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第１章 はじめに

１-１ 計画の策定主旨

2011年３月に発生した東日本大震災の経験を通じ、不測の事態に対する我が国の社会経

済システムの脆弱さが明らかとなり、今後想定される首都直下地震や南海トラフ地震等の

大規模自然災害への備えが国家的な重要課題として認知されることとなりました。

こうした中、2013年 12月に、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災

等に資する国土強靱化基本法」（以下「基本法」という。）が施行され、2014年６月には、

基本法に基づく「国土強靱化基本計画」（以下「基本計画」という。）が閣議決定されるなど、

今後の大規模自然災害等に備え、事前防災及び減災に係る施策を総合的に推進するための

枠組みが順次整備されてきたところであり、基本法の施行後５年となる 2018年 12月には、

国において基本計画の見直しが行われました。

北海道においても、東日本大震災の教訓を踏まえ、国土強靱化地域計画である「北海道強

靱化計画」を 2015年３月に策定し、日本海沿岸・太平洋沖（根室沖）地震や火山噴火など

の大規模自然災害リスクに対する強靱化を図るために、「大規模自然災害から道民の生命・

財産と北海道の社会経済システムを守る」「北海道の強みを活かし、国全体の強靱化に貢献

する」「北海道の持続的成長を促進する」ことを目標に北海道の強靱化を進めています。

このような中、本市においても、地震・津波はもとより、風水害や土砂災害等のあらゆる

自然災害に備え、災害発生時におけるリスクを回避するための災害に強いまちづくりを築

くことを目的とした「室蘭市強靭化計画」を策定することにいたしました。

１-２ 計画の位置付け

本計画は、基本法第 13条に基づく国土強靭化地域計画として策定するものであり、国土

強靭化に関係する部分について地方公共団体における様々な分野の計画等の指針となるも

のと位置付けられています。このため、室蘭市及び周辺市町村に関連する各種計画と整合を

図り、重点的・分野横断的に推進する計画として、地域防災計画や産業、医療、エネルギー、

まちづくり、交通等の国土強靭化に関連する部分の施策と連携しながら、長期的な視点に立

って一体的に推進します。
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１-３ 地域防災計画との関係

「地域防災計画」と「強靱化計画」は、それぞれ「災害への対策」という点では共通して

いますが、次のような違いがあります。

「地域防災計画」：地震や洪水などのリスクを特定し、主に災害が発生した後、そのリス

クに対しどのように対応するのかをとりまとめたものです。（＝発災後の取組み）

「強靱化計画」：本市で想定されるあらゆる自然災害を見据え、最悪な事態に陥る事が避

けられるように、事前に具体的な施策（取組み）を定めたものです。（＝平時の取組み）

これら２つの計画については、災害対策という点で相互に補完し、それぞれの計画の目的

に合わせて役割分担を図りながら本市の強靱化を目指す必要があります。

室蘭市強靱化計画 と 室蘭市地域防災計画 の違いを以下に整理します。

■室蘭市強靱化計画 と 室蘭市地域防災計画 との比較

室蘭市強靱化計画 地域防災計画

対
象
の
リ
ス
ク

地域で想定される自然災害全般 災害の種類ごと

リスクごとの対処対応をまとめるも

のではない。

⇒あらゆるリスクが対象。

どんな事が起ころうとも最悪な事態

に陥る事が避けられるような「強

靱」な行政機能や地域社会、地域経

済を事前につくりあげていこうとす

るもの。

地震や洪水などの「リスク」を特定

し、「そのリスクに対する対応」をと

りまとめるもの。

【室蘭市地域防災計画】

・風水害防災計画

・地震・津波防災計画

・事故災害防災計画

対
象
と
す
る

フ
ェ
ー
ズ

発災前における（＝平時の）施策 発災時・発災後

発災時及び発災後の対処そのものは

対象としない（ただし、発災時の対

処（応急対策）、発災後の対処（復

旧・復興）を効果的に行うための事

前の備えは対象となる）

災害予防等も含めているが、主に発災

後の組織体制や関係機関との役割分

担、計画時間ごとの取組みなどの対応

策を取りまとめた計画

根
拠
法

強くしなやかな国民生活の実現を図

るための防災・減災等に資する国土

強靱化基本法

災害対策基本法
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（参考）札幌市強靱化計画

１-４ 基本的な進め方

本計画では PDCAサイクルを繰り返して取組みを推進します。

Do 計画的に実施 Action 全体の取組みの見直し・改善Check 結果の評価

Plan

STEP1 地域を強靭化する上での目標の明確化

