中の北ふ頭正面岸壁を含む２バースの耐震強化岸壁の整備を推進す

る。 

記述の整理 

（2）液状化対策   

（略）   

   

第 3項 河川・海岸施設の予防対策   

（略）   

   

第 4項 がけ地・急傾斜地等の予防対策（P38）   

土地の高度利用と開発に伴い、台風や集中豪雨時におけるがけ崩れ災

害の危険性が増加する傾向にある。 

市（土木部）は、渡島総合振興局函館建設管理部が、「急傾斜地の崩壊

により災害の防止に関する法律」（昭和 44年法律第 57号。以下「急傾斜

地法」という。）に基づき、急傾斜地崩壊危険区域において施工する崩落

防止工事や点検等の実施に伴い、円滑な事業実施のための協力をし、が

け崩れ等の被害の防止を図る。 

また、未指定箇所等については、その所有者が崩落防止等の対策を講

ずる。 

  

１～２ （略）   

３．被災宅地危険度判定士の養成   

大規模な地震または豪雨等に伴う災害により宅地が被災した場合、被

害の発生状況を迅速かつ的確に把握することにより、適切な応急措置を

講じて二次災害の軽減、防止を図り市民等の安全を確保する必要がある。 

市は、被災宅地の状況について調査、判定する被災宅地危険度判定士

の養成のため、積極的に関係する部局の職員を当該判定士講習会に参加

させるよう努める。 

大規模な地震または豪雨等に伴う災害により宅地が被災した場合、被

害の発生状況を迅速かつ的確に把握することにより、適切な応急措置を

講じて二次災害の軽減、防止を図り市民等の安全を確保する必要がある。 

市は、被災宅地の状況について調査、判定する被災宅地危険度判定士

（以下「宅地判定士」という。）の養成のため、積極的に関係する部局の

職員を当該判定士講習会に参加させるよう努める。 

 

 

 

記述の整理 

   

第 5項 土砂災害の予防対策（P39）   （削除） 土砂災害対策の強化によ 

この対策は土砂災害を未然に防止するとともに、土砂による災害を最

小限度にとどめるため、監視体制の充実をはじめ、その他予防体制の整

備を図るための対策である。 

 り個別災害対策編を追加 

１．警戒避難態勢の整備 

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

  



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－8 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

（平成 12 年法律第 57 号）に基づき、道知事により指定を受けた土砂災

害警戒区域については、警戒区域ごとに、土砂災害に関する情報の収集

および伝達をはじめ、予報または警報の発令並びに伝達、避難、救助そ

の他警戒区域における土砂災害を未然に防止するために必要な警戒避難

体制の整備を図る。 

また、土砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜地の崩壊等のおそれ

がある場合の避難所・避難地に関する事項その他警戒区域における円滑

な警戒避難が行われるために必要な事項について住民への周知に努め

る。 

   

第 6項 公共施設の予防対策 第 5項 公共施設の予防対策  

（略）   

   

第 7項 文化財等の予防対策 第 6項 文化財等の予防対策  

（略）   

   

   

   

第 5節 ライフライン施設の予防対策   

地震、風水害等によりライフライン施設（水道・電気・電話・ガス等）

が被害を受けたときは、基本的な都市機能が麻痺し、市民生活にも大き

な影響を与えるとともに、人命の救助・救出や避難活動、水や食料等の

物資供給の遅れなど、様々な応急対策活動に支障をきたす。 

市および各ライフライン企業は、地震などによる災害に備え、次のよ

うな予防対策を実施する。 

  

   

第 1項 ～ 第 3項  （略）   

   

第 4項 通信施設の予防施設（P40）   

東日本電信電話株式会社北海道支店（委任機関～(株)NTT 東日本－北

海道函館支店）は、防災業務計画に基づき、防災訓練の実施や防災知識

の普及といった職員に対する防災教育等の実施に努める。 

（以下、略） 

東日本電信電話北海道南支店は、防災業務計画に基づき、防災訓練の

実施や防災知識の普及といった社員に対する防災教育等の実施に努め

る。 

 

組織機構改正による修正 

   

第 5項 ～ 第 6項  （略）   

   

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－9 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 6節 避難環境の整備（P42） 第 6節 避難体制の整備  

市は、災害時に市民の安全と生活を確保するため、被害の傾向や地域

特性を十分考慮した避難環境を整備し、市民に周知する。 

市は、災害から市民の生命・身体を保護するため、被害の傾向や地域

特性を十分考慮した避難体制を整備し、市民に周知する。 

用語の修正 

   

（追加） 第 1項 避難誘導体制の整備 北海道地域防災計画との 

 １ 市（総務部）は、地震や津波等の災害から住民の安全を確保するた

め、避難場所や避難所等に案内標識を設置するなど、緊急時の速やか

な避難が確保されるよう努める。 

整合に伴う追加 

 ２ 市（総務部）は、大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となる

よう、他の地方公共団体との広域一時滞在に係る応援協定や、被災者

の運送に関する運送業者等との協定を締結するなど、具体的な手順を

定めるよう努める。 

 

 ３ 市（教育対策部）は、学校等が保護者との間で、災害が発生し、ま

たは発生するおそれがある場合における児童生徒等の保護者への引き

渡しに関するルールをあらかじめ定めるよう努める。 

 

 ４ 市（教育委員会、子ども未来部）は、小学校就学前の児童の安全で

確実な避難のため、災害が発生し、または発生するおそれがある場合

における幼稚園・保育所・認定こども園等の施設間と市との連絡・連

携体制の構築に努める。 

 

（第２項の１より移動） ５ 市民および自主防災組織は、地震災害や津波災害、風水害等の災害

特性、建物や道路現況等を考慮し、安全・迅速に避難するための避難

路をあらかじめ検討し、災害が発生し、または発生するおそれがある

場合における避難に備える。 

「検討事項」 

（1）道路幅員、歩道の整備状況 

（2）周囲の危険物の状況 

（3）高齢者や障がい者等の要配慮者の現況 

（4）災害図上避難訓練の普及 

 

   

第 1項 避難所・避難地の指定（P42） （削除） 災害対策基本法の改正に 

市（総務部）は、地震被害予測の結果や既往災害履歴および第１項２

の「施設調査項目」により、避難収容人員、建物構造、立地箇所等の施

設環境を考慮し、地震災害、津波災害、市街地火災等の災害種別・規模

に応じた避難所・避難地を指定する。 

また、避難所については、学校施設等の公共的施設を指定することを

基本とするが、地域の実情に合わせ、地域住民の要望等により社会福祉

施設等の民間施設について、施設管理者の同意を得て指定する。 

 伴う用語等の見直し 



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－10 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

１．避難地・避難所   

（1）広域避難地   

災害等により、広範囲の地域から多くの市民が避難する場所として、

大規模な公園・緑地の公共空地を指定 

函館市の指定避難地は、千代台公園・見晴公園・市民の森・緑の島と

する 

  

（2）一時避難地   

地震・大火災などの大規模災害から多くの市民が危険を一時回避する

場所として、公園、緑地を指定 

  

（3）中・短期避難所   

 ア 拠点避難所   

大規模災害により、居住が不可能となった市民が、多数になると予

測される場合、市民が応急的な生活をする場所として、小学校をその

校区の拠点避難所として開設 

  

 イ 準拠点避難所   

拠点避難所が収容能力を超えた場合などに開設する避難所   

 ウ 一時避難所   

拠点避難所へ避難する前の一時的な避難所または、局地的な災害の

発生や被害が予測される場合に開設 

  

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－11 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

（新設） 第 2項 指定緊急避難場所の指定 災害対策基本法の改正に

伴う用語等の見直し  １．市（総務部）は、災害の危険が切迫した緊急時において、市民の安

全の確保を図るため、次の異常な現象の種類ごとの基準に適合し、その

危険を一時的に回避し、迅速に開設することが可能な施設または場所を

指定緊急避難場所として指定する。ただし、市が所管する施設以外にあ

っては、あらかじめ当該施設等の管理者との協定による同意を得たうえ

で指定する。 

  

異常な現象 構  造 立地 

地震 

・地震に対して安全な構造のもの 

・当該場所またはその周辺に地震が発生した場合において人の
生命または身体に危険を及ぼすおそれのある建築物、工作物そ

の他のものがないこと 

津波 

・地震および異常な現象に対して安全な構
造のもの 

・想定される津波の水位以上の高さに居住

者等受入用部分が配置され、かつ当該居住
者等受入用部分までの避難上有効な階段そ

の他経路があること 

（※津波避難ビルが該当） 安全区域内にあ

るもの 

洪水・高潮 

・異常な現象に対して安全な構造のもの 

・想定される洪水、高潮の水位以上の高さ
に居住者等受入用部分が配置され、かつ当

該居住者等受入用部分までの避難上有効な

階段その他経路があること 

土砂・火山 ・異常な現象に対して安全な構造のもの 

  

 

 ２．市は、指定緊急避難場所の指定にあたっては、市民等が災害の種類

で迷うことがないよう、原則全ての災害に対応できる安全区域内に配置

することに努める。ただし戸井、恵山、椴法華、南茅部など大半が土砂

災害危険箇所等である地域については、地域特性を考慮した指定ができ

るものとする。 

 

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－12 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

 ３．指定緊急避難場所の種別 

指定緊急避難場所の種別は次のとおりとする。 

種 別 機能・要件等 

緊急避難所 災害の危険から市民等が一時回避するための施設 

緊急避難地 
災害の危険から市民等が一時回避するための場所（公園、緑

地、広場など） 

広域避難地 
災害の危険から広範囲の地域の多数の市民等が一時回避する

ための場所（大規模な公園・緑地など） 

津波避難ビル 

津波の危険から避難のための立退きが困難な地域に居住また

は滞在する市民等が、一時退避するための避難対象地域内に

ある３階建て以上の建物 
 

災害対策基本法の改正に

伴う用語等の見直し 

   

（新設） 第 3項 指定避難所の指定 災害対策基本法の改正に 

 １．市（総務部）は、想定される災害や人口、その他の状況を勘案し、

災害が発生し、または発生するおそれのある場合に、被災者等を必要な

間または一時的に滞在させるための適切な避難所の確保を図るため、次

の基準に適合する公共施設を指定避難所として指定する。ただし、市が

所管する施設以外にあっては、あらかじめ当該施設等の管理者との協定

による同意を得たうえで指定する。 

伴う用語等の見直し 

 この場合、資機材や備蓄品の保管や円滑に避難所運営ができる施設で

あることなどに配慮する。 

規 模 被災者等を滞在させるために必要かつ適切な規模のもの 

構 造 
速やかに被災者等を受入れ、または生活関連物資を被災者等に
配布することが可能な構造または設備を有するもの 

立 地 想定される災害による影響が比較的少ない場所にあるもの 

交 通 
車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所にある
もの 

  

 

 ２．市（保健福祉部）は、一般の避難所では生活することが困難な高齢

者、障がい者、乳幼児などの要配慮者を受け入れる二次的な指定避難所

として、福祉避難所の確保に努める。 

 

 ３．指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができる。  

   

 第 4項 指定緊急避難場所および指定避難所の指定の取り消し等  

 １．指定緊急避難場所および指定避難所の施設管理者は、廃止、改築等

により当該施設の現状に重要な変更を加えようとするときは、市（総務

部）に届け出なければならない。 

 



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－13 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

 ２．市（総務部）は、指定する指定緊急避難場所および指定避難所が廃

止または基準に適合しなくなったと認めるときは、その指定を取り消す

ものとする。 

 

 ３．市（総務部）は、指定緊急避難場所および指定避難所を指定し、ま

たは取り消したときは、北海道知事に通知するとともに公示しなければ

ならない。 

 

   

２．避難所・避難地の調査 第 5項 指定緊急避難場所および指定避難所の調査 災害対策基本法の改正に 

市（総務部）は、災害時の避難者の安全を確保するため、避難所・避

難地について次の項目等の調査を実施する。 

市（総務部）は、災害時の避難者の安全確保や指定要件を確認するた

め、指定緊急避難場所および指定避難所について次の項目等の調査を実

施する。 

伴う用語等の見直し 

「施設調査項目」 １．施設調査項目  

（1）避難者数と収容人員 

（2）想定地震、液状化、地震火災、土砂災害、津波の危険性 

（3）建物構造（木造・RC構造等） 

（4）延焼遮断効果（街路樹の有無、空地等） 

（5）給水・給食施設 

（6）危険物 

（追記） 

（1）避難者数と収容人員 

（2）安全区域要件（津波浸水区域、土砂災害危険箇所など） 

（3）耐震要件 

（4）夜間・休日の避難所開設連絡員の緊急連絡先等 

（削除） 

（5）危険物 

（6）その他 

 

指定基準等との整合 

３．収容人員の算出 ２．収容人員の算出  

（略）   

４．避難所・避難地 

地区 
広域 

避難地 

一時 

避難地 

拠点 

避難所 

準拠点 

避難所 

一時 

避難所 

本庁 4 36 40 37 60 

戸井支所  3 2 3 10 

恵山支所   2 1 15 

椴法華支所   1 2 6 

南茅部支所  3 3 3 21 

計 4 42 48 46 112 

  

（削除）  

   

第 2項 避難体制の整備（P43）   

１．避難路の検討 （第 1項へ移動）  

市民および自主防災組織は、地震災害や風水害等の災害特性、建物や

道路現況等を考慮し、災害時に安全・迅速に避難するための避難路を検

討し、災害時の避難に備える。 

  



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－14 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

「検討事項」 

（1）道路幅員、歩道の整備状況 

（2）周囲の危険物の状況 

（3）高齢者や障がい者等の要配慮者の現況 

（4）災害図上避難訓練の普及 

  

２．避難情報伝達手段の検討と確保 （削除）  

市（総務部）および、防災関係機関は、市民が災害時に迅速な避難活

動を行えるよう避難情報伝達手段を検討し、整備する。 

  

「避難情報伝達手段」 

（1）広報車の活用 

（2）報道機関（テレビ・ラジオ等）の活用 

（3）消防団・自主防災組織（町内会）等による情報伝達 

（4）防災行政無線による情報伝達 

（5）地域 FMラジオ、CATVの最大活用 

（6）パソコン・携帯電話のメールサービス 

（7）市等のホームページの活用 

  

   

第 3項 避難所・避難地の市民等への周知（P44） 第 6項 指定緊急避難場所および指定避難所の市民等への周知 災害対策基本法の改正に 

市（総務部）は、避難所・避難地の場所・名称等について、広報紙や

報道機関、防災パンフレット等を用いて、市民等への周知徹底を図り、

災害時の避難活動の混乱を最小限にとどめる。 

 

 

また，地震災害、津波災害、火災等の災害別に避難所・避難地の周知

徹底を図り、災害時の市民の安全を確保する。 

市（総務部）は、指定緊急避難場所および指定避難所の場所や名称、

避難時の心得や知識などについて、これらを記載した印刷物の作成・配

布や市ホームページ等への掲載、報道機関の活用などにより、市民等へ

の周知を図り、災害時の避難活動の混乱を最小限にとどめ、市民等の安

全確保を図る。 

（以下、削除） 

伴う用語等の見直し 

「市民等への周知の内容」 

１．避難所・避難地の場所・名称（防災行政無線・広報車の活用） 

２．避難時の心得、知識（報道機関・テレビ・ラジオ等の活用） 

３．その他 

  

   

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－15 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 7節 円滑な応急対策への備え（P45）   

市および防災関係機関は、迅速な応急対策の実施を図るため、医療救

護、緊急輸送および水や食料等の供給等の環境整備を推進する。 

 

また、市や防災関係機関は、り災者の生活復旧を１日でも早く実現さ

せるため、災害時に速やかにり災者の相談窓口や各種給付金の受付窓口

を設置できるよう体制の整備を図る。 

市および防災関係機関は、迅速な応急対策の実施を図るため、医療救

護、緊急輸送および水や食料、生活必需品等の供給体制などの環境整備

を推進する。 

（削除） 

 

 

 

構成の見直し 

第 6項「窓口体制の整備」

を第 4章へ移動したため 

   

第 1項 医療救護活動の環境整備（P45）   

大規模な地震などによる災害が発生したときは、建物倒壊や火災等に

よる負傷者が多数発生するおそれがある。 

また、災害により医療施設が被害を受け、通常時に行われている治療

ができなくなるという事態も想定される。 

（以下、略） 

大規模な地震などによる災害が発生したときは、建物倒壊や火災等に

よる負傷者が多数発生するおそれがあるほか、災害により医療施設が被

害を受け、通常時に行われている治療ができなくなるという事態も想定

される。 

 

 

記述の整理 

 

   

第 2項 ～ 第 3項  （略）   

   

第 4項 食料・生活必需品の備蓄および物資供給体制の整備（P47）   

地震などによる災害発生時には、流通拠点施設や道路のり災等により、

食料や生活必需品の確保が著しく困難となることが予想される。このた

め、市のみならず、市民一人ひとりが災害に関する意識を高め、生活に

最低限必要な物資を日頃から備蓄しておくことが大切である。 

市（総務部、経済部、観光部）は、市民等に対し、災害時に迅速に食

料、飲料水、燃料および毛布などの生活必需品等を供給するために、備

蓄や民間業者等との協定の締結を推進し、被災者に必要物資を確実かつ

迅速に届けられるよう、物資供給体制の整備に努める。 

また、高齢者や女性に配慮した備蓄品の確保に努める。 

  

１～２ （略）   

３．民間業者等との協定による備蓄の推進 ３．民間業者等との協定による物資供給体制の充実  

市（総務部、経済部、観光部、農林水産部）は、地震などによる災害

時において水や食料等の生活物資を確保するため、民間業者と協定を締

結している。今後も協定の締結を推進し、備蓄の推進を図る。 

また、生鮮食料品や飲料水および生活必需品の提供と斡旋に関する相

互応援協定については、さらに連携を強化する。 

市は、地震などによる災害時における水や食料、衣料等の生活物資お

よびその輸送手段を確保するため、民間業者と協定を締結しており、今

後も協定の締結を推進し、物資供給体制の充実を図る。 

また、生鮮食料品や飲料水および生活必需品の提供と斡旋に関する相

互応援協定については、さらに連携を強化する。 

記述の整理 

４．全国からの救援物資受入体制について （削除） 構成の見直し 

函館市社会福祉協議会および日赤函館市地区は、救援物資の受入れ時

の混乱を避けるため、総合福祉センター等を拠点として、物資の受け入

  



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－16 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

れ体制を整備する。 

また、仕分けや配送については、郵便局をはじめ、一般ボランティア

やトラック協会等の輸送業者との協力体制を確立する。 

   

第 5項 住宅対策の整備   

（略）   

   

第 6項 窓口体制の整備（P49） （第 4章第 1節 市民生活安定のための支援へ内容を整理し移動） 構成の見直し 

大規模な地震などが発生し、多くのり災者が出たときは、り災証明書

の発行や各種手続き業務に混乱が生じないよう留意する必要がある。 

市、公共職業安定所、函館市社会福祉協議会および日赤北海道支部は、

このような手続きを行う窓口について、担当部局の役割を事前に明確に

することで、窓口業務の円滑な実施を図り、り災者の生活の早期回復と

自力復興を１日も早く実現できるよう体制の整備を推進する。 

  

 
窓口 担当部局等 支援内容等 

り災証明書発行 消防本部 
り災状況を現認し、り災証明書を発
行する。 

ボランティアの受

け入れ 

保健福祉部 

社会福祉協議会 

一般ボランティア、専門ボランティ

アに分けて受け入れ、現場のニーズ
を考慮し派遣する。 

職業の斡旋 公共職業安定所 
地震災害により仕事を失った、り災

者へ職業を斡旋する。 

災害義援金の支給 
保健福祉部 

日赤北海道支部 

義援金配分基準に基づいた支給を行

う。 

生活相談・心のケ

ア 

市民部 

保健所 

専門相談員や専門ボランティアを配
置し、り災者の生活全般に係わる不

安や問題点の相談を受け付ける。 

各種資金の貸付等

の相談 

保健福祉部 

社会福祉協議会 

災害援護資金や生活福祉資金の貸付

について、窓口を一本化し、各関係

部局の協力を得て、り災者の生活復
興に尽力する。 

 

  

   

第 7項 防疫・衛生活動体制の整備（P49） 第 6項 防疫・衛生活動体制の整備  

（略）   

   

第 8項 ごみ・し尿処理体制の整備（P50） 第 7項 ごみ・し尿処理体制の整備  

地震などによる災害時には、避難生活等による多量のごみの発生や、 地震などによる災害時には、避難生活等による多量のごみの発生や、  



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－17 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

住宅、ビルなどの損壊によるがれき類等の発生が予想される。 

また、停電や断水、下水道施設の被災により水洗トイレの使用に支障

をきたすおそれがある。 

市（環境部）は、災害時の多量のごみの排出を想定した収集・処理体

制およびごみストックヤード（堆積場）の設置を検討するとともに、避

難所、避難地や病院等の防災拠点を中心に仮設トイレを迅速に設置する

ため、仮設トイレ供給業者との協定締結等の対策を推進する。 

住宅、ビルなどの損壊によるがれき類等の発生が予想される。 

また、停電や断水、下水道施設の被災により水洗トイレの使用に支障

をきたすおそれがある。 

市（環境部）は、災害時の多量のごみの排出を想定した収集・処理体

制およびごみストックヤード（仮置場）の設置を検討するとともに、避

難所、避難地や病院等の防災拠点を中心に仮設トイレを迅速に設置する

ため、協定を締結した仮設トイレ供給業者との連携を深める。 

 

 

 

 

国の災害廃棄物処理対策

指針の策定に伴う用語の

修正 

１．ごみ収集・処理体制の整備 １．ごみ収集・処理体制の整備  

（略）   

２．ごみストックヤード（堆積場）候補地の選定 ２．ごみストックヤード候補地の選定 記述の整理 

災害時に大量に発生するごみを処理するため、一時的なごみストック

ヤード（堆積場）設置の候補地を選定する。 

災害時に大量に発生するごみを処理するため、一時的なごみストック

ヤード設置の候補地を選定する。 

 

３．仮設トイレ供給業者との協定締結 ３．仮設トイレ供給体制の強化  

避難所等でトイレ不足が深刻となることが予想されるため、事前に仮

設トイレ供給業者と協定を締結し、仮設トイレ供給体制の強化を図る。 

避難所等でトイレ不足が深刻となることが予想されるため、協定を締

結した仮設トイレ供給業者との連携を深め、仮設トイレ供給体制の強化

を図る。 

防災協定の締結に伴う記

述の整理 

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－18 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 8節 要配慮者対策（P51）   

高齢者や障がい者、外国人等の要配慮者については、防災知識の普及

や災害時の情報提供、避難誘導、救護・救済等防災の様々な場面におい

て、要配慮者に応じたきめ細やかな施策を、他の福祉施策との連携のも

とに行う必要がある。 

このことから、市（総務部、保健福祉部）は、平常時より地域住民等

と協力しながら、要配慮者に対する支援体制の充実を図る。なかでも自

らの避難が困難であり、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支

援を要する避難行動要支援者については、その避難の支援や安否の確認

等に必要な措置を実施するための基礎となる避難行動要支援者名簿を作

成し、さらなる避難支援体制の確立に努める。 

高齢者や障がい者、外国人等の要配慮者については、防災知識の普及

や災害時の情報提供、避難誘導、救護等防災の様々な場面において、要

配慮者に応じたきめ細やかな施策を、他の福祉施策との連携のもとに行

う必要がある。 

このことから、市（総務部、保健福祉部）は、平常時より地域住民等

と協力しながら、要配慮者に対する支援体制の充実を図る。なかでも自

らの避難が困難であり、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支

援を要する避難行動要支援者については、その避難の支援や安否の確認

等に必要な措置を実施するための基礎となる避難行動要支援者名簿を作

成し、さらなる避難支援体制の確立に努める。 

 

用語の修正 

   

第 1項 避難行動要支援者の名簿作成（P51）   

１．避難行動要支援者名簿に掲載する範囲   

避難行動要支援者は、次にあげる範囲の者で、避難時に支援を希望す

る者とする。ただし、社会福祉施設等に入所、入院している者は、避難

行動要支援者から除く。 

避難行動要支援者は、次に掲げる者とする。ただし、社会福祉施設等

に入所、入院している者は、避難行動要支援者から除く。 

避難行動要支援者支援計

画の見直しに伴う修正 

・介護保険で要介護認定を受けており、要介護 3～5の者 

・身体障害者手帳の交付を受けており、障がいの程度が 1～2の者 

・療育手帳の交付を受けており、障がいの程度が A判定の者 

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、障がいの程度が 1 級  

の者 

（追記） 

 

・市のひとり暮らし高齢者等緊急通報システムの設置者 

・65 歳以上のひとり暮らしの高齢者、または 65 歳以上の高齢者のみの

世帯の者 

・妊産婦、乳幼児・児童のほか、その他避難支援等が必要と認められ   

る者 

・介護保険で要介護認定を受けており、要介護 3～5の者 

・身体障害者手帳の交付を受けており、障がいの程度が 1～2の者 

・療育手帳の交付を受けており、障がいの程度が A判定の者 

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、障がいの程度が 1 級  

の者 

・障害者総合支援法によるサービスの給付を受けている難病患者等およ

び在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成認定証の交付を受けている者 

・市のひとり暮らし高齢者等緊急通報システムの設置者 

（削除） 

 

・その他避難支援等が必要と認められる者（高齢者、妊産婦、乳幼児、

児童、外国人等） 

 

 

 

 

 

