
函 館 市 地 域 防 災 計 画

新 旧 対 照 表

（平成３０年３月改訂）

函館市防災会議





頁 現 行 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）

２ 第３項 計画の構成

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 函館市地域防災計画は、「総則編」「基本・地震・津波災害対策編」「個別災害対策編」 字句の修正（現行内容を踏まえ

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。 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。 た名称変更）

計画の構成 記載内容・範囲
総　則　編 （略）

基本・地震・津波
災害対策編

　市が実施した地震被害予測の結果や北海道が実施した
津波浸水予測および過去の大規模地震災害等の教訓をも
とに、地震および津波災害対策を全ての災害対策の基本
とし、予防・応急・復旧計画を定める。
　また、災害状況に応じて、市、防災関係機関および市
民等が、いつ、何を、どのように行動すべきかを明らか
にする。

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。
　各災害対策は、基本的には「基本・地震・津波災害対
策編」を準用するが、それぞれの災害の特殊要素に応じ
た必要事項について本編で定める。

計画の構成 記載内容・範囲
総　則　編 （略）

基本・地震災害対策編

　市が実施した地震被害予測の結果や北海道が実施した
津波浸水予測および過去の大規模地震災害等の教訓をも
とに、地震災害対策を全ての災害対策の基本とし、予防
・応急・復旧計画を定める。
　また、災害状況に応じて、市、防災関係機関および市
民等が、いつ、何を、どのように行動すべきかを明らか
にする。

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。
　各災害対策は、基本的には「基本・地震災害対策編」
を準用するが、それぞれの災害の特殊要素に応じた必要
事項について本編で定める。
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・市域の災害環境
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・地震被害予測および津波浸水予測

・災害予防計画

・災害応急対策計画

・災害復旧対策
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・火山災害対策計画

・風水害対策計画
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・雪害対策計画

・海上災害対策計画

・林野火災対策計画

・航空災害対策計画
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総 則 編

・地震被害予測および津波浸水予測

・災害予防計画

・災害応急対策計画

・災害復旧対策

基本・地震・津波災害対策編

・火山災害対策計画

・風水害対策計画

・土砂災害対策計画

・雪害対策計画

・海上災害対策計画

・林野火災対策計画

・航空災害対策計画

個別災害対策編

函館市地域防災計画 新旧対照表（平成30年３月改訂） 総則編
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頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

３ 第４項 計画の修正

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」

字句の修正

時点修正

第２節 函館市の防災ビジョン （略）

５ 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。

第１項 防災会議の所掌事務

１．函館市地域防災計画の作成およびその実施の推進 １．函館市地域防災計画の作成およびその実施の推進

２．災害に関する情報の収集 ２．市長から諮問された市の地域に係る防災に関する重要事項の審議 その他所要の修正（防災会議条

３．防災関係機関相互の連絡調整 ３．市の地域に係る防災に関する重要事項についての市長に対する意見の具申 例の規定の反映）

４．水防法（昭和24年法律第1 9 3号）第33条第２項の規定に基づく水防計画の調査審議

５．上記のほか、法律またはこれに基づく政令によりその権限に属する事務

年　代 事　項

 昭和38年12月 函館市地域防災計画作成

平成28年３月 第９回修正

（中略）

（追加）

年　月 事　項

 昭和38年12月 函館市地域防災計画作成

平成28年３月 第９回修正

平成30年３月 第10回修正

（中略）

函館市地域防災計画 新旧対照表（平成30年３月改訂） 総則編
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函館市地域防災計画 新旧対照表（平成30年３月改訂） 総則編

頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

６ 第２項 防災会議の構成

（略）

組織改編等による修正

字句の修正

 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）

 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

 函館地方気象台長

 函館西警察署長

 函館市長部内  副市長（２）

 北海道警察  函館中央警察署長

 北海道知事内  渡島総合振興局長

 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

 渡島総合振興局副局長

 渡島総合振興局東部森林室長

 北海道旅客鉄道株式会社函館支社長

 函館市消防長

 函館市消防団連合消防団長

 指定公共機関  日本郵便株式会社函館中央郵便局長

 椴法華支所長

 南茅部支所長

 函館市教育委員会教育長

 総務部長

 戸井支所長

 恵山支所長

 函館山ロープウェイ株式会社FMいるか次長

 函館市社会福祉協議会長

 函館市女性会議会長

 公共的団体等  函館商工会議所総務課長

 函館市町会連合会長

社団法人函館地区トラック協会専務理事

 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

 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

 指定地方公共機関  函館市医師会長

 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

 函館歯科医師会長

 北海道看護協会道南南支部長

 函館薬剤師会長

（追加）

 会長
 函館市長

 指定地方行政機関  北海道開発局函館開発建設部長

 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

 北海道警察  函館方面本部長

 函館中央警察署長

 函館西警察署長

 函館市長部内  副市長（２）

 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

 指定公共機関  日本郵便株式会社函館中央郵便局長

 総務部長

 戸井支所長

 恵山支所長

 椴法華支所長

 南茅部支所長

 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

 指定地方公共機関  公益社団法人函館市医師会長

 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

 北海道旅客鉄道株式会社函館支社取締役函館支社長

 日本通運株式会社函館支店長

 北海道電力株式会社執行役員函館支店長

 社会福祉法人函館市社会福祉協議会長

 函館市女性会議会長

 函館山ロープウェイ株式会社FMいるか課長

一般社団法人函館地区トラック協会専務理事

 公共的団体等

 北海道ガス株式会社函館支店執行役員函館支店長

 函館商工会議所事務局次長

 函館市町会連合会長

一般社団法人函館歯科医師会長

 公益社団法人北海道看護協会道南南支部長

 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

一般社団法人函館薬剤師会長

（削除）

（削除）

第一管区海上保安本部函館海上保安部長

第一管区海上保安本部函館航空基地長

 函館地方気象台長

北海道財務局函館財務事務所長

 北海道農政事務所地方参事官（函館地域担当）
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函館市地域防災計画 新旧対照表（平成30年３月改訂） 総則編

頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

７ 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

（中略）

字句の修正

８ 第１項 市および防災関係機関が行う業務の大綱

（中略）

１．指定地方行政機関 １．指定地方行政機関

組織改編等による修正

９ １．指定地方行政機関（つづき） １．指定地方行政機関（つづき）

北海道地域防災計画を踏まえた

修正

（以下略）

機　関　名 業務の大綱

北海道農政事務所 ・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

　　　　　函館支局 　に係る確認等に関すること

（略）

（略）

機　関　名 業務の大綱

・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

　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

函館地方気象台

（略）

（略）
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函館市地域防災計画 新旧対照表（平成30年３月改訂） 総則編

頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

９ ３．北海道 ３．北海道

組織改編等による修正

10 ４．北海道警察 ４．北海道警察

その他所要の修正（函館方面本

部の機関追加）

（以下略）

第２項 （略）

14 第５節 市域の災害環境

（中略）

第１項 自然条件

１．位置および面積 １．位置および面積

（平成26年10月１日現在） （平成28年10月１日現在）

字句の修正

時点修正

（以下略）

16 気象概況（表）

（略） （H12～H13のデータ削除およびH27～H28のデータ追加）

風雨状況（表）

（略） （同上）

業務の大綱機　関　名

渡島総合
振興局

地域政策部 (略）

（略）

業務の大綱

（略）

渡島総合
振興局

地域創生部 (略）

機　関　名

機　関　名 業務の大綱

（略）
函館方面本部
　　函館中央警察署
　　函館西警察署

機　関　名 業務の大綱

函館方面本部
函館方面函館中央警察署
函館方面函館西警察署

（略）

東　経 北　緯 東　西 南　北

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

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 677.87km2

位　置
（市役所を中心とする）

広ぼう
面　積
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函館市地域防災計画 新旧対照表（平成30年３月改訂） 総則編

頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

17 第２項 社会条件 第２項 社会条件

１．人口 １．人口

函館市の人口推移は、５年毎に行われる国勢調査の結果から昭和55年の320,154人をピ 函館市の人口推移は、５年毎に行われる国勢調査の結果から昭和55年の320,154人をピ

ークに漸減しており、平成22年10月の国勢調査では、279,127人となり、昭和55年以降約 ークに漸減しており、平成27年10月の国勢調査では、265,979人となり、昭和55年以降約 時点修正

4 . 1万人減少している。この国調人口の漸減傾向の過程で、都心部の人口は大きく減少を 5 . 4万人減少している。この国調人口の漸減傾向の過程で、都心部の人口は大きく減少を

続けており、一方、郊外部における市街地の拡大とそれに伴う都市基盤施設整備の需要が 続けており、一方、郊外部における市街地の拡大とそれに伴う都市基盤施設整備の需要が

増大している。また65歳以上の高齢者人口は、76,637人（平成22年10月の国勢調査人口の 増大している。また65歳以上の高齢者人口は、85,931人（平成27年10月の国勢調査人口の

27.5％）となり、高齢社会を迎えて、今後も増加することが予想される。 32.4％）となり、高齢社会を迎えて、今後も増加することが予想される。

函館市の国調人口（表）、函館市の国調人口推移（表）

（略） （H2のデータ削除およびH27のデータ追加）

年齢別人口構成の推移（表）

（略） （同上）

18 ２．人口集中地区 ２．人口集中地区

人口集中地区は、市域のなかで人口密度が高い地域である。 人口集中地区は、市域のなかで人口密度が高い地域である。

平成22年10月の国勢調査によると、函館市の人口集中地区の人口は240,101人、面積は 平成27年10月の国勢調査によると、函館市の人口集中地区の人口は229,488人、面積は

42.5 となっている。 42.4 となっている。

前回（平成17年）の調査と比較すると、人口は11,451人（4 . 6％）減少し、面積は0.5 前回（平成22年）の調査と比較すると、人口は10,613人（4 . 4％）減少し、面積は0.1

 (1 . 2％)増加している。  (0 . 2％)減少している。

また、人口集中地区の人口および面積が市全体に占める割合をみると、市総面積の6.3 また、人口集中地区の人口および面積が市全体に占める割合をみると、市総面積の6.3

％の地区に人口の86.0％が住んでいることになる。 ％の地区に人口の86.3％が住んでいることになる。

人口集中地区人口の推移（表）

（略） （S60のデータ削除およびH27のデータ追加）

３．観光入込客数 ３．観光入込客数

函館市の観光入込客数については、平成３年度に５００万人を超えて以来、年間５００ 函館市の観光入込客数については、平成１７年度以降は年間４３０～４８０万人前後で 時点修正

万人前後で推移していたものの、近年の社会経済情勢の低迷による観光行動の減衰などの 推移し、東日本大震災発生後の平成２３年度には、震災の影響による国内観光の自粛等を

影響から、平成１７年度以降は、年間４３０～４８０万人前後で推移している。 受け大幅に減少した。その後は回復傾向を示し、平成２８年度には、北海道新幹線の開業

効果などにより、５６０万人を超える過去最高の入込客数を記録した。

観光入込客数（表）

（略） （H13～H18のデータ削除およびH23～H28のデータ追加）
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函館市地域防災計画 新旧対照表（平成30年３月改訂） 総則編

頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

19 ４．ライフライン ４．ライフライン

(1) 上水道施設 (1) 上水道施設

旧函館市の水道事業は、明治21年の事業着手から約120年の歴史を持つ。この間、６次 旧函館市の水道事業は、明治21年の事業着手から約120年の歴史を持つ。この間、６次

にわたる事業の拡張があり、創設当初給水人口60,000人、１日の給水量4,090 の基本計 にわたる事業の拡張があり、創設当初給水人口60,000人、１日の給水量4,090 の基本計

画から、第６次（昭和48年～54年）の拡張事業によりほぼ現在の給水人口308,000人、日 画から、第６次（昭和48年～54年）の拡張事業によりほぼ現在の計画給水人口308,000人、 字句の修正