STEP2 リスクシナリオ（最悪の事態）、施策分野の設定

STEP3 脆弱性の分析・評価、課題の検討

STEP4 リスクへの対応方策の検討

STEP5 対応方策について重点化、優先順位付け

目指すべき将来の地域の姿

各種の行政分野

・地域産業振興

・高齢化対応

・保健医療

・自然環境保護

・農林水産

・まちづくり政策等

強靱化計画 地域防災計画
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１-５ 計画期間

本計画の計画期間は、令和３年度を初年度とする令和７年度までの５年間を計画期間と

します。ただし、計画期間中であっても、社会情勢の変化や施策の進捗状況などを踏まえ必

要に応じて見直しを行います。
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第２章 室蘭市強靭化計画の基本的な考え方

２-１室蘭市の概況と災害の歴史

（1） 地勢

室蘭市は北海道の南西部、噴火湾に面し、北東は登別市、北西は伊達市に接しています。

南側は太平洋に突き出た絵鞆半島により形成され、1998年（平成 10年）に室蘭港をまた

ぐ白鳥大橋の開通により、市内を一円できるサークル都市となっています。

外洋側は 100ｍ前後の断崖絶壁が連なる風光明媚な景勝地となっており、その特徴的な地

形から坂が多いまちであり、市街地及び住宅地が沢ごとに形成されています。

図 室蘭市の地勢
出典：室蘭市立地適正化計画
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（2） 気候

室蘭市が存する胆振地方は、夏は冷涼、冬は温暖な気候です。北西寄りの風が多く、冬期

間も風が強いのが特徴となっています。そのため、室蘭市の警報・注意報発令の特徴として、

「強風・暴風」が最も多く、次いで「大雨」、「洪水」となっています。

図 室蘭市の月別平均降水量・気温

表 道内地方別の警報・注意報の発令割合

出典：気象庁ＨＰ

強風・
暴風

大雨 風雪 洪水 大雪

胆振地方 44.2% 25.9% 8.9% 12.8% 8.1%
根室地方 47.5% 20.6% 16.5% 6.9% 8.6%
石狩地方 30.6% 18.5% 22.7% 11.0% 17.2%
後志地方 33.4% 21.5% 22.7% 8.0% 14.4%
留萌地方 36.2% 19.2% 25.9% 6.7% 12.0%
渡島地方 30.8% 28.0% 18.5% 12.3% 10.4%
釧路地方 51.5% 22.3% 11.1% 6.8% 8.2%
宗谷地方 38.6% 16.8% 23.6% 10.1% 11.0%
オホーツク地方 39.8% 24.1% 14.9% 11.5% 9.6%
檜山地方 35.9% 22.2% 24.7% 9.3% 7.8%
十勝地方 47.2% 30.3% 4.9% 8.9% 8.8%
空知地方 22.5% 31.0% 13.9% 14.5% 18.1%
上川地方 15.3% 38.6% 8.9% 15.4% 21.7%
日高地方 49.3% 23.1% 10.2% 10.8% 6.5%
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（3） 災害の履歴

① 地震

室蘭市では、1968年５月に発生した「十勝沖地震」、1993年１月の「釧路沖地震」、同年

７月の「北海道南西沖地震」をはじめ、過去に大きな地震をくり返しています。

また、2018年９月に発生した「北海道胆振東部地震」では、市内の住宅や公共施設など

が大きな被害をうけたほか、400人以上の住民が自主避難しました。

年月日 地震名 震度 主な被害
1968 年 5月 16日 十勝沖地震 本震 4

余震 3
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、一部損壊 452 世帯

1982 年 3月 21日 浦河沖地震 3 軽傷 1名、津波高 9cm

1983 年 5月 26日 日本海中部地震 3 港湾施設被害３件

1993 年 1月 15日 釧路沖地震 4 軽傷 1名、住宅一部損壊 1件

1993 年 7月 12日 北海道南西沖地震 4 軽傷 2名、津波高 9cm

2003 年 9月 26日 十勝沖地震 3 軽傷 5名、住宅一部破損 8件、
非住宅被害 3件、津波高 27cm

2011 年 3月 11 日 東北地方太平洋沖
地震

山手 2
寿 3

避難勧告 288 世帯 744 名
津波高 92cm

2018 年 9月 6 日 北海道胆振東部
地震

山手 3
寿 5弱

住宅一部破損 34件、
非住家被害 26 件、公共施設被害 18件、
自主避難 252 世帯 419 名
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② 風水害