避難行動要支援者支援計

画の見直しに伴う修正 

２．名簿作成に必要な個人情報およびその入手方法   

(1) 必要な個人情報   

（略）   

(2) 入手方法   

名簿作成に必要な限度で、市が保有する情報および避難支援等を希望

する者本人からの情報提供により入手する。 

名簿作成に必要な限度で、市が保有する情報および避難行動要支援者

本人からの情報提供により入手する。 

避難行動要支援者支援計

画の見直しに伴う修正 

   

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－19 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

３．名簿の更新   

避難行動要支援者名簿の更新は随時行う。 (1) 転入者や新たに要介護認定や障害認定等を受けた者のうち、避難行

動要支援者に該当する者を避難行動要支援者名簿に掲載するととも

に、平常時から避難支援等関係者に名簿情報を提供することについて

の同意の確認を行う。 

避難行動要支援者支援計

画の見直しに伴う修正 

 (2) 転出や死亡など、避難行動要支援者の異動が住民登録の変更などに

より確認された場合や、避難行動要支援者が社会福祉施設および医療

機関への入所、入院を把握した場合は、避難行動要支援者名簿から削

除する。 

 

   

第 2項 情報伝達や避難支援体制の整備（P52）   

市（総務部）は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度

で避難支援等関係者に対し、避難行動要支援者本人の同意を得たうえで、

名簿に記載された情報を提供し、町会や自主防災組織、民生委員等の協

力のもと、情報伝達や避難支援体制の整備に努める。 

市（総務部）は、災害の発生に備え、避難行動要支援者の同意を得た

うえで、名簿に記載された情報を避難支援等関係者に提供する。 

この場合、市は避難支援等関係者の理解と協力を得るものとし、情報

伝達や避難支援体制の整備に努める。 

 

避難行動要支援者支援計

画の見直しに伴う修正 

１．地域の避難体制 ２．地域の避難支援体制  

避難支援等関係者は、避難支援者を確保し、個人避難プランの作成や

避難訓練の実施に努める。 

避難支援等関係者は、円滑な避難支援を実施するため、平常時からの

避難行動要支援者との良好な関係づくり、避難支援者の確保、個人避難

プランの作成や避難訓練の実施に努める。 

避難行動要支援者支援計

画の見直しに伴う修正 

２．避難支援等関係者となる者 １．避難支援等関係者となる者  

避難支援等関係者は、町会、自主防災組織、民生委員その他の避難支

援の実施に携わる者のうちから市が地域ごとに認める者とする。 

避難支援等関係者は、警察、町会、自主防災組織、民生委員その他の

避難支援等の実施に携わる者のうちから市が地域ごとに認める者とす

る。 

避難行動要支援者支援計

画の見直しに伴う修正 

３ ～ ４  （略）    

   

第 3項 ～ 第 5項 （略）   

   

   

   

第 9節 津波対策  （略）   

   

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 
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現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 3章 災害応急対策計画（P56）   

本章は、市域に大規模な地震による災害、および台風や集中豪雨等に

よる風水害等が発生し、または発生するおそれがあるときの市および防

災関係機関等が実施する対策の基本方針、対策項目および実施責任者等

の基本事項について定めたものである。 

災害応急対策計画の体系は次のとおり 

本章は、市域に大規模な地震や津波による災害および台風や集中豪雨

等による風水害等が発生し、または発生するおそれがあるときの市およ

び防災関係機関等が実施する対策の基本方針、対策項目および実施責任

者等の基本事項について定めたものである。 

 

記述の整理 

 

《応急対策計画の体系図》  （略）   

   

第 1節 災害応急体制   

地震などによる災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、

市および各防災関係機関は、災害応急体制をとり、迅速に応急対策活動

を実施する。 

本節は、市における災害応急体制について定めたものであるが、各防

災関係機関は、各防災業務計画や災害時の活動マニュアル等に基づき、

災害応急体制をとり、活動を実施する。 

  

   

第 1項 災害対策本部の設置・廃止（P56）   

災害対策本部長（市長）は、災害が発生し、または災害が発生するお

それがあるときは、次の基準に従い、市本庁舎に災害対策本部を設置（災

害対策基本法第 23条の 2第 1項）し、被害情報の収集等、迅速な災害応

急対策を実施する。 

ただし、大津波警報または津波警報が発表されたときは、災害対策本

部を市総合保健センターに設置する。 

災害対策本部長（以下「本部長」という。）は、市長、災害対策副本部

長（以下「副本部長」という。）は、副市長、災害対策本部員（以下「本

部員」という。）は市職員とする。なお、本部長に事故があるとき、副市

長を本部長代理とする。 

本部長は、災害の発生するおそれがなくなったとき、または災害応急

対策がおおむね完了したときは、災害対策本部を廃止する。 

市長は、災害対策基本法第 23条の２第１項の規定により、市域に災害

が発生し、または発生するおそれがあるときは、次の「災害対策本部の

設置基準」に従い、市本庁舎に災害対策本部を設置し、被害状況の収集

等、迅速な災害応急対策を実施する。 

ただし、大津波警報または津波警報が発表されたときは、災害対策本

部を市総合保健センターに設置する。 

災害対策本部長（以下「災対本部長」という。）は市長、災害対策副本

部長（以下「災対副本部長」という。）は副市長、災害対策本部員（以下

「災対本部員」という。）は各部局長とする。なお、市長に事故があると

きは副市長を災対本部長代理とする。 

災対本部長は、災害の発生するおそれがなくなったとき、または災害

応急対策がおおむね完了したときは、災害対策本部を廃止する。 

記述の整理 

 

 

 

 

 

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 
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現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

「災害対策本部の設置基準」 
① 気象、地象、水象についての情報、または警報を受け、対策の必要がある
場合 

② 震度５弱以上の地震が発生した場合 

③ 気象庁から津波警報または大津波警報が発表された場合 
④ 気象庁から火口周辺警報が発表され、火山噴火による被害の発生が予測さ

れるとき 

 
⑤ その他災害が発生するおそれがあり、その対策が必要な場合 

⑥ その他災害が発生し、その規模およびその範囲から特に対策が必要な場合 
 

「災害対策本部の設置基準」 
 
 

①震度５弱以上の地震が観測されたとき 

②気象庁から大津波警報または津波警報が発表されたとき 
③気象庁から噴火警報（居住地域）または噴火警報が発表されたとき 

 

④気象等に関する情報または特別警報・警報を受け、その対策が必要なとき 
⑤その他災害が発生するおそれがあり、その対策が必要なとき 

⑥その他災害が発生し、その規模および範囲から特に対策が必要なとき 

  

 

 

文末を「～とき」に統一 

本計画の編成順に並替え 

記述の整理 

 

 

「災害対策本部の廃止基準」 

① 災害の発生するおそれがなくなった場合、または災害応急対策がおおむね

終了した場合 

  

（削除） 項文の内容と同じため削

除 

第 2項 地区災害対策本部の設置・廃止（P57）   

災害対策本部長（市長）は、戸井、恵山、椴法華、南茅部の各地域に

災害が発生し、または発生するおそれがある場合には、災害対策本部の

設置と同時に、各支所の会議室に地区災害対策本部（以下「地区本部」

という。）を設置することとする。 

地区本部長は、支所長、地区災害対策副本部長（以下「地区副本部長」

という。）は地区本部長が指名する者、本部員は各支所に配属される市職

員とし、災害対策本部等との連携のもと、その地域における災害応急対

策にかかる業務を総合的に推進する。 

ただし、緊急を要する場合、地区本部長は災害対策本部設置前に地区

本部を設置することができる。この場合において、地区本部長は速やか

に本部長に報告するとともに災害対策本部の設置を要請する。 

 

災害対策本部長は、その地域において災害が発生するおそれがなくな

ったとき、または災害応急対策がおおむね完了したときは、地区本部を

廃止する。 

市長は、戸井、恵山、椴法華、南茅部の各地域に災害が発生し、また

は発生するおそれがあるときは、災害対策本部の設置と同時に、各支所

に地区災害対策本部（以下「地区本部」という。）を設置する。 

 

地区災害対策本部長（以下「地区本部長」という。）は支所長、地区災

害対策副本部長は地区本部長が指名する者、地区本部員は各支所に配属

されている各課長とし、災害対策本部等との連携のもと、その地域にお

ける災害応急対策にかかる業務を総合的に推進する。 

ただし、緊急を要するときは、地区本部長は災害対策本部設置前に地

区本部を設置することができる。この場合において、地区本部長は速や

かに総務部長を通じ市長に報告するとともに災害対策本部の設置を要請

する。 

災対本部長は、その地域において災害が発生するおそれがなくなった

とき、または災害応急対策がおおむね完了したときは、災害対策本部の

廃止と同時に地区本部を廃止する。 

記述の整理 

 

 

 

記述の整理 

 

 

 

 

 

   

第 3項 現地災害対策本部の設置・廃止（P57）   

市（総務対策部）は、地震などによる災害が発生し、り災現地におい

て災害応急対策を推進するうえで必要があると認めるときは、現地災害

対策本部を設置し、災害対策本部等と連携のもと、被害情報の収集・伝

達等、迅速な災害応急対策を実施する。 

現地災害対策本部は、副本部長、本部員その他市職員のうちから本部

災対本部長は、地震などによる被害が発生し、被災現場において災害

応急対策を推進するうえで必要があると認めるときは、現地災害対策本

部（以下「現地本部」という。）を設置し、災害対策本部等と連携のもと、

被害情報の収集・伝達等、迅速かつ的確な災害応急対策を実施する。 

現地本部は、災対副本部長、災対本部員その他市職員のうちから災対

記述の整理 
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現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

長が指名する者をもって組織する。 

（下段より移動） 

本部長が指名する者をもって組織する。 

また、現地本部の設置にあたっては、関係機関と十分連携をとり、状

況により合同本部の設置を検討する。 

なお、災対本部長は、災害現場において災害応急対策がおおむね完了

するなど、現地本部が必要なくなったと認めるときは、現地本部を廃止

する。 

 

 

「現地災害対策本部の役割」 「現地災害対策本部の役割」  

１．災害現場における指揮 

２．災害対策本部、防災関係機関との連絡調整 

３．その他 

１．災害現場における指揮 

２．災害対策本部、防災関係機関との連絡調整 

３．その他 

 

また、現地本部の設置の必要がなくなったときは、廃止する。 

さらに、現地本部の設置にあたっては、関係機関と十分連携をとり、

状況により合同本部の設置を検討する。 

（前段へ移動）  

   

第 4項 代替本部の設置（P58）   

市本庁舎がり災し、本部としての機能が維持できないときは、東消防

署に代替本部を設置する。 

また、代替本部も、り災により、機能が維持できないときの新しい施

設について、被害予測や現地の状況を考慮し、他の公共施設により早急

に本部機能の回復を図ることとする。 

市本庁舎が被災し、本部としての機能が維持できないときは、市総合

保健センターに代替本部を設置する。 

また、代替本部も被災しその機能が維持できないときは、被害予測や

現地の状況を考慮し、他の公共施設において早急に代替本部機能の回復

を図る。 

市総合保健センターの本

部機能強化による見直し 

   

第 5項 職員の動員・配備（P58）   

市は、地震などによる災害が発生し、または発生するおそれがあると

き、次の基準に従い職員を動員し、迅速に応急対策活動を実施する。 

 

 

 

各対策部長および地区本部長は、災害時活動要領を作成し、あらかじ

め職員の動員人数・配備要員について定める。 

市は、地震などによる災害が発生し、または発生するおそれがあり、

応急対策活動を実施するために職員を動員・配備する必要があると認め

られるときは、次の「市職員の動員・配備基準」および災害時活動要領

に従い職員を動員・配備し、迅速な応急対策活動を実施できる体制を確

立する。 

各対策部長および地区本部長は、災害活動要領を作成し、あらかじめ

職員の動員人数・配備要員、その担当業務などについて定め、随時見直

しを加えるなど、迅速かつ円滑な応急対策活動が実施できる体制の確保

に努める。 

記述の整理 

 

 

 

 

市各部局の災害時活動要

領の定義付 

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－23 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

 
体制 配備基準 主な対応内容 必要対策部 

災
害
対
策
本
部
設
置
前 

第 1 非常 

配備 

(警戒配 
備体制) 

・函館市域内で、震度

４の地震が観測され

た場合 
・沿岸部に津波注意報

が発表された場合 

 
・気象警報が発表さ

れ、人的被害の発生す

る可能性が高まった
とき 

・パトロール 

・被害情報の収集・

伝達 
・次の配備体制への

移行準備 

関係対策部 

(災害時活動要

領に基づく第 1
非常配備職員) 

災
害
対
策
本
部
設
置
後 

第 2 非常 
配備 

・函館市域内で、震度

５弱および５強の地
震が観測された場合 

・沿岸部に大津波警報

または津波警報が発
表された場合 

 

・その他災害により人
的被害の発生する可

能性が明らかに高ま

った場合 

・パトロール、避難

勧告等 
（追記） 

・被害把握と公表 

・応急復旧 
・必要に応じた応援

要請 

・次の配備体制への
移行準備 

全対策部 

(災害時活動要
領に基づく第 2

非常配備職員) 

第 3 非常 

配備 

・函館市域内で、震度
６弱以上の地震が観

測された場合 

・地震動や津波によ
り、建物倒壊、地震火

災、人的被害等が発生

した場合 
・その他災害により人

的被害の発生する可

能性が非常に高まっ
た場合 

・パトロール、避難
勧告等 

 

・迅速な応援要請 
・救助救出 

・避難所の開設と運

営 
・応急復旧 

全対策部 
(災害時活動要

領に基づく第 3

非常配備職員) 

注 1）第２非常配備の際は、被害状況に応じた応援要請を実施する 

 

注２）第３非常配備の際は、市域に被害が多発している可能性があるため、協定

に基づく周辺自治体等への応援要請、自衛隊等への要請を早急に実施する。 

「市職員の動員・配備基準」 
体制 配備基準 主な対応内容 必要対策部 

災
害
対
策
本
部
設
置
前 

第 1 非常 

配備 

(警戒配 
備体制) 

・函館市域内で、震度

４の地震が観測され

た場合 
・太平洋沿岸西部に津

波注意報が発表され

た場合 
・気象警報が発表さ

れ、人的被害の発生す

る可能性が高まった
とき 

・巡視、警戒 

・被害情報の収集、

伝達 
・次の配備体制への

移行準備 

関係対策部 

(災害時活動要

領に基づく第 1
非常配備職員) 

災
害
対
策
本
部
設
置
後 

第 2 非常 
配備 

・函館市域内で、震度

５弱または５強の地
震が観測された場合 

・太平洋沿岸西部に大

津波警報または津波
警報が発表された場

合 

・その他災害により人
的被害の発生する可

能性が明らかに高ま

った場合 

・巡視、警戒 

・避難勧告等の発令 
・避難所の開設 

・被害把握と公表 

・応急復旧 
・必要に応じた応援

要請 

・次の配備体制への
移行準備 

全対策部 

(災害時活動要
領に基づく第 2

非常配備職員) 

第 3 非常 

配備 

・函館市域内で、震度
６弱以上の地震が観

測された場合 

・地震動や津波によ
り、建物倒壊、地震火

災、人的被害等が発生

した場合 
・その他災害により人

的被害の発生する可

能性が非常に高まっ
た場合 

・巡視、警戒 
・避難勧告等の発令 

・迅速な応援要請 

・救助救出 
・避難所の運営 

 

・応急復旧 

全対策部 
(災害時活動要

領に基づく第 3

非常配備職員) 

注１）第２非常配備の際は、防災に関する協定に基づく被害状況に応じた応援要

請を実施する 

注２）第３非常配備の際は、市域に被害が多発している可能性があるため、周辺

自治体等への応援要請、自衛隊等への要請を早急に実施する。 

 

 

記述の整理 

 

 

 

 

 

 

記述の整理 

 

 

 

 

 

 

記述の整理 

 

 

 

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－24 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

１．休日・時間外の動員・配備   

休日などの勤務時間外に災害が発生したときは、市職員は、災害時活

動要領の基準に従い、所属・配置先へ参集する。所属・配置先への参集

が困難なときは、最寄りの各支所、もしくは拠点・準拠点避難所（小・

中学校）へ自主参集する。 

市職員は、休日などの勤務時間外については、自らが多様な手段によ

り情報を収集し、必要に応じて災害時活動要領に基づく配置先へ自主参

集する。 

ただし、災害時活動要領に基づく配置先への参集が困難な職員は、災

害対策本部や最寄りの支所、避難場所などへ自主参集する。 

記述の整理 

《概念図》  （略） （削除）  

２．動員・配備の連絡体制について ２．動員・配備の連絡体制  

地震などにより災害が発生したときは、動員・配備の連絡は、本部長

（市長）から総務対策部長を通じ、総務班長が各対策班長に伝える。 

各対策部長は、本部長（市長）の指示に基づき、職員を配備したとき

は、総務対策部長が状況をとりまとめ、速やかに本部長（市長）に報告

するものとする。 

 

また，所属・配置先への参集が困難であり、最寄りの各支所もしくは

拠点・準拠点避難所（小・中学校）へ参集した職員は、各対策部長に速

やかに報告する。 

（削除） 

 

各対策部長および地区本部長は、職員を動員・配備したときは、各部

対策班長を通じ、総務班長へ連絡するものとし、総務班長は状況をとり

まとめ、総務対策部長を通じ、速やかに災対本部長、災対副本部長へ報

告する。 

また、災害時活動要領に基づく配置先への参集が困難であり、災害対

策本部や最寄りの支所、避難場所へ参集した職員は、その旨を各部対策

班長に速やかに報告する。 

災害時活動要領に基づい

た参集 

 

記述の整理 

   

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－25 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

３．災害対策本部の組織   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機構改革による修正 

（福祉避難所の運営等を

考慮し子ども未来部を保

健福祉対策部へ） 

 

 

 

機構改革による修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

副本部長

班 班　長 担 当 部 課 等

企画対策部 企画部長 企画管理課、国際・地域交流課
渉　外　班 企画管理課長

計画調整課、政策推進課

広　報　班 広報広聴課長 広報広聴課

総務対策部 総務部長 総務課、文書法制課
総　務　班 参事3級(防災担当)

本部長 市長 副本部長 副市長
職員厚生課

秘　書　班 秘書課長 秘書課

人事課、情報システム課
情　報　班 人事課長

行政改革課

財務対策部 財務部長 管　理　班 管理課長 管理課

本部員

亀田支所班 亀田支所長 亀田支所

財　政　班 財政課長 財政課

調　度　班 調度課長 調度課

家屋調査班 参事3級(資産税担当) 税務室

企画部長 市民対策部 市民部長 市民相談班 市民・男女共同参画課長 市民部

銭亀沢支所班 銭亀沢支所長 銭亀沢支所

総務部長

保健福祉対策部 保健福祉部長 保健福祉班 保健福祉課長 保健福祉部、福祉事務所

財務部長

湯川支所班 湯川支所長 湯川支所

農　林　班 農務課長 農務課、農林整備課経済部長

市　場　班 企画調整課長 企画調整課観光部長

競輪事業部長

環境対策部 環境部長 環　境　班 環境総務課長 環境部

市民部長

保健衛生対策部 保健所長 保健衛生班 地域保健課長 保健所、子ども未来部

保健福祉部長

環境部長

経済対策部 経済部長 経　済　班 経済企画課長 経済部、観光部保健所長

農林水産対策部 農林水産部長 水　産　班 水産課長 水産課子ども未来部長

農林水産部長 土木対策部 土木部長 土　木　班 管理課長 土木部

土木部長 建築対策部 都市建設部長 建　築　班 まちづくり景観課長 都市建設部

港湾空港部長

港湾空港対策部 港湾空港部長 港湾空港班 管理課長 港湾空港部

会計部長
会計対策部 会計部長 会　計　班 会計課長 会計部

都市建設部長

教育委員会事務局
文　教　班 学務課長

企業局長

教育長

消防部 消防長 庶　務　班 庶務課長

生涯学習部長

警　防　班 警防課長

学校教育部長

通信指令班 当直司令長

消防長

消防本部、北消防署、東消防署

議会事務局長

救　急　班 救急課長

監査事務局長

予　防　班 予防課長

選挙管理委員会事務局長
教育対策部 教育長 避 難 所 班 管理課長

企業局管理課部長

企業対策部 企業局長 管　理　班 総務課長

農業委員会事務局長

管理部

上下水道部長

水　道　班 参事3級(維持管理担当)
上下水道部

下 水 道 班 参事3級(計画管路担当)

病院局長

交　通　班 安全推進課長 交通部

病院局管理部長
医療対策部 病院局長 医　療　班 庶務課長 病院局

交通部長

地区本部長 支所長 地区本部長の指名する者 本部員 各課長

恵山支所長

支　援　部 競輪事業部、議会事務局、監査事務局、選挙管理委員会事務局

椴法華支所長

農業委員会事務局、戸井支所、恵山支所、椴法華支所、

南茅部支所長

南茅部支所、その他臨時部局

その他臨時部局長
《地区災害対策本部》

戸井支所長

上下水道部

南茅部支所長

その他臨時部局長

本部員

交通部長

病院局長

病院局管理部長

戸井支所長

恵山支所長

椴法華支所長

監査事務局長

選挙管理委員会事務局長

農業委員会事務局長

企業局長

企業局管理課部長

上下水道部長

会計部長

消防長

教育長

生涯学習部長

学校教育部長

議会事務局長

経済部長

観光部長

農林水産部長

《地区災害対策本部》

地区本部長 支所長

交　通　班 安全推進課長 交通部

医　療　班 庶務課長 病院局

副本部長

副本部長 副市長本部長 市長

企画部長

総務部長

財務部長

競輪事業部、議会事務局、監査事務局、選挙管理委員会事務局

農業委員会事務局、戸井支所、恵山支所、椴法華支所

土木部長

都市建設部長

港湾空港部長

競輪事業部長

市民部長

保健福祉部長

環境部長

保健所長

子ども未来部長

下 水 道 班 参事3級(計画管路担当)

文　教　班 学務課長
教育委員会事務局

管　理　班 総務課長 管理部

本部員 各課長

南茅部支所、その他臨時部局

避 難 所 班 管理課長

通信指令班 当直司令長 消防本部、北消防署、東消防署

救　急　班 救急課長

水　道　班 参事3級(維持管理担当)

地区本部長の指名する者

警防課長

港湾空港班 管理課長 港湾空港部

会　計　班 会計課長 会計部

予　防　班 予防課長

庶　務　班 庶務課長

警　防　班

土木部

建　築　班 まちづくり景観課長 都市建設部

農　林　班 農務課長 農務課、農林整備課

市　場　班 参事3級 (販路開拓・市場担当) 企画調整課

土　木　班 管理課長

経済部、観光部

水　産　班 水産課長 水産課

環　境　班 環境総務課長 環境部

保健所、子ども未来部（母子保健課、

経　済　班 経済企画課長

保健衛生班 地域保健課長
次世代育成課）

銭亀沢支所班 銭亀沢支所長 銭亀沢支所

保健福祉部、福祉事務所、

湯川支所班 湯川支所長 湯川支所

亀田支所班 亀田支所長 亀田支所

保健福祉班 管理課長

子どもサービス課、子育て支援課）

子ども未来部(子ども企画課、

家屋調査班 参事3級(資産税担当) 税務室

市民相談班 市民・男女共同参画課長 市民部

調　度　班 調度課長 調度課

管　理　班 管理課長 管理課

財　政　班 財政課長 財政課

職員厚生課
参事3級(防災担当)総　務　班

情　報　班 人事課長
行政改革課

秘　書　班 秘書課長 秘書課

人事課、情報システム課

担 当 部 課 等班　長班

総務課、文書法制課

広　報　班 広報広聴課長

企画管理課、国際・地域交流課

計画調整課、政策推進課

広報広聴課

渉　外　班 企画管理課長
企画対策部 企画部長

総務対策部 総務部長

財務対策部 財務部長

市民対策部 市民部長

消防部

保健衛生対策部

経済対策部

農林水産対策部

土木対策部

建築対策部

港湾空港対策部

会計対策部

都市建設部長

港湾空港部長

会計部長

消防長

環境対策部 環境部長

保健所長

経済部長

農林水産部長

土木部長

保健福祉対策部 保健福祉部長

教育対策部

企業対策部

医療対策部

支　援　部

病院局長

教育長

企業局長



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－26 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

４．災害対策本部の事務分掌 
部 班 対策業務 

企画対策部 渉外班 1 国、道、関係機関への陳情等の調整、中央関係機

関との連絡 

 広報班 1 報道機関との連絡 
2 災害記録の編集 

3 災害時の広報 

総務対策部 総務班 1 災害対策の総括 

2 対策本部の設置 
3 本部員および職員の招集 

4 地震・津波情報および気象予報（注意報含む）、

警報、並びに情報等の受理伝達 
 

5 防災関係機関との連絡調整 

6 本部員会議との連絡 
7 被害状況および対策状況等の取りまとめおよび

報告 

8 本部連絡員との連絡 
9 自衛隊への災害派遣要請依頼、道、市町村、協定

機関への応援派遣要請 

 
10 災害対策経費の取りまとめ 

11 防災行政無線、防災気象観測施設の運用 

 
12 輸送に関わる配車と緊急車輛証交付申請 

 

13 災害に係わる国、道への報告 
14 その他 

 秘書班 1 本部長、副本部長の秘書 

 情報班 1 災害情報の収集伝達 

財務対策部 管理班 1 市有財産（教育施設を除く）の被害調査 

 
2 公有財産の応急利用 

3 市税の減免措置等 

 財政班 1 災害対策の予算措置 

 調度班 1 防災用資材の調達 

 家屋調査班 1 家屋等の被害調査 

（管理班より） 
（新設） 

 

