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第５部 災害予防計画 

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

となるものである。 

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

共機関、指定地方公共機関、公共的団体、その他防災上の重要な施設の管理者）が、それぞれの組

織を通じて相互に協力し、災害発生の未然防止のために必要な施策を誠実に実施し、災害発生原因

の除去及び施設の改善に努める。 

 

第１章 水害予防計画 

自助   共助 ○  公助 ○ 

 

水害予防計画は、本市における河川はん濫等による浸水・内水はん濫等の災害に対する被害を軽

減するために、あらかじめ対策を講じ、減災に努めるもので、次のとおりである。 

第１節 重要水防区域 

大雨警報等が発表された場合には、危険区域を警戒巡視するとともに、市民等に広報し、注

意を呼びかけ実際の降雨状況に応じて、災害危険区域の市民に避難の指示等を迅速に実施し、

地域住民の安全の確保を図る。 

さらに、市は平常時より地域住民に対し、避難場所や避難経路の周知を図るとともに、地す

べり等の危険な前ぶれ等について広報紙等を通じ知識の普及に努める。 

１ 水防区域 

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

する区域は、水防区域 20 箇所、重要水防区域 14 箇所である。 

２ 高波・高潮・津波等危険区域 

海岸地域で、高波・高潮・津波等により災害が予想され、警戒を要する区域は、11 箇所で

ある。 

３ 地すべり・がけ崩れ等危険地域 

降雨、地質等が原因で地すべり、がけ崩れ等により災害が予想され、警戒を要する区域は、

地すべり危険区域３箇所、がけ崩れ等危険区域 33 箇所である。 
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４ 土石流危険渓流 

降雨、地質等が原因で土石流により災害が予想され、警戒を要する区域は、28 箇所である。 

区分  箇所数 備  考 

水防区域 20 資料編５-１ 重要水防区域 
重要水防区域 

重要水防区域 14 資料編５-１ 重要水防区域 

高波・高潮・津波等危険地域 11 資料編５-２ 高波・高潮・津波等危険区域 

地すべり危険区域 3 資料編５-３ 地すべり危険区域 

がけ崩れ等危険区域 117 資料編５-４ がけ崩れ等危険区域 

土石流危険渓流 46 資料編５-５ 土石流危険渓流 

警戒区域 24 土砂災害警戒区域・特別
警戒区域 特別警戒区域 22 

資料編５-６ 土砂災害警戒区域、土砂災害特別

警戒区域 

 

資料編 ・[資料５-１]重要水防区域 

・[資料５-２]高波・高潮・津波等危険区域 

・[資料５-３]地すべり危険区域 

・[資料５-４]がけ崩れ等危険区域 

・[資料５-５]土石流危険渓流 

・[資料５-６]土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域 

 

第２節 予防対策の方針 

１ 基本方針 

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

め、河川改修事業等の治水事業を推進する。また、特に水防上警戒を要する区域等について、

河川監視を随時実施し、河川の管理に万全を期する。 

２ 予防対策 

(1) 水防体制の確立 

注意報、警報等の情報を迅速に市民に伝達するために防災行政無線の整備等を検討する

とともに、水防上警戒を要する区域の指定及び水防資機材の備蓄等所要の措置を講じ、水

防体制の確立を図る。 

(2) 浸水想定区域の指定に関する事項 

浸水想定区域の指定があったときは、当地域において以下の事項を定める。 

ア 当該浸水想定区域ごとの洪水予報等の伝達方法 

イ 避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

ウ 主として高齢者等の災害時要援護者が利用する施設で、当該施設利用者の洪水時の円

滑かつ迅速な避難を確保する必要がある施設の名称及び所在地 
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(3) 洪水予報等の伝達方法 

主として高齢者等の災害時要援護者が利用する施設で、当該施設利用者の洪水時の円滑

かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものについては、避難の確保が図られ

るよう洪水予報等の伝達方法を定める。 

(4) 避難に関する事項 

市は、洪水予報等の伝達方法、避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図

るため必要な事項、並びに高齢者等の災害時要援護者が利用する施設で当該施設利用者の

洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められる施設の名称及び所在地の

周知を図る。 

第３節 水防計画 

水害の発生を未然に防止し、又は被害の軽減を図るための予防対策については、第６部第 32

章「水防計画」による。 
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第２章 風害予防計画 

自助 ○ 共助  公助 ○ 

 

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

第１節 予防対策 

市は、国や道と連携し、次のとおり予防対策を実施する。 

１ 防災林造成事業等 

市は、道及び北海道森林管理局が実施する海岸線及び内陸部における風害(霧害を含む)を防

ぐため、海岸防災林造成事業や防風林造成事業等の治山事業の推進に協力する。 

２ 農作物の風害予防 

農作物の風害予防のため、市は道が実施する時期別･作物別の予防措置及び対策を指導、耕

地保全、作物の成育保護のため、耕地防風林の合理的な造成指導に協力する。 

３ 応急対策上重要な施設の安全性 

市は、学校や医療機関等の応急対策上重要な施設の安全性向上に配慮する。 

４ 施設管理者に対する安全対策の徹底 

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

であるが、状況に応じ、施設管理者に対し、看板やアンテナ等の固定等、強風による落下防止

対策等の徹底を図る。 



網走市地域防災計画 基本編 【第５部】 

 

- 35 - 

第３章 雪害予防計画 

自助 ○ 共助 ○ 公助 ○ 

 

異常降雪等により予想される豪雪、暴風雪及びなだれ等の災害（以下「雪害」という）に対処す

るとともに、冬期の積雪期における路線確保、除雪機械の配置等、迅速かつ的確な除雪作業の実施

に向け本計画を定める。 

第１節 市の体制 

市は、雪害対策を積極的に実施するため、「北海道雪害対策実施要綱」に従い、所要の対策

を講ずるとともに、特に次の事項について充分留意する。 

１ 雪害対策の体制及び窓口の明確化 

２ 雪害情報連絡体制の確立 

３ 災害警戒区域等警戒体制の確立 

４ 積雪期における消防体制の確立 

５ 雪害時における適切な避難勧告･指示発令体制 

６ 雪害発生時における避難、救出、給水、食糧供給及び防疫等の応急措置体制 

７ 孤立予想地域対策 

孤立予想地域に対しては、次の対策を講ずる。 

(1) 食糧の供給対策 

(2) 医療・助産対策 

(3) 応急教育対策 

８ 除雪機械、通信施設の整備点検 

９ 雪捨場の設定に当たっては、交通障害及び溢水災害・融雪災害等の連絡に関する配慮 

第２節 予防対策 

除雪路線は特に交通確保を必要と認める主要路線について、次の区分により除雪を分担実施

する。 

１ 除雪路線実施区分 

(1) 一般国道は、網走開発建設部が実施 

(2) 道道は、オホーツク総合振興局網走建設管理部が実施 

(3) 市道は、網走市が実施 

市は、特に交通確保を必要とする主要道路について優先して実施するものとし、雪害時に対

処するため、あらかじめ即応体制を整える。 
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２ 市道除雪要領  

市道の除雪は、次の要領で実施する。  

(1) 除雪路線の交通量、消防対策等の検討及び対策の決定 

(2) 常時１車線は確保した除雪の実施 

(3) 大量の除雪が必要な場合における民間車輌の借上げ等による走行路線の確保 

(4) 常に気象予報への注意と状況に応じた配車による万全な体制確保 

３ 出動基準  

降雪量が 10 ㎝以上になった場合又は吹きだまり、路面融雪等通行に支障が生じた場合 

４ 警戒体制  

気象官署の発表する予警報及び情報並びに現地情報を勘案し、必要と認める場合は警戒体

制をとる。  

(1) 大雪の場合 

市民生活に重大な支障を及ぼすおそれがある大雪の場合は警戒体制を敷き対策を講ずる。 

(2) 災害対策本部の設置 

市は、次の状況を勘案し、必要と認めたときは災害対策本部設置基準に基づき本部を設

置する。 

ア 大規模な雪害の発生するおそれがあり、その対策を要するとき  

イ 雪害による交通マヒ、交通渋滞等によって人命にかかわる事態が発生し、その規模等

から応急措置を要するとき 

第３節 除雪機械の配置 

市の所有する除雪機械は資料編５-７のとおりとする。 

資料編 ・[資料５-７]除雪機械の配置 

 