室蘭市は、過去に度々台風、大雨等による被害に見舞われており、このうち救助法が適

用された災害が４回となっています。

この原因としては市街地に大きな河川はないものの、住宅地が沢地によって分断されて

おり、かつ、斜面に沿って住宅が展開している地形的な特性から、大雨等による崖崩れ等が

起きやすいこと等が挙げられます。

昭和２０年（１９４５年）以降の風水害による主な被害状況は、次のとおりです。

年月日 原因 主な被害
2010 年 8 月 11日～12 日 大雨 床下浸水 26棟、床上浸水 11棟、

商工被害 60件
2012 年 11 月 27 日～30日 暴風雪 停電 30,000 戸

家屋被害 151 件、公共施設被害 48件、
公共住宅 63軒、断水 50戸

2016 年 8 月 30日～31 日 台風 10 号 停電 7,150 戸、住家全壊 5件、
大規模半壊 1件、半壊 4件、
商工被害 45件、公共施設被害 33件

2017 年 9 月 17日～19 日 台風 18 号
土砂災害警報

停電 1,100 戸
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２-２室蘭市における災害想定

（1） 地震・津波

室蘭市では、以下の地震・津波の災害を想定します。

図 津波被害
出典：室蘭市立地適正化計画

地震 ●海溝型地震のうち、本市に最も影響のある三陸沖北部の地震

津波 ●発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラス

の津波

●最大クラスの津波に比べて発生頻度が高く、津波高は低いものの大きな被害

をもたらす津波
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（2） 風水害

室蘭市では、以下の風水害を想定します。

図 がけ崩れ・土石流危険区域
出典：室蘭市立地適正化計画

●雨水の浸水や地震等を起因とするがけ崩れや、集中豪雨等を起因とする土石流による

土砂災害

●集中豪雨などによる浸水被害
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図 土砂災害警戒区域急傾斜地

図 土砂災害警戒区域土石流
出典：室蘭市立地適正化計画
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２-３室蘭市民の災害への意識

室蘭市が実施した市民へのアンケート調査から、市が実施する 27項目の取組みについて、

満足度と重要度を把握しました。

得られた結果を分析したところ、今後、課題が多く重点的に推進すべき項目として、災害

に関する「地震や土砂災害などの自然災害の対策」が高い水準を示しました。

図 満足度、重要度のマトリクス
出典：第６次室蘭市総合計画

※上記計画における掲載データより作成

20
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20 30 40 50 60 70 80

今
後
の
重
要
度

現状の満足度

←
高
い

低
い
→

←低い 高い→

災害
医療

子育て 消防・救急

高齢者福祉

観光

企業誘致

行財政改革

にぎわい

雇用

課題が多く重点的に推進すべき項目

（満足度が低く、重要度が高い）

継続的に満足度が得らえるよう推進すべき項目

（満足度が高く、重要度が高い）
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２-４国土強靭化の中で室蘭市が担うべき役割と計画の必要性

室蘭市は、室蘭港を中心とし、製鐵、製鋼、石油精製、造船等によって培われた高度な技

術を有する企業の集積により発展を遂げた北海道の代表的な工業都市です。

現在は、蓄積された高度な産業技術や、大学等の研究開発機関を活かした環境産業拠点都

市の形成を進めており、平成 27年には「室蘭グリーンエネルギータウン構想」を策定し、
「エネルギーの地産地消」を目指すとともに、地域企業の技術を活用した水素等の環境関連

