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発生年月･地震名など
室蘭
震度

被害状況

S43.5-　十勝沖地震：M7.9 ４

死者１名
重傷７名　軽傷28名
全焼2世帯　半焼2世帯
全壊58世帯　半壊53世帯
一部破損452世帯

S57.3-　浦河沖地震：M7.1 ３ 軽傷１名

H5.1-　　釧路沖地震：M7.5 ４ 軽傷１名

H5.7-　　北海道南西沖地震：7.8 ４ 軽傷２名

H15.9-　十勝沖地震：M8.0 ３ 軽傷５名

Ｈ30.9-　北海道胆振東部地震：6.7 ５弱

軽傷２名
住家一部損壊５５件
停電４５時間２分
断水２９００件
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室蘭市

出典：札幌地方気象台報告資料

H30.09.04 11:00 台風第２１号接近により「災
害警戒本部設置」第一種配備
体制
　　　　H30.09.04 16:30 第二種配備体制
　　　　H30.09.05 04:56 全ての気象情報解除　　　　

【防災対策課】９月５日の日中は、被害状
況等の確認・整理、避難所閉鎖後の次回へ
の準備等を行っていた。　　

H30.09.06 03:08 北海道胆振東部地震発生
　　　　H30.09.06 03:09 災害対策本部連絡網により災
害対策本部職員の招集（防災
センター指揮室）　　　　

H30.09.06 04:45 第１回災害対策本部会議（第
三種配備体制）　　　　
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06:00 ○公設公営避難所　８ヶ所開設

【室蘭市データ】約８．３万人、４．５万世帯
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【９月６日午前】ブラックアウトによって、食糧確保や停電対応に不安があ
る市民が、小売店に集中した。更に、物流への影響はブラックアウト復旧後
もしばらく続いた。

停電対応で懐中電灯
や乾電池などを求め
る市民の列　　

食料品を求める市民　　

停電により、店内販
売をせず、一部パン
等を市民に支給した
店舗もある　　

資料提供：室蘭工業大学大学院工学研究科社会基盤ユニット
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【９月６日午前】室蘭市役所の災害対応はどうなっていたのか？

H30.09.06 07:00 第２回災害対策本部会議（場所：市役所本庁舎）　　　　

・耐震NGの市役所本
庁舎の安全確認後、災
対本部を移し、災害対
応　　　　

・長期対応に備えた物
資運搬班の強化　　　　

・行政システム使用不
可の状態から、災害対
応ネットワークの構築　

・通信インフラ
が不安定な中で
の災害情報収集　　　　

携帯電話充電の不安
・避難所とは別に、携帯電話充電場所
を設置（室蘭市設置２箇所、他民設対
応）　　　　

ブラックアウト
の対応として
【第３種配備】
としていた。

室蘭市災害対策本部組織図　（室蘭市災害対策本部運営規程第5条）
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【９月７日深夜】停電の状況把握とデータ整理
通信インフラが分安定であったこともあり、電力会社からも市内の復電状況の詳
細情報を得られない状況。市職員（バックアップ班）が、復電エリアを目視調査
→紙地図に情報を書き込む
→紙地図の写真をＫＲＩＰＰへ送付
→ＫＲＩＰＰにてＧＩＳデータ化

GISデータ化依頼

・WebGISにより、住民へ地図情報を届けることができる。
・本市がライセンス保有しているArcGIS Onlineが有効活用できる。
・ArcGIS Onlineで住民と双方向のやりとりが可能になる。

・遠隔地との共同化により、災害時に相互協力が可能になる。

ＫＲＩＰＰ（北九州地区電子自治体推進協議会）に室蘭市は加盟
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【アンケート実態調査】室蘭市・室蘭工業大学共同実施