第４節 除雪責任者及び作業基準 

特に交通確保が必要な主要路線の除雪は、それぞれの道路管理者が実施し、道路除雪に係る

各機関の除雪作業の基準は、資料編５-８のおりとする。 

資料編 ・[資料５-８]除雪作業の基準 

 

第５節 排雪 

道路管理者は、排雪に伴う雪捨場の設置に当たっては、次の事項に留意する。 

１ 交通に支障のない場所の選定 

雪捨場は、交通に支障のない場所を選定すること。やむを得ず道路側面等を利用する場合

は、車輌の待避所を設ける等交通の妨げにならないよう配慮する。 
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２ 溢水災害の防止 

河川等を利用して雪捨場を設定する場合は、河川管理者と十分協議のうえ決定することと

し、投下に際して溢水災害の防止に努めなければならない。 

３ 港湾区域に雪捨場を設定する場合 

港湾区域に雪捨場を設定する場合は、関係機関と十分協議のうえ決定することとし、安全を

確保して実施する。 

第６節 なだれ防止対策 

市民に被害を及ぼすおそれのあるなだれ発生予想箇所について、関係機関は、それぞれ業務

所轄区域内のなだれ発生予想区域に防止柵の設置を行う。 

また、標示板により市民に周知を図る対策を講ずる。 

第７節 通信施設の雪害防止対策 

電話施設の雪害防止及び電話回線障害の復旧の迅速化を図るため、ＮＴＴ東日本北見支店は、

施設の整備、応急対策の強化等を図る。 

第８節 電力施設の雪害防止対策 

電力施設の雪害防止のため、北海道電力株式会社網走営業所は、送電線の冠雪、着氷雪対策

等、必要な対策を講ずる。 

第９節 警戒体制 

各関係機関は、気象官署の発表する予警報及び情報並びに現地情報を勘案し、必要と認める

場合は、それぞれの定める警戒体制に入る。 

１ 災害警戒本部の設置 

市長は、災害本部設置基準により次の状況を勘案し、必要と認めたときは、本部を設置す

る。 

(1) 大規模な雪害の発生するおそれがあり、その対策を要するとき 

(2) 雪害による交通マヒ、交通渋滞等によって人命にかかわる事態が発生し、その規模、範

囲から緊急、応急措置を要するとき 

２ 孤立車からの救出 

雪害による孤立車は、努めて機械力で救出するが、これが不可能な場合は、車内の被災者

を救出して避難収容する。 
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第４章 融雪災害予防計画 

自助 ○ 共助 ○ 公助 ○ 

 

融雪災害に対処するための予防対策及び応急対策は、北海道融雪災害対策実施要綱に準じ、防災

関係機関がそれぞれ相互連携のもとに実施する。 

融雪による河川の出水災害に対処するための予防計画は、水防計画に定めるほか本計画に定める。 

第１節 融雪出水対策 

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

よる災害が予想される場合は、融雪出水前に河道内の除雪、結氷の破砕等障害物の除去に努め

る。また、樋門、樋管等河川管理施設の整備点検を充分実施する。 

堰、水門等河川工作物の管理者は、河川の上流部に集積している木材の搬出等については、

関係者に指導を行い、流下能力の確保を図る。 

第２節 市の体制 

市は、融雪災害対策を積極的に実施するため、必要な措置を講ずるとともに、特に次の事項

に充分留意する。 

１ 融雪災害対策体制及び窓口の明確化 

２ 気象情報及び融雪状況の把握及び連絡体制の確立 

３ 融雪出水、なだれ、がけ崩れ、地すべり発生予想箇所の警戒体制の確立 

４ 融雪出水前に河道内の除雪、結氷の破砕等障害物を除去し、流下能力の確保 

５ 融雪災害時における適切な避難勧告･指示発令体制 

６ 災害の発生又は発生のおそれのある場合における連絡体制、出動体制並びに避難救助体制の

確立 

７ 水防資機材、通信連絡施設の整備点検 

８ 道路側溝及び排水溝等の流下能力確保のため、市民協力による河道清掃デー等の設定 

９ 融雪出水に際し、市民の水防に対する協力を目的とした水防思想の普及徹底 

第３節 交通の確保 

道路管理者は、積雪、捨雪及びじんかい等により道路側溝の機能が低下し、溢水災害が発生

するのを防止するため、融雪出水前に道路側溝内の障害物の除去に努め、排水能力の確保を図

る。 

第４節 広報活動 

防災関係機関は、融雪出水に際し、市民の水防に対する協力が充分得られるよう、水防思想

の普及徹底に努める。 
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第５節 応急対策 

防災関係機関は、融雪、出水等による災害が発生した場合は、直ちにその状況を総務班に通

報するとともに関係機関と緊密な連携を保ち、所要の措置を講ずる。 

第６節 災害対策本部の設置等 

融雪災害により防災関係機関が災害対策本部を設置したときは、総務班にその状況を通報す

る。 

第７節 なだれ等予防対策 

１ なだれ予防柵設置 

道路管理者は、なだれ発生が想定される箇所について、必要に応じて事前になだれ予防柵設

置等の整備に努める。 

２ 交通規制等の措置 

気象情報を把握し、なだれの発生が予想される場合は、随時パトロールを実施するとともに

関係機関との緊密な連絡を保ち、迅速に当該道路の交通規制等の措置を講ずる。 

３ 列車の安全運転確保 

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

される地点の状況の把握に努め、状況に応じ線路警備、運転規制を実施し、列車の安全運転を

確保する。 

４ パトロールの強化 

がけ地等の所有者又は管理者は、がけ崩れ及び地すべりの発生予想箇所のパトロールを強化

する。 

第８節 気象情報の把握 

融雪期においては、関係機関の水防警戒により地域内の降雪の状況を的確に把握する。 

また、低気圧の発生及び経路の状況又は降雨及び気温の上昇等気象状況に留意し、融雪出水

の予測に努める。 

第９節 水防区域内等の警戒 

水防区域内及びなだれ、地すべり又は山崩れ等の懸念のある地域の危険を事前に察知し、被

害の拡大を防止するため、次により万全の措置を講ずる。 

１ 巡視警戒 

市及び消防機関は、市民等の協力を得て、既往の被害箇所、その他水害危険区域を中心に、

巡視警戒を行う。 

２ 水防作業及び避難救出方法等の事前検討 

市は、警察等の関係機関と緊密な連絡をとり、危険区域の水防作業及び避難救出方法等を事

前に検討する。 
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３ 流下能力の確保 

市は、なだれ、積雪、捨雪及び結氷等により、河道、導水路などが著しく狭められ、被害発

生が予想される場合、又は流氷により河道が閉塞され被害が予想される場合、これらをあらか

じめ防止するため、融雪出水前に河道、導水路内の除雪、結氷の破砕等を行い、流下能力の確

保を図る。 

４ 樋門、側溝等の操作点検 

市は、融雪出水前に公共下水道の整備及び清掃等を行い、流下能力の確保を図るとともに、

樋門、側溝等の操作点検を実施する。 

５ 道路の除雪 

道路管理者は、なだれ、積雪、結氷、滞留水等により、道路交通が阻害されるおそれがある

ときは、道路の除雪、結氷の破砕等障害物の除去に努め、道路の交通確保を図る。 

第 10 節 水防資機材の整備、点検 

河川管理者は、水防活動を迅速かつ効率的にするため、融雪出水前に水防資機材の整備、点

検を行う。また、関係機関及び資機材所有業者等とも十分な打ち合せを行い、資機材の効率的

な活用を図る。 

資料編 ・[資料５-７]除雪機械の配置 

・[資料５-８]除雪作業の基準 
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第５章 高波、高潮災害予防計画 