産業の振興を図っています。

また、国際拠点港湾の室蘭港は、浮体式防災施設を有しており、内浦湾全体の防災拠点港

としての役割を果たすことが期待されています。

これらを踏まえ、工業を中心とした様々な資源を活用し、国及び北海道全体の強靭化に積

極的に貢献していくことが必要となります。

２-５室蘭市強靭化計画の目標

室蘭市は、国及び北海道全体に寄与すべき資源を有しているなかで、将来に向け、地震や

津波など、大規模な自然災害リスクを想定する必要があります。

このため、平時から大規模な自然災害などに対する備えを行い、安全・安心な都市基盤を

構築することが重要です。

そこで、以上のことを踏まえ、室蘭市強靭化計画を進めていくうえでのテーマと３つの基

本目標を設定します。

安全安心で環境にやさしい持続可能なまちづくり

西胆振の中心市として、高速道路、鉄道、港湾など陸海の交通ネットワークを有すると

ともに、行政、商業、金融、医療、福祉、教育・文化など様々な都市機能が集積している

ことから、市民や室蘭を訪れる人を大規模自然災害から守り、社会経済機能を保護しま

す。

また、「北海道における室蘭」として、北海道強靱化計画に示されている道央地域の施

策の展開方向とも調和を図り、道央圏だけでなく道内他市町村と連携を図りながら北海

道の強靱化に貢献します。

さらに、室蘭市総合計画で目指す「室蘭が好き。みんなで創る、住み続けたいまち」を

進めるために、今ある資源を磨きあげ魅力を高め、発信することを基本に、持続可能な開

発目標（SDGs）の視点や AI・IoT 等の先端技術の活用など時代の流れを捉え、次の 100

年に向かって挑戦を続け、人口規模に合わせたたまちづくりと未来への挑戦により、持続

可能なまちと強靱化を進めていきます。

目標１ 大規模自然災害から市民の生命・財産と室蘭市の社会経済システムを守る

目標２ 室蘭市の強みを活かし、北海道・西胆振の強靱化に貢献する

目標３ 室蘭市の持続的成長を促進する
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２-６本計画の対象とするリスク

室蘭市強靭化の対象となるリスクは、自然災害のみならず、大規模事故など幅広い事象が

想定され得るが、国の基本計画が、首都直下地震や南海トラフ地震等が遠くない将来に発生

する可能性が高まっていることや、気候変動の影響等により水災害、土砂災害が多発してい

ること、一たび、大規模な自然災害が発生すれば、広範囲に甚大な被害をもたらすことから、

大規模自然災害を対象としていることなども踏まえ、本計画においても大規模自然災害を

対象とします。

本計画で想定する主な自然災害リスクについて、過去の被害状況や発生確率、被害想定な

ど災害事象ごとに北海道内全域を対象とした概略を以下に示します。

① 予想される災害

地震・津波

太平洋沖における海溝型地震

・十勝沖から択捉島沖における 30 年以内にＭ8.8 程度以上の地震発生確率は、７～40％

程度（2018 年２月 地震調査研究推進本部長期評価）

・根室沖における 30 年以内にＭ7.8～8.5 程度の地震発生確率は、80％程度（同上）

・最大クラスの津波が発生した場合、想定される沿岸最大水位は 34.6ｍ

（2012 年 太平洋沿岸津波浸水予測図）

北海道日本海沿岸の津波浸水想定（2017年２月 北海道日本海沿岸における津波浸水想定の公表について）

・10ｍ以上の津波高となるのは 21 市町村（最大津波高は 26.9ｍ

・海岸線における津波影響開始時間（±20cm）が最短で 10 分以内となるのは 24 市町村

内陸型地震（2018 年 全国地震動予測地図）

・道内の主要活断層は 13 箇所

・黒松内低地断層帯の発生確率 ······ Ｍ7.3 程度以上、30 年以内に２％～５％以下

・サロベツ断層帯の発生確率 ········ Ｍ7.6 程度、30 年以内に４％以下

火山災害

常時観測火山（９火山）＊全国 50 火山

・アトサヌプリ、雌阿寒岳、大雪山、十勝岳、樽前山、倶多楽、有珠山、北海道駒ヶ岳、恵山

豪雨・暴風雨・竜巻

将来の降雨の変化等に関する評価（2019 年 10 月 気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会）

・全国平均に比べ降雨量の増加率が高いとの予測
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② 過去の被害状況