最大計画給水量154,000 という供給体制が整った。 計画１日最大給水量154,000 という供給体制が整った。

（中略）

水道事業拡張経過（表）

（略） 表中の項目名「給水人口（人）」を「計画給水人口（人）」に、「１日最大計画給水量（

 ）」を「計画１日最大給水量（ ）」に改める

20 (2) 簡易水道施設 (2) 簡易水道施設

戸井・恵山・椴法華・南茅部地域の簡易水道事業は、昭和24年から昭和29年にかけて事 戸井・恵山・椴法華・南茅部地域の簡易水道事業は、昭和24年から昭和29年にかけて事

業に着手している。その後、各地域で拡張工事を行い現在に至っている。 業に着手している。その後、各地域で拡張工事を行い現在に至っている。

また、浄水場は、戸井地域１ヶ所、恵山地域３ヶ所、椴法華地域１ヶ所、南茅部地域５ また、浄水場は、戸井地域１ヶ所、恵山地域３ヶ所、椴法華地域１ヶ所、南茅部地域５

ヶ所となっており、現在の給水人口は、約1,500人～約10,000人であり、最大計画給水量は ヶ所となっており、現在の計画給水人口は、約1,500人～約10,000人であり、計画１日最大 字句の修正

1,060 ～4,110 となっている。 給水量は1,060 ～4,110 となっている。

（戸井地域）（表）

（略） 表中の項目名「給水人口（人）」を「計画給水人口（人）」に、「１日最大計画給水量（

 ）」を「計画１日最大給水量（ ）」に改める

（恵山地域）（表）

（略） （同上）

（椴法華地域）（表）

（略） （同上）

（南茅部地域）（表）

（略） （同上）

(3) 下水道事業

（中略）

21 下水道事業の推移（表）

（略） （H24～H28のデータに置き換え）

第３項 （略）
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頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

基本・地震災害対策編 基本・地震・津波災害対策編 字句の修正（現行内容を踏まえ

た名称変更）

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

（中略）

第１節 災害に強い組織・ひとづくり

（中略）

第１項 自主防災組織の育成・支援

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。

１．自主防災組織の活動内容 （略）

２．事業所の活動 （略）

３．自主防災組織の編成基準（例）

30

字句の修正

平常時の活動 災害時の活動

※　町会、事業所等
　およびそれに準ず
　る組織が望ましい。

自主防災組織の編成と役割（例）

・救出用機材の点検
・危険箇所の把握
・救出・救護訓練

・負傷者の把握
・救出・救護活動
・医療機関に協力

・避難地・経路の周知
・要配慮者の把握
・避難訓練

救出・救護班

・避難地・経路の安全確認
・避難誘導

・食料・水の準備
・給水拠点の把握
・炊き出し訓練

情報班
・防災意識の啓発
・広報活動
・防災マップの作成

・災害情報の伝達
・被害状況の把握
・防災機関との連携

・出火防止広報
・初期消火活動

・物資調達
・炊き出し

給食・給水班

会長 副会長

・消火方法の指導
・初期消火の訓練
・用水の確保

消火班

避難誘導班

平常時の活動 災害時の活動

※　町会、事業所等
　およびそれに準ず
　る組織が望ましい。

自主防災組織の編成と役割（例）

・食料・水の準備
・給水拠点の把握
・炊き出し訓練

・物資調達
・炊き出し

給食・給水班

・出火防止広報
・初期消火活動

消火班

・防災意識の啓発
・広報活動
・防災マップの作成

・避難場所・経路の周知
・要配慮者の把握
・避難訓練

・避難場所・経路の安全確認
・避難誘導

避難誘導班

・災害情報の伝達
・被害状況の把握
・防災機関との連携

・負傷者の把握
・救出・救護活動
・医療機関に協力

会長 副会長
・救出用機材の点検
・危険箇所の把握
・救出・救護訓練

・消火方法の指導
・初期消火の訓練
・用水の確保

情報班

救出・救護班

函館市地域防災計画 新旧対照表（平成30年３月改訂） 基本・地震・津波災害対策編
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頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

31 第２項 防災知識の普及・啓発

（中略）

２．市民・事業所に対する防災知識の普及

市および防災関係機関は、市民・事業所への防災教育について、広報紙やテレビ・ラジ

オ等の報道機関や研修会等を通じて、災害時の混乱をできるだけ回避し、的確な判断や行

動がとれるよう知識の普及を図る。

重点項目

（1） 災害（地震災害、津波災害、風水害など）に関する基礎知識

（2） 警戒情報と避難勧告・指示に関する事項 （2）警戒情報と避難情報に関する事項 字句の修正

（3） 生活必需品の備蓄（種類・量）について

（4） 防災安心情報（避難所、避難地等）に関する案内 （4） 防災安心情報（避難場所）に関する案内

（5） 災害情報の入手方法について

（6） 救助・救護に関する基礎知識と心構え

(7) 要配慮者への配慮について

（以下略）

第３項 ～ 第５項 （略）

第２節 災害に強いまちづくり （略）

38 第３節 消防・救急体制の強化

（中略）

第１項 消防・救急体制の整備

市（消防本部）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。

字句の修正

第２項 ～ 第３項 （略）

函館市地域防災計画 新旧対照表（平成30年３月改訂） 基本・地震・津波災害対策編
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函館市地域防災計画 新旧対照表（平成30年３月改訂） 基本・地震・津波災害対策編

頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

40 第４節 土木および公共施設の予防対策

（中略）

第１項 道路・橋梁の予防対策

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 （略）

２．除雪・排雪対策 ２．除雪・排雪対策

冬季に地震などによる災害が発生したときは、道路上の積雪により避難活動や物資の輸 冬季に地震などによる災害が発生したときは、道路上の積雪により避難活動や物資の輸

送等に大きな支障を与える。各施設管理者は、平常時から路線別除雪計画（個別災害対策 送等に大きな支障を与える。各施設管理者は、平常時から積雪災害対策に基づき除雪作業 字句の修正

編参照）に基づき除雪作業を実施し、災害時に備えて道路の確保を図る。 を実施し、災害時に備えて道路の確保を図る。

第２項 港湾・空港施設の予防対策

（中略）

１．函館港

（1） 耐震強化岸壁の整備 （1） 耐震強化岸壁の整備

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 港湾管理者（港湾空港部）は，大規模地震災害の被害を防ぎ、船舶による海上輸送 時点修正

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 を円滑に行うため、耐震強化岸壁である北ふ頭正面岸壁を海上緊急物資輸送の拠点と

む２バースの耐震強化岸壁の整備を推進する。 するほか、引き続き残る１バースの耐震化を推進する。

（2） 液状化対策

港湾管理者（港湾空港部）は、市の過去の地震被害を踏まえ、必要に応じ液状化対

策を実施する。

２．函館空港 （略）

第３項 ～ 第６項 （略）

第５節 ライフライン施設の予防対策 （略）

45 （新設） 第６節 業務継続計画の策定 北海道地域防災計画を踏まえた

大規模模災害時においては、行政機能の低下や，被災により一定程度の職員が参集困難と 修正

なる状況も想定されるなかで、市は、災害応急業務に加え，通常業務のうち中断できない、

または中断しても早期再開を必要とする優先通常業務を実施する必要がある。

これらの業務の立ち上げ時間の短縮や発災後の業務レベルの向上に係る優先業務の選定、

業務執行体制の確保等についての対応方針を定め、業務継続力の維持・向上等を図ることに

より、市民生活や社会経済活動に及ぼす影響をできる限り最小限にとどめることを目的とし

て「函館市業務継続計画」を策定するとともに、策定した計画の継続的改善に努める。

第１項 業務継続計画（ＢＣＰ：Business Continuity Plan)の概要

業務継続計画とは、大規模災害により、庁舎、所管施設、車両、通信設備および情報シス

テムや職員等の行政機能が被災し、利用できる資源が制約を受ける状況下において、災害応

急業務や優先度の高い通常業務の立ち上げ時間の短縮、発災後の業務レベルの向上を図る計

画である。
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函館市地域防災計画 新旧対照表（平成30年３月改訂） 基本・地震・津波災害対策編

頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

業務継続計画の実行による効果のイメージ

第２項 函館市業務継続計画の位置づけおよび計画の見直し

函館市業務継続計画は、自然災害に係る業務継続における市全体の方針を示した計画とし

て、各部局の業務継続計画の上位計画に位置づけ、外部環境の変化や市の機構改革等により、

業務や必要な資源が変化する次の場合などにおいて見直しを行う。

(1) 被害想定の更新時

(2) 地域防災計画の修正内容が業務継続計画に影響するとき

(3) 事務事業の見直し、組織機構の改編が業務継続計画に影響するとき

(4) 災害対応や訓練等で課題が明らかとなったとき

46 第６節 避難体制の整備 （略） 第７節 避難体制の整備
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函館市地域防災計画 新旧対照表（平成30年３月改訂） 基本・地震・津波災害対策編

頁 現 行 改 案 改 訂 理 由

50 第７節 円滑な応急対策への備え 第８節 円滑な応急対策への備え

（中略）

第１項 （略）

第２項 緊急輸送道路、緊急交通路等の整備

（中略）

１．緊急輸送道路の指定

緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会は、道路の重要性・代替性を考慮し、緊急

輸送道路を第１次～第３次に分けて指定しており、市および各防災関係機関は、災害時に

は、優先順位に従い、緊急輸送を円滑に実施するための路線として活用する。

51 「緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会による緊急輸送道路」 「緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会による緊急輸送道路」

北海道地域防災計画を踏まえた

修正

（以下略）

第３項 （略）

52 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

（中略）

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

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 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 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 北海道地域防災計画を踏まえた

体制の充実を図る。 体制の充実を図るとともに、物資の集積拠点として活用可能な民間事業者の管理する施設 修正

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 を把握しておくなど、そのノウハウや能力等の活用に努める。

ては、さらに連携を強化する。 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。

第５項 ～ 第７項 （略）

55 第８節 要配慮者対策 第９節 要配慮者対策

（中略）

第１項 ～ 第４項 （略）

57 第５項 観光客に対する対策 第５項 観光客等に対する対策 帰宅困難観光客等への対応に係

観光客に対しては、市（観光部）および関係機関・ホテル等と連携のうえ、安否情報の確 市（観光部）は、関係機関・ホテル等と連携のうえ，観光客等の安否確認と保護に努める る修正

認と保護に努める。 とともに、大規模な災害に伴う道路の寸断や公共交通機関の停止により帰宅困難となった観

光客等に対し、利用可能なホテル・旅館等の宿泊施設を活用し，一時的な滞在場所の提供や

必要な支援を行うための一時滞在避難所を開設する。

区　　分 摘　　要 対象路線

第１次緊急輸送道路
　道内主要都市および重要港
湾、空港等を連絡する道路

国道5、228、278号、
道道函館上磯線等

第２次緊急輸送道路

　第１次緊急輸送道路と市町村
役場、主要な防災拠点（行政機
関、公共機関、主要駅、港湾、
ヘリポート、災害医療拠点、自
衛隊等）を連絡する道路

道道函館南茅部線、
道道函館恵山線等

第３次緊急輸送道路 その他の道路

区　　分 摘　　要 対象路線

第１次緊急輸送道路
　道内主要都市および重要港
湾、空港等を連絡する道路

国道5、228、278号、
道道函館上磯線（一
部）等

第２次緊急輸送道路

　第１次緊急輸送道路と市町村
役場、主要な防災拠点（行政機
関、公共機関、主要駅、港湾、
ヘリポート、災害医療拠点、自
衛隊等）を連絡する道路

道道函館南茅部線
（一部）、道道椴法
華港線（一部）等

第３次緊急輸送道路 その他の道路

12



函館市地域防災計画 新旧対照表（平成30年３月改訂） 基本・地震・津波災害対策編

頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

58 第９節 津波対策 第10節 津波対策

（中略）

第１項 （略）

第２項 避難経路および避難場所の確保

市（総務部）は、市民等の安全かつ迅速な避難を確保するため、地域の実情に応じた避難

場所の指定、避難路および避難経路の確保に努める。

１．避難経路

自宅や職場などから避難場所まで迅速かつ安全に避難するため、市民等が自らあらかじ

め避難経路を設定する。

２．避難場所 ２．避難場所

(1) 津波避難所 津波避難計画に基づく避難が必要な地域（避難対象地域）および一定の時間に避難対象地 その他所要の修正（現行の避難

津波による被害が想定される区域の外にあり、避難者の応急的な避難生活に対応でき 域の外まで徒歩で避難することが困難な地域（避難困難地域）の避難場所として、次の指定 所種別を踏まえた記述の修正）