  

 
部 班 対策業務 

企画対策部 渉外班 1 国、北海道、関係機関への陳情等の調整、中央関

係機関との連絡に関すること 

 広報班 1 報道機関との連絡に関すること 

2 災害時の広報に関すること 

3 災害記録の編集に関すること 

総務対策部 総務班 1 災害対策の総括に関すること 

2 災害対策本部の運営に関すること 

（削除） 
3 地震・津波情報および気象に関する特別警報・警

報・注意報ならびに情報等の受理伝達に関するこ

と 
4 防災関係機関との連絡調整に関すること 

5 本部員会議との連絡に関すること 

6 被害状況、対策状況等の取りまとめおよび報告に
関すること 

7 本部連絡員との連絡に関すること 

8 自衛隊への災害派遣要請依頼に関すること 
9 北海道、他の市町村、協定機関への応援要請に関

すること 

10 災害対策経費の取りまとめに関すること 
11 防災行政無線、防災気象観測施設の運用に関す

ること 

12 輸送に関わる配車と緊急車両証交付申請に関す
ること 

13 災害に係わる国、北海道への報告に関すること 

（削除） 

 秘書班 1 災対本部長、災対副本部長の秘書に関すること 

 情報班 1 災害情報の収集伝達に関すること 

財務対策部 管理班 1 市有財産（教育施設を除く）の被害調査に関する
こと 

2 公有財産の応急利用に関すること 

（家屋調査班へ） 

 財政班 1 災害対策の予算措置に関すること 

 調度班 1 防災用資材の調達に関すること 

 家屋調査班 1 家屋等の被害調査に関すること 

2 市税の減免措置等に関すること 

3 罹災証明書の交付（火災に関するものを除く）に
関すること 

 

 

文末を「～に関すること」

に統一 

 

優先順に並べ替え 

 

 

記述の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策基本法の改正に

伴う担当業務の追加 

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－27 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

（前頁のつづき） 
市民対策部 市民相談班 

湯川支所班 

銭亀沢支所班 

亀田支所班 

1 り災者の生活相談 
2 住民組織との連絡 

（追加） 

 
（追加） 

保健福祉 

  対策部 

保健福祉班 1 災害救助法に基づく救助の実施の総括 

 
2 救援物資および見舞金・義援金の受理および配布

（窓口の設置） 

3 被服・寝具その他生活必需品の供与または貸与 
4 り災者の救護 

5 日赤・婦人団体等との連絡 

 
6 遺体の収容、安置および埋葬 

7 ボランティアの受け入れ派遣 

（追加） 
（追加） 

（追加） 

環境対策部 環境班 1 ごみ、し尿の処理および清掃 
2 がれき類の処理ルートの確保 

3 環境の保全対策 

保健衛生 

  対策部 

保健衛生班 1 病院等の被害調査 

2 伝染病予防など防疫の実施 
3 保健衛生 

4 り災地区およびり災者の防疫 

5 死亡獣畜の処理 
6 愛玩動物の収容対策 

（追加） 

経済対策部 経済班 1 商工観光施設および商品・製品等の被害調査 
 

（新設） 

 
2 応急主要食糧の調達 

3 応急衣料・燃料その他生活必需品の調達 

 
4 り災商工業者の援護対策 

5 観光客等の避難対応 

  

（前頁のつづき） 
市民対策部 市民相談班 

湯川支所班 

銭亀沢支所班 

亀田支所班 

1 被災者の生活相談に関すること 
2 住民組織との連絡に関すること 

3 安否情報の照会の受理と情報の提供に関するこ

と 
4 避難所の運営支援に関すること 

保健福祉 

  対策部 

保健福祉班 1 災害救助法に基づく救助の実施の総括に関する

こと 
2 見舞金・義援金の受理および配布に関すること

（窓口の設置） 

（削除） 
3 被災者の救護に関すること 

4 函館市社会福祉協議会および日本赤十字社との

連絡に関すること 
5 遺体の収容、安置および埋葬に関すること 

（削除） 

6 要配慮者等の安否確認および支援に関すること 
7 社会福祉施設等の被災状況調査に関すること 

8 福祉避難所の開設・運営支援に関すること 

環境対策部 環境班 1 ごみ、し尿の処理および清掃に関すること 
2 がれき類の処理ルートの確保に関すること 

3 環境の保全対策に関すること 

保健衛生 

  対策部 

保健衛生班 1 病院等の被害調査に関すること 

2 伝染病予防など防疫の実施に関すること 
3 保健衛生に関すること 

4 被災地区および被災者の防疫に関すること 

5 死亡獣畜の処理に関すること 
6 愛玩動物の救護対策に関すること 

7 福祉避難所の開設・運営支援に関すること 

経済対策部 経済班 1 商工観光施設および商品・製品等の被害調査に関
すること 

2 救援物資の受理および配布に関すること（窓口の

設置） 
3 応急主要食糧の調達および供給に関すること 

4 応急衣料・燃料その他生活必需品の調達および供

給に関すること 
5 被災商工業者の援護対策に関すること 

6 観光客等の避難対応に関すること 
 

 

 

 

担当業務の見直しによる

修正 

 

 

記述の整理 

 

 

業務担当の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当業務の見直しによる

修正 

 

 

担当業務の見直しによる

修正 

 

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－28 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

（前頁のつづき） 
農林水産 
  対策部 

水産班 1 水産施設および漁船・漁具等の被害調査 
 

2 り災漁業者の援護対策 

3 り災水産施設の復旧指導 
4 漁業船舶の借上げおよび海上輸送 

 農林班 1 農地・林業用施設等の被害調査 

2 農地・農業用施設および林業用施設等の応急措置 

 
3 り災農業者の援護対策 

4 り災農地および農業施設の復旧指導 

 
5 家畜の応急救護および防疫 

6 死亡獣畜の処理 

 市場班 1 生鮮食料品の入出荷対策 

土木対策部 土木班 1 道路、橋梁、河川、下水（雨水施設・排水路）、
堤防、街路樹等被害調査および応急措置（障害物

の除去含む） 

2 応急作業従事者の応援要請 
3 応急作業に必要な資材の確保および輸送 

 

建築対策部 建築班 1 応急仮設住宅の建設および公営住宅の応急利用 
 

2 市営住宅の被害調査および応急措置 

 
3 災害救助法に基づく住宅の応急措置 

 

4 り災住宅の災害融資 
5 り災建物の応急危険度判定 

6 宅地判定士によるり災宅地の危険度判定 

 
（新設） 

 

7 仮設住宅の建設および入居者の選定 
 

8 避難所施設の被害調査 

9 り災建物の解体・撤去 
 

（前頁のつづき） 
農林水産 
  対策部 

水産班 1 水産施設および漁船・漁具等の被害調査に関する
こと 

2 被災漁業者の援護対策に関すること 

3 被災水産施設の復旧指導に関すること 
4 漁業船舶の借上げおよび海上輸送に関すること 

 農林班 1 農地・林業用施設等の被害調査に関すること 

2 農地・農業用施設および林業用施設等の応急措置

に関すること 
3 被災農業者の援護対策に関すること 

4 被災農地および農業施設の復旧指導に関するこ

と 
5 家畜の応急救護および防疫に関すること 

6 死亡獣畜の処理に関すること 

 市場班 1 生鮮食料品の入出荷対策に関すること 

土木対策部 土木班 1 道路、橋梁、河川、下水（雨水施設・排水路）、
堤防、街路樹等被害調査および応急措置（障害物

の除去含む）に関すること 

2 応急作業従事者の応援要請に関すること 
3 応急作業に必要な資材の確保および輸送に関す

ること 

建築対策部 建築班 1 応急仮設住宅の建設および公営住宅の応急利用
に関すること 

2 市営住宅の被害調査および応急措置に関するこ

と 
3 災害救助法に基づく住宅の応急措置に関するこ

と 

4 被災住宅の災害融資に関すること 
5 被災建物の応急危険度判定に関すること 

6 宅地判定士による被災宅地の危険度判定に関す

ること 
7 罹災証明書の交付に係る建物被害調査に関する

こと 

8 仮設住宅の建設および入居者の選定に関するこ
と 

9 避難所施設の被害調査に関すること 

10 被災建物の解体・撤去に関すること 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策基本法の改正に

伴う担当業務の追加 

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－29 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

（前頁のつづき） 
港湾空港 
  対策部 

港湾空港班 1 船舶、港湾、空港施設の被害調査および応急措置 
 

2 船舶の借上げおよび海上輸送 

3 応急作業に必要な資材の航空輸送 

会計対策部 会計班 1 災害見舞金等の保管および支払資金の調整 

 

消防部 庶務班 1 消防団との連絡 

 警防班 1 災害の防除 
2 人命救助 

3 消防団の現場活動 

 通信指令班 1 災害現場の情報収集および伝達 
2 出動および警備に係わる消防通信指令 

 

 救急班 1 救急活動 

3 医療機関との連絡調整 

 予防班 1 災害の予防 
2 避難指示等の伝達および避難誘導 

3 被害状況の調査 

4 り災証明書の発行 
 

教育対策部 避難所班 1 避難所の開設、運営、廃止およびり災者の受入れ 

 
2 り災者等への応急給食の配布・提供 

3 教育施設の被害状況および応急措置 

 

 文教班 1 応急教育の確保およびり災児童・生徒の教科書・
学用品等の支給 

2 文化財の保全対策 
 

（前頁のつづき） 
港湾空港 
  対策部 

港湾空港班 1 船舶、港湾、空港施設の被害調査および応急措置
に関すること 

2 船舶の借上げおよび海上輸送に関すること 

3 応急作業に必要な資材の航空輸送に関すること 

会計対策部 会計班 1 災害見舞金等の保管および支払資金の調整に関

すること 

消防部 庶務班 1 消防団との連絡に関すること 

 警防班 1 災害の防除に関すること 
2 人命救助に関すること 

3 消防団の現場活動に関すること 

 通信指令班 1 災害現場の情報収集および伝達に関すること 
2 出動および警備に係わる消防通信指令に関する

こと 

 救急班 1 救急活動に関すること 

2 医療機関との連絡調整に関すること 

 予防班 1 災害の予防に関すること 
2 避難指示等の伝達および避難誘導に関すること 

3 被害状況の調査に関すること 

4 罹災証明書の交付（火災に関するものに限る）に
関すること 

教育対策部 避難所班 1 避難所の開設、運営、廃止および被災者の受入れ

に関すること 
2 被災者等への応急給食の配布・提供に関すること 

3 教育施設の被害状況および応急措置に関するこ

と 

 文教班 1 応急教育の確保および被災児童・生徒の教科書・
学用品等の支給に関すること 

2 文化財の保全対策に関すること 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策基本法の改正に

伴う担当業務の記述の修

正 

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－30 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

（前頁のつづき） 
企業対策部 管理班 1 企業対策部の総括 

2 災害対策の予算措置 

3 り災者の料金対策 

 水道班 1 応急給水 
2 水道施設の被害調査および応急措置（障害物の除

去含む） 

3 緊急浄水処理および飲料水の水質管理 
 

4 応急作業従事者の応援要請 

5 応急作業に必要な資材の確保および輸送 
 

 下水道班 1 公共下水道施設の被害調査および応急措置（障害

物の除去含む） 
2 応急作業従事者の応援要請 

3 応急作業に必要な資材の確保および輸送 

 

 交通班 1 交通輸送施設の被害調査および応急措置 
 

2 代替輸送の確保 

医療対策部 医療班 1 移動医療班の設置 
2 り災者の医療救護 

支援部 支援班 1 各対策部への支援協力 

地区災害 

対策本部 

各班 1４支所地域における総合的な災害応急対策 

 

  

（前頁のつづき） 
企業対策部 管理班 1 企業対策部の総括に関すること 

2 災害対策の予算措置に関すること 

3 被災者の料金対策に関すること 

 水道班 1 応急給水に関すること 
2 水道施設の被害調査および応急措置（障害物の除

去含む）に関すること 

3 緊急浄水処理および飲料水の水質管理に関する
こと 

4 応急作業従事者の応援要請に関すること 

5 応急作業に必要な資材の確保および輸送に関す
ること 

 下水道班 1 公共下水道施設の被害調査および応急措置（障害

物の除去含む）に関すること 
2 応急作業従事者の応援要請に関すること 

3 応急作業に必要な資材の確保および輸送に関す

ること 

 交通班 1 交通輸送施設の被害調査および応急措置に関す
ること 

2 代替輸送の確保に関すること 

医療対策部 医療班 1 移動医療班の設置に関すること 
2 被災者の医療救護に関すること 

支援部 支援班 1 各対策部への支援協力に関すること 

地区災害 

対策本部 

各班 1４支所地域における総合的な災害応急対策に関

すること 
 

 

 

 

 

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－31 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 2節 災害情報の収集・伝達（P64） 第 2節 災害情報等の収集・伝達  

市および防災関係機関は、地震などによる災害が発生し、または発生

するおそれがあるときは、災害情報の伝達手段を確保するとともに、速

やかに情報の収集・伝達を実施し、効率的な災害応急対策の実施を図る。 

 

 

（追加） 

市および防災関係機関は、地震などによる災害が発生し、または発生

するおそれがあるときは、災害情報等の伝達手段を確保するとともに、

機関相互の情報交換を密にするなど、災害情報等の一元化を図り、迅速

かつ的確な情報の収集・伝達を行い、効率的な災害応急対策の実施を図

る。 

また、要配慮者、災害により孤立する危険性のある地域の居住者、帰

宅困難者等に対しても確実に情報伝達が出来る体制の整備に努める。 

 

 

記述の整理 

 

 

北海道地域防災計画との

整合に伴う追加 

   

第 1項 基本方針（P64） （削除） 構成の見直し 

１．平時の情報交換等  （各項において整理） 

市各対策部や防災関係機関は、災害が発生したときは、所管する施設

の巡視・点検等により、的確に災害情報を収集し、相互の情報交換を密

にするなど、災害情報の一元化を図る。 

防災関係機関は、要配慮者、災害により孤立する危険のある地域の被

災者、帰宅困難者等に対しても確実に情報伝達が出来るよう体制を整備

する。 

  

２．災害時の広報について   

市（企画対策部）は、市民等の不安の解消、デマの防止等のため、災

害情報や復旧状況等について正確に伝えるため、報道機関への情報提供

や市民等への広報を積極的に行う。 

また、各防災関係機関は、地震などによる被害が発生したときは、報

道機関や防災行政無線、広報車等により、災害情報や復旧状況等につい

て情報を提供し、迅速な情報の収集・伝達を図る。 

  

３．市民等による通報   

市民等は、身のまわりで異常を発見したときは、関係機関に通報する

ものとする。 

  

   

第 2項 災害情報の伝達系統（P65） 第 1項 災害情報の伝達系統  

気象注意報・警報、地震、津波における市および各防災関係機関の情

報伝達系統は次のとおりである。また、火山情報等における情報伝達系

統は、資料 2「火山情報伝達系統図」をもって行う。 

 

関係機関等の連絡先は資料 1「関係機関の連絡窓口」による。 

地震や津波、気象等に関する特別警報・警報・注意報等の情報伝達系

統は次のとおりである。なお、火山に関する警報、情報等の伝達系統は、

個別災害対策編火山災害対策計画第 3節第 2項の 2「火山情報等の伝達」

により行う。 

記述の整理 

《災害情報伝達系統図  略》 （削除）  

   

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－32 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

（新設） １，地震情報の伝達  

 気象庁は、地震による被害の軽減に資するため、震度５弱以上の揺れ

が予想された場合に、震度４以上が予想された地域に対し、緊急地震速

報を発表する。 

緊急地震速報は、気象庁により日本放送協会（ＮＨＫ）へ伝達され、

テレビ、ラジオにより住民等へ伝達されるほか、消防庁の全国瞬時警報

システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）により地方公共団体等に伝達され、市は、

緊急地震速報を防災行政無線等により住民等へ伝達する。 

また、放送事業者や通信事業者等の協力を得てテレビ、ラジオ（コミ

ュニティＦＭを含む。）、携帯電話（緊急速報メール機能含む。）、ワンセ

グ等を用いて広く伝達される。 

北海道地域防災計画との

整合に伴う追加 

（新設） ２．津波警報等の伝達  

 津波警報等の伝達系統は以下のとおりである。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （二重線）で囲まれている機関は、気象業務法第 15条の規定に基づく 

     法定伝達先 
    （太線）は、特別警報が発表された際の気象業務法第 15 条の 2 の規定に 

    基づく通知もしくは周知の措置が義務付けられている伝達 

    （点線）は、放送 
    （実線）は、気象業務法に基づく通知等の義務および放送以外の伝達 

    ・ＮＴＴ東日本（仙台センタ）およびＮＴＴ西日本（福岡センタ）には、 

    津波警報と大津波警報の発表と解除のみ通報 

 

   

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－33 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

（新設） ３．気象等に関する特別警報・警報・注意報の伝達 北海道地域防災計画との

整合に伴う追加  気象等に関する特別警報・警報・注意報の伝達系統は以下のとおりで

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （二重線）で囲まれている機関は、気象業務法第 15条の規定に基づく 
    法定伝達先 

    （太線）は、特別警報が発表された際の気象業務法第 15 条の 2 の規定に 

    基づく通知もしくは周知の措置が義務付けられている伝達 
    （点線）は、放送 

    （実線）は、気象業務法に基づく通知等の義務および放送以外の伝達 

 

   

第 3項 災害情報伝達手段（P65） 第 2項 災害情報通信手段  

地震などによる災害が発生したときは、施設の損壊や回線のふくそう

等により、一般回線の電話が非常にかかりにくくなる事が予想される。 

市および防災関係機関は、次のとおり情報伝達手段を確保し、迅速な

応急対策活動の実施を図る。 

地震などによる災害が発生したときは、施設の損壊や回線のふくそう

等により、一般回線の電話が非常にかかりにくくなる事が予想される。 

市および防災関係機関は、次のとおり情報通信手段を確保し、迅速な

応急対策活動の実施を図る。 

 

１．一般電話による通信   

（1）～（2） （略）   

（3）ダイヤル 102の利用 （削除） サービス提供終了に伴う 

102番へダイヤルし、交換手へ「非常」または「緊急」を告げて回線

を確保 

 削除 

２～３ （略）   

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－34 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

（新設） ４．通信途絶時等における対応 北海道総合通信局からの 

 （1）北海道通信局の対応 要望による追加 

 北海道総合通信局は、防災関係機関から１、２までに掲げる各通信系

をもって通信を行うことができないまたは著しく困難である旨の連絡を

受けたときは、通信の確保を図るため、速やかに次の措置を講ずる。 

 

 ア 貸与要請者あて、移動通信機器、移動電源車および臨時災害放送

局（災害が発生した場合に、その被害を軽減するために、地方公共団

体等が開設する臨時かつ一時的な目的のための FM ラジオ放送局）用

機器の貸出 

イ 無線局の免許等の臨時の措置（無線局の免許等に必要な申請手続

きおよび当該申請に係る処分について、口頭または電話等迅速な方法

で行い、所定の様式による手続きは、後刻可及的速やかに遡及処理す

る処置） 

 

 （2）防災関係機関の対応  

 防災関係機関は、（1）の措置を希望する場合は、次に掲げる事項を北

海道総合通信局に連絡する。 

 

 ア 移動通信機器の借受を希望する場合 

（ア）借受申請者の氏名または名称および住所 

（イ）借受希望機種および台数 

（ウ）使用場所 

（エ）引渡場所および返納場所 

（オ）借受希望日および期間 

 

 イ 移動電源車の借受を希望する場合 

（ア）借受申請者の氏名または名称および住所 

（イ）台数 

（ウ）使用目的および必要とする理由 

（エ）使用場所 

（オ）借受期間 

（カ）引渡場所 

 

 ウ 臨時災害放送局用機器の借受を希望する場合 

（ア）借受申請者の氏名または名称および住所 

（イ）希望エリア 

（ウ）使用目的 

（エ）希望する使用開始日時 

（オ）引渡場所および返納場所 

（カ）借受希望日および期間 

 

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－35 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

 エ 臨機の措置による手続きを希望する場合 

（ア）早急に免許または許可等を必要とする場合 

（イ）（ア）に係る申請の内容 

 

 （3）連絡先 

総務省北海道総合通信局防災対策推進室（直通電話）011-747-6451 

 

４．災害時情報通話 ５．災害時情報通話  

（略）   

   

第 4項 災害情報の収集・報告および統括（P66） 第 7項 災害情報の収集・統括および報告 応急対策順に並べ替え 

１．市民等による通報（災害対策基本法第 54条） （記述を整理し新設した第６項へ移動）  

災害の発生するおそれがある異常現象（堤防の水もれ，地割れ、海面

の急激な低下、崖からの湧水、渓流の濁り、竜巻、火山の噴煙、降灰等

という。以下同じ。）を発見した者は、遅滞なく市、消防署、警察署もし

くは函館海上保安部等の関係機関へ通報するものとする。 

  

２．災害情報の統括 １．災害情報の収集  

市各対策部および防災関係機関等は、管理施設の被害状況や人的被害、

災害対策上必要であると考えられる情報について、可能な限り収集し、

とりまとめ、市（総務対策部）へ報告する。 

市各対策部および防災関係機関等は、所管する施設の被害状況や人的

被害等、災害対策上必要であると考えられる情報について可能な限り収

集し、とりまとめのうえ各対策班長や連絡員を通じ、市（総務対策部）

へ報告する。 

記述の整理 

３．関係機関への通報の義務（災害対策基本法第 54条） （記述を整理し新設した第６項へ移動）  

市（総務対策部）は、市民、警察署または函館海上保安部等から異常

現象発見の通報を受けたときは、函館地方気象台、渡島総合振興局その

他関係機関に通報するものとする。 

  

４．災害情報等の報告 ２．災害情報等の統括および報告  

市（総務対策部）は、とりまとめた災害情報および被害状況について

北海道防災計画に定める「災害情報等報告取扱要領」により速やかに渡

島総合振興局を通じて、北海道知事へ報告する。 

 

ただし、消防庁即報基準に該当する火災・災害等のうち、一定規模以

上のもの（直接即報基準に該当する火災・災害等）を覚知した場合、第

一報については、直接消防庁にも報告するものとする。 

市（総務対策部）は、収集した災害情報および被害状況等を統括し、

総務対策部長を通じて、災対本部長、災対副本部長へ報告するとともに、

北海道防災計画に定める「災害情報等報告取扱要領」により速やかに渡

島総合振興局を通じて、北海道知事へ報告する。 

ただし、火災・災害等即報要領（消防庁）の直接即報基準に該当する

火災・災害等については、直接消防庁にも報告する。 

災害対策本部への報告を

追加 

 

 

 

記述の整理 

   

第 5項 本部情報連絡員の派遣（P67） 第 4項 本部情報連絡員の派遣 応急対策順に並べ替え 

（略）   

   

第 6項 災害情報の記録（P67） 第 5項 災害情報の記録 応急対策順に並べ替え 

（略）   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－36 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 7項 災害時の広報（P67） 第 3項 災害時の広報 応急対策順に並べ替え 

災害時の広報は、市民等の安全の確保を第一優先とし、二次災害の防

止、不安の解消、デマの防止をはじめ、ボランティア等の効率的な組織

活動の実施のため、報道機関、防災行政無線や広報誌等により積極的に

推進する。 

市（企画対策部、総務対策部）および防災関係機関は、災害時におい

て、市民等に対して、正確かつ分かりやすい情報を迅速に提供すること

により、流言等による社会的混乱の防止を図り、市民等の適切な判断に

よる行動を支援する。 

北海道地域防災計画との

整合に伴う修正 

１．本部広報担当の設置 （削除）  

災害情報や復旧状況をり災者等に正確に伝えるため、企画対策部に広

報担当を配置する。広報担当者は、企画対策部広報班長とする。 

  

（広報内容） 

（1）災害の状況に関する情報 

（2）り災地への電話利用の自粛 

（3）パニック・デマの防止 

（4）被害情報の概要 

  

（5）市災害対策本部の活動状況 

（6）避難勧告・指示の状況 

（7）一般ボランティアへの協力依頼 

（8）義援金に関する事項 

（9）道路・ライフライン等の復旧状況 

（10）その他必要な事項 

  

２．広報誌等による広報 （削除） 北海道地域防災計画との 

市（企画対策部）は、電気・ガス・水道等のライフライン復旧状況や

避難所での物資の配給や義援金等の支給等、詳細な災害時の情報につい

て広報誌等により、市民等へ周知する。 

 整合に伴う修正 

（1）義援金の支給 

（2）救援物資の供給場所・時間 

（3）道路・ライフライン等の復旧状況 

（4）救援状況、り災証明の発行に関する事項 

（5）その他必要な事項 

  

３．広報車の活用 （削除） 北海道地域防災計画との 

市（消防部、各対策部）および各関係機関は、災害時の市民等の安全

を確保するため、災害発生の危険性や避難情報等について、広報車を活

用して伝達を図り、円滑な避難活動等の実施を図る。 

 整合に伴う修正 

（1）災害発生の危険性 

（2）避難勧告・指示 

（3）防災行政無線との併用措置 

（4）その他、り災者の安全の確保のために必要な事項 

  

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－37 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