自助  共助  公助 ○ 

 

高波、高潮災害に対処する防災関係機関の実施事項を定めるとともに、北海道との連携を図り、

高波、高潮災害対策を講ずる。 

第１節 基本方針 

海岸で高波、高潮による被害を受けやすい区域について、危険区域の指定を検討するととも

に、海岸・護岸施設等の整備を計画的に行う。 

また、市民が災害時に的確な行動をとれるよう、危険の程度を実感できる情報の提供及び気

象予警報の伝達等、避難警戒体制の充実を図る。 

第２節 予防対策 

市は、次のとおり予防対策を実施する。 

１ 水防体制の確立 

高潮警報等を迅速に市民に伝達するための体制を整備するとともに、高波･高潮等危険区域

の指定及び水防資機材の備蓄等所要の措置を講じ、水防体制の確立を図る。 

２ 警戒避難体制 

市民に対し高波、高潮等危険区域の周知に努める。また、警戒避難体制については第６部第

４章「避難対策計画」の定めに従うほか、以下により警戒避難体制を敷く。 

(1) 警戒活動の実施 

市は、気象台が発表した高波、高潮に関する気象情報を受け、必要な情報を市民に提供

し、警戒活動を実施する。 

(2) 警戒区域の設定 

災害が発生又はまさに発生しようとしている場合において、市民の生命又は身体に対す

る危険を防止するため、市長が特に必要があると認める場合は、基本法第 63 条に基づく警

戒区域を設定する。 

(3) 立ち退きの勧告又は指示 

高波、高潮等により非常に危険が切迫し、人命の保護その他災害の拡大防止等のため必

要があると認める場合、知事又はその命を受けた職員は、危険地域の居住者に対し立ち退

きを勧告又は指示する。 

資料編 ・[資料５-２]高波・高潮・津波等危険区域 
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第６章 土砂災害予防計画 

自助  共助  公助 ○ 

 

土砂災害（地すべり・急傾斜地崩壊・土石流）から市民の生命、身体及び財産を守るため、市は

土砂災害に関する予防策について、本計画を定める。 

第１節 基本方針 

本市は地形上、土砂災害や落石等による災害に対する警戒が必要であり、あらかじめ想定さ

れる災害に対する対策を講じ、減災に努める。 

第２節 現況 

土砂災害危険箇所の詳細については、資料編５-３・５-４・５-５・５-６に示す。 

資料編 ・[資料５-３]地すべり危険区域 

・[資料５-４]がけ崩れ等危険区域 

・[資料５-５]土石流危険渓流 

・[資料５-６]土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域 

第３節 予防対策 

１ 警戒避難体制 

土砂災害警戒区域ごとに警戒避難体制を定め、市民の安全確保に努める。 

２ 災害時要援護者 

土砂災害警戒区域内に主として高齢者等の災害時要援護者が利用する施設がある場合には、

当該施設の利用者に対し、円滑な警戒避難が行われるよう土砂災害に関する情報等の伝達方法

を定める。 

３ 市民への周知 

土砂災害に関する情報の伝達方法、避難地に関する事項、その他土砂災害警戒区域における

円滑な警戒避難を確保するうえで、必要な事項を市民に周知するため、これらの事項を記載し

た印刷物の配布、その他の必要な措置を講ずる。 

資料編 ・[資料４-15]災害情報伝達系統図 

第４節 形態別予防計画 

１ 地すべり等予防計画 

(1) 北海道開発局、北海道森林管理局 

北海道開発局、北海道森林管理局は、直轄で工事している地すべり防止施設について、

定期的に施設点検を実施し、必要に応じて適切な処置を講ずるとしており、市は同管轄施

設については、北海道開発局、北海道森林管理局に予防計画を委ねる。 
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(2) 北海道 

道は、地すべり防止工事基本計画に基づいて、地すべり工事を施行するとともに、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としている。 

また、道は、地すべり防止区域内にこれを表示する標識を設置するとともに、地下水の

排水施設の機能を阻害する行為等地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長する行為

を制限するとしている。 

市は、こうした道の方針に従い道に関わる事項に対し、その予防対策を委ねる。 

(3) 市 

市は、市民に対し、地すべり防止区域の周知に努めるとともに、必要な警戒避難体制に

関する事項について定める。また市は、危険区域の市民においても、斜面等の異常（亀裂、

湧水、噴水、濁り水）の報告や市民自身による防災措置（異常報告、自主避難、不安定な

土壌・浮石等の除去、水路の清掃等）を行うよう周知・啓発する。 

２ 急傾斜地崩壊（がけ崩れ）予防計画 

(1) 北海道 

道は、以下の予防措置を講ずるとしており、市はその予防対策を北海道に委ねる。 

ア 危険区域内の住宅移転及び建築の制限等の指導 

急傾斜地崩壊防止工事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

て適切な処置を講ずる。また、危険区域内の住宅移転及び建築の制限等の指導を行う。 

イ 崩壊防止工事 

崩壊防止工事のうち、市民に施工させることが困難又は不適当なものを施工する。 

ウ 防災工事の実施等改善措置に関する命令 

急傾斜地崩壊危険区域を指定したときは、当該区域内にこれを表示する標識を設置す

るとともに、区域内において水を放流し、又は停滞させる行為等崩壊を助長、誘発する

おそれのある行為を制限し、必要に応じてその所有者、管理者等に対して擁壁、排水施

設、その他防災工事の実施等改善措置をとるよう命令する。 

(2) 市 

急傾斜地崩壊危険区域の指定があったとき、市は、当該地域ごとに、情報の収集及び伝

達、災害に関する予警報の発令及び伝達、避難、救助その他当該区域のがけ崩れ災害を防

止するために必要な警戒避難体制に関する事項について定める。 

市は、危険区域の市民においても、常に危険に対する認識を持って、急傾斜地の異常（亀

裂、湧水、噴水、濁り水）の早期発見に留意するとともに、市民自身による防災措置（不

安定な土壌、浮石等の除去、水路の清掃等）を行うよう周知・啓発する。 
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３ 土石流予防計画 

(1) 北海道開発局、北海道森林管理局 

北海道開発局、北海道森林管理局は以下の予防措置を講ずるとしており、市はその予防

対策を北海道開発局及び北海道森林管理局に委ねる。 

ア 定期的な施設点検 

危険区域に係る直轄砂防・治山施設について、定期的に施設点検を実施し、必要に応

じて適切な処置を講ずる。 

イ 警戒避難体制等について指導及び請負業者間の連絡調整 

砂防・治山事業が実施される場合は、請負業者に対し、工事中の安全確保のため土石

流に対する警戒避難体制等について指導する。また、同一渓流内で同時期に複数の事業

が実施される場合は、請負業者間において連絡調整するよう指導する。 

(2) 北海道 

道は、以下の予防措置を講ずるとしており、市はその予防対策を北海道に委ねる。 

ア 治山工事及び砂防工事の推進 

治山工事及び砂防工事を推進し、土石流の発生を助長するような行為を制限する。 

また、治山・砂防施設について、定期的に施設点検を実施し、必要に応じて適切な処

置を講ずる。 

イ 土石流に対する警戒避難体制等の指導と請負業者間の連絡調整 

砂防・治山事業が実施される場合は、請負業者に対し、工事中の安全確保のため土石

流に対する警戒避難体制等について指導する。また、同一渓流内で同時期に複数の事業

が実施される場合は、請負業者間において連絡調整するよう指導する。 

(3) 市 

市は、市民に対し、土石流危険渓流の周知に努めるとともに、必要な警戒避難体制に関

する事項について定める。また、危険区域の市民においても、河川等の異常（山鳴、水位

の急激な減少、急激な濁り）の報告や市民自身による防災措置（自主避難等）を行うよう

周知・啓発する。 

４ 山地災害の予防計画 

本市は、南部に丘陵地が広がり、山地災害の危険性は少ないものの、地域の被害を防止する

ため、植林による林相の改善並びに砂防工事の推進に努める。 

森林は、降雨等による土砂の流出を防止する等大きな役割を果たすため、荒廃林地の復旧、

防災林の設置及び火災予防施設の設置等の対策を検討する。 
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第５節 土砂災害に関する情報の収集及び伝達 