る避難所を指定する。 緊急避難場所を指定する。

(2) 一時避難場所 (1) 緊急避難所（災害種別：津波）

地震発生から津波到達までの時間的猶予や地理的条件等の理由により津波からの避難 災害（津波）の危険から市民等が一時回避するための施設

が困難と想定される地域については、一時的に避難する場所の確保を図るため、その地 (2) 緊急避難地、広域避難地（災害種別：津波）

域に所在する堅固な中・高層建物を津波避難ビルとして指定するほか、その指定が困難 災害（津波）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）

な地域については、高台等の一時退避に適した場所を指定する。 (3) 津波避難ビル

主に避難困難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

第３項 ～ 第５項 （略）

60 第３章 災害応急対策計画

（中略）

字句の修正

13



函館市地域防災計画 新旧対照表（平成30年３月改訂） 基本・地震・津波災害対策編

頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

第１節 災害応急体制

（中略）

第１項 ～ 第４項 （略）

第５項 職員の動員・配備

（中略）

63 ２．動員・配備の連絡体制 ２．動員・配備の連絡体制

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、 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 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、災対副本部長に報告する。 かに災対本部長、災対副本部長に報告する。

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 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市職員は、その旨を各部対策班長に速やかに報告する。 支所、避難場所へ参集した市職員は、その旨を各部対策班長に速やかに報告する。

組織改編等による修正

14



函館市地域防災計画 新旧対照表（平成30年３月改訂） 基本・地震・津波災害対策編

頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

64 ３． 災害対策本部の組織 ３． 災害対策本部の組織

組織改編等による修正
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函館市地域防災計画 新旧対照表（平成30年３月改訂） 基本・地震・津波災害対策編

頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

65 ４．災害対策本部の事務分掌 ４．災害対策本部の事務分掌

（追加） 災害対策本部の事務分掌は次のとおりとする。なお、災害対策本部が設置されていない状 その他所要の修正（災害対策本

況において必要な場合は、この事務分掌を準用し災害対策を実施するものとする。 部が設置されていない状況にお

各対策部は、平常時から災害時活動要領により、対策業務の実施手順の確認や、実施に必 ける災害対策の実施等の追加）

要な対策部間および関係機関との連携に努める。

字句の修正

65

字句の修正

その他所要の修正（対策部の並

び順の修正）

66

字句の修正
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函館市地域防災計画 新旧対照表（平成30年３月改訂） 基本・地震・津波災害対策編

頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

69 第２節 災害情報等の収集・伝達

（中略）

第１項 情報伝達系統

（中略）

１．地震情報の伝達 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以上の揺れが観測された場合 気象庁は、地震による被害の軽減に資するため、最大震度５弱以上の揺れが予想され 字句の修正

に、震度４以上が予想される地域に対し緊急地震速報を発表する。 た場合に、震度４以上が予想される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 緊急地震速報は、気象庁により日本放送協会（ＮＨＫ）へ伝達されるほか、放送事業 その他所要の修正（放送通信事

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 者、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放送を含む。）、 業者等による伝達の追加）

より地方公共団体等に伝達される。 携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ワンセグ等を用いて広く伝達される。

（以下略） また、消防庁は、気象庁からの情報を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する。

第３節 応援要請

（中略）

第１項～第３項 （略）

第４項 その他の応援 第４項 その他の応援

市（総務対策部）は、第３項までの応援によるもののほか、必要に応じて渡島総合振興局 市（総務対策部）は、第３項までの応援によるもののほか、必要に応じて渡島総合振興局

を通じ、次の民間団体等に協力を要請し、緊急輸送、情報の収集・伝達、ライフラインの復 を通じ、次の民間団体等に協力を要請し、緊急輸送、情報の収集・伝達、ライフラインの復

旧等において、迅速な応急対策活動の実施を図る。 旧等において、迅速な応急対策活動の実施を図る。

76

北海道地域防災計画を踏まえた

修正

団　体　名 主な協力業務

日本内航海運組合総連合会 船舶による物資の輸送

（略）

（追加）

団　体　名 主な協力業務

日本内航海運組合総連合会 船舶による物資の輸送

コストコホールセールジャパン
株式会社

札幌倉庫店における災害救助に必要な食糧、
生活必需品等の供給協力

一般社団法人北海道土木コンク
リートブロック協会

災害応急対策におけるコンクリートブロック
資材の調達

東日本段ボール工業組合
避難所の設営に必要な段ボール製品の供給、
運搬等

北海道弁護士会連合会等の士業
７団体

災害時における相談業務の応援

苫小牧地区倉庫協会
救援物資の保管および荷役、物流専門家の派
遣等

（略）
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函館市地域防災計画 新旧対照表（平成30年３月改訂） 基本・地震・津波災害対策編

頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

77 第４節 消防活動

（中略）

第１項 応急活動体制の確立 第１項 応急活動体制の確立

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 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」に基づき、応急活動体 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」に基づき、応急活動体

制を確立する。 制を確立する。

「応急活動体制時の事務分担」 「応急活動体制時の事務分担」

字句の修正

（以下略）

80 第５節 応急医療・救護

（中略）

第１項 応急医療体制の確立 第１項 応急医療体制の確立

市（医療対策部）、日赤北海道支部および函館市医師会は、災害の状況、被害の程度に応 市（医療対策部）、日赤北海道支部および函館市医師会は、災害の状況、被害の程度に応

じて次のように応急医療体制を確立し、医療・救護活動を実施する。 じて次のように応急医療体制を確立し、医療・救護活動を実施する。

１．函館病院による応急医療 １．市立函館病院による応急医療 字句の訂正

市（医療対策部）は、地震などによる災害が発生したときには災害拠点病院である函館 市（医療対策部）は、地震などによる災害が発生したときには災害拠点病院である市立

病院を拠点とし、各医療機関と協力して医療・救護活動を実施する。 函館病院を拠点とし、各医療機関と協力して医療・救護活動を実施する。

（以下略）

第２項 ～ 第３項 （略）

82 第４項 医薬品・医療資機材の確保 第４項 医薬品・医療資機材の確保

市（医療対策部）、日赤北海道支部および函館市医師会は、災害時の医薬品、医療資機材 市（医療対策部）、日赤北海道支部および函館市医師会は、災害時の医薬品、医療資機材

の調達を行うときは、市内の医療機関からの一時借入および市内等の販売業者からの購入等 の調達を行うときは、市内の医療機関からの一時借入および市内等の販売業者からの購入等

により行う。なお、市（保健衛生対策部、医療対策部）が医薬品等の確保が困難なときは、 により行う。なお、市（保健衛生対策部、医療対策部）が医薬品等の確保が困難なときは、

渡島総合振興局保健環境部保健福祉室に協力を要請する。 渡島総合振興局保健環境部保健行政室に協力を要請する。 組織改編等による修正

第５項 メンタルヘルス対策（心のケア） 第５項 メンタルヘルス対策（心のケア）

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 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、避難所お その他所要の修正（応急仮設住

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 よび応急仮設住宅に災害の状況に応じて、メンタルヘルス相談窓口の設置や巡回相談等によ 宅のメンタルヘルス対策の追加

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 り、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 ）

の軽減を図る。 に応じ、被災者の精神的な負担の軽減を図る。
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函館市地域防災計画 新旧対照表（平成30年３月改訂） 基本・地震・津波災害対策編

頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

83 第６節 避難と受入れ、警戒区域の設定

（中略）

第１項 避難勧告等の実施責任者と措置内容 第１項 避難勧告等の実施責任者と措置内容

１．市（災害対策基本法第60条、水防法第29条） １．市（災害対策基本法第60条、水防法第29条、地方自治法第153条） 字句の修正

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 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。 に対し、次の避難勧告、避難指示（緊急）を発令する。 国のガイドラインを踏まえた

（1） 避難のための立退きの勧告または指示 （1） 避難のための立退きの勧告または指示 修正

（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 （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 （3） 近隣の安全な場所への避難や屋内安全確保の指示

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 また、避難勧告、避難指示（緊急）のほか、高齢者や障がい者等の要配慮者の避難に資

を必要に応じて発令する。 する避難準備・高齢者等避難開始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 市（総務対策部）は、避難準備・高齢者等避難開始ならびに上記の勧告または指示の発

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へ報告する。また、洪水、津 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へ報告する。

波もしくは高波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 また、洪水、津波もしくは高波の氾濫により避難勧告、避難指示（緊急）を行ったときは、

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。 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 ただし、これら勧告等を行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。 示を求める。

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 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すること があると判断されるときは、災対本部長に対し、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告

ができる。 および避難指示（緊急）の発令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、避 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、発 字句の修正

難勧告・指示等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 令することができる。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もの

に報告するものとする。 とする。

84 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、72条、水防法29条、地 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、72条、水防法29条、地

すべり防止法第25条） すべり防止法第25条）

北海道知事（渡島総合振興局長）または知事の命令を受けた職員は、洪水もしくは高潮 北海道知事（渡島総合振興局長）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 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 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区域の居住者等に対し、避

難の指示を行うことができる。 難の指示を行うことができる。

また、北海道知事は、市が避難指示・勧告に関する措置ができないときは、市長に代わ また、北海道知事は、災害発生により市長が避難の勧告および指示に関する措置ができ 北海道地域防災計画を踏まえた

って実施する。 ないときは、市長に代わって実施する。 修正

（以下略）

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） 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 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、海上保安官がその場にいないときに限り、次の措 ている場合において、市長等、警察官、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 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。 市長（( 6 )については、当該措置命令等を行った場所を管轄する警察署長）に通知しなけ 字句の修正

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） （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） （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） （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の除去等（災害対策基本法第64条第8 （4） 他人の土地等の一時使用等および被災工作物の除去等（災害対策基本法第64条第8

項） 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） （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 （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） 本法第76条の3第3項）
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頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

85 第２項 避難勧告等の発令 第２項 避難勧告等の発令

１．避難勧告等の発令基準 １．避難勧告等の発令基準

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。 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告および避難指示（緊急）は、次の基準により発 国のガイドラインを踏まえた

令する。 修正

（発令に至るまでの状況） （発令に至るまでの状況）

（以下略）

項　目 発令時の状況 住民等に求める行動

避難準備情報
(要配慮者
避難情報)

（略）

・要配慮者等、特に避難行動に時
　間を要する者は、計画された避
　難場所への避難行動を開始（避
　難支援者は支援行動を開始）
・上記以外の者は、家族等との連
　絡、非常持出品の用意等、避難
　準備を開始

避難勧告 （略）
・通常の避難行動が出来る者は、
　計画された避難場所等への避難
　行動を開始

避難指示 （略）

・避難勧告等の発令後で待機中の
　住民は、確実な避難行動を直ち
　に完了
・未だ避難していない対象住民は、
　直ちに避難行動に移るとともに、
　そのいとまがない場合は生命を
　守る最低限の行動

項　目 発令時の状況 住民等に求める行動

避難準備・
高齢者等
避難開始

（略）

・避難に時間のかかる要配慮者とその支援者は立退き避難する。
・その他の人は立退き避難の準備を整えるとともに、以後の防
　災気象情報、水位情報等に注意を払い、自発的に避難を開始
　することが望ましい。
・特に、突発性が高く予測が困難な土砂災害の危険性がある区
　域や急激な水位上昇のおそれがある河川沿いでは、避難準備
　が整い次第、当該災害に対応した指定緊急避難場所へ立退き
　避難することが強く望まれる。