 １．市民に対する広報等の方法 北海道地域防災計画との

整合に伴う修正  市（企画対策部、総務対策部）および防災関係機関等は、地域の実情

に応じ、報道機関（コミュニティ FMを含むラジオ、テレビ、有線放送、

新聞等）への情報提供をはじめ、広報車両、防災行政無線、緊急速報メ

ール、函館市 ANSIN メール、市ホームページ、広報誌など、あらゆる広

報媒体を組み合わせ、迅速かつ適切な広報を行い、誤報等による混乱の

防止に万全を期する。 

 ２．広報の内容  

 市（企画対策部、総務対策部）は、防災関係機関との連携を密にする

とともに、被災者のニーズを十分把握したうえで、市民等に対し次の情

報について、正確かつきめ細やかな情報を適切に提供する。 

 

 （1）被害の区域・状況（交通、通信、ライフライン、道路等） 

（2）二次災害の危険性 

（3）避難情報（避難指示・勧告・避難準備情報、避難場所） 

（4）医療機関等の生活関連情報 

（5）ライフラインや交通施設などの公共施設等の復旧状況 

（6）交通規制 

（7）被災者生活支援に関する情報（給食・給水、衣料・生活必需品等救

援物資の供給日時・場所等） 

（8）その他必要な事項 

 

   

（第 4項１、３より） 第 6項 異常現象を発見した者の措置等 北海道地域防災計画との 

 １．市民等による通報（災害対策基本法第 54条第 1、２項） 整合に伴う修正 

 災害の発生するおそれがある異常現象（堤防の水もれ，地割れ、海面

の急激な低下、崖からの湧水、渓流の濁り、竜巻、火山の噴煙、降灰等

をいう。以下同じ。）を発見した者は、遅滞なくその状況を市または警察

官もしくは海上保安官へ通報するものとする。また、何人もこの通報が

最も迅速に到着するように協力するものとする。 

 

 ２．警察官等の通報（災害対策基本法第 54条第 3項）  

 市民から異常現象発見の通報を受けた警察官または海上保安官は、そ

の旨を速やかに市（総務対策部）に通報するものとする。 

 

 3．市の通報（災害対策基本法第 54条第 4項）  

 市（総務対策部）は、市民、警察官または海上保安官等から異常現象

発見の通報を受けたときは、函館地方気象台に通報するものとする。 

 

   

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－38 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 3節 応援要請   

市は、市域において地震などによる災害が発生し、救助・救出活動、

医療活動および食料や水の供給等の応急対策活動において、市単独では

対応することが難しいと判断したときは、被害の状況等を報告した後、

各法令、協定に基づき周辺自治体、防災関係機関および民間企業等に対

し応援を要請し、迅速な応急対策活動の実施を図る。 

一方、周辺自治体等において災害が発生し、救助・救出活動や医療活

動等の支援が必要と認めるときは、市は、自主的に被災自治体が行う応

急対策活動を支援する。 

  

   

第 1項 応援要請の基準（Ｐ68）   

市（総務対策部）は、地震などによる災害が発生し、市単独の応急対

策活動で対応することが難しいと判断したときは、次の基準により応援

要請を実施する。 
応援要請の基準 適用 

第 2 非常配備 ・必要な応援要請を実施する。 

第 3 非常配備 

・被害情報の収集・伝達に混乱・遅れが予想されるため、

協定を結ぶ周辺自治体や渡島総合振興局に応援準備を連

絡する。 
・その後、被害状況に応じた迅速な応援要請を実施する。 

  

 

 

 
応援要請の基準 適用 

第 2 非常配備 ・防災に関する協定に基づく必要な応援要請を実施する。 

第 3 非常配備 

・被害情報の収集・伝達に混乱・遅れが予想されるため、

周辺自治体や渡島総合振興局に応援準備を連絡する。 

 
・その後、被害状況に応じた迅速な応援要請を実施する。 

 

 

 

 

 

記述の整理 

第 2項 ～ 第 4項  （略）   

   

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－39 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 4節 消防活動   

市は、地震などによる災害が発生し、または発生するおそれがあると

きは、応急消防体制を確立し、消火・救助・救急活動等を実施する。 

また、市単独の対応では困難で、周辺の自治体等の応援が必要である

と認めるときは、北海道広域消防相互応援協定に基づき、消火・救助・

救急体制を確立し、応急消防対策活動を実施する。 

  

   

第 1項 応急活動体制の確立（P71）   

地震などによる災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、

消防本部、消防署および消防団は、職員の動員・配備の基準と消防部の

「職員召集計画」に基づく、応急活動体制を確立する。 

地震などによる災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、

消防本部、消防署および消防団は、職員の動員・配備の基準と消防部の

「職員招集計画」に基づく、応急活動体制を確立する。 

用語の修正 

「応急活動時の事務分担」 
担 当 班 業 務 内 容 

庶務班 
1.消防団との連絡 

2.資機材等の調達 

警防班 

1.被害情報の収集および活動記録 

2.消防車輌の保全 

3.資機材の搬送 

通信指令班 

1.消防車輌の出動指令 

2.災害情報の受信・伝達 

3.気象情報の収集・観測 
4.消防通信の運用 

救急班 
1.医療機関との連絡調整 

2.現場救急隊への情報支援 

予防班 

1.災害の予防および広報 
2.避難の伝達および誘導 

3.被害情報の調査 

4.り災証明の発行 

消防署班 

1.災害の防除 

2.人命救助および救急活動 

3.災害現場の情報収集および伝達 

消防団 
1.各班の活動支援 

2.周辺地域の応急消火・救出 

  

 
担 当 班 業 務 内 容 

庶務班 
1.消防団との連絡 

2.資機材等の調達 

警防班 

1.被害情報の収集および活動記録 

2.消防車両の保全 

3.資機材の搬送 

通信指令班 

1.消防車両の出動指令 

2.災害情報の受信・伝達 

3.気象情報の収集・観測 
4.消防通信の運用 

救急班 
1.医療機関との連絡調整 

2.現場救急隊への情報支援 

予防班 

1.災害の予防および広報 
2.避難の伝達および誘導 

3.被害情報の調査 

4.罹災証明の交付（火災に関するものに限る） 

消防署班 

1.災害の防除 

2.人命救助および救急活動 

3.災害現場の情報収集および伝達 

消防団 
1.周辺地域の避難支援および誘導 

2.周辺地域の応急消火・救出 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策基本法の改正に

伴う担当業務の記述の修

正 

第 2項 ～ 第 4項  （略）   

   

第 5項 救助・救急活動の優先（P72）   

市（消防部、保健福祉対策部）は、地震などによる災害が発生したと

きは、警察、自衛隊、ボランティア等と連携し、救助・救急活動を実施

する。 

１．市（消防部）は、地震などによる災害が発生したときは、警察、自

衛隊等と連携し、救助・救急活動を実施する。 

 

業務担当の明確化 



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－40 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

（追記） 

 

 

 

（以下、略） 

２．市（保健福祉対策部）は，災害の規模など必要と認められるときは，

函館市社会福祉協議会へ防災ボランティアの派遣を要請する。 

要請を受けた函館市社会福祉協議会は要請に応じ，防災ボランティア

を派遣し救助・救出活動を実施する。 

   

   

   

第 5節 応急医療・救護（P73）   

地震などによる災害が発生したときは、多数の負傷者が発生すること

が予想される。 

市、日赤北海道支部および函館市医師会は、り災者が適切な医療措置

を受けられるよう、応急医療体制を確立するとともに、被害状況に応じ

医療救護所の設置、医療班の派遣および医薬品等の確保をするものとす

る。 

また、り災者の精神的な動揺や不安の軽減を図るため心のケア対策を

実施する。 

地震などによる災害が発生したときは、多数の負傷者が発生すること

が予想される。 

市（医療対策部）、日赤北海道支部および函館市医師会は、被災者が適

切な医療措置を受けられるよう、応急医療体制を確立するとともに、被

害状況に応じ医療救護所の設置、医療班の派遣および医薬品等の確保を

するものとする。 

また、被災者の精神的な動揺や不安の軽減を図るため心のケア対策を

実施する。 

 

業務担当の明確化 

   

第 1項 ～ 第 4項  （略）   

   

第 5項 メンタルヘルス対策（心のケア）（P75）   

市（保健衛生対策部）は、医療対策部の協力を得て、保健所および避

難所に災害の状況に応じて、メンタルヘルスの相談窓口を設置し、り災

者の精神的な動揺や不安、特に PTSD（心的外傷後ストレス障害）に対す

る相談に応じ、り災者の精神的な負担の軽減を図る。 

市（保健福祉対策部、保健衛生対策部）は、医療対策部の協力を得て、

保健所および避難所に災害の状況に応じて、メンタルヘルスの相談窓口

を設置し、被災者の精神的な動揺や不安、特に PTSD（心的外傷後ストレ

ス障害）に対する相談に応じ、被災者の精神的な負担の軽減を図る。 

機構改革による修正 
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現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 6節 避難の受入れ、警戒区域の設定（P76）   

市は、地震などによる災害が発生し、または発生するおそれがあると

きは、避難の必要があると判断された地域に対し、避難の勧告・指示を

行い、市民等の安全を確保する。また、市は、学校等の避難所を開設し、

施設管理者、市民およびボランティア等と協力し、水や食料の供給、り

災者の応急救護等を実施し、り災者の安全の確保を図る。 

市は、地震などによる災害が発生し、市民の生命または身体に危険が

および、特に必要があると判断されたときには、警戒区域を設定し、立

ち入りを禁止することができる。 

市は、災害が発生するなど、住民等の生命、身体に被害が及ぶおそれ

があると判断される状況に至ったときは、直ちに避難が必要と認める地

域の居住者等に対し、避難勧告・指示を行うとともに、避難所を開設し、

避難者およびボランティア等と協力し、水や食料等の供給、応急救護等

を実施し、住民等の安全の確保を図る。 

また、市民の生命または身体に危険が及び、特に必要があると判断さ

れたときには、警戒区域を設定し、当該区域への立ち入りの禁止等を行

う。 

記述の整理 

北海道地域防災計画との

整合に伴う追加 

 

 

《概念図 略》 （削除）  

   

第 1項 避難勧告・指示、誘導の実施（P76） 第 1項 避難勧告等の実施責任者と措置内容 構成の見直し 

 １．市（災害対策基本法第 60条、水防法第 29条）  

災害対策本部長（市長）は、災害の状況に応じて、避難の必要がある

と判断された地域に対し、避難の勧告・指示を行い、り災者の安全確保

を図る。 

災対本部長（市長）は、状況に応じて、避難の必要があると判断され

た地域の居住者等に対し、次の勧告・指示を行う。 

記述の整理 

なお、市（消防部および各対策部）が現場にいないときには、警察官、

海上保安官、北海道知事の命令を受けた道職員が避難の勧告・指示を実

施し、自衛官は、避難勧告・指示の代行を行う。 
避難勧告、指示
を実施する者 

目的・要件 根拠法令 

市長 

・災害の危険があるときは、必要と認め

る地域の居住者に対し、避難を勧告また
は指示する。 

・避難勧告・指示を発令または解除した

ときには、渡島総合振興局長、管轄の警
察署長に報告しなければならない。 

災害対策基本法第 60条 

水防法第 29 条 

警察官および 
海上保安官 

・市長が指示することができないとき、

または市長から要求があったときに、避
難勧告または指示する。 

・また、その旨を市長に通知しなければ

ならない。 

災害対策基本法第 61条 

警察官職務執行法第 4条 

北海道知事ま

は北海道知事

に命令を受け
た道職員 

・洪水、高潮の氾濫または地すべり等に
より著しい危険が切迫していると認めら

れるときに、避難を勧告または指示する

ことができる。この場合所轄する警察署
長にその旨を通知しなければならない。 

水防法第 29 条 
地すべり等防止法第 25

条 

災害対策基本法第 60条 

自衛官 
・危険な事態が生じ、かつ警察官が現場
にいないとき。 

 

 

（削除） 記述の整理 
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現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

（追加） （1）避難のための立ち退きの勧告または指示 

（2）必要に応じて行う立ち退き先としての指定緊急避難場所等の避難場

所の指示 

（3）屋内での退避等の安全確保措置の指示 

また、勧告・指示のほか、高齢者や障がい者等の要配慮者の避難に資

する避難準備情報を必要に応じて発令する。 

市（総務対策部）は、上記の勧告または指示ならびに避難準備情報の

発令を行ったときは、その旨を速やかに渡島総合振興局長を通じて北海

道知事に報告する。また、洪水、津波もしくは高潮の氾濫により避難勧

告・指示を行ったときは、当該区域を所轄する警察署長へも報告する。

なお、勧告等を解除したときも同様とする。 

ただし、これら勧告等を行なうことができないときは、警察署または

函館海上保安部に指示を求める。 

北海道地域防災計画との

整合に伴う追加 

（屋内避難の指示を含

め、勧告・指示を整理） 

避難準備情報の追加 

また、戸井、恵山、椴法華、南茅部の各地区本部長（各支所長）は、

その地域において避難の必要があると判断されるときは、災害対策本部

長に対し、避難勧告・指示の発令を要請できる。 

ただし、各地域において緊急を要する場合には、地区本部長が災害対

策本部長に代わり、避難勧告・指示等の発令を行うことができる。この

場合において地区本部長は速やかに災害対策本部長に報告するものとす

る。 

戸井、恵山、椴法華、南茅部の地区本部長（支所長）は、その地域に

おいて避難の必要があると判断されるときは、災対本部長に対し、避難

勧告・指示等の発令を要請できる。 

ただし、各地域において緊急を要する場合には、地区本部長が災対本

部長に代わり、避難勧告・指示等の発令を行うことができる。この場合

において地区本部長は速やかに災対本部長に報告するものとする。 

用語の修正 

（追加） ２．北海道知事またはその命を受けた道職員（災害対策基本法第 60 条・

72条、水防法第 29条、地すべり防止法第 25条） 

北海道知事（渡島総合振興局）または知事の命令を受けた職員は、洪

水もしくは高潮の氾濫もしくは地すべりにより著しい危険が切迫してい

ると認められるとき、またはその可能性が大きいと判断されるときは、

避難が必要と認められる地域の居住者等に対し、避難の指示を行うこと

ができる。 

また、北海道知事は、市が避難勧告・指示に関する措置ができないと

きは、市長に代わって実施する。 

北海道地域防災計画との

整合に伴う追加 

（追加） ３．警察官または海上保安官(災害対策基本法第 61 条、警察官職務執行

法第４条） 

警察官または海上保安官は、市長から要求があったとき、または市長

が指示できないと認めるときは、避難が必要と認める地域の居住者等に

対し、避難の指示を行うものとし、避難先についても指示することがで

きる。この場合、ただちにその旨を市長に通知するものとする。 
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現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

（追加） ４．災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官（自衛隊法第 94条等） 

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は災害が発生し、またはまさに

発生しようとしている場合において、市長等、警察官および海上保安官

がその場にいないときに限り、次の措置をとることができる。この場合

において、当該措置をとったときは、ただちにその旨を市長に通知しな

ければならない。 

（1）住民等の避難等の措置等（警察官職務執行法第 4条） 

（2）他人の土地等への立入（警察官職務執行法第 6条第 1項） 

（3）警戒区域の設定等（災害対策基本法第 63条第 3項） 

（4）他人の土地等の一時使用等および被災工作物等の除去等（災害対策

基本法第 64条第 8項） 

（5）住民等への応急措置業務従事命令（災害対策基本法第 65条第３項） 

（6）自衛隊用緊急車両の通行の確保のための車両等の移動等の措置命令

等（災害対策基本法第 76条の 3第 3項） 

 

   

（項を新設） 第 2項 避難勧告等の発令 構成の見直し 

１．避難勧告・指示の基準 １．避難勧告等の発令基準  

避難勧告・指示は、災害の危険性の程度により、次の基準により発令

する。 

避難勧告・指示は、広報車や報道機関等を通じ、災害状況等の十分な

説明を加えて発令する。 

また、「集中豪雨時における情報伝達および高齢者等の避難支援」につ

いての判断基準伝達マニュアルの作成等に努める。 

避難勧告・指示および避難準備情報は、次の基準により発令する。 

 

（以下、削除） 

 

 

《発令に至るまでの状況  略》   

２．避難勧告・指示の伝達事項 ２．避難勧告等の伝達  

 （1）伝達事項  

市（消防部および各対策部）は、避難勧告・指示の発令時には、次の

事項について市民へ伝達し、安全の確保を図る。 

（以下、略） 

市は、避難勧告等の発令時には、次の事項について、生命や身体に危

険が及ぶおそれがあることを認識できるなど、住民等にとって具体的で

わかりやすい内容とするよう配慮し、迅速かつ的確に当該地域の居住者

等に対して伝達し、安全の確保を図る。 

北海道地域防災計画との

整合に伴う修正 

３．避難勧告・指示の伝達手段 （2）伝達手段  

市（消防部および各対策部）は、避難勧告・指示の伝達を、主に次の

手段により実施する。 

市（総務対策部、各対策部）は、避難勧告等の伝達を、次に掲げる複

数の手段を有機的に組み合わせ実施する。 

北海道地域防災計画との

整合に伴う修正 
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現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

 
避難勧告・指示の 

伝達手段 
詳  細 

広報車による伝達 

広報車および消防自動車により伝達する。また、必要

があるときは、警察のパトロールカー等の出動を要請
し伝達する。 

ラジオ、テレビ放送

による伝達 
各報道機関の協力を得て、市民に伝達する。 

街頭放送による伝達 
各街頭放送社の協力を得て、市民に伝達する。 

電話による伝達 
電話を通じ、住民組織、官公署、会社および工場等に

伝達する。 

戸別訪問による伝達 
上記の手段による伝達が困難なとき、または必要と認
めるときは、戸別訪問により伝達する。 

防災行政無線施設に

よる伝達 

本庁管内および４支所管内に設置した防災行政無線施

設からの放送により伝達する。 

メールサービスによ
る伝達 

ANSIN メールや携帯電話事業者が行う災害情報等の配
信サービスにより伝達する。 

市等のホームページ

による伝達 

市等のホームページの災害情報に関するページにより

伝達する。 

  

 
避難勧告等の 
伝達手段 

詳  細 

ラジオ、テレビ放送に

よる伝達 
各報道機関の協力を得て、市民に伝達する。 

メールサービスによ

る伝達 

函館市 ANSIN メールや携帯電話事業者が行う緊急速

報メール配信サービスにより伝達する。 

FAX による伝達 
BizFAX（NTT コミュニケーションが提供するインター
ネット FAX）により伝達する。 

防災行政無線設備に
よる伝達 

防災行政無線設備からの放送により伝達する。 

市等のホームページ

による伝達 
市等のホームページへの掲載により伝達する。 

広報車による伝達 
広報車および消防車両により伝達する。また、必要が

あるときは、警察等の出動を要請し伝達する。 

電話による伝達 電話を通じ、住民組織、官公署、事業所等に伝達する。 

戸別訪問による伝達 
上記の手段による伝達が困難なとき、または必要と認

めるときは、戸別訪問により伝達する。 

街頭放送による伝達 （削除） 

  

 

 

優先順に並べ替え 

 

 

用語の修正 

ＦＡＸによる伝達を追加 

 

記述の整理 

 

 

 

４．避難誘導の実施 第 3項 避難誘導の実施  

市（消防部および各対策部）、警察官、自主防災組織等は、災害発生の

危険があると予想されるときは、適切迅速に避難誘導を実施し、市民等

の安全を確保する。 

（追記） 

市（各対策部）、消防団、警察官、自主防災組織等は、適切かつ迅速に

避難誘導を実施し、市民等の安全を確保する。 

 

また、避難誘導にあたる者の安全の確保に努める。 

記述の整理 

   

第 2項 避難所の開設・運営（P78） 第 4項 避難所の開設・運営  

市（教育対策部）および民間施設の施設管理者は、地震等による災害

が発生し、避難勧告・指示の発令があったときなど、下記「避難所の開

設基準」に基づいて避難所を開設する。 

なお、災害の発生状況に応じ必要があると認められるときは、事業所

等の協力を得て，臨時の避難所を開設する。 

また、避難所が開設される直前から廃止されるまで、教育対策部は、

職員を派遣し、避難所の安全の確認、避難所の状況報告、生活必需品の

配布、避難者名簿の作成等、避難所の運営実務を行う。 

避難所の運営にあたっては、男女共同参画を推進するとともに、特に

女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営に努める。 

市（教育対策部）は、地震等による発生が発生し、避難勧告・指示の

発令があったときなど、下記「避難所の開設基準」に基づいて避難所を

開設する。 

なお、災害の発生状況に応じ必要があると認められるときは、事業所

等の協力を得て，臨時の避難所を開設する。 

また、市（教育対策部）は、避難所が廃止されるまで職員を派遣し、

避難所運営の実務を行う。 

 

（同項３へ移動） 

業務担当の明確化 

※施設管理者は避難所運

営実務を担わない 

 

 

記述の整理 

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－45 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

「避難所の開設基準」 

① 震度６弱以上の地震が発生した場合 
（追記） 

② 避難勧告・指示の発令があった場合 

③ 市長が開設する必要があると認めた場合 

  

 

① 震度６弱以上の地震が観測されたとき 
② 大津波警報もしくは津波警報が発表されたとき 

③ 避難勧告・指示の発令があったとき 

④ 市長が開設する必要があると認めるとき 
 

 

文末を「～とき」に統一 

「避難所地域協力員制

度」との整合による記述

の整理 

１．勤務時間内の避難所開設   

勤務時間内に地震などによる災害が発生したときは、市（教育対策部）

は、市職員を各指定避難所へ派遣し、施設の安全性を確認した後、迅速

に避難所を開設する。市職員が派遣されるまでに、事態が緊急を要し、

避難所の開設が必要であると考えられるときは、施設管理者が避難所を

開設する。 

  

２．勤務時間外の避難所開設   

休日や夜間等、勤務時間外に災害が発生したときは、指示を受けた市

職員が、直接避難所へ参集し、施設の安全性を確認した後、迅速に避難

所を開設する。この際、参集した職員が市（教育対策部）へ避難所を開

設した旨を報告する。 

その後、市（教育対策部）が避難所の運営にあたる。 

  

 １．避難所の開設  

（上記１と２を整理） 市（教育対策部）は、上記「避難所の開設基準」に定める状況に至っ

たときは、できる限り速やかに職員を派遣し、施設の安全性を確認した

後、避難所を開設する。 

なお、「避難所地域協力員制度」により地域住民の協力が得られる避難

所については、地域住民自らが解錠し避難者を受け入れる。 

また，施設管理者の協力を得られる避難所にあっては、施設管理者へ

施設の解錠および避難者の受け入れを依頼する。 

上記 1、2の記述を修正し

統合 

 

「避難所地域協力員制

度」の創設による追加 

 

３．避難状況と周辺地域の被害状況の報告 ２．避難状況および避難所周辺の被害状況の報告  

市（教育対策部）は、避難所を開設したときは、避難状況をとりまと

めるため、施設管理者、市民およびボランティア等と協力し、迅速に避

難者リストを作成するとともに、地震災害や風水害等の災害による避難

所周辺の浸水状況、建物の倒壊や火災、交通渋滞等の被害情報を収集し、

避難所班長を通じ、速やかに総務対策部へ報告する。 

市（教育対策部）は、避難所を開設したときは、避難者等と協力し、

迅速に避難者名簿を作成するなど避難状況をとりまとめるとともに、避

難所周辺の浸水状況、建物の倒壊や火災、交通渋滞等の被害情報を収集

し、災害対策本部へ報告する。 

記述の整理 

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－46 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

「避難状況について」 
① 避難者リストの作成 
② 被害情報の収集と伝達 

③ 渡島総合振興局への報告 

 ＊報告事項 
 ・避難所開設の日時 

 ・場所および施設の名称 

 ・収容状況 
 ・収容人数 

 ・炊き出し等の状況 

 ・開設期間の見込み 
 

「報告事項」 
・避難所の名称および場所 
・避難所開設の日時 

・収容状況および人数 

・要配慮者や傷病者の有無 
・周辺の被災状況 

・周辺の交通渋滞等道路状況 

・避難所および周辺のライフラインの被災状況  等 

  

記述の整理 

４．避難所運営の実務 ３．避難所の運営実務  

市（教育対策部）は、施設管理者、市民およびボランティア等と協力

し、避難所が廃止されるまでの期間、次のような運営実務を実施する。 

（同項前段より移動） 

 

なお、要配慮者への対応については、第３章第８節第４項「避難生活

における要配慮者への配慮」による。 

市（教育対策部）は、避難者およびボランティア等と協力し、避難所

が廃止されるまでの期間、次のような運営実務を実施する。 

なお、避難所の運営にあたっては、男女共同参画を推進するとともに、

特に女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営に努める。 

また、要配慮者への対応については、第３章第８節第４項「避難生活

における要配慮者への配慮」による。 

記述の整理 

 

 

（1）水、食料、衣料などの生活必需品の配布 

（2）関係機関との情報連絡 

（3）要配慮者への配慮 

（4）避難者の健康管理に関する事項 

（5）女性や子育て家庭のニーズへの配慮 

（1）水や食料、衣料などの生活必需品等の配布および不足物資の把握 

（2）避難者の健康状態の把握 

（3）要配慮者への配慮 

（4）女性や子育て家庭のニーズへの配慮 

（5）災害対策本部との情報連絡 

優先順に並び替え 

   

第 3項 避難所の統合および廃止（P80） 第 5項 避難所の統合および廃止  

（略）   

   

第 4項 警戒区域の設定（P80） 第 6項 警戒区域の設定  

警戒区域を設定できる者は、市長、警察官、海上保安官等であり、設

定の目的および要件については、次のとおりである。 

（削除） 北海道地域防災計画との

整合に伴う修正 

（追加） １．市（災害対策基本法第 63条、地方自治法 153条）  

 災対本部長は、市民の生命または身体に対する危険を防止し、市民の

安全を確保するため、特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定

し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して、当該区域の立入りを

制限し、もしくは禁止し、または当該区域からの退去を命ずることがで

きる。 

 