分類 項目 質問

A 基本情報
性別・年齢・住所，生活人数，
住居について（持ち家・アパートなど），
室蘭市の居住年数

B-1 地震発生直後から
停電までの行動

地震発生をどう知ったか，「津波の発生と避難」
の考え,　津波情報の入手方法，地震発生時いた場
所，何階にいたか，体感震度

B-2 停電後から夜明けまでの
行動

誰と一緒にいたか，どのような行動をとったか，
水の確保について，ブレーカーを落としたか，
ガスの元栓を閉めたか，情報収集手段，
夜明け前の外出について

B-3 夜明けから日没までの
行動

要支援者に声をかけたか，買い物について，
給油について，出勤について，

B-4 日没後の行動
日没後どこにいたか，灯りについて

B-5 通電について いつ通電したか

B-6 自宅の片づけ
いつ片づけを始めたか

C 地震以前の備え
普段から備えていた物について，非常食の備蓄，
水の備蓄，自宅周辺の知識

D
回答者の「くらし」

について

町内に住んでどのくらいか，住宅タイプ（ガス電
気併用・オール電化など），徒歩圏内の頼れる人，
常時使える移動手段

E 自由記述欄　

平成30年１２月には集計結果を公開済
https://www.city.muroran.lg.jp/main/org3250/documents/h30-hokkaidoiburitobujishinkodotyousa.pdf

調査期間：平成３０年９月２５日～１０月１２日

・災害時における室蘭市民の行動と市
民自ら行ってきた災害に対する備えに
ついて調査を行い、室蘭市地域防災計
画変更の基礎資料にすること、また、
日本で初めて遭遇したブラックアウト
時の市民行動を記録することを目的と
して、実施した。　　　　

・9/10の通常業務後、共同事業として
アンケート調査を企画、２週間以内の
発送を目標に取り掛かった。　　　　

配布数：5000部（回答数：2187部（約44％））
室蘭工業大学大学院工学研究科社会基盤ユニット

アンケート調査作業状況

・全１０項目質問数３４

・発災から通電までの行
動を時系列で質問

・普段の備え、防災知識
についての質問
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【アンケート実態調査】室蘭市・室蘭工業大学共同実施

分類B-1　【今回の地震は、あなたの体感でどの程度だったか】

震度3
山手町
2-6-8
（気象
庁）

震度5弱
寿町1-9-3
（防災科学技
術研究所）

・寿町震度計付近が高
い値を示している。ま
た、86％の地区が震度4
～5弱の間と感じていた
が、今回を含め過去の
データでは、室蘭にお
ける震度4以上の地震
（1926年以降）は通算8
回で回数は少ない。

・山手町の観測所で、
震度5弱を記録したなら
ば、大きな被害となっ
たと推測できる。

・今回の地震で被害が
なかったからといって、
備えに過信してはなら
ない。　　　　

室蘭市GIS
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【アンケート実態調査】室蘭市・室蘭工業大学共同実施

津波浸水区域と避難・避難準備した人の相関 津波浸水区域の避難に関する意識
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全体(n=2187) 津波浸水区域(n=715)

その他・無回答
津波は考えていなかった
何もしなかった
情報が出るまで様子を見ていた
避難準備した

資料：室蘭工業大学大学院工学研究科社会基盤ユニット

分類B-1　【地震直後の津波に対する行動】

・避難した人は回答者全体の2％に留まり，津波を予想したが
様子を見ていた人が40％で一番多い結果となった。情報を集
めるのが先決であった人が多いと考えられる。津波を考えて
いなかった人も31％と多い。
・避難または避難準備した人のみをサードマップと照らし合
わせ、割合の高い地域を濃い色にすると、浸水区域と相関が

あった。　　　　
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連絡先 テレビ 災害時  SNS インター
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その他 無回答

～20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代～ 無回答 全体

分類Ｃ　【地震発生以前の、あなたの「備え」について】 
あなたが普段から災害に対して備えていたものについて教えて下さい

約3割の市民
が、災害の備
えをしていな
いと回答して
いる

【アンケート実態調査】室蘭市・室蘭工業大学共同実施

・平成３１年度統一地方選挙時期の世論調査（NHK）では、市長候補に求める
項目での順位は、「５番目」に位置され、項目には上がっているが優先順位は低
い実態である。　　　　
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【室蘭市対策】