避難勧告 （略）

・予想される災害に対応した指定緊急避難場所へ速やかに立退
　き避難する。
・指定緊急避難場所への立退き避難はかえって命に危険を及ぼ
　しかねないと自ら判断する場合には、「緊急的な待避場所」
　（近隣のより安全な場所、より安全な建物等）への避難や、
　少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として、「屋内で
　の安全確保措置」（屋内でもより安全な場所へ移動）をとる。

避難指示
（緊急）

（略）

・既に災害が発生していてもおかしくない極めて危険な状況と
　なっており、未だ避難していない人は、予想される災害に対
　応した指定緊急避難場所へ緊急に避難する。
・指定緊急避難場所への立退き避難はかえって命に危険を及ぼ
　しかねないと自ら判断する場合には、「緊急的な待避場所」
　への避難や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動とし
　て、「屋内での安全確保措置」をとる。
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頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

２．避難勧告等の伝達

（中略）

86 (2) 伝達手段 (2) 伝達手段

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 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。 的に組み合わせ実施する。

その他所要の修正（Ｌアラート

による伝達に修正）

その他所要の修正（電話による

伝達の実施に係る修正）

第３項 （略）

第４項 避難所の開設・運営 第４項 避難所の開設・運営

市（教育対策部）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 市（教育対策部）は、地震等による災害が発生し、避難勧告等の発令があったときなど、 字句の修正

ど、下記「避難所の開設基準」に基づいて、避難所を開設する。 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るときは、事業所等の協力を得て、臨時の なお、災害の発生状況に応じ必要があると認めるときは、事業所等の協力を得て、臨時の

避難所を開設する。 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 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。 行う。

「避難所の開設基準」 「避難所の開設基準」

国のガイドラインを踏まえた

修正

87 １．避難所の開設 １．避難所の開設

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 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

限り速やかに市職員を避難所へ派遣し、施設の安全性を確認した後、避難所を開設する。 限り速やかに市職員を避難所へ派遣し、施設の安全性を確認した後、避難所を開設する。

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

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　避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告および

避難指示（緊急）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

避難情報等の伝達手段 詳　　　　　　細

Ｌアラート（災害情報共有
システム）による伝達

北海道防災情報システムのＬアラート連携機能により、テレ
ビ、ラジオ、インターネット等の各メディアを通じ伝達する。

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ズ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、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、住民組織、官公署、事業所等への電話や戸別訪問により伝
達する。

（削除）

避難情報等の伝達手段 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ズが提供するイン
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。

函館市地域防災計画 新旧対照表（平成30年３月改訂） 基本・地震・津波災害対策編
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頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

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、 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、 その他所要の修正（避難所地域

地域住民自らが避難所を解錠し、避難者を受け入れる。 避難所の開設基準①または②に該当する災害が発生た場合、避難所地域協力員は自らの避 協力員の解錠基準等の追加）

（以下略） 難行動に合わせ避難所に行き、市職員が避難所に到着していない場合は避難所を解錠し、

避難者を受け入れる。

３．避難所運営の実務 ３．避難所運営の実務

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 市（教育対策部）は、「函館市避難所運営マニュアル」により、避難者およびボランテ 避難所の適切な管理運営に係る

の期間、次のような運営実務を実施する。 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。 修正

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 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、 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。 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。

（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 (1) 施設利用計画作成等の平常時における対策

（2）避難者の健康状態の把握 (2) 避難者の受付、避難スペースの割当て（屋外避難者、ペット同伴者の対応を含む）

（3）要配慮者への配慮 （3）要配慮者、女性や子育て家庭のニーズへの配慮

（4）女性や子育て家庭のニーズへの配慮 （4）避難者の健康状態の把握（屋外避難者を含む）

（5）災害対策本部との情報連絡 （5）災害対策本部との連絡調整

（追加） （6）飲料水や食料、衣類などの必要物資の把握と要請

（追加） (7) 避難所運営委員会の設置および運営支援

（追加） （8）避難所の衛生環境、生活環境の確保

第５項 ～ 第６項 （略）

第７節 生活救援対策

（中略）

第１項 ～ 第４項 （略）

第５項 防疫・環境対策の実施

（中略）

93 ５．大気汚染対策

市（環境対策部）は、構造物の撤去・解体等に伴う粉塵、道路の渋滞による大気の汚染

が予想されるため、解体工事に伴う粉塵の抑制方法や自動車使用の自粛等について広報す

るなど、大気汚染の防止を図る。

（追加） ６．石綿飛散防止対策 北海道地域防災計画を踏まえた

被災建築物からの石綿の飛散による二次被害を防止するため、市（環境対策部）は、環 修正

境省が作成した「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」に基づき、建築

物等の被災状況の把握、建築物等の所有者等に対する応急措置の指導等を実施する。

第８節 要配慮者対策 （略）

96 第９節 愛玩動物の救護対策 第９節 家庭動物等の救護対策 字句の修正

（追加） 災害時における動物の適正飼養、動物の避難は、北海道動物の愛護及び管理に関する条例

に基づき、飼い主自らの責任により行う。

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 市（保健衛生対策部）は、災害時に放置された家庭動物等について、道南獣医師会および

物愛護団体と連携・協力して動物救援本部を設置し、北海道の指導・助言のもと愛玩動物の 動物愛護団体と連携・協力して動物救援本部を設置し、北海道の指導・助言のもと家庭動物

救護対策を実施する。 等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 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・ 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。 連携して家庭動物等の救護活動を行う。
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頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

第10節 ボランティアの受入れ・派遣 （略）

第11節 安否の確認、遺体の安置・措置

（中略）

99 第１項 安否の確認 第１項 安否の確認

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、 市（保健福祉対策部、教育対策部、消防部）は、災害対策本部の指示により、住民基本台 その他所要の修正（安否情報の

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 帳、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 収集に係る記述の修正）

等を活用し、積極的に安否の確認を行う。 名簿等を活用し安否の確認を行い、市（総務対策部）に報告する。

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 その他の対策部についても、災害の状況により必要な場合は、災害対策本部の指示により、

ネットによる災害用伝言板サービスを利用する。 災害応急対策の実施において住民等の安否を確認し報告する。

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）インターネットによる

災害用伝言板（Web171）を利用する。

第２項 （略）

100 第３項 行方不明者の捜索 第３項 行方不明者の捜索

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 １．捜索の対象 北海道地域防災計画を踏まえた

の作成と捜索を実施する。 災害により現に行方不明の状態にあり、生死が未だ判明しないまたは周囲の状況により 修正

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 既に死亡していると推定される者

する。 ２．捜索の実施

（以下略） 災害対策本部は、市（消防部）に指示するほか、被災の状況により、各対策部に可能な

範囲での実施を指示するとともに、警察および函館海上保安部に協力を要請し捜索を実施

する。被災の状況によっては、地域住民の協力を得て実施する。

102 第12節 文教対策

（中略）

第２項 応急教育の実施

（中略）

１．休校措置 １．休校措置

学校等の管理者は、学校施設の被災、その他の理由により校務運営上やむを得ないと認 学校等の管理者は、学校施設の被災、その他の理由により校務運営上やむを得ないと認

めるときは、市（教育対策部）と協議し、休校措置をとる。 めるときは、市（教育対策部）と協議し、休校措置をとる。

この場合、学校等の管理者は直ちにその旨を各園児・児童・生徒に周知するとともに、 この場合、学校等の管理者は直ちにその旨を各園児・児童・生徒に周知するとともに、

教育対策部は、企画対策部と連携をとりラジオ、テレビおよび広報車等を通じて休校措置 教育対策部は、必要に応じて企画対策部と連携をとり、報道機関等を通じて休校措置等に 字句の修正

等について周知徹底を図る。 ついて周知徹底を図る。

（以下略）

第13節 緊急輸送 （略）

第14節 建物対策

（中略）

第１項 災害時の住宅の供給

１．応急的な住宅の供給・修理

（中略）

108 (1) 入居対象者は、次の条件に該当していなければならない。 (1) 入居対象者は、次の条件に該当していなければならない。

ア 住宅が全壊、全焼または流出した者であること。 ア 住宅が全壊、全焼または流出した者であること。

イ 居住する住家がない者であること。 イ 居住する住家がない者であること。

ウ 自らの資力では住宅を確保できない経済的弱者で、次に該当する者であること。 ウ 自らの資力では住宅を確保できない者で、次に該当する者であること。 字句の修正
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頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

（ア）生活保護法の被保護者および要保護者 （ア）生活保護法の被保護者および要保護者

（イ）特定の資産のない失業者、寡婦、母子世帯、老人、病弱者、身体障がい者、 （イ）特定の資産のない失業者、寡婦、母子世帯、高齢者、病弱者、身体障がい者、 字句の修正

勤労者、小企業者等 勤労者、小企業者等

（2） 応急仮設住宅の入居者の選定については市が行う。 （2） 応急仮設住宅の入居者の選定については市が行う。

（3） 応急仮設住宅の建設 （3） 応急仮設住宅の建設

原則として応急仮設住宅の設置は、知事が行う。 原則として応急仮設住宅の設置は、知事が行う。

（追加） （4） 応急仮設住宅の建設用地 北海道地域防災計画を踏まえた

市（建築対策部）は、災害時に応急仮設住宅の設置が速やかに行われるよう、建設 修正

可能地や建設可能戸数について、あらかじめ把握するものとする。

（4） 規模、構造、存続期間および費用 （5） 規模、構造、存続期間および費用

ア 応急仮設住宅の標準基模は、一戸につき29.7㎡を基準とする。構造は、原則とし ア 応急仮設住宅の標準基模は、１戸につき平均29.7㎡を基準とする。構造は、原則

て軽量鉄骨組立方式による５連戸以下の連続建て若しくは共同建てとし、その仕様 として軽量鉄骨組立方式による２～６戸の連続建てもしくは共同建てとし、その仕

は「応急仮設住宅仕様基準」のとおりとする。ただし、被害の程度その他必要と認 様は「応急仮設住宅仕様基準」のとおりとする。ただし、被害の程度その他必要と

めた場合は、一戸建てまたは、木造住宅により実施する。 認めた場合は、一戸建てまたは木造住宅により実施する。

イ 応急仮設住宅の存続期間は、その建築工事を完了した後、３月以内であるが、特 イ 応急仮設住宅の存続期間は、その建築工事を完了（または、借上げに係る契約を

定行政庁の許可を受けて、２年以内とすることができる。ただし、特定非常災害の 締結）した後、３月以内であるが、特定行政庁の許可を受けて、２年以内とするこ

被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律（平成８年法律第85 とができる。ただし、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別

号）に基づき、政令で指定されたものに係る応急仮設住宅については、さらに期間 措置に関する法律（平成８年法律第85号）に基づき、政令で指定されたものに係る

を延長することができる。 応急仮設住宅については、さらに期間を延長することができる。

ウ 費用は、災害救助法および関係法令の定めるところによる。 ウ 費用は、災害救助法および関係法令の定めるところによる。

（6）運営管理

（追加） 市（建築対策部、各対策部）は、応急仮設住宅の管理運営における安心・安全の確

保、孤立死や引きこもりなどを防止するためのケア、入居者によるコミュニティの形

成および運営に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性をはじめとする生活者の

意見を反映できるよう配慮するものとする。また、必要に応じて、応急仮設住宅にお

ける家庭動物等の受入れに配慮するものとする。

２．災害公営住宅の建設

２．災害公営住宅の建設 (1) 災害公営住宅は、大規模な災害が発生し、住宅の被害が次の各号の１以上に達した場 北海道地域防災計画を踏まえた

北海道（渡島総合振興局）または知事の委任を受けた市（建築対策部）は、大規模な災 合に、滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため、国から補助を受けて整 修正