 

 

 

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－47 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

また、戸井、恵山、椴法華、南茅部の各地区本部長（各支所長）は、

各地域において、警戒区域を設定する必要があると判断されるときは、

災害対策本部長（市長）に対し、その設定を要請することができる。 

ただし、各地域において緊急を要する場合には、地区本部長が災害対

策本部長に代わり、その地域への警戒区域の設定をすることができる。

この場合において地区本部長は速やかに災害対策本部長に報告すること

とする。 

戸井、恵山、椴法華、南茅部の地区本部長は、各地域において警戒区

域を設定する必要があると判断されるときは、災対本部長に対し、その

設定を要請することができる。 

ただし、各地域において緊急を要する場合には、地区本部長が災対本

部長に代わり、警戒区域を設定することができる。この場合において地

区本部長は速やかに災対本部長に報告することとする。 

用語の修正 

 
警戒区域の設定
を実施する者 

設定の目的および要件 根拠法令 

市 長 ・市民の生命または身体に対する危険

を防止し、市民の安全を確保するため、
必要があると認めるとき。 

災害対策基本法 

第 63 条 

警察官・海上保

安官・自衛官 

・市長が現場にいないとき、警戒区域

の設定を代行する必要があると認める
とき。 

災害対策基本法 

第 63 条 

消防吏員・消防

団員 

・消防、水防活動の実施のため警戒区

域の設定の必要があると認めるとき。 

消防法第 28 条 

水防法第 21 条 

  

 

（削除） 

 

記述の整理 

（追記） ２．警察官または海上保安官（災害対策基本法第 63 条、地方自治法第

153条、消防法 28条・36条、水防法第 21条） 

 

 警察官または海上保安官は、市長またはその委任を受けて市長の職権

を行う市職員が現場にいないとき、またはこれらの者の要求があったと

きは、警戒区域を設定することができる。この場合、ただちに警戒区域

を設定した旨を市長に通知することとする。 

 

（追記） ３．災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官（災害対策基本法第 63条）  

 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、市長またはその委任を受け

て市長の職権を行う市職員が現場にいないときに限り、警戒区域を設定

することができる。この場合、ただちに警戒区域を設定した旨を市長に

通知することとする。 

 

（追記） ４．消防吏員または消防団員（消防法第 28条・36条、水防法第 21条）  

 消防吏員または消防団員は、消防活動や水防活動の現場において、警

戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して、当該区

域からの退去を命じ、またはその区域への出入りを禁止しもしくは制限

することができる。 

 

   

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－48 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 7節 生活救援対策（P81）   

市および防災関係機関は、地震などによる災害が発生したときは、ラ

イフラインや流通機能の低下が予想されるため、応急給水や救援物資等

を供給するなど生活救援活動を実施する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表体系の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

協定による物資供給後に

救援物資の配布 

（下段より移動） 

 

 

市、函館市社会福祉協議会、日赤函館市地区および関係機関は全国か

ら寄せられる義援金や救援物資等の受入れを行うとともに、速やかにり

災者に支給するなど、円滑な生活救援活動の実施を図る。 

市は、り災者の生命の維持を確保するため、給水車等による応急給水

を実施するが、市独自の給水が困難なときは、各協定や自衛隊の応援に

よる、給水活動をする。 

市は、仮設トイレの設置や避難所等における防疫・環境対策を実施し、

衛生環境の改善を図る。 

市は、被災者の生活環境を確保するため、応急給水の実施や食料およ

び生活必需品等の供給を行うが、市独自の供給が困難なときは、各協定

や自衛隊等の応援による必要物資の供給体制を確立する。 

市および日赤函館市地区は、全国から寄せられる義援金や救援物資等

の受入れを行うとともに、速やかに被災者に支給するなど、円滑な生活

救援活動の実施を図る。 

 

（前段へ移動） 

 

また、市は、仮設トイレの設置や避難所等における防疫・環境対策を

実施し、衛生環境の改善を図る。 

記述の整理 

 

 

業務担当の明確化 

※社会福祉協議会は救援

物資に関する業務を担わ

ない 

   

第 1項 応急給水   

（略）   

   

地震発生 

ライフラインの低下 流通機能の低下 

水洗トイレの使用不可 

等衛星問題の悪化 

仮設トイレの設置等 

飲料水・食料等の確保 

が困難 
日用品の確保が困難 

全国からの救援物資の 
供給 

備蓄・救援物資等の 
支給 

消毒など防疫活動の 
実施 

日赤による日用品の 
供給等 

炊き出しの開始 

り災者の生活維持 

地震発生 

ライフラインの低下 流通機能の低下 

水洗トイレの使用不可 

等衛星問題の悪化 

仮設トイレの設置等 

飲料水・食料等の確保 

が困難 
日用品の確保が困難 

日赤および協定締結業

者からの日用品供給 

備蓄・救援物資等の 

支給 

消毒など防疫活動の 
実施 

全国からの救援物資の 
供給 

炊き出しの開始 

被災者の生活環境の確保 



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－49 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 2項 食料の供給（P82）   

市（教育対策部、経済対策部）は、地震などによる災害が発生し、災

害のため食料の確保が困難となったり災者に対し、食料の供給を迅速に

実施する。 

市（教育対策部、経済対策部）は、学校給食の委託業者、食料供給協

定の締結業者、および北海道などと連携をとり、パンや弁当などの食料

を確保し、り災者等へ配布する。 

また、日赤函館市地区、市民、およびり災者等の協力により避難所等

での炊き出しを実施する。 

市（経済対策部）は、地震などによる災害が発生し、災害のため食料

の確保が困難となった被災者等に対し、食料の供給に関する協定の締結

業者および北海道などと連携をとり、食料の供給を迅速に実施する。 

 

 

 

また、日赤函館市地区、ボランティア、市民および避難者等の協力に

より避難所等での炊き出しを実施する。 

 

記述の整理 

 

 

 

 

１．供給の対象者   

災害時における応急的な食料供給の対象者は、次のとおりとする。 
・避難所へ避難しているり災者 
（追加） 

・家屋の被害による，自炊ができない者 

・災害応急対策に従事している者 
・その他市長が認めた者 

  

 
・避難所に滞在している被災者 
・やむを得ない理由により避難所に滞在できない被災者 

・家屋の被害による，自炊ができない者 

・災害応急対策に従事している者 
・その他市長が認めた者 

  

 

災害対策基本法の改正に

伴う追加 

２．供給の期間   

市（保健福祉対策部、経済対策部）は、原則として避難所が開設され

た直後から廃止されるまでの期間について、食料の供給を実施する。 

市（経済対策部）は、原則として避難所が開設された直後から廃止さ

れるまでの期間について、食料の供給を実施する。 

業務担当の明確化 

 

３．食料の確保   

災害発生後１日目の食料は、市民による家庭内備蓄と市による備蓄と

する。２日目以降については、協定業者から調達した食料、全国各地か

らの救援物資、またはボランティアによる炊き出しにより、平常時食べ

慣れている食料の確保を図る。 

災害発生後１日目の食料については、市民による家庭内備蓄と市の備

蓄により確保を図り、２日目以降については、協定業者からの調達、全

国からの救援物資、ボランティアによる炊き出し等により、平常時食べ

慣れている食料の確保を図る。 

記述の整理 

   

第 3項 生活必需品の供給（P83）   

市（保健福祉対策部、経済対策部）は、地震などによる災害が発生し

たときは、り災者や応急災害対策活動に従事している者等、災害のため

生活必需品の確保が困難となった者に対し、毛布や食器などの生活必需

品を供給する。 

（以下、略） 

市（経済対策部）は、地震などによる災害が発生したときは、被災者

や応急災害対策活動に従事している者等、災害のため生活必需品の確保

が困難となった者に対し、毛布や衣料などの生活必需品を供給する。 

業務担当の明確化 

 

 

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－50 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

１．供給の対象者   

災害時における応急的な生活必需品供給の対象者は、次のとおりとす

る。 
・避難所へ避難しているり災者 
（追記） 

・家屋の被害により，生活必需品の確保が困難な者 

・災害応急対策に従事している者 
・その他市長が認めた者 

  

災害時における応急的な生活必需品供給の対象者は、次のとおりとす

る。 
・避難所に滞在している被災者 
・やむを得ない理由により避難所に滞在できない被災者 

・家屋の被害により，生活必需品の確保が困難な者 

・災害応急対策に従事している者 
・その他市長が認めた者 

  

 

２．供給品目   

市（保健福祉対策部、経済対策部）または日赤函館市地区による供給

品目は、おおむね次のとおりである。 

（以下、略） 

市（経済対策部）または日赤函館市地区による供給品目は、おおむね

次のとおりである。 

業務担当の明確化 

３．供給の期間   

市（保健福祉対策部、経済対策部）は、原則として避難所が開設され

た直後から廃止されるまでの期間について、生活必需品の供給を実施す

る。 

市（経済対策部）は、原則として避難所が開設された直後から廃止さ

れるまでの期間について、生活必需品の供給を実施する。 

業務担当の明確化 

４．生活必需品の確保   

市が配布する生活必需品は、協定業者から調達した品物や全国各地か

らの救援物資により確保を図る。 

災害発生後１日目の生活必需品については、市民による家庭内備蓄や

市の備蓄、日赤からの供給により確保を図り、２日目以降については、

協定業者からの調達、全国からの救援物資等により生活必需品の確保を

図る。 

記述の整理 

５．要配慮者への配慮   

市（保健福祉対策部、経済対策部）は、生活必需品の供給にあたって

は、乳幼児、高齢者および障がい者等の要配慮者や男女のニーズの違い

に配慮する。 

市（経済対策部）は、生活必需品の供給にあたっては、乳幼児、高齢

者および障がい者等の要配慮者や男女のニーズの違いに配慮する。 

業務担当の明確化 

   

第 4項 災害見舞金の支給および義援金、救援物資の受入れ・配分（P84）   

市（保健福祉対策部）は、り災の状況に応じて災害見舞金を支給する。 

また、市（保健福祉対策部）、日赤函館市地区、および函館市社会福祉

協議会は、全国各地からの義援金や救援物資をり災者等へ配分する。 

市（保健福祉対策部）は、被災の状況に応じて災害見舞金を支給する。 

また、市（保健福祉対策部、経済対策部）および日赤函館市地区は、

全国各地からの義援金や救援物資を被災者等へ配分する。 

 

業務担当の明確化 

１．災害見舞金の支給   

（略）   

２．義援金の受入れ・配分   

日赤は、全国各地からの義援金受付窓口を設置し、義援金の受入れを

実施するとともに、日赤北海道支部および日赤函館市地区に義援金配分

委員会を設置し、被害状況に応じて、義援金をり災者に配分する。 

市（保健福祉対策部）は、全国各地からの、り災者あて義援金を受付

（下段へ移動） 

 

 

市（保健福祉対策部）は、全国各地からの被災者あての義援金を受け

 

 

 

 



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－51 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

けるとともに、提供者の意向を尊重し、義援金をり災者に配分する。 

 

（上段より移動） 

 

付けるとともに、函館市義援金配分委員会において決定した配分基準に

応じて、義援金を被災者に配分する。 

日本赤十字社は、全国各地からの義援金受付窓口を設置して義援金の

受入れを実施し、北海道および市を通じ義援金を被災者に配分する。 

記述の整理 

 

記述の整理 

３．救援物資の受入れ・配分   

市（保健福祉対策部）、函館市社会福祉協議会および日赤函館市地区は、

郵便局、トラック協会および一般ボランティアの協力を得て、全国各地

から送られてくる救援物資の受入れ・配分を迅速に実施する。 

 

救援物資の一時保管場所については、総合福祉センター等とし、救援

物資の管理・配送を実施する。 

市（経済対策部）は、一般ボランティアの協力を得て、全国各地から

送られてくる救援物資の受入れを実施し、郵便局やトラック協会等と締

結した緊急物資の輸送に関する協定を活用し、物資の配分を迅速に実施

する。 

救援物資の一時保管場所については、災害の状況や物資の搬入出の容

易さなどの立地条件等を総合的に勘案して選定し、救援物資の管理・配

送を実施する。 

業務担当の明確化 

記述の整理 

 

 

総合福祉センターは救援

物資基地にならないため 

   

第 5項 防疫・環境対策の実施（P84）   

市は、地震などによる災害が発生したときは、り災地を清潔な環境に

維持するため、感染症の発生や蔓延を防止し、ごみ・し尿、死亡獣畜の

処理を実施する。 

また、災害による被害が甚大で、市独自で処理することが困難、また

は不可能なときは、周辺自治体および北海道へ応援を要請する。 

市は、地震などによる災害が発生したときは、被災地を清潔な環境に

維持するため、感染症の発生や蔓延を防止し、ごみ・し尿、死亡獣畜の

処理を実施する。 

また、災害による被害が甚大で、市独自で処理することが困難、また

は不可能なときは、周辺自治体、北海道および民間団体等へ応援を要請

する。 

 

 

 

 

防災協定の締結に伴う記

述の整理 

１．感染症・食中毒の発生・蔓延の防止   

（略）   

２．ごみストックヤード（一時堆積場）の確保 ２．ごみストックヤード（一時仮置場）の確保  

市（環境対策部）は、がれき・コンクリート片等の廃棄物が一時的に

大量に出たときは、り災地周辺の遊休地等を一時堆積場として指定する

など、円滑な処理を促進する。 

また、市（環境対策部）は、り災地の清潔な環境を維持するため、避

難所や一般家庭から一時的に大量にごみが排出されたときには、公園・

広場などを一時堆積場として活用し、円滑な処理を推進する。 

市（環境対策部）は、がれき・コンクリート片等の廃棄物が一時的に

大量に出たときは、被災地周辺の遊休地等を一時仮置場として指定する

など、円滑な処理を促進する。 

また、市（環境対策部）は、被災地の清潔な環境を維持するため、避

難所や一般家庭から一時的に大量にごみが排出されたときには、公園・

広場などを一時仮置場として活用し、円滑な処理を推進する。 

国の災害廃棄物処理対策

指針の策定に伴う用語の

修正 

３ ～ ５  （略）    

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－52 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 8節 要配慮者対策（P86）   

地震などによる災害が発生したときは、市民や自主防災組織、ボラン

ティア、市および防災関係機関が連携して、要配慮者の避難・誘導、救

助・救出活動、物資の供給等を実施し、要配慮者の安全の確保に努める。 

なかでも、避難行動要支援者については、本人の同意の有無に関らず、

避難行動要支援者名簿を効果的に利用し、避難支援や迅速な安否確認等

が行われるよう努める。 

地震などによる災害が発生したときは、市民や自主防災組織、ボラン

ティア、市および防災関係機関が連携して、要配慮者の避難・誘導、救

助・救出活動、物資の供給等を実施し、要配慮者の安全の確保に努める。 

なかでも、避難行動要支援者については、本人の同意の有無に関わら

ず、避難行動要支援者名簿を効果的に利用し、避難支援や迅速な安否確

認等が行われるよう努める。 

 

 

 

記述の整理 

   

第 1項 避難行動要支援者への避難支援   

１．名簿の提供   

市（総務対策部）は、災害が発生し、または発生するおそれがあると

きは、救助・救援に従事する防災関係機関等に避難行動要支援者名簿を

提供し、避難支援等に活用する。 

市（総務対策部）は、災害時等において、生命または身体を保護する

ため特に必要があると認めるときは、救助・救援に従事する防災関係機

関等に避難行動要支援者名簿を提供し、避難支援等に活用する。 

避難行動要支援者支援計

画の見直しに伴う修正 

２．名簿情報の提供に際し情報漏えいを防止するための措置   

（略）   

   

第 2項 避難支援者等による避難支援（P86） 第 2項 避難支援者による避難支援  

１．避難支援の方法   

避難支援者は、市が避難情報を発令したときは、あらかじめ定めた個

人避難プランに基づき、避難行動要支援者の避難を支援する。 

避難支援者は、市が避難情報を発令したときは、避難行動要支援者名

簿やあらかじめ定めた個人避難プランに基づき、避難行動要支援者の避

難を支援する。 

避難行動要支援者支援計

画の見直しに伴う修正 

２．避難支援者等の安全確保 ２．避難支援者の安全確保  

避難支援者は、避難支援の実施にあたり、本人またはその家族などの

生命および身体の安全確保を最優先する。 

  

   

第 3 項 要配慮者の円滑な避難のための立退きを行うことができるため

の通知または警告 

  

（略）   

   

第 4項 避難生活における要配慮者への配慮（P86）   

１．避難所内でのプライバシー保護のための場所の確保   

（略）   

２．福祉避難所への移送   

市（保健福祉対策部、教育対策部）は、避難した要配慮者が心身の状

況等からより専門性の高い対応が必要である場合は、福祉避難所へ移送

する。 

市（保健福祉対策部、保健衛生対策部、教育対策部）は、避難した要

配慮者が心身の状況等からより専門性の高い対応が必要である場合は、

要配慮者の家族や避難支援等関係者などの協力のもと、福祉避難所へ移

送する。 

記述の整理 



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－53 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

３．福祉避難所の運営   

福祉避難所の施設管理者は、市から開設要請があったときは、施設利

用者や施設本来の機能維持に配慮しながら、要配慮者の受け入れを開始

し、要配慮者への対応に努める。 

市（保健福祉対策部）は、施設管理者と連携しながら状況の把握に努

めるとともに、円滑な避難所運営を支援する。 

福祉避難所の施設管理者は、市（保健福祉対策部、保健衛生対策部）

から開設要請があったときは、施設利用者や施設本来の機能維持に配慮

しながら、要配慮者の受け入れを開始し、要配慮者への対応に努める。 

市（保健福祉対策部、保健衛生対策部）は、施設管理者と連携しなが

ら要配慮者の状況把握に努めるとともに、円滑な避難所運営を支援する。 

業務担当の明確化 

 

 

記述の整理 

４．生活必需品の供給、住宅等の斡旋   

市（保健福祉対策部、経済対策部）は、要配慮者に配慮した生活必需

品の供給を行うとともに、避難所生活が長期化したときは、各種在宅福

祉サービス等の活用、公営住宅の斡旋等の措置を行う。 

市（経済対策部）は、要配慮者に配慮した生活必需品の供給を行う。 

避難所生活が長期化したときは、市（保健福祉対策部、建築対策部）

は、各種在宅福祉サービス等の活用、公営住宅の斡旋等の措置を行う。 

 

担当業務の明確化 

５～６ （略）   

   

第 5項 社会福祉施設等における対策   

（略）   

   

   

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－54 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 9節 愛玩動物の収容対策（P87） 第 9節 愛玩動物の救護対策 用語の修正 

市（保健衛生対策部）は、災害で被災放置された愛玩動物の収容対策

について、道南獣医師会および動物愛護協会と連携・協力して動物援護

本部を設置し、道の助言のもと愛玩動物の収容対策を実施する。 

（追加） 

市（保健衛生対策部）は、災害時に放置された愛玩動物について、道

南獣医師会および動物愛護協会と連携・協力して動物援護本部を設置し、

北海道の助言のもと愛玩動物の救護対策を実施する。 

なお、被害が甚大で被災動物の救護活動において広域的な対応が必要

な場合は、北海道をはじめとする関係機関と締結した協定に基づき、被

災動物救護本部を設置し、相互に協力・連携して愛玩動物の救護活動を

行う。 

 

 

 

防災協定の締結に伴う記

述の整理 

   

   

   

第 10節 ボランティアの受入れ・派遣（P88）   

函館市社会福祉協議会は、災害のため必要があると認められるときは、

日赤函館市地区の協力、市の支援を得て、ボランティア対策本部を設置

し、ボランティア受入れ体制をとり、円滑なボランティアの派遣を実施

する。 

市は、地震などによる災害が発生したときは、函館市社会福祉協議会

にボランティアの派遣の要請を行い、避難所の運営、救助・救出活動や

高齢者・障がい者などの介護、看護補助およびり災建物の応急危険度判

定など、り災者の生活に密着した応急対策活動の実施を図る。 

（以下、略） 

函館市社会福祉協議会は、災害のため必要があると認められるときは、

日赤函館市地区と連携して災害ボランティアセンターを設置し、ボラン

ティアの受入れおよび派遣の体制をとる。 

 

市（保健福祉対策部）は、地震などによる災害が発生したときは、函

館市社会福祉協議会にボランティアの派遣の要請を行い、避難所の運営、

救助・救出活動や高齢者・障がい者などの介護、看護補助および被災建

物の応急危険度判定など、被災者の生活に密着した応急対策活動の実施

を図る。 

記述の整理 

 

業務担当の明確化 

 

   

第 1項 ～ 第 3項  （略）   

   

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－55 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 11節 安否の確認、遺体の安置・措置   

地震などによる災害が発生したときは、情報の混乱等により、安否確

認や行方不明者捜索に支障をきたすおそれがある。 

市、防災関係機関、自主防災組織等は、正しい情報の収集に努め、安

否確認や行方不明者の捜索を行うとともに、遺体が発見されたときは必

要な措置を行う。 

（追加） 

地震などによる災害が発生したときは、情報の混乱等により、安否確

認や行方不明者捜索に支障をきたすおそれがある。 

市、防災関係機関、自主防災組織等は、正しい情報の収集に努め、安否

確認や行方不明者の捜索を行うとともに、遺体が発見されたときは必要

な措置を行う。 

また、市は、被災者の安否について住民等から照会があったときは、

被災者等の権利利益を不当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防，

救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障

を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答するよう努める。 

 

 

 

 

災害対策基本法の改正に

伴う追加 

   

第 1項 安否の確認と情報提供（P90） 第 1項 安否の確認  

市（消防部、保健福祉対策部、教育対策部）は、地震などによる災害

が発生したときは、避難行動要支援者名簿、ひとり暮らし老人等緊急通

報システムおよび避難所の避難者リスト等に基づき、避難行動要支援者

に対して、積極的に安否の確認を行う。 

市（保健福祉対策部、教育対策部、消防部）は、地震などによる災害

が発生したときは、避難行動要支援者名簿、ひとり暮らし高齢者等緊急

通報システムおよび避難所の避難者名簿等を活用し、積極的に安否の確

認を行う。 

 

文言の修正 

一般市民の行方不明者については、警察署および函館海上保安部が、

行方不明者捜索の受付窓口を開設し、行方不明者リストの作成や捜索を

実施する。 

自主防災組織は、地域の要配慮者に対して安否の確認を行い、行方不

明者等に関する情報を警察署等へ連絡する。 

（第 2項「行方不明者の捜索」を新設し移動） 

 

 

 

構成の見直し 

 

 

 

市民が安否確認を行うときは、災害用伝言ダイヤル 171を利用する。 

また、携帯電話およびインターネットによる災害用伝言板サービスを

利用することができる。 

また、市民が安否確認を行うときは、災害用伝言ダイヤル 171 や携帯

電話およびインターネットによる災害用伝言板サービスを利用する。 

記述の整理 

さらに、市（総務対策部、企画対策部）は、安否に関する情報を統括

し、報道機関および防災行政無線、広報誌等により、市民等へ情報を提

供する。 
項目 担当部局等 

要配慮者の安否確認 消防部、保健福祉対策部、教育対策部 

一般市民の行方不明者の捜索 警察署、函館海上保安部 

  

（以下、削除）  

 第 2項 安否情報の提供 災害対策基本法の改正に 

 １．安否情報の照会手続 伴う追加 

 (1) 市（市民対策部）は、安否情報の照会については、照会者の氏名・

住所（法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名および主

たる事務所の所在地））や照会に係る被災者の氏名・住所または居所・

生年月日・性別、照会理由等を明らかにさせて行う。 

 



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－56 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

 (2) 市（市民対策部）は、安否情報の照会を受けたときは、当該照会者

に対して運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25年法律第

27号）第 2条第７項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民

認定法（昭和 26年政令第 319号）第 19条の 3に規定する在留カード、

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理

に関する特例法（平成 3年法律第 71号）第 7条第 1項に規定する特別

永住者証明書等の本人確認資料の提示または提出を求めることなどに

より、照会者が本人であることを確認する。 

 

 (3) 安否情報の照会を受けた市（市民対策部）は、当該照会が不当な目

的によるものと認めるときなど一定の場合を除き、次の照会者と照会

に係る者との間柄に応じて、適当と認められる範囲の安否情報の提供

をすることができる。 

 

  
 照会者と照会に係る被災者との間柄 照会に係る被災者の安否情報 

ア ・被災者の同居の親族（婚姻の届出を
しないが事実上婚姻関係と同様の事

情にある者その他婚姻の予約者を含

む。） 

・被災者の居所 
・被災者の負傷若しくは疾病の

状況 

・被災者の連絡先その他安否の
確認に必要と認められる情報 

イ ・被災者の親族（アに掲げる者を除

く。） 

・被災者の職場の関係者その他の関係
者 

・被災者の負傷又は疾病の状況 

ウ ・被災者の知人その他の被災者の安否

情報を必要とすることが相当である
と認められる者 

・被災者について保有している

安否情報の有無 

  

 

 (4) 市（市民対策部）は、(3)にかかわらず、照会に係る被災者の同意が

あるときなどの一定の場合には、必要と認められる照会に係る被災者

の居所、死亡・負傷等の状況など安否の確認に必要と認められる限度

において情報を提供することができる。 

 

 ２．安否情報を回答するにあたっての対応  

 (1) 被災者または第三者の権利利益を不当に侵害することのないよう配

慮しつつ、消防・救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の

高い応急措置に支障を及ぼさない範囲において回答するよう努める。 

 