気象情報等の伝達は、第６部第１章「災害情報通信計画」の定めにより、迅速かつ的確に行

う。 

なお、危険区域の情報内容は、雨量、地表水、湧水、表層、亀裂、樹木の倒伏等、住家等の

損壊、市民及び滞在者の数とする。 

資料編 ・[資料４-15]災害情報伝達系統図 

・[資料５-９]被害状況等連絡系統 

第６節 予報又は警報の発令及び伝達 

気象庁・気象台からの予報又は警報が発令された場合には、報道機関を通じた周知を図るほ

か、状況により必要と判断される場合には、市からは広報車・インターネット等により市民へ

伝達する。 

また、土砂災害危険箇所等で前兆現象（湧き水，ひび割れ等）を発見した者は、市への通報

に努めるよう周知協力を促すとともに、災害の発生が予測される場合には、関係機関と協力し、

警戒・巡視活動を行う。 

前兆現象の巡視一点検ポイント 

 がけ崩れ危険箇所 土石流危険渓流 地すべり危険箇所 

平常時 

･斜面の状況(亀裂･はらみ出

し･浮き石の有無) 

･湧水箇所とその量 

･擁壁の変状 

･立木の変状 

･渓流上流の崩壊の有無や渓

流堆積物の状況 

･砂防えん堤の堆砂状況 

･渓流の水位 

･斜面の状況(亀裂･はらみ出

し) 

･擁壁､路面､家屋等の変状 

･立木の変状 

･地下水位、湧水の濁り･量･

変位量(伸縮計等)の確認､ｸ

ﾗｯｸの拡大 

大雨時 

･湧水の量の増加､急激な濁

り 

･新たな湧水箇所 

･落石､斜面の変状 

･表面流の発生､増加 

･渓流の水位､濁り具合、石の

流れる音 

･樹木の流れる量 

･井戸水の水位の低下 

･亀裂の広がり 

･湧水の量の増加及び急激な

濁り 

大雨後 

･災害が発生した場合にはその箇所の変状 

･災害が発生していなくても､平常時との変化(砂防えん堤の堆砂状況､斜面の変状等)の確

認 

出典:土砂災害警戒避難に関わる前兆現象情報の活用のあり方について 

平成 18 年３月土砂災害警戒避難に関わる前兆現象情報検討会資料～ 

http://www.mlit･go･Jp/｢iver/sabo/kondankai/zencho/060331_s1.pdf 

第７節 避難、救助 

避難、救助については、第６部 第５章「救助・救出計画」に準ずる。 
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第８節 土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制 

救助その他当該警戒区域における土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事

項については、下表の基準に従い当該警戒区域の警戒体制を確保する。 

区      分 基     準     雨     量 警 戒 体 制 の 内 容 

第１警戒体制 大雨注意報 
１時間雨量が 30mm 以上、又は土壌雨量
指数が 72 以上の状態で、雨による災害
が予想される場合 

危険区域の警戒巡視、市民に対
する気象状況の広報を実施す
る。 

第２警戒体制 大雨警報 

平坦地の１時間雨量が 50mm 以上、平坦
地以外の１時間雨量が 60mm 以上、又は
土壌雨量指数が 112 以上の状態で、大
雨によって、重大な災害が予想される
場合 

危険区域の市民に避難の指示
等を行う。 

※「土壌雨量指数」とは、降った雨が土壌中にどれだけ貯まっているかを見積もり、土砂災害の

危険性を示したもので、１km 格子毎に基準が設定されており、そのうち最小値を基準表に記載

したもの。 
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第７章 建築物災害予防計画 

自助 ○ 共助  公助 ○ 

 

風水害、火災等建築物災害に対処する防災関係機関の実施事項を定めるとともに、道との連携を

図り、建築物災害対策の総合的な推進を図るために必要な措置事項を定める。 

第１節 建築物防災の現状 

建築物が密集している区域では、火災の発生や延焼拡大のおそれが大きいため、都市計画法

（昭和 43 年 6 月 15 日法律第 100 号）では集団的な防火に関する規制を行い、都市防火の効果

を高めることを目的として、防火地域等が指定されている。 

第２節 建築物の予防対策 

市が実施する建築物の予防対策は、次のとおりである。 

建築物の密集度が高く火災危険度の高い地域において、準防火地域を定め、地域内の建築物

を防火構造･準防火構造とし、不燃化対策を講ずる。 

１ 木造建築物の防火対策の推進 

市は、オホーツク総合振興局と協議を行い延焼のおそれがある木造住宅等の外壁等の不燃化

を促進する。 

２ 既存建築物の耐震化の促進 

市は、オホーツク総合振興局と協議し、現行の建築基準法（昭和 25 年 5 月 24 日法律第 201

号）に規定される耐震性能を有さない既存建築物の耐震診断及び耐震改修を促進するため、耐

震診断講習会を開催し、技術者を育成するとともに、パンフレット等を活用して耐震改修の必

要性等を普及・啓発するほか、建築関係団体と連携して、市民の問い合わせに応じられる体制

を整備する。 

３ ブロック塀等の倒壊防止 

市は、オホーツク総合振興局と協議し、災害によるブロック塀、石塀、自動販売機等の倒壊

を防止するため、既設ブロック塀等の補強を勧奨するとともに、新たに施工・設置する場合に

は、施工・設置基準を遵守させる等、安全性の確保に努める。 

４ 窓ガラス等の落下物対策 

市は、オホーツク総合振興局と協議し、災害による落下物からの危害を防止するため、市街

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

それのあるものについて、必要な改善指導を行う。 

５ 被災建築物の安全対策 

(1) 応急危険度判定士の認定と登録 

道は、北海道震災建築物応急危険度判定士認定制度要綱に基づき、応急危険度判定士を

認定し、登録する。 
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(2) 応急危険度判定実施体制の整備 

市は、オホーツク総合振興局の協力のもと、応急危険度判定を迅速かつ的確に実施する

ための体制を整備する。 

第３節 がけ地に近接する建築物の防災対策 

市は、オホーツク総合振興局の協力のもと、がけの崩壊等で危険を及ぼすおそれのある区

域での建築物の建築制限を行う。また、既存の危険住宅については、がけ地等近接危険住宅

移転事業制度を活用し、安全な場所への移転に取り組む。 

【がけ地等近接危険住宅移転事業制度】 

災害の未然防止を図るため、がけ地の崩壊等による自然災害のおそれの高い土地から居住

者自身の自助努力による住宅の移転を支援する事業 

対象要件  

【対象区域】 

● 建築基準法第39条第１項又は第40条に基づく条例により建築が制限される区域  

● 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第８条に基づき

指定された「土砂災害特別警戒区域」  

● 事業計画に基づく移転であること  

【採択要件】 

事業計画に基づく移転であること  

● 既存不適格住宅  

● 建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁が是正勧告等

を行った住宅  

【事業主体等】 

事業主体は地方公共団体（原則として市町村） 

 

資料編 ・[資料５-３]地すべり危険区域 

・[資料５-４]がけ崩れ等危険区域 
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第８章 消防計画 

自助  共助  公助 ○ 

 