害が発生し、住宅の被害が「災害公営住宅建設の基準」に達したときは、低所得被災世帯 備する。

のために、災害公営住宅を建設し入居させる。 ア 地震、暴風雨、洪水、高潮その他異常な天然現象による災害の場合

（ア）被災地全域の滅失戸数が５００戸以上のとき。

（イ）１市町村の区域内の滅失戸数が２００戸以上のとき。

（ウ）滅失戸数がその市町村の区域内の住宅戸数の１割以上のとき。

イ 火災による場合

（ア）被災地域の滅失戸数が２００戸以上のとき。

（イ）滅失戸数がその市町村の区域内の住宅戸数の１割以上のとき。

(2) 整備および管理者

災害公営住宅は市（建設対策部）が整備し、管理する。ただし、知事が北海道におい

て整備する必要を認めたときは北海道が整備し、整備後は公営住宅法第46条の規定によ

る事業主体の変更を行って市に譲渡し、管理は市（建設対策部）が行う。

(3) 整備管理等の基準

災害公営住宅の整備およびその管理はおおむね次の基準による。

ア 入居者の資格

（ア）当該災害発生の日から３年間は当該災害により住宅を失った者であること。

（イ）月収２１４，０００円以下（当該災害発生の日から３年を経過した後は、
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函館市地域防災計画 新旧対照表（平成30年３月改訂） 基本・地震・津波災害対策編

頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

１５８，０００円）で函館市営住宅条例（平成９年函館市条例第29号）で定める

金額を超えないこと。

（ウ）現に同居しまたは同居しようとする親族があること。

（エ）現に住宅に困窮していることが明らかであること。

イ 構造

再度の被災を防止する構造とする。

ウ 整備年度

原則として当該年度、やむを得ない場合は翌年度。

エ 国庫補助

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

２。ただし、激甚災害の場合は４分の３。

（イ）借上げを行う場合は住宅共用部分工事費の５分の２。

第２項 ～ 第３項 （略）

110 第４項 建物の解体・撤去

（中略）

「災害公営住宅建設の基準」（表）

（略） 削除（第１項「２．災害公営住宅の建設」に基準を記載）

第５項 （略）

111 第15節 ライフライン施設の応急対策

（中略）

第１項 上・下水道施設の応急対策

（中略）

１．被害および応急復旧状況の伝達 １．被害および応急復旧状況の伝達

市（企業対策部）は、被害や応急復旧状況について市（総務対策部）へ報告する。報告 市（企業対策部）は、被害や応急復旧状況について市（総務対策部）へ報告する。市（ 字句の修正

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 総務対策部）から報告を受けた市（企画対策部、地区対策本部）は、ホームページや広報

提供する。 紙への掲載、報道機関への情報提供、防災行政無線等により市民等に情報を提供する。

（以下略）

第２項 電力施設の応急対策

（中略）

１．被害情報および復旧状況の伝達 １．被害および応急復旧状況の伝達 字句の修正

北電函館支店は、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 北電函館支店は、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。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 る。市（総務対策部）から報告を受けた市（企画対策部、地区対策本部）は、ホームペー

に情報を提供する。 ジや広報紙への掲載、報道機関への情報提供、防災行政無線等により市民等に情報を提供

（以下略） する。

112 第３項 ガス施設の応急対策

（中略）

１．被害および応急復旧状況の伝達 １．被害および応急復旧状況の伝達

北ガス函館支店は、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 北ガス函館支店は、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。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 する。市（総務対策部）から報告を受けた市（企画対策部、地区対策本部）は、ホームペ 字句の修正

等に情報を提供する。 ージや広報紙への掲載、報道機関への情報提供、防災行政無線等により市民等に情報を提

（以下略） 供する。
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頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

第４項 通信施設の応急対策 第４項 通信施設の応急対策

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 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 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。 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 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、被災者等に対し、災害用伝言ダイヤル1 7 1を開設し、地震などによる災害時に、家族や に、被災者等に対し、災害用伝言ダイヤル(171)、災害用伝言板（Web171）を開設し、地震 その他所要の修正（災害用伝言

知人等の安否が確認できるサービスを提供する。 などによる災害時に、家族や知人等の安否が確認できるサービスを提供する。 板（Web171）の追加）

１．被害情報および復旧状況の伝達 １．被害および応急復旧状況の伝達 字句の修正

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 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。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 策部）へ報告する。市（総務対策部）から報告を受けた市（企画対策部、地区対策本部）

等により市民等に情報を提供する。 は、ホームページや広報紙への掲載、報道機関への情報提供、防災行政無線等により市民

（以下略） 等に情報を提供する。

113 ４．被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 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。 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 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 その他所要の修正（災害用伝言

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。 言ダイヤル(171)、災害用伝言板（Web171）を開設し、被災者の安否確認等に関する通信 板（Web171）の追加）

を確保する。

114 第５項 鉄道施設の応急対策

（中略）

１．被害情報および復旧状況の伝達 １．被害および応急復旧状況の伝達 字句の修正

ＪＲ北海道およびＪＲ貨物は、被害や応急復旧状況についてとりまとめ、市（総務対策 ＪＲ北海道およびＪＲ貨物は、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。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 部）へ報告する。市（総務対策部）から報告を受けた市（企画対策部、地区対策本部）は、

により市民等に情報を提供する。 ホームページや広報紙への掲載、報道機関への情報提供、防災行政無線等により市民等に

（以下略） 情報を提供する。

第６項 都市交通施設の応急対策

（中略）

１．被害情報および復旧状況の伝達 １．被害および応急復旧状況の伝達 字句の修正

市（企業対策部）および民間都市交通事業者は、被害や応急復旧状況についてとりまと 市（企業対策部）および民間都市交通事業者は、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。報告を受けた市（企画対策部）は、報道機関や防災行 め、市（総務対策部）へ報告する。市（総務対策部）から報告を受けた市（企画対策部、

政無線、広報紙等により市民等に情報を提供する。 地区対策本部）は、ホームページや広報紙への掲載、報道機関への情報提供、防災行政無

（以下略） 線等により市民等に情報を提供する。

項　　　　目 備　　　　　　考

特設・臨時公衆電話の設置
　災害救助法が適用された地域およびこれに準
じた地域について、無料公衆電話を設置する。

街頭公衆電話の解放
　災害による広域停電時において、無料で街頭
の公衆電話を解放する。

災害用伝言ダイヤル171
　被災地内の電話番号をもとに、安否等の情報
を音声により伝言するボイスメールサービスを
提供する。

（追加）

項　　　　目 備　　　　　　考

特設・臨時公衆電話の設置
　災害救助法が適用された地域およびこれに準
じた地域について、無料公衆電話を設置する。

街頭公衆電話の解放
　災害による広域停電時において、無料で街頭
の公衆電話を解放する。

災害用伝言ダイヤル171
　被災地内の電話番号をもとに、安否等の情報
を音声により伝言するボイスメールサービスを
提供する。

災害用伝言版（Web171）
　被災地内の電話番号をもとに、安否等の情報
を文字によりインターネット上の伝言板に登録
するサービスを提供する。
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頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

115 第16節 土木および公共施設の応急対策

（中略）

第１項 道路・橋梁、河川・港湾・空港・海岸施設の応急対策

（中略）

１．危険箇所、被害程度の把握と復旧情報の伝達 １．危険箇所、被害程度の把握と復旧情報の伝達

函館開発建設部、渡島総合振興局函館建設管理部および市（土木対策部、港湾空港対策 函館開発建設部、渡島総合振興局函館建設管理部および市（土木対策部、港湾空港対策

部、農林水産対策部）の各施設管理者は、危険箇所、被害程度を把握し、復旧期間等の情 部、農林水産対策部）の各施設管理者は、危険箇所、被害程度を把握し、復旧期間等の情

報を市（総務対策部）に報告する。報告を受けた市（企画対策部）は、報道機関や防災行 報を市（総務対策部）に報告する。市（総務対策部）から報告を受けた市（企画対策部、 字句の修正

政無線、広報紙等により市民等に情報を提供する。 地区対策本部）は、ホームページや広報紙への掲載、報道機関への情報提供、防災行政無

（以下略） 線等により市民等に情報を提供する。

116 第２項 がけ地・急傾斜地等の応急対策 第２項 がけ地・急傾斜地等の応急対策

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 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 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。 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 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。 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 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 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。 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 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。 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 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。市 字句の修正

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。 （総務対策部）から報告を受けた市（企画対策部、地区対策本部）は、ホームページや広報

紙への掲載、報道機関への情報提供、防災行政無線等により市民等に情報を提供する。

第３項 ～ 第４項 （略）

第17節 災害警備対策 （略）

118 第18節 津波対策

（中略）

第１項 （略）

第２項 津波警報等と予報区域 第２項 津波警報等と予報区 字句の修正

気象庁から発表される津波警報等の種類、発表基準、発表される津波の高さは次のとおり 気象庁から発表される津波警報等の種類、発表基準、発表される津波の高さは次のとおり

である。 である。なお、本市の津波予報区は北海道太平洋沿岸西部である。

（以下略）
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頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

119 第３項 避難情報の発令基準 第３項 避難情報の発令基準

避難情報の発令基準は次表のとおりとする。 避難情報の発令基準は次表のとおりとする。

国のガイドラインを踏まえた

修正

第４項 津波の警戒と応急対策

（中略）

２．津波情報の広報 ２．津波情報の広報

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 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。 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 なお、車両による広報については、避難の要否、津波の到達時間や車両運行の安全確保等 その他所要の改正（車両広報に

り津波の到達まで時間的余裕があるときに限り行う。 を総合的に勘案して行う。 係る記述の修正）

（以下略）

120 第５項 避難対策計画

（中略）

２．津波避難所の開設・運営 ２．津波に係る指定緊急避難場所の開設・運営 字句の修正

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 市（教育対策部）は、避難指示（緊急）の発令があったときは、津波に係る指定緊急避 国のガイドラインを踏まえた

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。 難場所（緊急避難地、広域避難地および津波避難ビルを除く）に市職員を派遣し、施設管 修正

理者と連携を図りながら、開設および運営にあたる。 字句の修正

３．津波避難ビルの開設 ３．津波避難ビルの開設

施設管理者は、避難勧告または指示が発令されたときは、避難者の受入れを行う。また、 施設管理者は、避難指示（緊急）が発令されたときは、避難者の受入れを行う。また、 国のガイドラインを踏まえた

市（総務対策部）は、施設管理者や避難者の協力のもと、避難状況の把握に努める。 市（総務対策部）は、施設管理者や避難者の協力のもと、避難状況の把握に努める。 修正

121 第19章 災害救助法の適用

（中略）

災害救助法の適用基準（表）

（略） 表右上の「（平成２７年４月１日現在）」を削除

基　準 避難情報 発令基準

避難指示
想定される津波に対応した津波浸水予測
（H18想定）区域

避難勧告
最大クラスの津波に対する浸水想定（H24
想定）区域のうち、上記の避難指示の範囲
を除く区域

沿岸部に大津波警報
が発表された場合

避難指示
最大クラスの津波に対する浸水想定（H24
想定）区域

沿岸部に津波警報が
発表された場合

避難情報 基　準 発令範囲

沿岸部に津波警報が
発表された場合

沿岸部に大津波警報
が発表された場合

避難指示
（緊急）

最大クラスの津波に対する浸水想定（H24
想定）区域
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頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

122 第２項 災害救助法による救助内容 第２項 災害救助法による救助内容

北海道地域防災計画を踏まえた

修正

123 第４章 災害復旧計画

（中略）

第１節 市民生活安定のための支援

（中略）

第１項 被災者生活再建支援制度

（中略）

２．制度の対象となる被災世帯 ２．制度の対象となる被災世帯

（1） 住宅が全壊した世帯 （1） 住宅が全壊した世帯

（2） 住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 （2） 住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯

（3） 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯 （3） 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯

（4） 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯 （4） 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯（大規模半 北海道地域防災計画を踏まえた

壊世帯） 修正

第２項 （略）

124 第３項 その他各種支援窓口の整備 第３項 その他各種支援窓口の整備

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 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、罹災証明書の発行や各種手続き業務に混乱が生じないよう、手続きを行 災者が出たときは、罹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、手続きを行

う窓口について 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 、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。 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。