 (2) 安否情報の適切な提供のために必要な限度で、その保有する被災者

の氏名その他の被災者に関する情報を、その保有に当たって特定され

た利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

 



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－57 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

 (3) 安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、関係市町村、

消防機関、警察等と協力して被災者に関する情報の収集に努める。 

 

 (4) 被災者の中に、配偶者からの暴力等を受け加害者から追跡されて危

害を受ける恐れがある者等が含まれる場合は、その加害者等に居所が

知られることのないよう当該被災者の個人情報の管理を徹底するよう

努める。 

 

   

（新設） 第 3項 行方不明者の捜索  

（前段より移動） 警察署および函館海上保安部は、行方不明者捜索の受付窓口を開設し、

行方不明者リストの作成や捜索を実施する。 

自主防災組織は、地域の行方不明者に関する情報を警察署もしくは函

館海上保安部へ連絡する。 

 

   

第 2項 遺体の安置、措置（P90） 第 4項 遺体の安置、措置  

（略）   

   

   

   

第 12節 文教対策  （略）   

   

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－58 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 13節 緊急輸送   

地震などによる災害時には、市民等の避難、災害応急対策員の輸送お

よび救助、救護のための資材物資の輸送を迅速確実に行うため、緊急輸

送の確保が不可欠である。 

また、建物倒壊、がれき等による障害物のため交通の確保が極めて困

難となることが予想される。 

《概念図 略》 

市は、函館開発建設部、函館空港事務所、函館海上保安部、自衛隊、

渡島総合振興局函館建設管理部、北海道警察函館方面本部および漁業行

動組合等の協力を得て、自動車、船舶およびヘリコプター等の航空機な

どを活用し、災害時の緊急輸送手段の確保を図る。 

  

   

第 1項 ～ 第 2項  （略）   

   

第 3項 船舶による海上輸送の確保（P94）   

市（総務対策部、港湾空港対策部）は、海上保安部、海上自衛隊等の

協力を得て、全国の自治体等から送られてくる救援物資、復旧資機材等

の船舶による大量海上輸送を実施する。また、東部沿岸（戸井支所～南

茅部支所）において陸上輸送が不可能になった場合は、漁業協同組合等

の協力を得、小型船舶による海上輸送を行う。さらに浮体式防災施設の

活用などによる海上輸送の手段も検討する。 

市（総務対策部、港湾空港対策部）は、海上保安部、海上自衛隊等の

協力を得て、全国の自治体等から送られてくる救援物資、復旧資機材等

の船舶による海上輸送を実施する。また、東部沿岸（戸井支所～南茅部

支所）において陸上輸送が不可能になった場合は、漁業協同組合等の協

力を得て、小型船舶による海上輸送を行う。 

港湾施設が壊滅的被害を受けた場合は、耐震強化岸壁を海上輸送の拠

点として活用するほか、浮体式防災施設（防災フロート）の派遣を要請

するなど海上輸送手段の確保を図る。 

 

 

記述の整理 

 

 

 

   

第 4項 ヘリコプター等による航空輸送の確保（P94） 第 4項 ヘリコプターによる航空輸送の確保  

市（総務対策部）は、災害時において車輌輸送、船舶輸送が困難また

は不適当と判断したときは、北海道（防災航空室）に対しヘリコプター

等の出動を要請する。 

要請を受けた北海道（防災航空室）は、北海道の所有するヘリコプタ

ーを出動させるほか、必要に応じて函館航空基地および自衛隊等の協力

を得て、ヘリコプター等の運行を実施し、円滑な緊急輸送の確保を図る。 

（以下、略） 

市（総務対策部）は、災害時において車両輸送、船舶輸送が困難また

は不適当と判断したときは、北海道（防災航空室）および函館海上保安

部に対しヘリコプターの出動を要請する。 

要請を受けた北海道（防災航空室）および函館海上保安部は、所有す

るヘリコプターを出動させるほか、必要に応じて自衛隊等の協力を得て、

ヘリコプターの運行を実施し、円滑な緊急輸送の確保を図る。 

 

北海道地域防災計画との

整合に伴う追加 

   

（追加） 第 5項 緊急輸送のための交通規制 北海道地域防災計画との 

 公安委員会は、災害時において、道路における危険を防止し、交通の

安全と円滑化を図る必要があると認めるとき、また、災害応急対策上緊

急輸送を行うため必要があると認めるときは、区域および道路の区間を

整合に伴う追加 



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－59 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

指定して緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、または

制限する。 

この場合において、公安委員会は、あらかじめ当該道路管理者に対し、

禁止または制限の対象、区域、区間、期間および理由を通知する。 

第 5項 緊急車輛の申請（P94） １．緊急車両の申請  

災害時において公安委員会により道路通行が禁止または制限されたと

きは、市（総務対策部）および各防災関係機関は、救援物資の輸送等の

緊急車輌を通行させるため、北海道知事（渡島総合振興局長）または所

轄する警察署長に対し緊急通行車輌確認証明書および標章の交付を申請

する。 

市（総務対策部）および各防災関係機関は、証明書および標章の交付

を受けたときは、証明書を携帯するとともに標章を車輌の見やすい箇所

に掲示する。 

公安委員会により道路通行が禁止または制限されたときは、市（総務

対策部）および各防災関係機関は、救援物資の輸送等の緊急車両を通行

させるため、北海道知事（渡島総合振興局長）または所轄する警察署長

に対し緊急通行車両確認証明書および標章の交付を申請し、証明書およ

び標章の交付を受けたときは、証明書を携帯するとともに標章を当該車

両の前面に掲示する。 

 

 

 

 

北海道地域防災計画との

整合に伴う追加 

（新設） ２．放置車両対策 災害対策基本法の改正に

伴うの追加  （1）公安委員会は、緊急通行車両以外の車両の通行禁止等を行うため必

要があるときは、道路管理者に対し、緊急通行車両の通行を確保する

ための区間の指定、放置車両や立ち往生車両等の移動等について要請

する。 

 （2）道路管理者は、放置車両や立ち往生車両等が発生し、緊急通行車両

の通行を確保するため緊急の必要があるときは、運転者等に対し車両

の移動等の命令を行うものとする。運転者がいない場合においては、

道路管理者は、自ら車両の移動等を行う。 

 

   

   

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－60 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 14節 建物対策（P95）   

地震などにより、多数の建物被害が発生する事態が予想されることか

ら、居住できるかどうかの判断を専門家に依頼し、二次災害を防止する

ことが重要である。 

《概念図 略》 

市は、地震などによる災害が発生し、家屋がり災して居住ができなく

なったとき、または、り災者の避難所生活が長期にわたり、肉体的・精

神的な障害が生じたときは、公営住宅の空き室を供給するなど、り災者

の住居を確保する。 

「災害救助法」が適用されたときは、北海道知事または知事の委任を

受けた市長は、応急仮設住宅等のり災者の収容施設を建設し、り災者の

住居の確保を図ることができる。 

地震などにより、多数の建物被害が発生する事態が予想されることか

ら、居住できるかどうかの判断を専門家に依頼し、二次災害を防止する

ことが重要である。 

《概念図 略》 

市は、地震などによる災害が発生し、家屋がり災して居住ができなく

なったとき、または、被災者の避難所生活が長期にわたり、肉体的・精

神的な障害が生じたときは、公営住宅の空き室を供給するなど、り災者

の住居を確保する。 

「災害救助法」が適用されたときは、北海道知事または知事の委任を

受けた市長は、応急仮設住宅等の被災者の収容施設を建設し、被災者の

住居の確保を図ることができる。 

 

   

第 1項 災害時の住宅の供給   

（略）   

   

第 2項 被災宅地安全対策（P96）   

災害対策本部が設置されることとなる規模の地震または降雨等の災害

により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被災宅地危険度判

定士（以下「判定士」という。）を活用して、被災宅地危険度判定（以下

「危険度判定」という。）を実施し、被害の発生状況を迅速かつ的確に把

握し、二次災害を軽減防止し住民の安全を図る。 

市（建築対策部）は、災害対策本部が設置されることとなる規模の地

震または降雨等の災害により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合

に、宅地判定士を活用して、被災宅地危険度判定（以下「危険度判定」

という。）を実施し、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、二次災害

を軽減防止し住民の安全を図る。 

業務担当の明確化 

 

用語の修正 

１．危険度判定の実施の決定   

災害の発生後に宅地被害に関する情報に基づき、危険度判定の実施を

決定し、危険度判定本部を設置する。この際、北海道に対し判定士の派

遣を依頼する。 

災害の発生後に宅地被害に関する情報に基づき、危険度判定の実施を

決定し、危険度判定本部を設置する。この際、北海道に対し宅地判定士

の派遣を依頼する。 

 

用語の修正 

２．判定士の業務 ２．宅地判定士の業務 用語の修正 

判定士は、次により被災者宅の危険度判定を行い、判定結果に基づき、

判定結果を表示する。 

宅地判定士は、次により被災者宅の危険度判定を行い、判定結果に基

づき、判定結果を表示する。 

 

（以下、略）   

   

第 3項 ～ 第 5項  （略）   

   

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－61 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 15節 ライフライン施設の応急対策   

（略）   

   

第 1項 ～ 第 3項  （略）   

   

第 4項 通信施設の応急対策（P99）   

東日本電信電話株式会社北海道支店（委任機関～(株)NTT 東日本－北

海道函館支店）は、防災業務計画に基づき、地震などによる災害が発生

したときは、災害対策本部を設置し、被害情報を収集し、施設の応急復

旧活動を実施するとともに、非常用通信施設の確保を図る。 

また、救助・救出活動等にかかわる重要な通信回線については、優先

的に確保するとともに、り災者等に対し、災害用伝言ダイヤル 171 を開

設し、地震などによる災害時に、家族や友人等の安否が確認できるサー

ビスを提供する。 

東日本電信電話北海道南支店は、防災業務計画に基づき、地震などに

よる災害が発生したときは、災害対策本部を設置し、被害情報を収集し、

施設の応急復旧活動を実施するとともに、非常用通信施設の確保を図る。 

 

また、救助・救出活動等にかかわる重要な通信回線については、優先

的に確保するとともに、市民等に対し、災害用伝言ダイヤル 171 を開設

し、家族や友人等の安否が確認できるサービスを提供する。 

組織機構改正による修正 

 

 

 

記述の整理 

 

１．被害情報および復旧状況の伝達   

東日本電信電話株式会社北海道支店（委任機関～(株)NTT 東日本－北

海道函館支店）は、被害や応急復旧状況についてとりまとめ、市（総務

対策部）へ報告する。 

東日本電信電話北海道南支店は、被害や応急復旧状況についてとりま

とめ、市（総務対策部）へ報告する。 

組織機構改正による修正 

２．復旧用資機材等の確保と応援派遣要請の実施   

東日本電信電話株式会社北海道支店（委任機関～(株)NTT 東日本－北

海道函館支店）は、通信施設の応急復旧にあたっては、備蓄資機材を使

用して活動することとなるが、被害状況により資機材や人員が不足する

ときは、各防災関係機関等に復旧用資機材や人員等の派遣要請を行い、

迅速な応急復旧活動の実施を図る。 

東日本電信電話北海道南支店は、通信施設の応急復旧にあたっては、

備蓄資機材を使用して活動することとなるが、被害状況により資機材や

人員が不足するときは、各防災関係機関等に復旧用資機材や人員等の派

遣要請を行い、迅速な応急復旧活動の実施を図る。 

組織機構改正による修正 

３．施設の復旧優先順位および通信回線の確保   

東日本電信電話株式会社北海道支店（委任機関～(株)NTT 東日本－北

海道函館支店）は、救助・救出活動等の応急対策にかかわる重要な通信

回線については、優先的な応急復旧に努めるとともに、災害時優先電話

や非常用交換機等を設置し、通信回線を優先的に確保する。 

また、一般回線の利用が困難となったときは、り災地に超小型衛星通

信装置、非常用交換機、移動電源車等の装置を設置し、通信回線の確保

を図る。 

東日本電信電話北海道南支店は、救助・救出活動等の応急対策にかか

わる重要な通信回線については、優先的な応急復旧に努めるとともに、

災害時優先電話や非常用交換機等を設置し、通信回線を優先的に確保す

る。 

また、一般回線の利用が困難となったときは、被災地に超小型衛星通

信装置、非常用交換機、移動電源車等の装置を設置し、通信回線の確保

を図る。 

組織機構改正による修正 

項目 備 考 

災害時優先電話の設置 （略） 

非常緊急通話の確保 市外局番なしの 102にダイヤルする。災害対応

に関わる機関のみ使用可能 

110・119番通報回線の確保 （略） 

  

  

  

（削除） 

 

（削除） 

  
 

 

 

サービス提供終了に伴う

削除 



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－62 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

４．り災者への通信回線の解放 ４．被災者への通信回線の解放  

東日本電信電話株式会社北海道支店（委任機関～(株)NTT 東日本－北

海道函館支店）は、地震などによる災害が発生し、一般回線の利用が困

難となったときは、特設・臨時公衆電話の設置や街頭公衆電話の無料化

を実施する。 

また、災害時には、回線が非常に混雑し、電話がかかりにくくなるこ

とから、災害用伝言ダイヤル 171 を設置し、り災者の安否確認等に関す

る通信を確保する。 

（以下、略） 

東日本電信電話北海道南支店は、地震などによる災害が発生し、一般

回線の利用が困難となったときは、特設・臨時公衆電話の設置や街頭公

衆電話の無料化を実施する。 

 

また、災害時には、回線が非常に混雑し、電話がかかりにくくなるこ

とから、災害用伝言ダイヤル 171 を開設し、被災者の安否確認等に関す

る通信を確保する。 

 

組織機構改正による修正 

 

 

 

用語の修正 

   

第 5項 ～ 第 6項  （略）   

   

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－63 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 16節 土木および公共施設の応急対策（P102）   

道路、橋梁、河川、港湾、空港、海岸、がけ地・急傾斜地等の関連施

設、市庁舎および学校等の公共施設の管理者は、地震などによる災害が

発生し、または災害が発生するおそれがあるときは、市民等の安全と都

市生活の基盤を確保するため、被害情報を収集し、り災した施設の迅速

な応急復旧に努める。 

また、各施設の管理者は被害や応急復旧状況について市へ報告する。

報告を受けた市は、報道機関や防災行政無線、広報紙等により、市民等

に情報を提供する。 

市、函館開発建設部および渡島総合振興局函館建設管理部は、各管理

施設を早期に応急復旧し、二次災害の防止と災害時の緊急輸送の確保を

図る。 

道路、橋梁、河川、港湾、空港、海岸、がけ地・急傾斜地等の関連施

設、市庁舎および学校等の公共施設の管理者は、地震などによる災害が

発生し、または災害が発生するおそれがあるときは、市民等の安全と都

市生活の基盤を確保するため、被害情報を収集し、被災した施設の迅速

な応急復旧に努める。 

また、各施設の管理者は被害や応急復旧状況について市へ報告する。

報告を受けた市は、報道機関や防災行政無線、広報紙等により、市民等

に情報を提供する。 

市、函館開発建設部および渡島総合振興局函館建設管理部は、各管理

施設を早期に応急復旧し、二次災害の防止と災害時の緊急輸送の確保を

図る。 

 

   

第１項 道路・橋梁、河川・港湾・空港・海岸施設の応急対策   

（略）   

   

第 2項 がけ地・急傾斜地等の応急対策（P103）   

渡島総合振興局函館建設管理部は、地震などによる災害が発生したと

きは、急傾斜地法に基づき北海道が指定している急傾斜地崩壊危険区域

について被害程度を把握し、必要に応じ迅速な応急復旧対策を実施する。 

また、未指定箇所等については、所有者が被害の程度を把握し、迅速

な応急復旧対策を実施する。 

市（建築対策部、土木対策部）は、災害により宅地が被災した場合、

市民等の安全を確保する必要があるため、被災宅地危険度判定士を活用

し、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し適切な応急対策を講じて二

次災害の軽減、防止を図る。 

災害の規模が極めて大きく広範にわたるときは、必要に応じて、北海

道に対して被災宅地危険度判定士の派遣の要請を行い、被災宅地の判定

を実施する。 

危険箇所、被害の程度等の情報は、その施設の管理者が市（総務対策

部）へ報告する。報告を受けた市（企画対策部）は、報道機関や防災行

政無線、広報紙等により市民等に情報を提供する。 

渡島総合振興局函館建設管理部は、地震などによる災害が発生したと

きは、急傾斜地法に基づき北海道が指定している急傾斜地崩壊危険区域

について被害程度を把握し、必要に応じ迅速な応急復旧対策を実施する。 

また、未指定箇所等については、所有者が被害の程度を把握し、迅速

な応急復旧対策を実施する。 

市（建築対策部、土木対策部）は、災害により宅地が被災した場合、

市民等の安全を確保する必要があるため、宅地判定士を活用し、被害の

発生状況を迅速かつ的確に把握し適切な応急対策を講じて二次災害の軽

減、防止を図る。 

災害の規模が極めて大きく広範にわたるときは、必要に応じて、北海

道に対して宅地判定士の派遣の要請を行い、被災宅地の判定を実施する。 

 

危険箇所、被害の程度等の情報は、その施設の管理者が市（総務対策

部）へ報告する。報告を受けた市は、報道機関や防災行政無線、広報紙

等により市民等に情報を提供する。 

 

 

 

 

 

 

用語の修正 

   

第 3項 土砂災害の応急対策（P103） （削除） 土砂災害対策の強化によ 

土砂災害防止法第６条の規程に基づき土砂災害警戒区域の指定を受け

た区域についての避難勧告・指示基準、伝達手段および避難所の開設・

運営等の応急対策計画は、第 3 章「災害応急計画」の第 6 節「避難と受

 り個別災害対策編を追加 



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－64 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

け入れ、警戒区域の設定」第 1 項「避難勧告・指示、誘導の実施」およ

び第 2項「避難所の開設・運営」を準用する。 

   

第 4項 公共施設の応急対策 第 3項 公共施設の応急対策  

（略）   

   

第 5項 文化財等の応急対策 第 4項 文化財等の応急対策  

（略）   

   

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－65 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 17節 災害警備対策（P104）  北海道地域防災計画との 

（追記） 北海道警察および函館海上保安部は、市民の生命、身体および財産を

保護し、公共の安全と秩序の維持にあたる。 

整合に伴う追加 

（函館海上保安部の業務 

  の追加に伴う構成変更） 

（項を新設） 第 1項 北海道警察  

北海道警察は、関係機関と密接な連携のもとに災害警備諸対策を推進

するほか、風水害等各種災害が発生し、または発生するおそれがある場

合は、早期に警備体制を確立して、災害情報の収集および道民の生命、

身体および財産を保護し、被災地域における社会秩序の維持にあたる。 

北海道警察は、関係機関と密接な連携のもとに災害警備諸対策を推進

するほか、風水害等各種災害が発生し、または発生するおそれがある場

合は、早期に警備体制を確立して、災害情報の収集および道民の生命、

身体および財産を保護し、被災地域における社会秩序の維持にあたる。 

 

第 1項 災害警備体制の確立 １．災害警備体制の確立  

風水害等各種災害が発生した場合、その災害の規模、態様に応じて、

災害警備本部等を設置し、災害警備体制の確立を図る。 

  

第 2項 応急対策の実施 ２．応急対策の実施 北海道地域防災計画との 

１．情報の収集 

体制を速やかに確立し、災害警備活動に必要な情報収集を徹底する。 

（1）情報の収集 

災害警備活動に必要な情報を収集するとともに、収集した情報を関係

機関と共有する。 

整合に伴う修正 

２．避難の指示等 （2）避難誘導と治安維持  

災害対策基本法等の規程に基づき、避難の指示または警告を行うとと

もに市の計画に定める避難先を示すものとする。 

住民の避難にあたっては、市（消防部）等と協力し、安全な経路を選

定して誘導するとともに、被災後の無人化した住宅街、商店街等におけ

るパトロールを行い、犯罪の予防および取締り等にあたる。 

（削除） 

 

住民の避難にあたっては、市（消防部）等と協力し、安全な経路を選

定して誘導するとともに、被災後の無人化した住宅街、商店街等におけ

るパトロールを行い、犯罪の予防および取締り等にあたる。 

 

３．広報 

風水害等各種災害が発生し、または発生するおそれがある場合は、関

係機関と密接な連携を図るとともに、災害の種別、規模および態様に応

じ、住民の避難、犯罪の予防、交通規制等の措置について迅速な広報に

努める。 

（3）広報 

風水害等各種災害が発生し、または発生するおそれがある場合は、関

係機関と密接な連携を図るとともに、災害の種別、規模および態様に応

じ、住民の避難、犯罪の予防、交通規制等の措置について迅速な広報に

努める。 

 

４．救助に関する事項 

防災関係機関と協力して、被災者の救出・救助活動を実施するととも

に、死体見分等にあたる 

（4）救助に関する事項 

防災関係機関と協力して、被災者の救出・救助活動を実施するととも

に、死体見分等にあたる 

 

   

（項を新設） 第 2項 函館海上保安部  

 函館海上保安部は、海上における治安を維持するため、巡視船艇・航

空機を災害発生地域の所要の海域に配備し、犯罪の予防および取締りを

行うとともに、治安の維持に必要な情報の収集を行う。 

 

   

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－66 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 18節 津波対策   

津波が発生し、または発生するおそれがあるときは、市民等に対して、

正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を図り、適切な判断

による行動が取られるようにする必要がある。 

このことから、市および防災関係機関は、それぞれが有する情報組織、

情報収集手段等を全面的に活用し、情報の迅速かつ正確な収集・連絡を

行うための情報の収集・伝達手段の多重化・多様化に努める必要がある。 

本節は、津波情報の伝達系統および警戒体制などについて定める 

  

   

第 1項 ～ 第 3項  （略）   

   

第 4項 津波の警戒と応急対策（P106）   

市（消防部、各対策部）および防災関係機関は、気象庁が発表する大

津波警報、津波警報および注意報のほか、強い地震（震度４程度以上）

が観測されたとき、または異常な現象を感じたときは、津波に対する警

戒体制をとり、応急対策活動を実施する。 

市および防災関係機関は、気象庁が発表する大津波警報、津波警報お

よび注意報のほか、強い地震（震度４程度以上）が観測されたとき、ま

たは異常な現象を感じたときは、津波に対する警戒体制をとり、応急対

策活動を実施する。 

記述の整理 

 

１．潮位・水位の監視と警戒   

（略）   

２．津波情報の広報   

市（消防部、各対策部）および防災関係機関は、潮位や河川水位の情

報、津波警報等に基づきあらゆる手段を活用して、市民等に対して海浜

からの退去や迅速な避難をするよう周知する。 

（追加） 

市および防災関係機関は、潮位や河川水位の情報、津波警報等に基づ

きあらゆる手段を活用して、市民等に対して海浜からの退去や迅速な避

難をするよう周知する。 

なお，車両による広報については、津波注意報が発表されたとき、も

しくは遠地地震により津波の到達まで時間的余裕があるときに限り行

う。 

用語の修正 

 

 

車両広報について追加 

   

第 5項 避難対策計画（P107）   

１．避難方法   

（略）   

２．津波避難所の開設・運営   

市（教育対策部）および民間施設の施設管理者は、避難勧告または指

示の発令があったときは、津波避難所を開設するとともに、市職員を派

遣し、施設管理者と連携を図りながら、その運営にあたる。 

市（教育対策部）は、避難勧告または指示の発令があったときは、津

波避難所を開設するとともに、市職員を派遣し、施設管理者と連携を図

りながら、その運営にあたる。 

記述の整理 

 

３．津波避難ビルの開設   

（略）   

   

第 19節 災害救助法の適用  （略）   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－67 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 4章 災害復旧計画（Ｐ110）   

本章は、り災した市民生活の早期回復と地域経済の復旧支援を図るた

めに講ずる措置について定めたものである。 

また、り災した公共施設等の復旧に必要な財源確保のため、国が財政

の援助を行う法律およびその対象となる事業について示したものであ

る。 

本章は、被災した市民生活の早期回復と地域経済の復旧支援を図るた

めに講ずる措置について定めたものである。 

また、被災した公共施設等の復旧に必要な財源確保のため、国が財政

の援助を行う法律およびその対象となる事業について示したものであ

る。 

 

   

第 1節 市民生活安定のための支援（Ｐ110）   

本節は、り災した市民の生活相談や職業の斡旋等生活再建に向けての

援護対策や義援金の支給および援護資金の貸付、さらには中小企業者へ

の融資制度等について定めたものである。 

本節は、被災した市民の生活相談や職業の斡旋等生活再建に向けての

援護対策や義援金の支給および援護資金の貸付、さらには中小企業者へ

の融資制度等について定めたものである。 

 

   

第 1項 被災者生活再建支援制度   

（略）   

   

（項を追加） 第 2項 罹災証明書の交付 災害対策基本法の改正に 

 (1) 市（財務対策部、建築対策部）は、被災者に対する各種支援措置を

早期に実施するため、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、

災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付の体制を確

立する。 

伴うの追加 

 (2) 市（財務部対策、建築対策部）は、市域に係る災害が発生した場合

において、当該災害の被災者から申請があったときは、遅滞なく、住

家の被害その他市長が定める種類の被害の状況を調査し、罹災証明書

を交付する。 

 

 (3) 市（消防部）は、火災に起因する罹災証明書の交付に関する事務に

ついて、消防法による火災損害調査の結果に基づき行なう。 

 

   