本計画は各種災害に対する消防機関の実施事項を定め、各種災害対策の推進を図ることを目的と

する。 

また、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等

による傷病者の搬送を適切に行うために必要な事前、又は事後の事項に関する総合的な計画は、網

走地区消防組合が定めるところによる。 

第１節 計画の修正 

本計画は、消防組織の機構、施設等の変遷及び消防事象の変化に伴い、最も合理的に運用さ

れるよう毎年検討を加え、必要により修正を行う。 

第２節 組織計画 

本計画は、消防行政を的確かつ円滑に遂行するための事務機構及び出動隊編成について定め

る。 

１ 平常時の組織機構 

平常時における消防行政に係る事務分掌を円滑かつ迅速に行うための機構は、網走地区消

防組合消防本部規則（昭和 52 年規則第１号）、網走地区消防組合消防署組織規程（平成６年

訓令第４号）及び網走地区消防組合消防団条例（昭和 46 年条例第 16 号）の定めにより、資

料編５-10 のとおりとする。 

２ 非常災害時の組織機構 

非常災害時における防ぎょ活動、情報収集、災害通報及び広報等の消防諸活動を迅速かつ

的確に遂行するための出動隊の編成は、網走地区消防組合警防規程（平成６年訓令第 13 号。）、

網走地区消防組合消防部隊運用要綱（平成６年訓令第 18 号。）及び網走地区消防組合消防団

組織規則（昭和 52 年規則第２号）の定めにより、資料編５-11 のとおりとする。 

３ 非常災害時の定義 

非常災害とは、原則として全消防職員及び消防団員を招集し、又は組合内他署所並びに近

隣他消防機関に応援を求めなければならないような災害等で次に掲げる場合をいう。 

(1) 異常気象により災害が発生又はそのおそれが大きいとき 

(2) 災害によって家屋等の倒壊のため人的被害が大きいとき、又は火災が発生したとき 

(3) 災害対策本部が設置されたとき 

(4) 異常気象等により本部長が必要と認めたとき 

資料編 ・[資料５-10]平常時の組織機構 

・[資料５-11]非常災害時の組織機構 
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第３節 消防力等の整備計画 

本計画は、網走市の消防力等の現状を的確に把握し、消防力の整備指針（平成 12 年消防庁告

示第１号）及び消防水利の基準（昭和 39 年消防庁告示第７号）等に基づき、予想される災害等

の規模、体制等あらかじめ災害事象に対応できる消防力等の増強及び更新等の整備計画につい

て定めるものであり、長期計画に基づき実施する。 

１ 消防力等の現況 

消防職員、消防団員、消防施設及び資機材の現況は、資料編５-12・５-13 のとおりである。 

資料編 ・[資料５-12]消防職員の状況並びに消防団員数 

・[資料５-13]消防施設資機材の現況 

２ 消防力等の増強 

消防力等の増強は、消防力の整備指針に基づき行うことを原則とするとともに、次の各号

によるものとする。 

(1) 人員の確保及び増強 

消防職員及び消防団員は、消防活動上必要な人員の確保及び増強を図る。 

(2) 消防施設 

施設は、次のとおりとする。 

ア 消防署所の配置は、市街地等の状況、建築物等の構造、都市計画の状況及び交通事情

等の諸条件を考慮して整備 

イ 消防車輌は、市街地等の状況及び消防署所の状況により整備 

ウ 消防水利は、市街地等の状況を考慮して消防水利の基準に基づき整備 

エ 通信施設は、高度情報化等に対応するよう整備 

(3) 資機材 

資機材は、災害の複雑化及び多様化を考慮して整備を図る。 

３ 消防力等の更新 

消防力等の更新は、原則として網走地区消防組合消防施設等整備計画に基づいて実施する。 

４ 施設及び資機材の整備点検 

施設及び資機材の整備点検は、網走地区消防組合庁舎管理規則（昭和 50 年規則第１号）、

網走地区消防組合消防車輌管理規程（昭和 55 年訓令第２号）及び網走地区消防組合機械器具

管理規程（平成６年訓令第 15 号）の定めに従って実施する。 

第４節 警防調査計画 

本計画は、災害等に対して消防活動を的確に行うための地理、水利及び災害危険区域等の調

査計画とし、警防規程の定めるところにより実施する。 
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第５節 広域消防応援体制 

消防機関は、大規模な火災等単独では充分な災害応急対策を実施できない場合に備え、相互

に応援できる体制を整備するとともに、災害発生時においては、必要に応じ消防機関の応援協

定や第６部第 27 章「広域応援計画」に基づき、他の消防機関、他市町村、他都府県及び国へ応

援を要請する。 

第６節 応援協力計画 

本計画は、市町村相互及び関係機関等との応援協力について定める。 

１ 消防相互応援 

消防機関相互の応援は、北海道広域消防相互応援協定（平成３年２月 13 日締結）に定める。 

２ 関係機関等との相互応援 

(1) 網走海上保安署との船舶消火に関する業務協定 

(2) 北海道網走建設管理部との女満別空港及びその周辺における消火救難活動に関する協定 

３ 自衛隊派遣要請 

消火活動のための自衛隊派遣要請については、第６部第 26 章「自衛隊派遣要請及び派遣活

動計画」の定めにより実施する。 

資料編 ・[資料５-14]北海道消防防災ヘリコプター応援協定 

・[資料５-15]北海道広域消防相互応援協定 

・[資料５-16]緊急消防援助隊運用要綱 
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第９章 食糧等の調達・確保及び防災資機材等の整備 

自助  共助  公助 ○ 

 

市は、各種災害時における市民の生活を守るため、食糧、飲料水等の確保に努めるとともに、災

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

第１節 食糧等の確保 

１ 食糧の調達と備蓄 

市は、あらかじめ食糧関係機関及び食糧保有業者と食糧調達に関する協定を締結する等、備

蓄・調達体制を整備し、災害時における食糧の確保に努める。 

また、市は、応急飲料水の確保及び応急給水資機材の整備（備蓄）に努める。 

２ 市民への備蓄啓発 

市は、防災週間や防災関連行事等を通じ、市民に対し、２～３日分の食糧及び飲料水の備蓄

に努めるよう啓発を行う。 

第２節 防災資機材の整備 

市は、道の協力のもと、災害時に必要とされる資機材の整備充実を図るとともに、積雪・寒

冷期において災害が発生した場合の対策として、暖房器具等の整備に努める。 

第３節 備蓄品保管場所等の確保 

市は、災害時用の食糧、資機材等を備えるため、学校区等を単位とした、保管場所等の確保

及び整備に努める。 

資料編 ・[資料５-17]コープどうとうとの災害時における応援物資供給の協定 

・[資料５-18]北海道コカ・コーラボトリング株式会社との災害対応型自動販売機による共同事業に関する協定

・[資料５-19]ホーマック株式会社との災害時における物資の供給等防災に関する協定 
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第 10 章 避難体制整備計画 

自助 ○ 共助 ○ 公助 ○ 

 

各種災害時における市民の生命及び身体、生活を守るため、避難場所、避難所の確保及び整備等

に関する事項を定め、また、道との連携を図り、各種災害対策の総合的な推進を図るために以下の

計画を定める。 

第１節 避難場所及び避難路の整備 

市は、大規模災害から、市民の安全を確保するために必要な避難場所及び避難路の整備を図

る。また、避難場所、避難経路に案内標識を設置する等、緊急時に速やかな避難が確保される

よう整備する。 

第２節 避難所の確保及び管理 

市は、災害による家屋の倒壊、焼失等により住居を喪失した者の収容及び災害発生の危険か

ら身を守るための避難所をあらかじめ選定、確保し、その整備を図る。 

また、災害の状況によっては、市の避難所では対応できない場合があることから、隣接市町

等との避難者の相互受入協定等により、収容能力の確保を図る。 

１ 避難所等の選定要件 

(1) 救援、救護活動を実施することが可能な地域 

(2) 浸水等の被害のおそれがない場所 

(3) 給水、給食等の救助活動が可能である場所 

(4) 地割れ、がけ崩れ等が予想されない地質の地域 

(5) 耐震構造で倒壊、損壊等のおそれがない場所 

(6) その他被災者が生活するうえで市が適当と認める場所 

２ 避難所の管理 

(1) 管理責任者 

避難所を開設する場合は、管理責任者をあらかじめ定める。 

(2) 必要な資機材 

避難所の運営に必要な資機材等をあらかじめ整備する。 

(3) 休日・夜間等の開設対策 

休日・夜間等における避難所の開設に支障がないように対策を講ずる。 
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第３節 避難場所、避難所の市民への周知 