・収容施設（応急仮設住宅を含む。）の供与

・炊き出しその他による食品の供与および飲料水の供給

・被服、寝具その他生活必需品の供与または貸与

・医療および助産

・災害にかかったものの救出

・災害にかかった住宅の応急修理

・生業に必要な資金、器具または資料の供与または貸与

・学用品の供与

・埋葬

・死体の捜索および措置

・障害物の除去

・輸送および人夫雇上

救助の内容

救助の種類 実施期間 実施者区分

避難所の設置 ７日以内 市

応急仮設住宅の供与

20日以内に着工
建設工事完了後3ｹ月以内
※特定行政庁の許可を受
けて２年以内に延長可能

対象者、対象箇所の選定：市
設置：道（ただし、委任したときは市）

炊き出しその他による食品の給与 ７日以内 市

飲料水の供給 ７日以内 市

被服、寝具その他生活必需品
の給与または貸与

10日以内 市

医療 14日以内
道・日赤道支部（ただし、委任したときは
市）

助産 分べんの日から７日以内
道・日赤道支部（ただし、委任したときは
市）

災害にかかった者の救出 ３日以内 市

住宅の応急修理 １か月以内 市

学用品の給与
教科書等１か月以内
文房具等15日以内

市
市

埋葬 10日以内 市

遺体の捜索 10日以内 市

遺体の処理 10日以内 市・日赤道支部

障害物の除去 10日以内 市

生業資金の貸与 現在運用されていない

（注）期間については、すべて災害発生の日から起算することとし、内閣総理大臣の承認を得て実施期間を
　　延長することができる。
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頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

字句の修正

第４項 経済の復旧支援 第４項 経済の復旧支援

市は、災害により被害を受けた中小企業者や、農林漁業従事者に対し、次の融資制度を設 市は、災害により被害を受けた中小企業者や、農林漁業従事者に対し、次の融資制度を設

けている。 けている。

組織改編等による修正

（追加） 第５項 地震保険の活用 北海道地域防災計画を踏まえた

地震保険は、地震保険に関する法律（昭和41年法律第73号）に基づき、地震等による被災 修正

者の生活安定に寄与することを目的として、保険会社等が負う地震保険責任を政府が再保険

する保険制度であり、被災者の住宅再建にとって有効な手段の一つであることから、市（総

務部）は、北海道や関連団体と連携、協力し、その制度の普及促進に努める。

125 第２節 災害復旧事業の推進

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

甚大な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。

激甚法による財政援助等を受ける事業は、次のとおりである。

１．公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 １．公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助

（1）公共土木施設災害復旧事業 （1）公共土木施設の災害復旧事業

（2）公共土木施設災害関連事業 （2）公共土木施設の災害復旧事業と合併して行う政令で定める施設の新設または改良に 時点修正

関する事業

（3）公立学校施設災害復旧事業 （3）公立学校の施設の災害復旧事業

（4）公営住宅災害復旧事業 （4）公営住宅または共同施設の建設または補修に関する事業

（5）生活保護施設災害復旧事業 （5）生活保護法の規定により設置された保護施設の災害復旧事業

（6）児童福祉施設災害復旧事業 （6）児童福祉施設の災害復旧事業

（7）老人福祉施設災害復旧事業 （7）幼保連携型認定こども園またはみなし幼保連携型認定こども園の災害復旧事業

（8）身体障害者更生援護施設災害復旧事業 （8）養護老人ホームおよび特別養護老人ホームの災害復旧事業

（9）知的障害者援護施設災害復旧事業 （9）身体障害者社会参加支援施設の災害復旧事業

支援の種類 市・関係機関 支　援　内　容

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

（略）

支援の種類 市・関係機関 支　援　内　容

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
建築対策部
教育対策部

専門相談員や専門ボランティアを配置し、住宅相
談、保健・福祉・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

（略）

種　　類 担当部 支　援　の　概　要

中小企業への融資 経済対策部
設備資金、運転資金として災害対策緊急融資
を行う。

農業等への融資 農林水産対策部 農林漁業金融公庫などからの融資を行う。

種　　類 担当部 支　援　の　概　要

中小企業への融資 経済対策部
設備資金、運転資金として災害対策緊急融資
を行う。

農業等への融資 農林水産対策部 日本政策金融公庫などからの融資を行う。
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函館市地域防災計画 新旧対照表（平成30年３月改訂） 基本・地震・津波災害対策編

頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

（10）婦人保護施設災害復旧事業 （10）障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホームまたは障害福祉サービスの事

業の用に供する施設の災害復旧事業

（11）感染症指定医療機関災害復旧事業 （11）婦人保護施設の災害復旧事業

（12）感染症予防事業 （12）感染症指定医療機関の災害復旧事業

（13）堆積土砂排除事業 （13）感染症予防事業

（14）湛水排除事業 （14）特定私立幼稚園の災害復旧事業

（追加） （15）河川、道路、公園その他の施設で政令で定めるものの区域内の堆積土砂の排除事業

（追加） （16）河川、道路、公園その他の施設で政令で定めるものの区域外の堆積土砂の排除事業

（追加） （17）湛水の排除事業

（以下略）

126 ３．中小企業に関する特別の助成 ３．中小企業に関する特別の助成

（1）中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 （1）中小企業信用保険法による災害関係保証の特例

（2）小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金等の償還期間等の特例 （削除） 時点修正

（3）事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 （2）事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助

（4）中小企業者に対する資金の融通に関する特例 （削除）

４．その他の財政援助および助成 ４．その他の特別の財政援助および助成 時点修正

（1）公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 （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 （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 （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 （4）母子及び父子並びに寡婦福祉法による国の貸付の特例

（5）水防資材費の補助の特例 （5）水防資材費の補助の特例

（6）被災者公営住宅建設事業に対する補助の特例 （6）罹災者公営住宅建設等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 （削除）

（8）小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等 （7）小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等

（9）雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例 （8）雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例
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函館市地域防災計画 新旧対照表（平成30年３月改訂） 基本・地震・津波災害対策編

頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

126 第２項 その他の法令による災害復旧事業 第２項 その他の法令による災害復旧事業

激甚法以外で法令に基づいて財政援助の対象となる事業の概要は、次のとおりである。 激甚法以外で法令に基づいて財政援助の対象となる事業の概要は、次のとおりである。

北海道地域防災計画を踏まえた

修正
法　　　　　令 財政援助を受ける事業

公共土木施設災害復旧事業費
国庫負担法

河川、海岸、道路、港湾、漁港の復旧事業

公立学校施設災害復旧費国庫
負担法

公立学校施設の復旧事業

公営住宅法
公営住宅および共同施設（児童遊園、共同浴場、集
会所等）の復旧事業

土地区画整理法 災害により急を要する土地区画整理事業

感染症予防法 感染症指定医療機関復旧事業、感染症予防事業
廃棄物の処理および清掃に関
する法律

災害により特に必要となった廃棄物の処理

予防接種法 臨時に行う予防接種
農林水産施設災害復旧費国庫
補助の暫定措置に関する法律

農地、農業用施設、林業用施設、漁港施設、共同利
用施設の復旧事業

水道法 上水道施設の復旧事業
下水道法 下水道施設の復旧事業
道路法 道路の復旧事業

河川法 河川の復旧事業

海岸法
海岸保全施設（堤防、突堤、護岸、離岸堤）の復旧
事業

港湾法 港湾施設の復旧事業

生活保護法 生活保護施設復旧事業
児童福祉法 児童福祉施設復旧事業
身体障害者福祉法 身体障害者更生援護施設復旧事業

老人福祉法 老人福祉施設復旧事業
知的障害者福祉法 知的障害者援護施設復旧事業
売春防止法 婦人保護施設復旧事業

適用法令 事業名 事業主体

河川 国、道、市

海岸 〃

道路 国、道、市

港湾
国、道、管
理組合、市

漁港 国、道、市

下水道 道、市

公園等 〃

空港法 空港 国、道、市

農地
道、市、土
地改良区等

農業用施
設

道、市、土
地改良区等

林業用施
設

道、市、組
合

漁業用施
設

道、組合

共同利用
施設

組合

公営住宅
法

公営住宅 道、市

生活保護
法

保護施設 社福法人等

老人福祉
法

老人福祉
施設

社福法人

障害福祉
サービス
事業所
居宅介護
事業所、
短期入所
事業所、
共同生活
援助事業
所、相談
支援事業
所
障害者支
援施設

社福法人

道、市、社
福法人等

社福法人、
医療法人等
社福法人

助産施設
等

道、社福法
人等

児童厚生
施設

社福法人等

対象および内容

助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚
生施設、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短
期治療施設等

児童発達支援センター

児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所
助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養
護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設等

児童厚生施設

公営住宅

救護施設、更生施設、授産施設、宿所提供施設

養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホー
ム、老人福祉センター等

療養介護事業、生活介護事業、自立訓練事業、就労移行
支援事業、就労継続支援事業を行うもの

居宅介護事業所（居宅介護事業所、重度訪問介護事業
所、同行援護事業所、行動援護事業所）、短期入所事業
所、共同生活援助事業所、相談支援事業所

障害者支援施設

基本施設(滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン)、排水施
設、照明施設、護岸、道路、自動車駐車場、橋、法令で
定める空港用地、無線施設、気象施設、施設(道、市に
ついては、上記から無線施設、気象施設、管制施設を除
く）

農地

用排水路、ため池、頭首工、揚水施設、農業用道路、農
地保全施設

林地荒廃防止施設・林道

沿岸漁場整備開発施設（消波堤、離岸堤、潜堤、護岸、
導流堤、水路または着定基質）、漁港施設（水産業協同
組合の維持管理に属する外郭施設、係留施設、水域施
設）

倉庫、加工施設、共同作業場、その他

障害者総合
支援法に基
づき事業を
実施する法
人等

堤防、護岸、水制、床止等

堤防、護岸、突堤等

トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と
一体となってその効果を全うする施設または工作物等

水域施設(航路、泊地、船だまり)、外郭施設(防波堤、
水門、堤防)、係留施設(岸壁、浮標）、臨港交通施設等

障害者総
合支援法

児童福祉
施設

児童福祉
法

公共土木
施設災害
復旧事業
国庫負担
法

農林水産
業施設災
害復旧事
業費国庫
補助の暫
定措置に
関する法
律

水域施設、外かく施設、けい留施設、輸送施設

公共下水道、流域下水道、都市下水路

都市公園および特定地区公園（カントリーパーク）の園
路・広場、修景施設、保養施設、運動施設等

32



函館市地域防災計画 新旧対照表（平成30年３月改訂） 基本・地震・津波災害対策編

頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

感染症の
予防及び
感染症の
患者に対
する医療
に関する
法律

感染症法
予防事業

市

上水道施
設災害復
旧費及び
簡易水道
施設災害
復旧費補
助金交付
要綱

水道施設
災害復旧
事業

市、一部事
務組合

公立学校
施設災害
復旧費国
庫負担法

公立学校
施設災害
復旧事業

道、市

公立諸学
校建物其
他災害復
旧費補助
金交付要
綱

公立学校
施設災害
復旧事業

道、市

街路 道、市

都市排水
施設等

〃

堆積土砂
排除

市

廃棄物の
処理及び
清掃に関
する法律

災害等廃
棄物処理

市（一部
事務組合、
広域連合
含む）

下水道

都市排水
路

公園

宅地
建築物の敷地である土地(これに準ずるものを含む)に堆
積した降灰で、市町村長が指定した場所に集積されたも
のを運搬しおよび処分する事業

市

都市計画区域内にある都市排水施設で排水路、排水機、
樋門およびその付属施設都市計画区域内にある地方公共
団体の維持管理に属する公園（自然公園を除く。）、広
場、緑地、運動場、墓園および公共空地

一つの市町村の区域内の市街地において災害により発生
した土砂等の流入、崩壊等により堆積した土砂の総量が
３万ｍ３以上であるもの、または２千ｍ３以上の一団を
なす堆積土砂又は20ｍ以内の間隔で連続する堆積土砂
で、その量２千ｍ３以上であるもので、基本方針に定め
る条件に該当する堆積土砂を排除する事業