第 2項 その他各種の支援（P110） 第 3項 その他各種支援窓口の整備  

り災者の生活支援のため、市（各対策部）および関係機関は市民への

相談、義援金の配分、法令等による各種の支援を行う。 

市および函館市社会福祉協議会等の関係機関は、大規模な地震が発生

するなど、多くの被災者が出たときは、罹災証明書の交付や各種手続き

業務に混乱が生じないよう、手続きを行う窓口について、担当部局の役

割を事前に明確にし、窓口業務の円滑な実施体制の整備を推進し、被災

者の生活の早期回復と自力復興を１日も早く実現できる各種支援を行

う。 

構成の見直し 

（第２章第７節第６項窓

口体制の整備より移動） 

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－68 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

 
支援の種類 市・関係機関 支 援 内 容 

り災証明書の 
発行 

市（消防部） 
被害にあった家屋等の調査を実施し、
り災証明書の発行を行う 

生活相談 

市（市民対策部） 
 

 

 

 
建築相談、要支援者相談、保健・医療

相談、教育相談を行う 

 
 

税等の徴収猶予 
および減免 

各対策部 
り災した市民の市税、国民健康保険料
等の徴収猶予および減免の措置を行う 

職業の斡旋 公共職業安定所 
災害により職を失ったものに対して職

業の斡旋を行う 

災害弔慰金・ 

災害障害見舞金 
の支給 

市（保健福祉対策

部） 

市は、災害により死亡した市民の遺族

に対して災害弔慰金を支給する（所得

制限有） 
また、身体に著しい障害を受けた者に

対しては、災害障害見舞金を支給する 

災害義援金の 

支給 

市（保健福祉対策

部） 

全国から寄せられた義援金は、義援金

配分基準に基づき支給する 

災害援護資金の 

貸付 

市（保健福祉対策

部） 

市は、災害救助法が適用された災害に
ついて、家財等に被害のあった者に対

して、災害援護資金の貸し付けを行う

（所得制限有） 

生活福祉資金の 

貸付 

市（保健福祉対策

部） 

函館市社会福祉協議会は、災害救助法
の適用にならないときは、低所得者を

対象として生活福祉資金の貸付を行う 

災害見舞金の 

支給 

市（保健福祉対策

部） 

市は、市民が災害によって被害を受け
たときは、り災者または遺族に災害見

舞金を支給する。 

  

 
支援の種類 市・関係機関 支援内容等 

 
 

 （削除） 

生活相談・心の

ケア 

市民対策部 
保健福祉 

対策部 

保健衛生対策部 

専門相談員や専門ボランティアを配置
し、建築相談、要支援者相談、保健・

医療相談、教育相談等、被災者の生活

全般に係わる不安や問題点の相談を受
け付ける 

税等の徴収猶予 
および減免 

各対策部 
被災した市民の市税、国民健康保険料
等の徴収猶予および減免の措置を行う 

職業の斡旋 公共職業安定所 
災害により仕事を失った被災者に対し

て職業の斡旋を行う 

災害弔慰金・ 

災害障害見舞金
の支給 

保健福祉対策部 

災害により死亡した市民の遺族に対し

て災害弔慰金を支給する（所得制限有） 

 
また、身体に著しい障害を受けた者に

対して災害障害見舞金を支給する 

災害義援金の 

支給 

全国から寄せられた義援金を義援金配

分基準に基づき支給する 

災害援護資金の 

貸付 

災害救助法が適用された災害におい
て、家財等に被害のあった者に対し災

害援護資金の貸し付けを行う（所得制

限有） 

生活福祉資金の 

貸付 

函館市社会福祉 

協議会 

災害救助法の適用にならないときは、

低所得者を対象として生活福祉資金の

貸付を行う 

災害見舞金の 

支給 
保健福祉対策部 

市民が災害によって被害を受けたとき
は、被災者または遺族に災害見舞金を

支給する 
 

 

第 2節第 6項と統合 

第 2 項罹災証明書の交付

新設のため 

 

 

第 3項 経済の復旧支援 第 4項 経済の復旧支援  

（略）   

   

   

   



新旧対照表（基本・地震災害対策編） 

基－69 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 2節 災害復旧事業の推進（P111）   

本節は、り災した都市の公共施設やライフライン等の基盤施設の復旧

事業に係る激甚法やその他の法律による災害復旧事業について示すもの

である。 

本節は、被災した都市の公共施設やライフライン等の基盤施設の復旧

事業に係る激甚法やその他の法律による災害復旧事業について示すもの

である。 

 

   

第 1項 激甚法による災害復旧事業（P111）   

災害が発生したときは、地方公共団体の経費負担の軽減を目的として

激甚法が制定されている。 

国が激甚災害に指定した場合は、地方公共団体に対して特別の財政援

助および助成措置が行われる。 

激甚法により財政援助等を受ける事業は、次のとおりである。 

  

１～３ （略）   

４．その他の財政援助および助成   

（1）公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 

（2）私立学校施設災害復旧事業に対する補助 

（3）市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例 

（4）母子および寡婦福祉法による国の貸付の特例 

（5）水防資機材費の補助の特例 

（6）り災者公営住宅建設事業に対する補助の特例 

（7）産業労働者住宅建設資金融通の特例 

（8）小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算出等 

（9）雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例 

（1）公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 

（2）私立学校施設災害復旧事業に対する補助 

（3）市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例 

（4）母子および父子ならびに寡婦福祉法による国の貸付の特例 

（5）水防資機材費の補助の特例 

（6）罹災者公営住宅建設事業に対する補助の特例 

（7）産業労働者住宅建設資金融通の特例 

（8）小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算出等 

（9）雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例 

 

 

 

当該法改正による修正 

 

用語の修正 

   

第 2項 その他の法令による災害復旧事業   

（略）   

   

   

   

第 3節 災害復旧事業  （略）   

   

   
 



新旧対照表（個別災害対策編） 

個－1 

函館市地域防災計画 個別災害対策編 新旧対照表（案） 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 1章 火山災害対策計画（P114）   

本章は、「駒ケ岳火山噴火市町村相互間防災計画」等に基づき、活火山

「駒ケ岳」および「恵山」の火山災害から市民、観光客等の生命、財産

を保護し、被害の軽減を図るための対策計画について定めたものである。 

本章は、活火山「恵山」の火山現象による災害が発生し、または発生

するおそれがある場合に、早期の初動態勢を確立して、市民、観光客等

の生命、財産を保護し、被害の軽減を図るための対策計画について定め

たものである。 

北海道地域防災計画との

整合に伴う修正 

   

   

（追加） 第 1節 恵山の概況  

 第 1項 現状  

 恵山は、火山噴火予知連絡会により今後 100 年程度の中長期的な噴火

の可能性および社会的影響を踏まえ、火山防災のために監視・観測体制

の充実等の必要がある火山として常時観測火山に位置づけられている。 

北海道地域防災計画との

整合に伴う追加 

   

 第 2項 過去の火山活動  

 恵山は、安山岩質の火山で、約 8000年前に火砕流噴火が発生し、その

後溶岩ドーム群の活動と水蒸気爆発を繰り返している。ドームの西麓に

は２つの爆裂火口があり、現在も活発な噴気活動が見られる。噴火の確

かな記録はないが、1846年に小爆発により泥流が発生したほか、1874年

にもごく小規模な爆発があった。急峻な地形であるため噴火や強雨によ

る泥流・土石流が発生しやすい。 

また、現在も活発な噴気活動が見られており、高温かつ有毒な火山ガ

スに注意する必要がある。火口周辺や過去に泥流が発生した地域に、登

山道、観光施設等があり、防災上配慮が必要である。 

 

   

第 1節 予防対策（P114） 第 2節 予防対策  

市および各防災関係機関は、噴火による被害を最小限にとどめるため、

活火山「駒ケ岳」および「恵山」の観測体制の充実、火山情報の収集を

行うなど、予防対策について万全を図るものとする。 

市および防災関係機関は、噴火による被害を最小限にとどめるため、

火山災害に関する防災知識の普及啓発や防災訓練の実施による防災力の

向上や観測体制の強化など、予防対策について万全を図るものとする。 

構成に合わせ記述の整理 

   

第 1項 火山災害に対する防災力の向上（P114）   

（第 4項の２から移動） １．火山災害に関する防災知識の普及啓発  

 市および防災関係機関は、住民等の安全を確保するため、火山に関す

る基礎的な知識や危険区域、避難場所等の情報を記載した印刷物の作

成・配布や広報誌、報道機関等のあらゆる手段や機会を通じ、災害時に

適切な行動を行うために必要な防災知識の普及啓発に努める。 

また、登山者や観光客に対しては、市ホームページや広報誌、登山口

への看板類の掲示等により、恵山が活火山であることの周知に努める。 

構成に合わせ記述の整理 

 

 

 

 



新旧対照表（個別災害対策編） 

個－2 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

１．防災訓練 ２．防災訓練の実施  

市（総務部）は、火山噴火災害に係る災害応急対策を円滑に実施する

ため、関係各機関と緊密な連携を取りながら、火山噴火に関する地域防

災計画等に定めるところにより、消防・避難・通信訓練の実施および図

上により各種防災訓練を実施し、火山防災についての知識および技術の

向上を図るとともに、地域住民の防災意識の高揚を図るものとする。 

市および防災関係機関は、火山災害に係る災害応急対策を円滑に実施

するため、関係機関相互や住民等と緊密な連携を取りながら、実践的な

各種防災訓練を実施し、火山防災についての知識および技術の向上を図

るとともに、地域住民の防災意識の高揚に努める。 

記述の整理 

   

第 2項 火山災害の防止（P114） （削除）  

１．火山防災体制の充実 （削除）  

市は、防災関係機関の協力を得て、火山観測体制の充実、調査研究の

推進、警戒区域の設定、警戒体制の強化、情報の迅速な伝達・収集体制

の整備、避難体制の整備等、地域と一体となった火山防災体制の充実を

図り、駒ケ岳および恵山の「火山噴火災害危険区域予測図（ハザードマ

ップ）」に基づき、予想される災害や災害の発生が予測される地域を把握

し、関係機関や協議会等と連携し、市民等の生命、財産等の保護に万全

をきするものとする。 

  

２．観測監視体制の整備および情報の共有化 第 2項 観測監視体制の強化および情報の共有  

札幌管区気象台火山監視・情報センター、北海道大学大学院理化学研

究科付属地震火山研究観測センターおよび北海道、北海道開発局、北海

道森林管理局の関係機関が連携し、体制の整備と情報の共有を図ること

とする。 

札幌管区気象台は、北海道大学等の研究機関および北海道、北海道開

発局、北海道森林管理局などの関係機関と連携し、観測体制の強化に努

めるとともに情報の共有を図る。 

記述の整理 

   

第 3項 防災組織（P114）   

市は生命・身体に係わる突発的な火山活動が認められたとき、または

札幌管区気象台から「駒ケ岳」・「恵山」の火山活動に関わる噴火警報等

が発表された場合、第 3 章第 1 節第 1項により災害対策本部を設置し、

必要な配備体制をとる。特に、駒ケ岳は「駒ケ岳火山防災会議協議会」

との連携を強化する。 

市および防災関係機関は、札幌管区気象台から恵山の火山活動に関す

る噴火警報等が発表されたとき，または突発的な火山活動が認められた

ときは、災害対策本部を設置するなど必要な配備体制をとるとともに、

火山防災協議会内機関相互の連携強化を図る。 

記述の整理 

（新設） １．火山防災協議会  

 恵山では、火山災害対策の推進を図るため、函館市防災会議条例第６

条の規定に基づき、函館市防災会議に火山防災協議会となる「函館市防

災会議恵山火山防災対策部会（以下「部会」という。）」を設置している。 

また、部会の行う所掌事務の総合調整や技術的検討など具体的な議論

を行うため、部会に幹事会を設けている。 

 

 (1) 所掌事務  

 部会の所掌事務は次のとおり。  

 ア 噴火警戒レベルおよび噴火警戒レベルに応じた防災体制の検討・修

正に関すること 

 



新旧対照表（個別災害対策編） 

個－3 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

 イ 噴火シナリオ、火山ハザードマップ、火山防災ハンドブックおよび

入山規制や避難の実施に関する避難計画の作成・周知・修正に関する

こと 

ウ 火山災害に関する普及啓発に関すること 

エ 噴火時等の情報の共有と連絡調整ならびに応急対策に関すること 

オ その他防災会議が必要と認める事項 

 

 (2) 構成機関と主な業務内容  

 部会の構成機関および各機関が災害時に担う主な業務は次のとおり。 

機関名 主な業務 

北海道開発局 
函館開発建設部 

・国道の交通規制に関すること 
・降灰に伴う緊急調査および結果報告に関すること 

・土砂災害緊急情報の発表に関すること 

第一管区海上保安本部 

函館海上保安部 

・航行船舶への注意喚起、誘導に関すること 

・噴火警報発表時における下山の呼び掛けに関する
こと 

・避難者の輸送に関すること 

陸上自衛隊第 11旅団 

第 28 普通科連隊 

・救助救出活動に関すること 

・その他要請に基づいた活動に関すること 

海上自衛隊函館基地隊 ・救助救出活動に関すること 
・その他要請に基づいた活動に関すること 

札幌管区気象台 ・噴火警報等の発表、伝達、解説に関すること 

函館地方気象台 ・噴火警報等の伝達、解説に関すること 

北海道渡島総合振興局 ・道道の交通規制に関すること 

・自衛隊への災害派遣要請に関すること 

函館方面 
函館中央警察署 

・交通規制等の支援に関すること 
・避難所や警戒区域における治安活動に関すること 

函館市消防本部 ・避難情報の広報に関すること 

・救急、救助、火災等の災害活動に関すること 

函館市消防団 

 

・避難情報の広報に関すること 

・避難の誘導、支援に関すること 

函館市 ・火山警報等の伝達、広報に関すること 
・登山道、市道の立入等規制に関すること 

・避難情報の発令、伝達、広報に関すること 

・災害対策本部の設置、運営に関すること 
・避難所の開設、運営に関すること 

・各関係機関への応援要請に関すること 

  

 

第 4項 火山情報の伝達と普及・啓発（P115）   

１．情報伝達 （記述を整理し第 3節へ移動）  

市は札幌管区気象台からの噴火警報等が発表された場合、その内容に   



新旧対照表（個別災害対策編） 

個－4 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

応じて、市民、関係機関団体等に伝達する。 

また、市民等への火山活動や避難に関する情報を伝達する場合は、防

災行政無線施設、サイレン、広報車、電話、口頭、その他各種伝達手段

により迅速かつ確実に行う。さらに漁業協同組合と連携を取り、漁業無

線施設を利用して操業中の船舶に対し情報を伝達する等、地域一体とな

った啓発に努める。 

２．火山噴火に関する防災意識の普及・啓発 （記述を整理し第 2節第 1項へ移動）  

市は市民の安全を確保するため、火山に関する基礎的な知識、特に危

険区域・避難場所について「駒ケ岳火山防災ハンドブック」・「恵山火山

防災ハンドブック」を通じて普及するとともに、広報紙や報道関係を通

じ啓発を行う。 

  

   

第 5項 災害情報等の収集・報告（P115）   

１．異常現象時の通報 （記述を図化し第 3節第 2項 4へ移動）  

駒ケ岳および恵山の噴火に関する異常現象を発見した者は、遅滞なく

その状況を市（総務部）、警察（交番、駐在所）、消防本部（署、支署、

出張所）に通報する。 

  

異常現象発見の通報を受けた警察署（交番、駐在所）、消防本部（署、

支署、出張所）はその旨を市（総務部）に通報する。 

  

異常現象を受けた市（総務部）は、情報等を確認し、札幌管区気象台、

函館地方気象台、渡島総合振興局に報告する。駒ケ岳に関する情報につ

いては、駒ケ岳火山防災会議協議会事務局へも報告する。 

  

２．異常現象の種類 （削除）  

(1) 噴火現象   

爆発、溶岩流、泥流、熱雲およびそれに伴う降灰、降砂等   

(2) 噴火以外の火山性異常現象   

ア 火山地域での地震の群発 

イ 火山地域での鳴動の発生 

ウ 火山地域での顕著な地形変化 

エ 噴気、噴煙の顕著な異常変化 

オ 火山地域での溝水の顕著な異常変化 

カ その他、地温の変化、海洋、河川、湖沼の異常変化および小動物

の異常現象 

  

３．異常現象の調査 （表現を整理し、第 3章第 2項 4(2)へ移動）  

市（総務部）は、異常現象の通報を受けた時は、情報を確認し、必要

がある場合は、消防本部（署、支署、出張所）とともに現地照査を行う。

調査結果は、札幌管区気象台、函館地方気象台、渡島総合振興局に報告

する。駒ケ岳の場合は、駒ケ岳火山防災会議協議会へも連絡する。 

  



新旧対照表（個別災害対策編） 

個－5 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 2節 応急対策（P116） 第 3節 応急対策  

市および各防災関係機関は、噴火災害から、市民の身体・生命の保護

を第一義的に配慮して応急対策に万全を図るものとする。 

市および防災関係機関は、火山災害から住民等の身体・生命の保護を

図るため、その状況に応じて応急活動体制を整え、相互に連携を取りな

がら応急対策を実施するものとする。 

北海道地域防災計画との

整合に伴う修正 

   

第 1項 職員の動員・配備（P116） 第 1項 防災体制の確立  

市は、噴火のおそれのある前兆現象が発見された場合、噴火警報等が

発表された場合、または、駒ケ岳防災会議協議会からの連絡により、噴

火の規模に応じて第 3章第 1節第 5項「職員の動員・配備」を準用する。 

市および防災関係機関は、火山噴火に伴う災害に対処するため、平常

時から部会における協議検討を通じ、情報の共有や避難の対応等、整合

性の取れた防災対応が図られるよう調整を行い、予測が困難な火山災害

に対し最悪の事態に対処し得る準備体制と速やかに非常体制に移行し得

る防災体制の整備に努める。 

函館市恵山火山避難計画

との整合に伴う修正 

   

第 2項 情報連絡、収集、伝達（P116） 第 2項 火山情報の連絡、収集および伝達  

噴火災害に伴い、的確な災害対策を実施するための必要な情報連絡、

収集、伝達については、資料編 2-5噴火警報等(6)「噴火警報等伝達系統

図」に基づいて実施するものとする。 

市および防災関係機関は、火山活動状況の推移に応じた的確な災害対

策を実施するための情報連絡、収集および伝達体制を迅速に確立する。 

記述の整理 

（新設） １．火山現象に関する警報等  

 (1) 噴火警報  

 札幌管区気象台火山監視・情報センターが、生命に危険を及ぼす火山

現象の発生やその拡大が予想される場合に「警戒が必要な範囲」を明示

して発表する。 

「警戒が必要な範囲」が火口周辺に限られる場合は「噴火警報（火口

周辺）」、居住区域が含まれる場合は「噴火警報（居住地域）」、影響が海

域に限られる場合は「噴火警報（周辺海域）」として発表する。なお，「噴

火警報（居住地域）」は特別警報に位置づけられる。 

 

 (2) 噴火予報  

 札幌管区気象台火山監視・情報センターが、噴火警報を解除する場合

や火山活動が静穏な状態が続くことが予想される場合に発表する。 

 

 (3) 降灰予報  

 札幌管区気象台火山監視・情報センターが、噴火が発生した場合の降

灰の範囲や量、小さな噴石の落下範囲などを予報として発表する。 

 

 ア 降灰予報（定時） 

噴火警報発表中の火山において、噴火が発生した場合に予想される

降灰範囲や小さな噴石の落下範囲などを定期的に発表する。 

 

 イ 降灰予報（速報） 

噴火発生直後に、噴火発生から１時間以内に予想される降灰量分布

や小さな噴石の落下範囲などを発表する。 

 

   



新旧対照表（個別災害対策編） 

個－6 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

 ウ 降灰予報（詳細） 

噴火発生後に、噴火発生から６時間先までに予想される降灰量分布

や降灰開始時刻などを発表する。 

 

 (4) 火山ガス予報  

 居住地域に長時間影響するような多量の火山ガスの放出がある場合

に、火山ガスの濃度が高まる可能性のある地域を発表する。 

 

 (5) 火山現象に関する情報等  

 噴火警報・予報、降灰予報およびガス予報以外に、火山活動の状況等

を知らせるための情報等で札幌管区気象台が発表する。 

 

 ア 火山状況に関する解説情報  

 火山性微動や微動の回数、噴火等の状況や警戒事項をまとめたもの

で、定期的または必要に応じて臨時に発表する。臨時に発表する際は、

火山活動のリスクの高まりが伝わるよう、臨時の発表であることを明

示し発表する。 

 

 イ 噴火速報  

 噴火の発生事実を迅速に発表する情報。登山者や周辺住民に、火山

が噴火したことを端的にいち早く伝え、身を守る行動を取ってもらう

ために、常時観測火山を対象に発表する。 

なお、普段から噴火している火山において普段と同規模の噴火が発

生した場合や噴火の規模が小さく、噴火が発生した事実をすぐに確認

できない場合は、発表されない。 

 

   



新旧対照表（個別災害対策編） 

個－7 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

 ２．火山情報等の伝達  

 火山現象に関する警報等が発表された場合の伝達系統は次のとおりで

ある。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 1.二重枠で囲まれている機関は、気象業務法施行令第 8 条第 1 号の規定に基
づく法定伝達先 

  2.太線は、「噴火警報」、「噴火速報」および「火山の状況に関する解説情報（臨

時）が発表された際に、活動火山対策特別措置法第 12条によって、通報もし
くは伝達の措置が義務付けられている伝達経路 

  3.一点鎖線は、上記の活動火山対策特別措置法の規定に加えて、気象業務法

第 15 条の二によって、特別警報が発表された際に、通知もしくは周知の措置
が義務付けられている伝達経路 

  4.「噴火に関する特別警報」が発表された場合、気象庁から緊急速報メール

が配信される。 

 

   



新旧対照表（個別災害対策編） 

個－8 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

 ３．火山情報等の広報  

 市および防災関係機関は、噴火警報等が発表され、住民等に対し火山

の活動状況や避難に関する情報を伝達する場合は、あらゆる伝達手段を

活用し、迅速かつ確実に行う。さらに漁業協同組合と連携を取り、漁業

無線施設を利用して操業中の船舶に対し情報を伝達するなど、地域一体

となった情報伝達体制の確立に努める。 

 

 (1) 広報体制  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※1 函館市から放送事業者へ放送依頼することが困難な場合は、渡島総合振興局
に放送内容を連絡し代行依頼する 

  渡島総合振興局は、函館市から代行依頼があった場合は、放送事業者に放送

依頼を行う。 

 

 (2) 広報の方法  

 伝達の方法については、「基本・地震災害対策編第 3 章第 6 節 3.避難

勧告・指示の伝達手段」による。 

また、登山者に対しては、北海道防災航空室、北海道警察、または必

要に応じ、函館海上保安部の協力を得て、ヘリコプターによる下山の呼

び掛けもあわせて行う。 

 

   



新旧対照表（個別災害対策編） 

個－9 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

（第 1節第 5項から移動） ４．異常現象発見者の通報等  

 (1) 発見通報の伝達系統  

 登山者や住民等から恵山の活動に異常と思われる通報を受けたとき、

あるいは自ら覚知したときの伝達系統は次のとおり。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ：災害対策基本法第 54 条で定められた通報経路 

    ：副次的な通報経路 

記述を図化 

 (2) 発見通報後の対応  

 発見通報を受けた札幌管区気象台火山監視・情報センターは、観測デ

ータと通報内容から総合的に現象を判断して、評価結果を函館地方気象

台へ速やかに還元する。函館地方気象台は、関係機関へ情報提供、解説

を行う。 

函館市恵山火山避難計画

との整合に伴う修正 

   

第 3項 避難活動（P116） 第 3項 避難計画  

（新設） １．噴火警戒レベル  

 噴火警戒レベルは、火山の活動状況に応じて「警戒が必要な範囲」と

防災機関や住民等が「とるべき防災対応」を 5 つの段階に区分して発表

されるもので、市および防災関係機関は、発表された噴火警戒レベルに

応じ、あらかじめ火山防災協議会で協議検討した応急対策を速やかに実

施する。 

 

   



新旧対照表（個別災害対策編） 

個－10 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．避難勧告・指示 ２．避難指示等の発令基準  

避難勧告・指示は、基本・地震災害対策編第 3 章第 6 節第 1項「避難

勧告・指示・誘導の実施」による。 

避難準備情報および避難指示は、以下の基準により市長が発令する。 

 

 

 (1) 避難準備情報 
・噴火警戒レベル４（避難準備）が発表され、噴火活動が活発化する現象が観
測されるなど、居住地域の一部に重大な被害を及ぼす噴火の発生が予想される

場合 

・噴火警戒レベル５が発表されているなかで、噴火活動が活発化する現象が観
測されるなど、居住地域に重大な被害を及ぼす噴火の発生が予想される、もし

くは高まっている場合 

・市長が住民等の安全確保のため必要と判断した場合 
 

 