１ 避難場所等の周知 

市は、避難場所の指定を行い、次の事項について、市民に対する周知徹底に努める。 

(1) 避難場所の名称、所在地 

(2) 避難対象世帯の地区割り 

(3) 避難場所への経路及び手段 

２ 避難のための知識の普及 

(1) 平常時における避難のための知識 

避難経路、家族の集合場所や連絡方法等 

(2) 避難時における知識 

安全の確保、移動手段、携行品等 

(3) 避難後の心得 

集団生活、避難先の登録等 

第４節 市の避難計画 

市等関係機関は、市民、特に高齢者、障がい者等の災害時要援護者が、災害時において安全

かつ迅速な避難を行うことができるよう、あらかじめ避難計画を策定する。 

また、これら避難に関する情報と被災想定等を視覚的に表したハザードマップの作成に努め

る。 

１ 市の避難計画 

市の避難計画は、次の事項に留意して策定するとともに、自主防災組織等の育成を通じて避

難体制の確立に努める。また、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、外国人等の災害時要援護

者を速やかに避難誘導するため、市民、自主防災組織、関係団体、福祉事業者等の協力を得て、

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

の策定等の避難誘導体制の整備に努める。 

(1) 避難勧告又は指示を行う基準及び伝達方法 

(2) 避難場所の名称、所在地、対象地区及び対象人口 

(3) 避難場所への経路及び誘導方法（観光地等については、観光客対策を含む。） 

(4) 避難誘導を担当する職員等の配置及び連絡体制 

(5) 避難場所の開設に伴う被災者救護措置に関する事項 

ア 給水、給食措置 

イ 毛布、寝具等の支給 

ウ 衣料、日用必需品の支給 

エ 負傷者に対する応急救護 
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(6) 避難場所の管理に関する事項 

ア 避難中の秩序保持 

イ 市民の避難状況の把握 

ウ 避難住民に対する災害情報や応急対策実施状況の周知、伝達 

エ 避難住民に対する各種相談業務 

(7) 避難に関する広報 

ア 広報車（消防、警察車輌の出動要請を含む。）による周知 

イ 避難誘導者による現地広報 

ウ 自主防災組織及び市民組織を通じた広報 

２ 防災上重要な施設の管理等 

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

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

るよう努める。 

(1) 避難の場所 

(2) 経路 

(3) 移送の方法 

(4) 時期及び誘導並びにその指示伝達の方法 

(5) 保健、衛生及び給食等の実施方法 

３ 被災者の把握 

被災者の避難状況の把握は、被災者支援、災害対策の基本であるが、発災直後、市は、避難

誘導や各種応急対策等の業務が錯綜し、居住者や避難所への収容状況等の把握に支障を生じる

ことが想定される。 

このため、避難所における入所者登録等の重要性について、避難所担当職員や避難所管理者

に周知徹底を図るとともに、個人データの取扱いに充分留意しながら、災害時用の住民台帳（デ

ータベース）等を作成し、避難状況を把握することも検討する。 

 

 



網走市地域防災計画 基本編 【第５部】 

 

- 56 - 

第 11 章 災害時要援護者対策計画 

自助 ○ 共助 ○ 公助 ○ 

 

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

める「災害時要援護者避難支援プラン」により、その支援体制の整備を図る。 

第１節 安全対策 

１ 市の対策 

市は、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、自主防災組織等の防災関係機関及び社会

福祉協議会、民生委員、介護事業関係者、障がい者団体等の福祉関係者と協力して、災害時要

援護者の避難支援体制を整備する。また、災害時要援護者に関する情報の共有、避難支援計画

の策定等に努める。 

(1) 災害時要援護者の実態把握  

市は、災害時要援護者について名簿を作成する等、あらかじめその実態を把握しておく。 

(2) 緊急連絡体制の整備  

市は、地域の協力のもとに、災害時要援護者に対するきめ細かな緊急連絡体制の確立を

図る。  

(3) 避難体制の確立  

市は、災害時要援護者に対する避難誘導等の方法や援助者等をあらかじめ定めておく。  

また、市は、避難所の指定に当たっては、地域の災害時要援護者の実態に合わせて利便

性や安全性を十分配慮するとともに、地域の実情に応じた防災知識等の普及・啓発等に努

める。  

(4) 防災教育・訓練の充実 

市は、災害時要援護者が自らの対応能力を高めるために、災害時要援護者の態様に応じ

た防災教育や防災訓練の充実強化を図る。 

２ 社会福祉施設等の対策 

(1) 防災設備等の整備  

社会福祉施設（以下、この章において「施設」という。）等の利用者や入所者は、寝たき

りの高齢者や障がい者等のいわゆる災害時要援護者が多いため、その管理者は、施設の災

害に対する安全性を高めることが重要である。  

また、電気・水道等の供給停止に備えて、施設入所者が最低限度の生活維持に必要な食

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

機材の整備に努める。  
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(2) 組織体制の整備  

施設管理者は、災害時において、迅速かつ的確に対処するため、あらかじめ防災組織を

整え、施設職員の任務分担・動員計画・緊急連絡体制等を明確にしておく。  

特に、夜間における消防署等への通報連絡や入所者の避難誘導体制に十分配慮した組織

体制を整備する。  

また、平常時から市との連携の下に、施設相互間並びに他の施設、近隣住民及びボラン

ティア組織と入所者の実態等に応じた協力が得られるような体制づくりに努める。 

(3) 緊急連絡体制の整備  

施設管理者は、災害の発生に備え、消防署等への早期通報が可能な非常通報装置を設置

する等、緊急時における情報伝達の手段・方法を確立するとともに、施設相互の連携協力

強化のため、市の指導の下に緊急連絡体制を整える。  

(4) 防災教育・防災訓練の充実  

施設管理者は、施設の職員や入所者が、災害等に関する基礎的な知識や災害時にとるべ

き行動等について理解や関心を深めるため、防災教育を定期的に実施する。  

また、施設管理者は、施設の職員や入所者が災害時等においても適切な行動がとれるよ

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

に実施する。  

特に、自力避難が困難な者等が入所している施設においては、夜間における防災訓練も

定期的に実施するよう努める。 

第２節 援助活動 

市は、災害時要援護者の早期発見等に努めるとともに、災害時要援護者の状況に応じた適切

な援助活動を行う。 

１ 災害時要援護者の確認・早期発見 

市は、災害発生後、直ちに把握している災害時要援護者の所在、連絡先を確認し、安否の

確認に努める。 

２ 避難所等への移送 

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

判断して以下の措置を講ずる。 

ア 避難所への移動  

イ 病院への移送  

ウ 施設等への緊急入所 

３ 応急仮設住宅への優先的入居  

市は、応急仮設住宅への入居に当たり、災害時要援護者の優先的入居に努める。 
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４ 在宅者への支援  

市は、災害時要援護者について在宅での生活が可能と判断された者には、その生活実態を

的確に把握し、適切な援助活動を行う。  

５ 応援依頼  

市は、救助活動の状況や災害時要援護者の状況を把握し、適宜、道、隣接市町等へ応援を

要請する。 

第３節 外国人に対する対策 

市及び道は、言語・生活習慣・防災意識の異なる外国人が災害発生時に迅速かつ的確な行動

がとれるよう、次のような条件・環境づくりに努めるとともに、外国人登録等様々な機会をと

らえて防災対策についての周知を図る。 

１ 避難場所・道路標識等の災害に関する表示板の多言語化 

２ 多言語による広報の充実 

３ 外国人を含めた防災訓練・防災教育の実施 
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第 12 章 自主防災組織の育成等に関する計画 

自助 ○ 共助 ○ 公助 ○ 

 