災害その他の事由のために実施した生活環境の保全上、
特に必要とされる廃棄物の収集、運搬および処分に係る
事業ならびに災害に伴って便槽に流入した汚水の収集、
運搬および処分に係る事業等

公共下水道ならびに都市下水路の排水管および排水渠
(これらに直接接続するポンプ場の沈砂池等を含む)内に
堆積した降灰を収集し、運搬しおよび処分する事業

都市排水路の水路内に堆積した降灰収集し、運搬しおよ
び処分する事業

公園上に堆積した降灰収集し、運搬しおよび処分する事
業

感染症予防・ねずみ族昆虫の駆除等

・被災した施設を原形に復旧する事業（原形に復旧する
ことが著しく困難な場合においては、当該施設の従前の
効用を復旧するための施設を設置する事業を含む。）
・応急的に施設を設置する事業（応急的に共同給水装置
を設置する事業を含む。）

公立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学
校、特別支援学校、大学および高等専門学校の施設（建
物、建物以外の工作物、土地、設備）

教員住宅、特定学校借上施設および校舎の新築復旧に伴
う応急仮設校舎等

都市計画法第18条、第19条または第22条の規定により決
定された施設道路および土地区画整理事業により築造さ
れ道路(道路の附属物のうち、道路上のさくおよび駒止
を含む。)で道路法第18条第2項の規定による道路の供用
の開始の告示がなされていないもの

活動火山
対策特別
措置法

都市局所
管降灰除
去事業費
補助金交
付要綱

都市災害
復旧事業
国庫補助
に関する
基本方針
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頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

129 第３節 災害復興事業 第３節 災害復興事業

災害復興事業については、復興のためのまちづくりをはじめとし、市民生活再建、経済復 災害復興事業については、復興のためのまちづくりをはじめとし、市民生活再建、経済復

興等のすべての分野を対象とする。 興等のすべての分野を対象とする。

特に、復興のためのまちづくりにおいては市民等との合意形成をはかりながら基本方針を 特に、復興のためのまちづくりにおいては市民等との合意形成をはかりながら、国や北海 字句の修正

策定する。基本方針策定に向けて、函館市の都市づくりの理念に都市防災関連事業制度を重 道との連携、協力のもと、新たな付加価値を加えたまちの再構築を図る。

ね、新たな付加価値を加えたまちの再構築を図る。

第１項 都市復興基本方針等の策定 第１項 復興計画の策定 その他所要の修正（災害復興に

１．市街地整備事業方針 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法第28条の２ 係る法制度を踏まえた修正）

２．公共施設整備事業方針 第２項に規定する緊急災害対策本部が設置された災害を受けた場合、市は必要に応じ、「大

３．住環境整備事業方針 規模災害からの復興に関する法律」（平成25年法律第55号）に基づき、政府が定める復興基

本方針および北海道が定めることができる都道府県復興方針に即して復興計画を策定する。

第２項 復興都市計画等の策定 第２項 復興計画の推進

被災者の生活再建支援や再度の災害の防止と施設の復旧等のほか、地域コミュニティの維

持・回復や再構築に十分に配慮しながら、より安全で地域の振興に寄与するまちづくりを目

指す。また、市は、復興計画の策定および推進のための必要な体制を整備するとともに、関

係機関と十分協議し計画的な復興の推進に努める。
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頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

第１章 火山災害対策計画

（中略）

第１節 恵山の概況 （略）

第２節 予防対策

（中略）

第１項 ～ 第２項 （略）

131 第３項 防災組織

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 市および防災関係機関は、札幌管区気象台地域火山監視・警報センター（以下「札幌管区 組織改編等による修正

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 火山センター」という。）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

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。 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

１．火山防災協議会 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。

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、 １．火山防災協議会

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「 恵山では、火山災害対策の推進を図るため、活動火山対策特別措置法に基づいた機関や その他所要の修正（活火山法の

部会」という。）」を設置している。 学識経験者のほか、恵山火山防災に密接に関わる機関で構成された「恵山火山防災協議会 改正を踏まえた修正）

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 （以下「協議会」という。）」を設置している。

に幹事会を設けている。 また、協議会の行う所掌事務を円滑かつ効率的に行うため、協議会に幹事会を設けてい

る。

(1) 所掌事務 (1) 所掌事務

部会の所掌事務は次のとおり。 協議会の所掌事務は次のとおり。 函館市恵山火山避難計画の改訂

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 ア 噴火シナリオ、火山ハザードマップ、噴火警戒レベル、具体的な避難計画等の一連 に伴う修正

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 の警戒避難体制の整備に関すること

の実施に関する避難計画の作成・周知・修正に関すること イ 北海道防災会議が法第５条の規定により同条第１項各号に掲げる事項について定め

ウ 火山災害に関する普及啓発に関すること る際の意見聴取に関すること

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 ウ 函館市防災会議が法第６条第３項の規定により同条第１項各号に掲げる事項につい

オ その他防災会議が必要と認める事項 て定める際の意見聴取に関すること

エ 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項

函館市地域防災計画 新旧対照表（平成30年３月改訂） 個別災害対策編
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頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

132 （2） 構成機関と主な業務内容 （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の内容は次のとおり。 協議会の構成機関および各機関が災害時に担う主な業務の内容は次のとおり。 その他所要の修正（活火山法の

改正を踏まえた修正）

函館市恵山火山避難計画の改訂

に伴う修正

133 第３節 応急対策

（中略）

第１項 防災体制の確立 第１項 防災体制の確立

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 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、平常時から協議会におけ その他所要の修正（活火山法の

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 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 改正を踏まえた修正）

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 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

に移行し得る防災体制の整備に努める。 制に移行し得る防災体制の整備に努める。

機　関　名 主な業務内容

陸上自衛隊第11旅団
・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
・火山観測ならびにその成果の収集および
　発表に関すること
・防災知識の普及・啓発に関すること

函館地方気象台
・噴火警報等の伝達、解説に関すること
・火山観測成果の解説に関すること
・防災知識の普及・啓発に関すること

国土地理院北海道地方
測量部

・地理空間情報の活用に関すること
・防災関連情報および地理情報システムの
　活用に関すること
・測量等の実施に関すること

北海道総合通信局

・災害時における通信の確保に関すること
　および非常通信の訓練、運用、管理を行
　うこと
・非常通信協議会の運営に関すること

北海道森林管理局檜山
森林管理署

・所管国有林の保安林・保安施設等の防災
　に関すること

北海道警察本部

函館方面本部

函館方面函館中央警察署

・住民の避難誘導および救出救助ならびに
　緊急交通路の確保に関すること
・災害情報の収集に関すること
・災害警備本部の設置運用に関すること
・被災地、避難所、危険箇所等の警戒に関
　すること
・犯罪の予防、取り締まり等に関すること
・危険物に対する保安対策に関すること
・広報活動に関すること
・自治体等の防災関係機関が行う業務への
　協力に関すること

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

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）
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函館市地域防災計画 新旧対照表（平成30年３月改訂） 個別災害対策編

頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

133 第２項 火山情報の連絡、収集および伝達

（中略）

１．火山現象に関する警報等 １．火山現象に関する警報等

(1) 噴火警報 (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 札幌管区火山センターが、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 組織改編等による修正

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。 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 「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 函館市恵山火山避難計画の改訂

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 区域が含まれる場合は「噴火警報（居住地域）」として発表される。なお，「噴火警報 に伴う修正

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 （居住地域）」は火山現象特別警報に位置づけられる。

置づけられる。

(2) 噴火予報 (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 札幌管区火山センターが、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 組織改編等による修正

穏な状態が続くことが予想される場合に発表する。 とが予想される場合に発表する。

（追加） (3) 噴火警戒レベル 函館市恵山火山避難計画の改訂

札幌管区火山センターが、火山活動の状況に応じて「警戒が必要な範囲」と防災関係 に伴う修正

機関や住民等の「とるべき防災対応」の指標を５段階に区分し、噴火警報・噴火予報に

付して発表する。

噴火警戒レベルに応じ「警戒が必要な範囲」と「とるべき防災対応」を火山防災協議

会で協議し、道および各該当市町村の「地域防災計画」に定めた火山において噴火警戒

レベルが運用される。

恵山は、平成２８年３月２３日に噴火警戒レベルを運用開始している。

(3) 降灰予報 (4) 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、 気象庁地震火山部が、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 組織改編等による修正

小さな噴石の落下範囲などを予報として発表する。 などを予報として発表する。

（中略）

134 (4) 火山ガス予報 (5) 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 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。札幌管区気象台火山監視・情報センターが、 度が高まる可能性のある地域を発表する。札幌管区火山センターが、噴火が発生した場 組織改編等による修正

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 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。

る。

(5) 火山現象に関する情報等 (6) 火山現象に関する情報等

噴火警報・予報、降灰予報および火山ガス予報以外に、火山活動の状況等を知らせる 噴火警報・予報、降灰予報および火山ガス予報以外に、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。 ための情報等で、札幌管区火山センターが発表する。 組織改編等による修正

ア 火山状況に関する解説情報 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 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 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。 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 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 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 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。 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 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いない場合は、発表されな 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いない場合は、発表されな

い。 い。

ウ 火山活動解説資料 函館市恵山火山避難計画の改訂

地図や図表等を用いて火山活動の状況や警戒事項を詳細に取りまとめたもので、毎 に伴う修正
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函館市地域防災計画 新旧対照表（平成30年３月改訂） 個別災害対策編

頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

月または必要に応じて発表する。

エ 週間火山概況

過去１週間の火山活動の状況や警戒事項を取りまとめたもので、毎週金曜日に発表

する。

オ 月間火山概況

前月１か月間の火山活動の状況や警戒事項を取りまとめたもので、毎月上旬に発表

する。

カ 噴火に関する火山観測報

主に航空関係機関向けの情報で、噴火が発生したときに、発生時刻や噴煙の高さ等

の情報を直ちに発表する。

135 ２．火山情報の伝達 ２．火山情報の伝達

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。 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。

函館市恵山火山避難計画の改訂

に伴う修正

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 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 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） 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）
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函館市地域防災計画 新旧対照表（平成30年３月改訂） 個別災害対策編

頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

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 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 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 3.二重線は、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２

２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 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

いる伝達経路 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 4.「噴火に関する特別警報」が発表された場合、気象庁から携帯電話事業者を介して携 字句の修正

る。 帯電話ユーザーに「緊急速報メール」が配信される。

３．火山情報等の広報

（中略）

136 (2) 広報の方法 (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節第２項 ２．避難勧告等 伝達の方法については、「基本・地震・津波災害対策編第３章第６節第２項 ２．避難 字句の修正

の伝達」による。 勧告等の伝達」による。

また、登山者に対しては、函館海上保安部および北海道防災航空室の協力を得て、ヘリ また、登山者に対しては、函館海上保安部および北海道防災航空室の協力を得て、ヘリ

コプターによる下山の呼び掛けもあわせて行う。 コプターによる下山の呼び掛けもあわせて行う。

４．異常現象発見者の通報等 ４．異常現象発見者の通報等

(1) 発見通報の伝達系統 (1) 発見者通報の伝達系統 字句の修正

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 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。 したときの伝達系統は次のとおり。

函館市恵山火山避難計画の改訂

に伴う修正

(2) 発見通報後の対応 (2) 発見者通報後の対応 字句の修正

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 発見者通報を受けた札幌管区火山センターは、観測データと通報内容から総合的に現象 組織改編等による修正

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 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

象台は、関係機関へ情報提供、解説を行う。 関へ情報提供、解説を行う。
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頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

137 第３項 避難計画

１．噴火警戒レベル 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 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 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、あらかじめ部会で協議検討した応急対策を速や 関は、発表された噴火警戒レベルに応じ、あらかじめ協議会で協議検討した応急対策を速 その他所要の修正（活火山法の