地震・津波

北海道南西沖地震（1993 年） ·

Ｍ7.8、最大震度６（推定）、最大遡上高 30ｍ以上、死者・行方不明者 229 人

十勝沖地震（2003 年）

Ｍ8.0、最大震度６弱、最大津波高 2.55ｍ、死者・行方不明者２人

北海道胆振東部地震（2018 年） ·

Ｍ6.7、最大震度７、死者 44 人、住家被害全壊 479 棟、半壊 1,736 棟、非住家被害 2,620 棟（全・

半壊）

火山噴火

1900 年以降、十勝岳、有珠山、北海道駒ヶ岳で泥流や火砕流に伴う死者が発生

2000 年の有珠山噴火では、避難者数 1.6 万人

豪雨・暴風雨・竜巻

過去 30 年の台風接近数は、年平均２個（全国平均約６個）と比較的少ないが、これまでも 1981 年

の低気圧前線と台風による大水害をはじめ、前線性降雨や台風による浸水被害等が道内各所で発生し

ており、また、近年においては、集中豪雨による災害が頻繁に発生

特に 2016 年８月中旬以降に本道に接近・上陸した一連の台風（７号・９号・10 号・11 号）に伴う

大雨や強風等によって、甚大な被害が発生（死者４人・行方不明者２人、住宅被害は、全壊 39 棟、

半壊 113 棟）

1991 年から 2017 年の間に、47 の竜巻等突風が発生

2006 年、佐呂間町で発生した竜巻では、９人の死者が発生

豪雪・暴風雪

積雪寒冷地域である北海道では、大雪や雪崩、吹雪により交通障害や家屋の倒壊、人的被害が頻繁に

発生

2013 年には、道東を中心とした暴風雪により、９人の死者が発生
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第３章 脆弱性評価

３-１脆弱性評価の考え方

室蘭市の強靭化を進めるうえで、大規模自然災害等に対する脆弱性を分析・評価すること

（以下、「脆弱性評価」という。）は、国土強靱化に関する施策を策定し、効果的、効率的に

推進していくために必要不可欠なプロセスです。

北海道強靭化計画におけるリスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）をもとに、室

蘭市の地域特性や想定される自然災害を踏まえ、24のリスクシナリオを設定しました。

また、設定したリスクシナリオ毎に、室蘭市で実施している関連施策や取組みを調査し、

課題や進捗状況等を把握した上で脆弱性評価を行いました。

３-２脆弱性評価で想定するリスク

道内広域に渡る大規模自然災害のほか、過去に室蘭市で発生した自然災害の被害状況な

どを踏まえ、今後、本市に甚大な被害をもたらすと想定される自然災害全般をリスクとして

想定します。

室蘭市で甚大な被害をもたらす

と想定される自然災害

リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）の設定

室蘭市で実施している関連施策や取組みの調査

【リスクシナリオの回避に繋がる施策や取組みに着目】

課題・進捗状況等の把握

脆弱性評価

【各施策・取組み毎の課題や進捗状況等の把握】

地震 津波

豪雨・土砂災害暴風雨（台風） 洪水 など
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３-３起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）の設定

国の基本計画や北海道強靭化計画で設定されている「事前に備えるべき目標」及び「起

きてはならない最悪の事態」をもとに、室蘭市の地域特性を踏まえ、脆弱性評価の前提とな

るリスクシナリオとして、７つの目標と２４の「起きてはならない最悪の事態」（リスクシ

ナリオ）を設定しました。

７つの目標 起きてはならない最悪の事態 【24のリスクシナリオ】

１．人命の保護

１-１地震等による建築物等の大規模倒壊や火災に伴う死傷者の発生

１-２土砂災害による多数の死傷者の発生

１-３大規模津波等による多数の死傷者の発生

１-４突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水

１-５暴風雪及び豪雪による交通途絶等に伴う死傷者の発生

１-６積雪寒冷を想定した避難体制等の未整備による被害の拡大

１-７情報収集・伝達の不備・途絶等による死傷者の拡大

１-８感染症を想定した避難体制等の未整備による被害の拡大

２．救助・救急活動

等の迅速な実施

２-１被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・

エネルギー供給の長期停止

２-２消防、警察、自衛隊等の被災等による救助・救急活動の停滞

２-３被災地における保健・医療・福祉機能等の麻痺

３．行政機能の確保 ３-１市内外における行政機能の大幅な低下

４．ライフラインの

確保

４-１長期的又は広範囲なエネルギー供給の停止

４-２食料の安定供給の停滞

４-３上下水道等の長期間にわたる機能停止

４-４市外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止

４-５電話・インターネットなど情報通信機能の麻痺・長期停止
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７つの目標 起きてはならない最悪の事態 【24のリスクシナリオ】

５．経済活動の機能

維持

５-１長期的又は広範囲なサプライチェーンの寸断や中枢機能の麻痺

等による企業活動等の停滞

５-２市外との港湾物流機能等の大幅な低下

６．二次災害の抑制
６-１貯水池の機能不全等による二次災害の発生

６-２農地・森林等の荒廃による被害の拡大

７．迅速な復旧・復

興等

７-１災害廃棄物の処理や仮設住宅の整備等の停滞等による復旧・復

興の大幅な遅れ

７-２復旧・復興等を担う人材の絶対的不足や地域コミュニティの崩

壊

７-３西いぶり地域における復旧・復興の大幅な遅れ
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３-４リスクシナリオの回避に向けた現状の分析・評価