公助

共助

従来から進めて
いる防災対策

・自主防災組織
の広域化

・自主防災組織
の広域化

・風水害対応マ
ニュアル作成

・市主催防災訓
練

・町内会単位な
どでの防災訓練

・小中学校や町
内会単位などで
の防災教育によ
る啓発活動

北海道胆振東部地震で明らかになっ
た防災対策の課題

・避難所開設８箇所では少ない

・市本庁舎使用不能の場合の防災拠
点は大丈夫か

・大規模停電時の情報伝達・情報共
有が不十分

・自主防災組織
の結成

・市職員向け防災訓練は実践型にす
べきではないか

・最寄りの避難所が近くにない

・連絡網が機能しない

・要支援者対応に時間がかかった

課題解決のための施策

・市開設避難所と町会館開設のルー
ル化、町内会との調整

・最寄りの避難所の開設ルール整備

・連絡体制の強化

・民生委員との連携強化

・要支援者対応個別計画の作成

・地域防災計画に非常時優先業務で
の市役所が使用できない場合の代替
施設第１位・第２位の位置づけ

・備蓄整備方針（計画資料編）を変
更し、新たな課題に対応する

・約3割の市民が、災害の備えをし
ていない

・自助の防災力向上のための防災教
育による啓発活動
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【室蘭市対策】

図　スマートフォン個人保有率の推移

（出典）総務省 通信利用動向調査）

2012.11 の 大 停 電 と
2018.9のブラックアウト
で大きく環境が変わっ
たのは、情報通信機器
の保有状況である。全
国の2012年のスマート
フォン個人保有率は、
23.1％、 2016年には、
56.8％と急激に上昇して
いる。様々な情報を収
集できるスマートフォ
ンは、電気やガス、水
道などと並ぶ重要なラ
イフラインとなってい
た。

　スマートフォンの停
電対策も必要である。

2012年11月  暴風雪警報大規模停電　　

平成３０年１１月地域防災計画の変更　大規模
停電対策として、避難所とは別に充電ステー
ションを設置する　　
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【ICTを活用した防災・減災】
災害対策本部に「GIS班」を設置
【GIS班の役割】
・被害予測、被害状況の可視化
・被害エリアの住民数、世帯数の抽出など

【課題】

開設した避難所は過去に台風による被害があったエリアに開設したが、過去の災害状況のデー
タないため、根拠となるデータを示せない。→今後、被害箇所のデータの蓄積をしていく。

台風通過後に災害対策本部にて被害状況を地図上で伝えたかったが、ＧＩＳでマッピング職員
が1名だったことから間に合わなかった。→体制整備や即座にＧＩＳを扱える技術向上が必要。
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【ICTを活用した防災・減災】課題の一つである被災箇所のデータ蓄積

災害場所
災害状況
などなど

災害現場

今までの災害時報告

電話連絡

•災害場所は住所は分かるが、地図上ではわからない
•災害状況の写真がない
•過去の災害情報が蓄積されていない
　　→次の防災対策に向けてデータの分析が行えない
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【ICTを活用した防災・減災】課題の一つである被災箇所のデータ蓄積

災害場所
災害状況
などなど電話連絡

災害現場

これからの災害時報告

Survey123

・写真
・災害位置
などを登録

GIS班が可視化

•災害現場の写真と位置を一つのデータで管理
•マップとして可視化
•エクセルで聞き取った災害状況と合わせて一括管理も可能



○平成30年北海道胆振東部地震地震発生時の行動

アンケートをとおして、自助・共助・公助それぞ

れの課題がわかった

○自助・共助・公助における防災・減災の取り組

みを進めるには、ICTの活用が不可欠

１６