かに実施する。 やかに実施する。 改正を踏まえた修正）

函館市恵山火山避難計画の改訂

に伴う修正
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頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

138 ２．避難指示等の発令基準 ２．避難指示（緊急）等の発令基準 国のガイドラインを踏まえた

避難準備情報および避難指示は、以下の基準により発令する。 避難準備・高齢者等避難開始および避難指示（緊急）は、以下の基準により発令する。 修正

（1） 避難準備情報 （1） 避難準備・高齢者等避難開始

（表略）

（2） 避難指示 （2） 避難指示（緊急）

（表略）

３．警戒区域の設定 ３．警戒区域の設定

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 市は、札幌管区火山センター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 組織改編等による修正

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 噴火の発生または発生が予想される場合は、基本・地震・津波災害対策編第３章第６節第 字句の修正

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 ６項「警戒区域の設定」に基づき、協議会においてあらかじめ協議検討した影響が及ぶ範 その他所要の修正（活火山法の

設定するとともに、住民への周知に努める。 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。 改正を踏まえた修正）

４．避難場所および手段 ４．避難場所および手段

(1) 避難場所 (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 市は、札幌管区火山センター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 組織改編等による修正

所を開設する。 避難所を開設する。

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 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、

所、一時集合場所、開設する時期は次のとおり。 一時集合場所、開設する時期は次のとおり。

（以下略）

139 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 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 (1) 学校

市（教育対策部）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 市（教育対策部）は、避難準備・高齢者等避難開始または避難指示（緊急）が発令さ 国のガイドラインを踏まえた

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。 れたときは、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。 修正

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 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。 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、 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。 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 (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 市から避難準備・高齢者等避難開始または避難指示（緊急）の発令があったときは、 国のガイドラインを踏まえた

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 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 修正

る。 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、専門性の高い 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、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 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。 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。

第４項 道路交通規制等 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 市および防災関係機関は、札幌管区火山センターから発表される噴火警戒レベルに応じ、 組織改編等による修正

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 協議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 その他所要の修正（活火山法の

もに、住民等への周知に努める。 するとともに、住民等への周知に努める。 改正を踏まえた修正）

第５項 自衛隊等派遣要請 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 市は、札幌管区火山センター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 組織改編等による修正

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 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

う。 請を行う。

第６項 （略）
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頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

140 第２章 風水害対策計画

（中略）

第１節 予防対策

（中略）

第１項 （略）

第２項 護岸・防波堤等の整備 第２項 護岸・防波堤等の整備

渡島総合振興局函館建設管理部は、海岸保全事業計画に基づき護岸・防波堤等の整備を推 渡島総合振興局函館建設管理部は、海岸保全事業計画に基づき護岸・防波堤等の整備を推

進する。 進する。

津波対策については基本・地震災害対策編第２章第９節「津波対策」による。 津波対策については基本・地震・津波災害対策編第２章第10節および第３章第18節「津波 字句の修正

対策」による。

第３項 ～ 第４項 （略）

第２節 応急対策

（中略）

141 第１項 職員の動員・配備 第１項 職員の動員・配備

市（各対策部）および各防災関係機関は、気象注意報および警報等の気象情報、民間気象 市（各対策部）および各防災関係機関は、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・水位観測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 情報および雨量・水位観測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。 る。

なお、市（各対策部）の応急体制の基準は、基本・地震災害対策編第３章第１節第５項「 なお、市（各対策部）の応急体制の基準は、基本・地震・津波災害対策編第３章第１節第 字句の修正

職員の動員・配備」による。 ５項「職員の動員・配備」による。

第２項 情報の収集伝達体制 第２項 情報の収集伝達体制

情報の収集伝達体制は、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」 情報の収集伝達体制は、基本・地震・津波災害対策編第３章第２節「災害情報等の収集・ 字句の修正

による。 伝達」による。

第３項 警戒および応急対策 第３項 警戒および応急対策

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 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、風水害の発生のおそれがあるときは、所管するまたは必要と認める河川およ 建設管理部は、風水害の発生のおそれがあるときは、所管するまたは必要と認める河川およ

び海岸等の巡視・警戒を行う。 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 異常を発見したときは、基本・地震・津波災害対策編の各対策を実施するほか、施設管理 字句の修正

（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 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

および土のうの設置等応急対策を実施する。 の周知および土のうの設置等応急対策を実施する。
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頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

142 第４項 避難計画 第４項 避難計画

１．避難勧告等の発令基準 １．避難勧告等の発令基準

（1） 洪水災害 （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 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、周辺の地形、今後の気象予測などを総合的 の河川については、降雨状況、河川巡視、周辺の地形、今後の気象予測などを総合的

に判断し発令する。 に判断し発令する。

国のガイドラインを踏まえた

修正

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
上昇が見込まれるなど、人的被害の発生
する可能性が高まった場合

避難勧告

　氾濫危険水位に到達したとき、または
避難判断水位を超え、さらなる水位の上
昇が見込まれるなど、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

当該河川が氾濫し
た場合に想定され
る浸水想定区域

避難情報 発令範囲

避難準備・
高齢者等
避難開始

避難勧告

避難指示
（緊急）

当該河川が氾濫し
た場合に想定され
る浸水想定区域

①避難判断水位に到達した場合
②氾濫注意水位を超えた状態で、水位観測所の水位が急激に
　上昇している場合や、「洪水警報の危険度分布」（気象庁
　が提供する、３時間先までの流域雨量の予測値）が「警戒
　」を表示するなど、急激な水位上昇のおそれがある場合
③堤防に軽微な漏水・浸食等が発見された場合
④避難準備・高齢者等避難開始の発令が必要となるような強
　い降雨を伴う台風等が、夜間から明け方に接近または通過
　することが予想される場合

①氾濫危険水位に到達した場合
②避難判断水位を超えた状態で、水位観測所の水位が急激に
　上昇している場合や、「洪水警報の危険度分布」が「非常
　に危険」を表示するなど、急激な水位上昇のおそれがある
　場合
③堤防に異常な漏水・浸食等が発見された場合
④避難勧告の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等
　が、夜間から明け方に接近または通過することが予想され
　る場合

①決壊や越水・溢水が発生した場合
②水位観測所の水位が計画高水位に到達する恐れが高い場合
③堤防に異常な漏水・浸食の進行や亀裂・すべり破壊の発生
　等により決壊のおそれが高まった場合
④樋門、水門等の機能支障が発見された場合（発令範囲を限
　定する）

基　　　準
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頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

143 （2） 高波・高潮災害 （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 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。 る。

国のガイドラインを踏まえた

修正

２．警戒区域の設定 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６項「警戒区域の設定」によ 警戒区域の設定は、基本・地震・津波災害対策編第３章第６節第６項「警戒区域の設定」 字句の修正

る。 による。

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

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

越波や越流の発生
により浸水が予想
される区域
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頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

第３章 土砂災害対策計画

（中略）

第１節 予防対策 （略）

146 第２節 応急対策

（中略）

第１項 職員の動員・配備 第１項 職員の動員・配備

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 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

生のおそれがあるときは、応急体制をとる。 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、基本・地震災害対策編第３章第１節第５項「 なお、市（各対策部）の応急体制の基準は、基本・地震・津波災害対策編第３章第１節第 字句の修正

職員の動員・配備」による。 ５項「職員の動員・配備」による。

第２項 土砂災害に関する情報の収集・伝達

（中略）

２．情報の収集・伝達体制 ２．情報の収集・伝達体制

土砂災害に関する情報の収集・伝達体制については、基本・地震災害対策編第３章第２節 土砂災害に関する情報の収集・伝達体制については、基本・地震・津波災害対策編第３章 字句の修正

「災害情報等の収集・伝達」による。 第２節「災害情報等の収集・伝達」による。

第３項 （略）

147 第４項 避難計画

１．避難勧告・指示の発令基準 １．避難勧告等の発令基準 字句の修正

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 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。 断し発令する。

国のガイドラインを踏まえた

修正

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

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いる
状況で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

　北海道が指定・調査
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
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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 （略）

３．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６項「警戒区域の設定」によ 警戒区域の設定は、基本・地震・津波災害対策編第３章第６節第６項「警戒区域の設定」 字句の修正

る。 による。

第４章 雪害対策計画

（中略）

第１節 （略）

149 第２節 融雪災害対策

（中略）

第１項 気象情報等の把握 第１項 気象情報等の把握

気象情報等の把握は、基本・地震災害対策編第３章第２節「災害情報等の収集と伝達」に 気象情報等の把握は、基本・地震・津波災害対策編第３章第２節「災害情報等の収集と伝 字句の修正

よる。 達」による。

第２項 （略）

第５章 海上災害対策計画

（中略）

第１節 （略）

第２節 応急対策

（中略）

第１項 ～ 第４項 （略）

152 第５項 相互応援 第５項 相互応援

１. 災害時には、関係機関または企業間相互に応援するものとし、応援協定を締結している １. 災害時には、関係機関または企業間相互に応援するものとし、応援協定を締結している

ときは、協定によるものとする。 ときは、協定によるものとする。

２. 自衛隊の派遣要請については、基本・地震災害対策編第３章第３節「応援要請」による。 ２. 自衛隊の派遣要請については、基本・地震・津波災害対策編第３章第３節「応援要請」 字句の修正

３. 危険物等施設および港湾関係施設の管理者ならびに水難救済センターは、防災関係機関 による。

から要請があったときは、保有する諸資機材をもって協力を行うものとする。 ３. 危険物等施設および港湾関係施設の管理者ならびに水難救済センターは、防災関係機関

から要請があったときは、保有する諸資機材をもって協力を行うものとする。

第６章 林野火災対策計画 （略）
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頁 現 行 改 訂 案 改 訂 理 由

第７章 航空災害対策計画

（中略）

第１節 （略）

第２節 応急対策

（中略）

第１項 （略）

156 第２項 災害対策本部の設置 第２項 災害対策本部の設置

市（総務対策部）は、消防本部、北海道警察函館方面本部または函館海上保安部等からの 市（総務対策部）は、消防本部、北海道警察函館方面本部または函館海上保安部等からの

航空事故通報を受けたときは、速やかに渡島総合振興局および関係機関に通報し、必要な配 航空事故通報を受けたときは、速やかに渡島総合振興局および関係機関に通報し、必要な配

備体制をとるとともに、必要に応じて、災害対策本部を設置し函館空港事務所その他関係機 備体制をとるとともに、必要に応じて、災害対策本部を設置し函館空港事務所その他関係機

関と密接に連絡をとり応急対策活動を行う。 関と密接に連絡をとり応急対策活動を行う。

災害対策本部の設置は基本・地震災害対策編第３章第１節「災害応急体制」による。 災害対策本部の設置は基本・地震・津波災害対策編第３章第１節「災害応急体制」による。 字句の修正

第３項 現地災害対策本部の設置 第３項 現地災害対策本部の設置

市（総務対策部）は円滑な応急対策を実施するため、必要に応じて現地災害対策本部を設 市（総務対策部）は円滑な応急対策を実施するため、必要に応じて現地災害対策本部を設

置する。 置する。

現地災害対策本部の組織等は、基本・地震災害対策編第３章第１節第３項による。 現地災害対策本部の組織等は、基本・地震・津波災害対策編第３章第１節第３項による。 字句の修正

第４項 消火および救助活動 第４項 消火および救助活動

基本・地震災害対策編第３章第４節「消防活動」による。 基本・地震・津波災害対策編第３章第４節「消防活動」による。 字句の修正

第５項 ～ 第８項 （略）

157 第８章 その他の災害対策 第８章 その他の災害対策計画 （略） 字句の修正

（中略）

第１節 ～ 第３節 （略）

158 第４節 危険物等の災害対策 第４節 危険物等の災害対策

臨港地区等以外の危険物等施設の災害対策は、基本・地震災害対策編の予防・応急対策に 臨港地区等以外の危険物等施設の災害対策は、基本・地震・津波災害対策編の予防・応急 字句の修正

よる。 対策による。

（以下略） （以下略）
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