函館市恵山火山避難計画

との整合に伴う修正 

対象 火山活動の状況

種別 名称 範囲 ﾚﾍﾞﾙ （一般的な記載） 住民等の行動 想定される現象等

【5-3】

火砕流が居住地域まで到達し、重大な

被害を及ぼす噴火が発生、あるいは切迫

過去事例：約8000年前

5 　　　　　　　 約5000年前

　　　　　　　 約2500年前

居住地域に重大な被害を 危険な居住地域からの 【5-2】

及ぼす噴火が発生、あるいは 避難等が必要（状況に 有感地震の多発や顕著な地殻変動等

避 切迫している状態にある。 応じて対象地域や避難 により、居住地域に重大な被害を及ぼす

方法等を判断） 噴火が発生する可能性が高まっている

【5-1】

難 小規模な噴火が発生し、大きな噴石が

火口から1km程度まで飛散

火山泥流の発生

過去事例：約3000年前

　　　　　　　 1846年の噴火

　　　　　　　 1874年の噴火

居住地域に重大な被害を 警戒が必要な居住地域 有感地震の発生や熱活動の活発化等

及ぼす噴火が発生すると での避難準備、要配慮 により、居住地域の一部に重大な被害を

予想される（可能性が高 者の避難等が必要 及ぼす噴火が発生すると予想される。

まっている）。

・住民は通常の生活

3 居住地域の近くまで重大な （今後の火山活動の 想定される現象等はレベル２と同程度

影響を及ぼす（この範囲に 推移に注意）

入った場合には生命に危険 ・要配慮者の避難準備 【レベル３の発表について】

が及ぶ）噴火が発生、ある 等が必要 レベル３は、火山活動が高まっている段階

いは発生すると予想される。 ・入山規制等危険な地 ではなく、終息へ向かう段階で発表する。

域への立入規制等

ごく小規模な水蒸気噴火が発生し、大きな

2 噴石がX火口、Y火口（小地獄、大地獄）

火口周辺に影響を及ぼす ・住民は通常の生活 から500ｍ程度まで飛散

（この範囲に入った場合には （今後の火山活動の 過去事例：なし

生命に危険が及ぶ）噴火が 推移に注意）

発生、あるいは発生すると ・火口周辺への立入規 地震活動や熱活動の高まり等により、X火

予想される。 制等 口、Y火口（小地獄、大地獄）でごく小規

な水蒸気噴火の発生が予想される。

過去事例：なし

・火山活動は静穏

・火山の活動状況によって、

火口内で火山灰の噴出等 ・住民は通常の生活 火山活動は静穏

が見られる（この範囲に入っ ・火口内への立入規制

た場合には生命に危険が及 等

ぶ）。

予

　

報

噴

火

予

報

火

口

内

等

１

活

火

山

で

あ

る

こ

と

に

留

意

特

別

警

報

噴

火

警

報

（

居

住

地

域

）

ま

た

は

噴

火

警

報

居

住

地

域

お

よ

び

そ

れ

よ

り

火

口

側

４

避

難

準

備

警

　

　

報

噴

火

警

報

（

火

口

周

辺

）

ま

た

は

火

口

周

辺

警

報

火

口

か

ら

居

住

地

域

近

く

ま

で

入

山

規

制

火

口

周

辺

火

口

周

辺

規

制



新旧対照表（個別災害対策編） 

個－11 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

 (2) 避難指示 
・噴火警戒レベル５（避難）が発表され、居住地域の一部に重大な被害を及ぼ
す噴火が発生あるいは切迫している状態にある場合 

・噴火警戒レベル５（避難）が発表されているなかで、噴火活動が活発化し、

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火の発生あるいは切迫している状態にある
場合 

・市長が住民等の安全確保のため必要と判断した場合 

  

 

２．警戒区域の設定 ３．警戒区域の設定  

警戒区域の設定は、基本・地震災害対策編第 3 章第 6 節第 4項「警戒

区域の設定」による。 

市は、札幌管区気象台から噴火警報等が発表されるなど、住民等への

被害が及ぶ噴火の発生または発生が予想される場合は、基本・地震災害

対策編第 3 章第 6 節第 6 項「警戒区域の設定」に基づき、部会において

あらかじめ協議検討した影響が及ぶ範囲を警戒区域に設定するととも

に、住民への周知に努める。 

函館市恵山火山避難計画

との整合に伴う修正 

第 4項 避難場所の指定（P117） ４．避難場所および手段  

１．一時避難場所 （削除）  

広域避難場所への避難に際しての一時的な避難場所   

２．広域避難場所 （削除）  

噴火活動の活発化により一時避難場所の使用が困難と予想された場合

に使用する場所 

  

 

恵 

山 

支所名 地区名 一時避難場所 広域避難場所 

恵山 

支所 

御崎地区 
御崎会館 

恵山漁港 
えさん小学校 

恵山・柏野地区 
恵山中学校 
山背泊漁港 

椴法華 

地 区 

恵山岬地区 

元村地区 
元村会館 

椴法華総合センタ

ー 

富浦地区 
 

島泊地区 

新八幡町地区 
絵紙山・恵山 

新八幡町会館 

新浜地区 新浜町会館 

銚子地区 銚子町会館 

  

  

《駒ケ岳の避難所一覧 略》 （削除）  

 (1) 避難場所  

 市は、札幌管区気象台から噴火警戒レベル４以上が発表された場合は、

ただちに避難所を開設する。 

函館市恵山火山避難計画

との整合に伴う修正 



新旧対照表（個別災害対策編） 

個－12 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

避難所は発表される噴火警戒レベルに応じ段階的に開設することと

し、開設する避難所、一時集合場所、開設する時期は次のとおり。 

  

地区 避難所 一時集合場所 開設する時期 

恵 

山 

恵山中学校 御崎会館 

噴火警戒レベル４発表時 
※噴火警戒レベル５（5-3）が発表

された 

場合は閉鎖 

恵山コミュニ

ティセンター 

えさん小学校 

恵山中学校 

古武井会館 
噴火警戒レベル５（5-2）発表時 

椴
法
華 

椴法華 

総合センター 
富浦会館 

噴火警戒レベル４発表時 

※噴火警戒レベル５（5-3）が発表

された 
場合は閉鎖 

尾札部中学校 

磨光小学校 

椴法華 

総合センター 

銚子会館 

噴火警戒レベル５（5-2）発表時 

  

 

 

（新設） (2) 避難の手段  

 避難所へは徒歩、自転車、自家用車、船舶等のあらゆる手段による自

力避難とする。交通手段が確保できないなど自力での避難が困難である

者は、一時集合場所に避難もしくは自宅にて待機し、市または防災関係

機関が手配する広報車を伴ったバス等により避難する。 

なお、大きな噴石等により市などが手配するバス等でも避難が困難な

場合は、市や消防、北海道が要請する警察、自衛隊、函館海上保安部等

の救助を待ち避難する。 

 

（新設） ５．施設利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある施設  

 (1) 学校  

 市は、避難準備情報または避難指示を発令したときは、避難対象区域

内にある学校に対して、休校や授業の中止などを指示する。 

指示を受けた学校長は、休校や生徒の保護者への引き渡しなどを実施

し、児童生徒の安全確保を図る。 

なお、学校長は市からの指示がなくとも避難情報が発令されたことを

確認したときは、自らの判断により休校等の措置をすることができる。 

 

 (2) 宿泊施設、福祉施設等  

 市から避難準備情報や避難指示の発令があったときは、避難対象区域

内にある宿泊施設や福祉施設等の施設管理者は、施設利用者の安全確保

を図るため、必要な措置を講ずる。 

特に福祉施設は、入所者等が通常の避難所における生活が困難であり、

 



新旧対照表（個別災害対策編） 

個－13 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

専門性の高い対応が必要となることが考えられることから、他の福祉施

設と入所者等の受け入れに等に関する協定を締結するなど、入所者等の

避難対策を事前に講ずるよう努める。 

   

（新設） 第 4項 道路交通規制等  

 市および防災関係機関は、札幌管区気象台から発表される噴火警戒レ

ベルに応じ、部会においてあらかじめ協議検討した規制箇所での登山道

立入規制や道路交通規制を実施するとともに、住民等への周知に努める。 

函館市恵山火山避難計画

との整合に伴う修正 

   

（新設） 第 5項 自衛隊等派遣要請  

 市は、札幌管区気象台から噴火警戒レベル５が発表されるなど、災害

の規模や収集した災害情報から必要があると判断したときは、北海道知

事を通じ、自衛隊等に対し派遣要請を行う。 

 

   

（新設） 第 6項 北海道駒ヶ岳の応急対策  

 市および防災関係機関は、北海道駒ヶ岳において、噴火警報等が発表

されるなど、函館市域に影響を及ぼす噴火が発生するおそれがあるとき、

または発生したときは、住民等に対し降灰に関する注意喚起などの広報

活動を実施する。 

また、必要に応じ避難者の受入れ等の支援を実施する。 

 

   

   



新旧対照表（個別災害対策編） 

個－14 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 2章 風水害対策計画（P118）   

本章は、函館市水防計画に基づく洪水・高潮災害対策のほか風水害全

般の災害に対する警戒および防御ならびにこれらによる被害の軽減を図

るための予防・応急対策について定めたものである。 

風水害においては、台風や前線の接近に伴う気象注意報および警報や

河川情報等をもとに事前の警戒体制を整備する。 

（追加） 

本章は、洪水・高潮災害などの風水害全般の災害に対する警戒および

防御ならびにこれらによる被害の軽減を図るための予防・応急対策につ

いて定めたものである。 

風水害においては、台風や前線の接近に伴う気象注意報および警報や

河川情報等をもとに事前の警戒体制を整備する。 

なお、土砂災害に関する対策計画は本編第 3 章「土砂災害対策計画」

による。 

 

 

 

 

 

土砂災害対策の強化によ

り個別災害対策編を追加 

   

   

第 1節 予防対策（P118）   

市、渡島総合振興局が台風や前線による河川の増水や氾濫および土砂

災害等の発生に備えて実施する各種予防対策は次のとおりである。 

市、渡島総合振興局が台風や前線による河川の増水や氾濫および高

波・高潮災害等の発生に備えて実施する各種予防対策は次のとおりであ

る。 

記述の整理 

   

第 1項 ～ 第 2項  （略）   

   

第 3項 土砂災害危険区域の整備（P118） （削除） 土砂災害対策の強化によ 

１．渡島総合振興局産業振興林務課は、治山事業計画に基づき地すべり

危険区域における防止工事を推進する。 

 り個別災害対策編へ移動 

２．函館市は、土石流危険渓流の整備を促進するため砂防指定地の指定

等について、北海道に要望を行うとともに、積極的な協力を行う。 

  

   

第 4項 風水害予防体制の強化（P119） 第 3項 風水害予防体制の強化  

（略）   

第 5項 警戒避難体制の整備（P119） 第 4項 警戒避難体制の整備  

（略）   

   

   

第 2節 応急対策   

市および各防災関係機関は、風水害に係る気象情報等をもとに応急体

制をとり、危険区域の巡視・警戒等速やかな応急対策を実施する。 

  

   

第 1項 ～ 第 2項 （略）   

   

第 3項 警戒および応急対策（P119）   

市（各対策部）および各防災関係機関は、風水害等のおそれがあると

きは、巡視・警戒を行うとともに、異常を発見したときは、基本・地震

（削除 ※下の文と統合） 記述の整理 



新旧対照表（個別災害対策編） 

個－15 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

災害対策編の各対策を実施するほか土のうの設置、土砂崩れの応急措置

等の応急対策を実施する。 

１．河川、海岸等の警戒および応急対策 （削除）  

市（土木対策部、企業対策部、農林水産対策部、消防部）および渡島

総合振興局函館建設管理部は、風水害の発生するおそれがあるときは、

必要な河川および海岸等の巡視・警戒を行う。 

異常を発見したときは、施設管理者に通報するとともに速やかに市民

への周知および土のうの設置等応急対策を実施する。 

市（農林水産対策部、土木対策部、港湾空港対策部、消防部）および

渡島総合振興局函館建設管理部は、風水害の発生するおそれがあるとき

は、必要に応じ、河川および海岸等の巡視・警戒を行う。 

異常を発見したときは、基本・地震災害対策編の各対策を実施するほ

か、施設管理者や市（総務対策部）、道路管理者など関係機関に通報する

とともに、速やかに近隣住民への周知および土のうの設置等の応急対策

を実施する。 

 

２．土砂災害危険区域の警戒および応急対策 （削除） 土砂災害対策の強化によ

り個別災害対策編へ移動 （略）  

   

第 4項 避難活動（P120） 第 4項 避難計画  

１．避難勧告・指示 １．避難勧告等の発令基準  

（1）洪水災害   

氾濫危険水位等が設定され、水位の常時観測が可能な河川については、

以下の基準のほか、降雨状況、河川巡視、今後の気象予報などを総合的

に判断し、また、それ以外の河川については、降雨状況、河川巡視、周

囲の地形、今後の気象予報などを総合的に判断し発令する。 
避難情報 基準 発令範囲 

避難準備情報 避難判断水位に到達し、または氾濫注意水位

に到達し、さらなる水位の上昇が見込まれ、人
的被害の発生する可能性が高まった場合 

 

当該河川

が氾濫した
場合に想定

される浸水

想定区域 避難勧告 氾濫危険水位に到達し、または避難判断水位
に到達し、さらなる水位の上昇が見込まれ、人

的被害の発生する可能性が明らかに高まった

場合 

避難指示 避難勧告が発令されている状況で、さらなる

降雨が予想され、または大雨特別警報（浸水害）

が発表され、人的被害の発生する可能性が非常
に高まった場合 

  

 

 

 

 
避難情報 基準 発令範囲 

避難準備情報 避難判断水位に到達したとき、または氾濫注

意水位に到達し、さらなる水位の上昇が見込ま
れるときなど、人的被害の発生する可能性が高

まった場合 

当該河川

が氾濫した
場合に想定

される浸水

想定区域 避難勧告 氾濫危険水位に到達したとき、または避難判
断水位に到達し、さらなる水位の上昇が見込ま

れるときなど、人的被害の発生する可能性が明

らかに高まった場合 

避難指示 避難勧告が発令されている状況で、さらなる

降雨が予想されるとき、または大雨特別警報

（浸水害）が発表されたときなど、人的被害の
発生する可能性が非常に高まった場合 

  

 

 

記述の整理 

   



新旧対照表（個別災害対策編） 

個－16 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

（2）高波・高潮災害   

以下の基準を参考に、今後の気象予測や沿岸部の諸現象などを総合的

に判断し発令する。 
避難情報 基準 発令範囲 

避難勧告 高潮警報や高潮特別警報が発表され,または

高潮注意報が発表され警報に切り替わる可能
性が言及されており、かつ暴風警報または暴風

特別警報が発表され、人的被害の発生する可能

性が明らかに高まった場合 

越波や越流

の発生によ
り浸水が予

想される区

域 

避難指示 海岸堤防の倒壊が発生し、または異常な越波

や越流が発生し、人的被害の発生する可能性が

非常に高まった場合 

  

 

 
避難情報 基準 発令範囲 

避難勧告 高潮警報や高潮特別警報が発表されたとき、

または高潮注意報が発表され警報に切り替わ
る可能性が言及されており、かつ暴風警報また

は暴風特別警報が発表されたときなど、人的被

害の発生する可能性が明らかに高まった場合 

越波や越流

の発生によ
り浸水が予

想される区

域 

避難指示 海岸堤防の倒壊が発生したとき、または異常

な越波や越流が発生したときなど、人的被害の

発生する可能性が非常に高まった場合 

  

 

 

記述の整理 

（3）土砂災害  （略） （第 3章へ移動）  

２．警戒区域の設定   

警戒区域の設定は、基本・地震災害対策編第 3 章第 6 節第 4項「警戒

区域の設定」による。 

警戒区域の設定は、基本・地震災害対策編第 3 章第 6 節第 6項「警戒

区域の設定」による。 

 

   

   



新旧対照表（個別災害対策編） 

個－17 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 3章 急傾斜地災害対策計画（P122） 第 3章 土砂災害対策計画 土砂災害対策の強化に 

この計画は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 44

年法律第 57号）第 3条の規定に基づき指定された急傾斜地崩壊危険区域

における市民の生命財産を保護するため、当該急傾斜地の崩壊による災

害予防および災害応急対策について定めることを目的とする。市は指定

された急傾斜地崩壊危険区域は支所を含め市全域にわたることから、特

に大雨による地滑り、崖崩れ等が予想される区域への防災対策計画を具

体的にするものとする。 

本章は、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等における市民の

生命財産を保護するため、当該警戒区域等の崩壊による災害予防および

災害応急対策について定めるものである。 

より章名称を変更 

   

   

第 1節 予防対策（P122）   

市および渡島総合振興局函館建設管理部が、地震や降雨などにより発

生する急傾斜地災害の発生に備えて実施する各種予防対策は次のとおり

である。 

市および渡島総合振興局は、土砂災害の危険性が高いと判断された箇

所については、急傾斜地、砂防等の事業による土砂災害対策を実施する

とともに、住民や関係機関への周知や適切な警戒避難体制の整備など総

合的な土砂災害対策を推進するものとする。 

北海道地域防災計画との

整合に伴う修正 

   

第 1項 急傾斜地等の整備（P122） 第 1項 急傾斜地・砂防等の整備  

 １．急傾斜地の整備  

渡島総合振興局函館建設管理部は、必要に応じて急傾斜地崩壊危険区

域の防止工事を推進する。また、市は崩壊危険急傾斜地の整備を促進す

るため急傾斜地崩壊危険区域の指定等について、北海道に要望を行うと

ともに、積極的な協力を行う。 

渡島総合振興局は、急傾斜地法に基づき指定された急傾斜地崩壊危険

区域の防止工事の実施を推進するとともに、定期的に施設点検を実施し、

必要に応じ適切な処置を講ずる。 

 

市は急傾斜地崩壊危険区域の整備を促進するため、当該区域の指定等

について、北海道に要望を行うとともに積極的な協力を行う。 

記述の整理 

（新設） ２．保安林等の整備 北海道地域防災計画との

整合に伴う修正  檜山森林管理署および渡島総合振興局は、森林法（昭和 26 年 6 月 26

日法律第 249号）に基づき「保安林」または「保安施設地区」を指定し、

森林の造成または維持に必要な事業等を行うことにより、山腹の崩壊等

を防止するとともに、施設点検を実施し、必要に応じ適切な処置を講ず

る。 

市は、住民等に対し山腹崩壊危険地区の周知に努める。 

（新設） ３．治山施設等の整備  

 渡島総合振興局は、治山工事や砂防工事をはじめ、砂防法（明治 30年

3 月 30 日法律第 29 号）に基づく砂防指定や森林法に基づく保安林指定

の促進を図るとともに、定期的に施設点検を実施し、必要に応じ適切な

処置を講ずる。 

 

   



新旧対照表（個別災害対策編） 

個－18 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 2項 予防体制の強化（P122） 第 2項 警戒避難体制の整備  

市および渡島総合振興局函館建設管理部は、平常時から巡回をすると

ともに斜面崩壊の兆候把握に努める。また、各関係機関は、地震、気象

注意報および警報等の気象情報の迅速な伝達手段を整備する。 

市（総務部）および防災関係機関は、市から避難に関する情報が発令

されるなど土砂災害の発生するおそれがあるときに、住民自身が状況に

応じた適切な判断が行えるよう、土砂災害の発生するおそれのある区域

の周知や、ハザードマップの配布、避難訓練の実施などにより、住民等

の土砂災害に関する防災知識の普及啓発を図り、円滑な避難体制の整備

に努める。 

 

（新設） １．土砂災害警戒区域ならびに土砂災害特別警戒区域の指定の推進  

 渡島総合振興局函館建設管理部は、土砂災害防止法に基づき、基礎調

査の実施や土砂災害警戒区域ならびに土砂災害特別警戒区域の指定を行

い，これらの結果を市長に通知するとともに公表する。 

市（総務部）は、当該区域の指定がすすむよう、北海道へ基礎調査や

指定に係る手続等の早期実施を要望するとともに、積極的な協力を行う。 

 

（新設） ２．土砂災害危険箇所等の周知  

 市（総務部）は、土砂災害防止法に基づき北海道が指定した土砂災害

警戒区域ならびに土砂災害特別警戒区域の居住者等に対し、当該区域の

範囲、避難場所や避難経路、その他必要となる事項を記載した「土砂災

害ハザードマップ」を作成・配布するほか、市ホームページにも掲載し、

通勤者や滞在者等にも周知を図る。 

また、土砂災害防止法に基づく指定がされていない土砂災害危険箇所

等についても、上記同様の措置をとり周知を図る。 

 

（新設） ３．防災訓練の実施  

 土砂災害に係る防災訓練については、市や防災関係機関、住民等が連

携し、「土砂災害ハザードマップ」を活用するなど、実践的な防災訓練の

実施に努める。 

 

   

   

第 2節 応急対策（P122）   

市および各防災関係機関は、急傾斜地災害に係る気象情報等をもとに

応急体制をとり、危険区域の巡視・警戒等速やかな応急対策を実施する。 

市および防災関係機関は、土砂災害に関する気象情報等が発表された

ときは、応急体制をとり、情報の収集・伝達体制を確立するとともに、

危険区域の巡視・警戒等速やかな応急対策を実施するものとする。 

記述の整理 

   

第 1項 職員の動員・配備（P122）   

市（各対策部）および各防災関係機関は、地震、気象注意報および警

報等の気象情報、民間気象情報および雨量・水位データなどから災害の

発生のおそれがあるときは、応急体制をとる。 

なお、市（各対策部）の応急体制の基準は、第 2項の警戒体制による。 

市（各対策部）および防災関係機関は、土砂災害に関する気象情報な

どから土砂災害の発生するおそれがあるときは、応急体制をとる。 

 

なお、市（各対策部）の応急体制の基準は、地震・基本災害対策編第

3章第 1節第 5項「職員の動員・配備」による。 

記述の整理 



新旧対照表（個別災害対策編） 

個－19 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 2項 警戒体制（P123） （削除）  

《「警戒体制の基準」 （略）》   

   

（新設） 第 2項 土砂災害に関する情報の収集・伝達  

 １．土砂災害に関する情報 北海道地域防災計画との 

 (1) 土砂災害警戒情報 整合に伴う修正 

 北海道は、大雨による土砂災害が発生する危険性が高まったときは、

市町村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、気象庁と共同により土砂災害警戒情報を発表し、関係市町村に通知

するとともに、市民等に対し周知を図る。 

 

 (2) 土砂災害緊急情報  

 北海道および函館開発建設部は、河道閉塞または噴火による降灰等の

堆積後の降雨を発生原因とする土石流による重大な土砂災害の発生する

危険性があると認められるときは、緊急調査を行い、土砂災害が想定さ

れる土地の区域および時期を明らかにした土砂災害緊急情報を作成し、

関係市町村に通知するとともに、市民等に対し周知を図る。 

 

 ２．情報の収集・伝達体制  

 土砂災害に関する情報の収集・伝達については、基本・地震災害対策

編第 3章第 2節「災害情報等の収集・伝達」による。 

 

   

第 3項 警戒および応急対策（P123） 第 3項 巡視、警戒体制の強化  

市（土木対策部、消防部）は、急傾斜地崩壊のおそれがあるときは、

危険地区の巡視・警戒を行う。 

各施設管理者は、必要に応じ所管する施設の監視等を行うとともに、

異常を発見したときは、施設管理者に通報するとともに速やかに市民へ

の周知および地すべり、崖崩れ等の応急措置等の対策を実施する。 

（追記） 

市（農林水産対策部、土木対策部、消防部）および渡島総合振興局は、

土砂災害の発生するおそれがあるときは、必要に応じ巡視・警戒体制を

強化し、異常を発見したときは、施設管理者や市（総務対策部）、道路管

理者などの関係機関に通報するとともに、速やかに付近住民への周知を

図る。 

なお，危険区域の巡視にあたっては、巡視にあたる者の安全確保を図

る。 

 

   



新旧対照表（個別災害対策編） 

個－20 

現 防災計画 改 訂 案 改訂理由 

第 4項 避難活動（P123） 第 4項 避難計画  

１．避難勧告・指示 １．避難勧告等の発令基準  

避難勧告・指示は、基本・地震災害対策編第 3 章第 6 節第 1項「避難

勧告・指示、誘導の実施」による。 

以下の基準を参考に、降雨状況、今後の気象予測や災害発生の諸現象

などを総合的に判断し発令する。 

避難情報 基  準 発令範囲 

避難準備情報 大雨警報（土砂災害）が発表され、
さらなる降雨が見込まれるなど、人的

被害の発生する可能性が高まった場合 

北海道が調査・指定
している土砂災害防

止法に基づく「土砂

災害警戒区域」およ
び「土砂災害特別警

戒区域」ならびに「土

砂災害危険箇所」の
うち、北海道土砂災

害警戒情報システム

のメッシュ情報によ
り土砂災害の危険性

が高まっている区域 

避難勧告 土砂災害警戒情報が発表されたと
き、または大雨警報（土砂災害）が発

表されている状況で記録的短時間大雨

情報が発表されたときなど、人的被害
の発生する可能性が明らかに高まった

場合 

避難指示 土砂災害警戒情報が発表されてお
り、さらに記録的短時間大雨情報が発

表されたとき、または大雨特別警報（土

砂災害）が発表されたときなど、人的
被害の発生する可能性が非常に高まっ

た場合 

  

 

第 2章から移動 

 ２．施設利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある施設  

 市（各対策部）は、土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域な

らびに土砂災害危険箇所内にある社会福祉施設、学校、医療施設その他

防災上の配慮を要する者が利用する施設については、避難準備情報の適

時適切な発令や当該情報の迅速かつ的確な伝達等の措置を図るため、自

主防災組織や付近住民、消防団、防災関係機関との連携のもと、情報伝

達や避難支援体制の確立に努める。 

 

２．警戒区域の設定 ３．警戒区域の設定  

警戒区域の設定は、基本・地震災害対策編第 3 章第 6 節第 4項「警戒

区域の設定」による。 

警戒区域の設定は、基本・地震災害対策編第 3 章第 6 節第 6項「警戒

区域の設定」による。 

 

   

   

   

第 4章 ～ 第 8章  （略）   

   

   

 