風水害等による災害発生時の被害を最小限に抑えるためには、防災関係機関の活動はもとより、

市民による組織的な協力、防災活動は極めて重要である。 

市は、「自分たちのまち、地域は自分たちで守る」という自発的防災意識を高め、市民、事業所

等との連携による災害時の円滑な応急活動実施に向け、町内会等の組織を活かした自主防災組織づ

くりと、その育成を図る。 

また、その際、女性の参画の促進に努め、性差による細かな視点から自主防災のあり方を検討で

きる体制とする。 

第１節 地域住民による自主防災組織の育成 

市は、網走市町内会連合会と連携し、単位町内会等の組織を生かした自主防災組織の育成を

推進するとともにその支援を行う。 

自主防災組織は、市民の日常生活の繋がり、平常時の防災活動の実施、災害時の市民の避難

行動を考慮し、町内会をひとつの基礎的組織単位とする。 

第２節 事業所等の自主防災組織の育成 

多数の者が利用し、又は仕事に従事する施設並びに危険物を取り扱う事業所で、自衛消防組

織が法令により義務づけられている一定の事業所については、制度の徹底を図るとともに防災

要員等の資質の向上に努める。市は、その他の事業所についても、自主的な防災組織の設置と

育成等を促進し、防災体制の整備、強化に努める。 

第３節 自主防災組織の編成 

自主防災組織は、その機能を十分に発揮するため、あらかじめ組織内の役割分担を定めてお

くこととする。なお、組織の編成に当たっては、地域の実情に応じて次の点に留意する。 

１ 地域住民相互の緊密な連携 

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

民が連帯感を持てるよう、町内会等を単位として編成する。 

２ 昼夜間の活動を考慮した編成 

他地域への通勤者が多い地域は、昼夜間の活動に支障のないような編成に努める。 

■ 自主防災組織の編成例 

 

 

 

 

 

 

 

情  報  班 

消  火  班 

救出・救護班会      長 副  会  長 

給食・給水班

避難誘導班 

（情報収集・伝達・広報） 

（出火防止、消火活動） 

（負傷者等の救出・救護） 

（避難誘導） 

（炊出し、食糧・水の配分） 
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第４節 自主防災組織の活動 

１ 各班の業務分担 

(1) 自主防災組織の業務分担例 

自主防災組織の各班の業務分担例は、次のとおりとする。 

■ 自主防災組織の業務分担例 

班  名 予防活動 応急活動 

情  報  班 
研修、パンフレット等による啓発 
情報収集伝達の訓練 

災害情報の収集と伝達 
災害状況の把握と防災関係機関への
連絡 

消  火  班 
家庭での消火方法の周知 
防火用水の確保 
初期消火の訓練の実施 

出火防止の広報 
初期消火活動 

救出・救護班 
負傷者の救出・救護に必要な用具の 
調達、技術の習得 
救出・救護訓練の実施 

負傷者、障がい者、高齢者等の救出・
救護活動 

避 難 誘 導 班 
地元避難場所、避難路の巡回、点検、
現状把握 
避難訓練の実施 

避難路、避難場所の安全確保 
避難誘導及び人員確保 

給食・給水班 
非常持出し品の情報 
炊飯、給水用具等の管理 
必要物資のあっせん 

非常持出し品の呼びかけ 
炊出し等の給食・給水活動 

 

(2) 役割分担への配慮 

役割分担を決めるときには、地域の特性を考慮し、各班の活動量を検討のうえ、特定の

班に過重とならないようにする。 

また、情報、消火、救助等の技術習得者を活用し、地域防災の指導的役割とし、組織の

強化を図る。 

２ 平常時の活動 

(1) 防災知識の普及 

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

時の的確な行動が大切である。そのため、集会等を利用して防災に対する正しい知識の普

及を図る。 

(2) 災害時要援護者の把握 

災害時における避難誘導・救出・救護活動を迅速的確に行うため、高齢者（とりわけひ

とり暮しの高齢者）、障がい者等の実態把握に努める。 

(3) 防災訓練の実施 

災害が発生したとき、市民の一人ひとりが適切な措置をできるように、日頃から繰り返

し訓練を実施し、防災活動に必要な知識及び技術を習得する。 

訓練には、個別訓練及びこれらをまとめた総合訓練があり、個別訓練として次のような

ものがあげられる。なお、訓練を計画する際には、地域の特性を考慮する。 
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ア 情報収集伝達訓練 

防災関係機関から情報を正確かつ迅速に市民に伝達し、地域における被害状況等を関

係機関へ通報するための訓練を実施する。 

イ 消火訓練 

火災の拡大・延焼を防ぐため消火設備を使用して消火に必要な技術等を習得する。 

ウ 避難訓練 

避難の要領を熟知し、避難場所まで迅速かつ安全に避難できるよう実施する。 

エ 救出救護訓練 

家屋の倒壊やがけ崩れ等により、下敷きとなった者の救出活動及び負傷者に対する応

急手当の方法等を習得する。 

オ 図上訓練 

市の一定の地域内における図面を活用して、想定される災害に対し、地域の防災上の

弱点等を見出し、それに対処する避難方法等を地域で検討し実践する市民の立場に立っ

た図上訓練を実施する。 

(4) 防災点検の実施 

家庭及び地域においては、災害が発生したときに被害の拡大の原因となるものが多く、

市民各自が点検を実施する他、自主防災組織は、期日を定めて一斉に防災点検を行うよう

努める。 

(5) 防災用資機材等の整備・点検 

自主防災組織は、活動に必要な資機材の整備に努める。また、これら資機材は災害時に

速やかな応急措置の対応に向け日頃から点検を行う。 

３ 災害発生時の活動 

(1) 情報の収集伝達 

自主防災組織は、災害時には地域内に発生した被害の状況を正確かつ迅速に把握して市

等へ報告する。また、防災関係機関の提供する情報を伝達して市民の不安を解消し、的確

な応急活動を実施する。 

このため、あらかじめ次の事項を定める。 

ア 連絡をとる防災関係機関 

イ 防災関係機関との連絡のための手段 

ウ 防災関係機関の情報を市民に伝達する責任者及びルート 

また、避難場所へ避難した後についても、地域の被災状況、救助活動の状況等を必要に

応じて報告し、混乱・流言飛語の防止に当たる。 

(2) 出火防止及び初期消火 

家庭に対しては、火の始末等出火防止のための措置を講ずるよう呼びかける。 

また、火災が発生した場合、消火器等を使い、初期消火に努める。 
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(3) 救出救護活動の実施 

がけ崩れ、建物の倒壊等により下敷きになった者を発見したときは、市等に通報し、二

次災害に充分注意し、救出活動に努める。 

また、負傷者に対しては、応急手当を実施するとともに、医師の介護を必要とする者が

あるときは、救護所等へ搬送する。 

(4) 避難の実施 

市等から、避難勧告・避難指示又は避難行動に時間を要する災害時要援護者等に対する

避難準備情報が出された場合には、地域住民に対してその周知徹底を図る。 

また、火災等に注意しながら迅速かつ円滑に避難場所へ誘導する。 

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

民の協力のもとに避難誘導を図る。 

(5) 給食・救援物資の配布及びその協力 

被害の状況によっては、避難が長期間にわたり、被災者に対する炊出しや救援物資の支

給が必要となる。 

これらの活動を円滑に行うためには、組織的な活動が必要となるため、市等が実施する

給水、救援物資の配布活動に協力する。 

(6) 避難所での援護・協力 

市の要請に基づき、避難所での援護と運営管理について協力する。 
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第 13 章 積雪・寒冷対策計画 

自助  共助 ○ 公助 ○ 

 

積雪・寒冷期において災害が発生した場合、他の季節に発生する災害に比べて、積雪による被害

の拡大や避難場所、避難路の確保等に支障を生じることが懸念される。 

このため、市、道及び除雪等の関係機関は、積雪・寒冷対策を推進し、積雪・寒冷期における災

害の軽減に努める。 

第１節 積雪対策の推進 

積雪期における災害対策は、除排雪体制の整備、雪に強いまちづくり等、総合的・長期的な

雪対策の推進により確立されるため、市及び防災関係機関等は、「北海道雪害対策実施要綱」

に基づき、相互に連携協力して実効性ある雪対策の確立と雪害の防止に努める。 

第２節 交通の確保 

１ 道路交通の確保 

災害発生時には、防災関係機関等による緊急輸送等を円滑に実施するため、道路交通の緊急

確保が重要であることから、道路管理者は、除雪体制を強化し、生活道路の確保を含めた面的

な道路交通確保対策を推進する。 

(1) 除雪体制の強化 

ア 除雪計画の策定 

道路管理者は、国道、道道及び市道の整合のとれた除雪体制を強化するため、相互の

緊密な連携の下に除雪計画を策定する。 

イ 除雪水準の向上 

道路管理者は、除雪区間の伸長と除雪水準の向上を図るため、地形や積雪の状況等自

然条件に適合した除雪機械の増強に努める。 

(2) 積雪寒冷地に適した道路整備の促進 

ア 冬期交通の確保を図るための道路の整備等 

道路管理者は、冬期交通の確保を図るための道路整備や施設整備を推進する。 

イ 防雪施設の整備 

道路管理者は、なだれ等による交通障害を予防するため、スノーシェッド、なだれ防

止柵等防雪施設の整備を促進する。 

２ 航空輸送の確保 

災害による道路交通の一時的なマヒにより、車輌輸送が困難な場合に備え、あらかじめヘリ

コプター発着場所の除雪体制を強化する。 
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第３節 雪に強いまちづくりの推進 

１ 家屋倒壊の防止 

市は、住宅の耐震性を確保し、屋根雪荷重の増大による家屋倒壊等を防止するため、建築基

準法の遵守の指導等に努める。 

また、自力での屋根雪処理が不可能な世帯に対して、ボランティアの協力体制等、地域の相

互扶助体制の確立を図る。 

２ 積雪期における避難場所、避難路の確保 

市及び防災関係機関等は、融雪施設の整備を進めるとともに、避難場所、避難路の確保に努

める。 

第４節 寒冷対策の推進 

１ 避難所対策 

市は、避難所における暖房等の需要の増大が予想されるため、電源を要しない暖房器具、燃

料のほか、積雪期を想定した資機材（毛布、スノーダンプ、スコップ等）の備蓄に努める。 

また、電力供給が遮断された場合における暖房設備の電源確保のため、非常電源等のバック

アップ設備等の整備に努める。 

２ 被災者及び避難者対策 

市は、被災者及び避難者に対する防寒用品の整備、備蓄に努める。 

また、応急仮設住宅は、積雪のため早期着工が困難となることや避難生活が長期化すること

も予想されることから、被災者、避難者の生活確保のための長期的対策を検討する。 
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第 14 章 防災思想普及･啓発計画 

自助 ○ 共助  公助 ○ 

 

市は、各種災害時における市民の生命及び財産、生活を守るため、防災思想普及･啓発の総合的

な推進を図ることを目的とし、防災関係職員及び市民に対する災害予防応急対策等防災知識の普及

計画を定める。 

第１節 実施責任者 

１ 教育、研修、訓練 

市、道及び防災関係機関は、災害を予防し、又はその拡大を防止するため、職員に対して防

災に関する教育、研修、訓練を行う。また、市民に対して防災知識の普及・啓発を図り、防災

活動の的確かつ円滑な実施に努める。 

２ 災害時要援護者、男女のニーズの違い等への配慮 

防災知識の普及・啓発に当たっては、高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦等の災害

時要援護者に充分配慮し、地域において災害時要援護者を支援する体制の確立に努める。 

また、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点で充分配慮するよう努める。さらに、

地域コミュニティの中で防災に関する教育の普及推進を図る。 

第２節 普及・啓発の方法 

防災知識の普及・啓発は、以下の方法により行う。 

１ 各種防災訓練の参加普及 

２ ホームページ、広報紙、ビデオ等の活用 

３ 広報車輌の利用 

４ パンフレットの配布 

５ 講習会・講演会等の開催 

第３節 普及・啓発を要する事項 

１ 市計画の概要 

２ 防災に関する一般知識の普及 

(1) 防災の心得 

(2) 火災予防の心得 

(3) 災害時の心得 

ア 気象情報の種別と対策 

イ 避難時の心得 

ウ 被災した場合の心得 
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第４節 学校等教育関係機関における防災思想の普及・啓発 

１ 防災知識等の習得 

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

の実践活動（災害時における避難、保護の措置等）の習得を積極的に推進する。 

２ 教職員等に対する防災に関する研修 

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

会の充実等に努める。 

３ 状況に応じた防災教育の実施 

防災教育は、学校等の種別、立地条件及び児童・生徒等の発達段階に応じた内容のものを

実施する。 

４ 防災知識の普及 

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

の機会を活用し、災害の現象、防災の心構え等の防災知識の普及に努める。 

第５節 普及・啓発の時期 

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

ボランティアの日、防災とボランティア週間等、啓発の内容により最も効果のある時期を選ん

で行う。 
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第 15 章 防災訓練計画 

自助  共助 ○ 公助 ○ 

 

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

と共同して行う防災に関する知識及び技能の向上と市民に対する防災知識の普及を図ることを目

的とした防災訓練計画を定める。 

第１節 訓練実施機関 

市長、指定地方行政機関の長、指定公共機関、指定地方公共機関及び公共的団体並びに防災

上重要な施設の管理者（以下「災害予防責任者」という。）が、自主的に訓練計画を策定し、

それぞれの災害予防責任者又は他の災害予防責任者と共同して防災訓練を実施する。 

また、訓練後においても評価を行い、それを踏まえた体制の改善について検討する。 

第２節 実施訓練 

市及び防災関係機関等は、道が実施する総合防災訓練に参加するとともに、次に掲げる防災

訓練を実施する。 

１ 水防訓練 

網走市水防管理者が定める水防計画の定めるところにより、消防職員及び消防団員に対し、

随時水防工法についての技能を習得させるとともに、毎年１回以上水防訓練を行う。 

２ 消防訓練 

第５部第８章「消防計画」の定めるところにより、消防職員及び消防団員に対し、基礎訓

練、火災防ぎょ訓練、水災防ぎょ訓練、救助救急訓練及び総合防災訓練を行う。 

３ 通信連絡訓練 

気象予警報等の伝達及び災害情報の通報等を迅速かつ的確に実施できるよう、通信施設の

点検整備を行うとともに、操作方法等について訓練を行う。 

４ 避難救出訓練 

非常時に、市民の身体及び生命を円滑に保護できるよう、防災関係機関等及び自主防災組

織の協力を得て、地域住民や高齢者等災害時要援護者の参加による実戦的な避難救出につい

て訓練を行う。 

５ 非常招集訓練 

非常時に、迅速に配備体制を整え得るよう、非常招集の発令、伝達及び動員要領について

訓練を行う。 

６ 図上訓練 

非常時に、迅速かつ的確な行動をとることができるよう、地図を用いた図上訓練を実施し、

緊急時における対応に関する予備的な知識を養う訓練を行う。 
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７ 総合訓練 

前記１～４までの各種訓練を組み合わせた総合的な訓練を行う。 

８ 自主防災組織による訓練の実施 

第５部第 12 章「自主防災組織の育成等に関する計画」に定める。 

９ 訓練の時期及び場所 

上記各訓練の時期及び場所は、災害が発生する前に、訓練効果のある時期を選んで実施す

る。特に、災害の予想される地域において実施することが最も効果的であることなどを考慮

して実施する。 

第３節 相互応援協定に基づく訓練 

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

第４節 民間団体等との連携 

市、道及び防災関係機関等は防災の日や防災週間等を考慮しつつ、水防協力団体、自主防災

組織、非常通信協議会、ボランティア及び災害時要援護者を含めた市民等と連携した訓練を実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