７つの目標を構成する室蘭市の２４のリスクシナリオごとに、関連する現行の施策や取

組み状況と、それぞれの課題を整理したうえで、リスクを回避するための分析及び評価を行

いました。

（1） 人命の保護

１-１地震等による建築物等の大規模倒壊や火災に伴う死傷者の発生

①住宅・建築物等の耐震化

室蘭市内における住宅・建築物の所有者等に対する耐震診断補助制度の利用促進を図

るなど、住宅や建築物の耐震化を推進し、耐震化率の向上に努める必要があります。

また、市営住宅においても耐震性が低いと判断された住棟の安全性を高める必要があ

ります。

②建築物等の老朽化対策

室蘭市内の公共建築物について、建築物等の予防保全の観点から定期的な施設の点検

を行うことが重要となっていることから、技術職員による法定点検の実施、並びに施設所

管課又は指定管理者による年次点検及び日常点検の実施により、施設の劣化状況の把握

を行う必要があります。

また、市営住宅の 84％が耐用年限の1/2に達しており、経年劣化が進んでいる状況と

なっていることから、維持保全計画の策定、中長期的な用途廃止や建替集約化等に向けた

取組みを進める必要があります。

関連する計画など

◉室蘭市耐震改修促進計画

◉室蘭市営住宅長寿命化計画

関連する計画など

◉室蘭市公共建築物長寿命化計画

◉室蘭市営住宅長寿命化計画

◉室蘭市学校施設長寿命化計画
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１-１地震等による建築物等の大規模倒壊や火災に伴う死傷者の発生

③避難場所等の指定・整備・普及活動

今後、災害時の避難場所として活用する施設（防火水槽、備蓄倉庫等）について、地域

の実情に応じた防災機能の強化が必要となっているため、公園整備・維持管理業務の遂行

により避難スペースの確保が望まれます。

また、災害時の避難場所として、民間施設の一次避難所を追加するなど、今後は、地域

が開設運営する避難所を増加させる必要があります。

④緊急輸送道路等の整備促進

現状、定期点検を実施するとともに、施設ごとの長寿命化計画等に基づく計画的な施設

の補修・更新等、適切な維持管理を実施しています。

今後は基幹道路の防災機能強化に向け、市民との情報共有の推進や国・道との連携を図

りながら、災害時の物資供給、救急救援活動等を迅速に行うため、緊急輸送道路等の橋り

ょうなど道路施設の老朽化対策を積極的に行う必要があります。

⑤地盤等の情報共有

大規模盛土造成地については、継続的な点検・監視及び、市民へのマップ等による情報

提供や相談体制が重要です。

優先度の高い盛土については早急に安全性を把握し、安全性が不十分なものについて

は安全確保に向けた対策を検討する必要があります。

関連する計画など

◉室蘭市地域防災計画

関連する計画など

◉室蘭市橋梁長寿命化修繕計画

◉室蘭市大型構造物長寿命化修繕計画
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１-２土砂災害による多数の死傷者の発生

①警戒避難体制の整備等

土砂災害が発生するおそれがあると認められる区域については、北海道など関係機関

と連携し、土砂災害防止法に基づき土砂災害警戒区域等の指定を進めており、引き続き、

区域等の指定を進めるとともに指定された区域の周知に努める必要があります。

また、土砂災害警戒区域等の住民に対し、ハザードマップを活用した避難体制整備の確

立が必要です。

②砂防設備等の整備、老朽化対策

市民生活の安全性・安心感向上のため、緑とオープンスペースが有する防災・減災機能

を活用し、既存の緑を適切に維持するとともに、防災施設の整備について検討する必要が

あります

また、砂防施設等の整備に関し、土砂災害の恐れがある箇所については、北海道が主体

となり砂防施設や急傾斜地崩壊防止施設等の整備を進めているため、緊急性の高い箇所

について情報提供を行うなど、砂防施設等の効果的な整備を実施するための連携を図る

必要があります。

関連する計画など

◉室蘭市立地適正化計画

◉室蘭市地域防災計画

関連する計画など

◉室蘭市立地適正化計画

◉室蘭市緑の基本計画
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１-３大規模津波等による多数の死傷者の発生

①津波避難体制の整備

避難行動要支援者の避難対策として、避難対象地域内における避難行動要支援者の現

状把握に努めているが、今後は町内会や民生委員等の連携による、避難支援計画の作成、

災害時の避難施設への誘導、平常時の見回り等、共助による見守り体制構築が必要です。

また、ハザードマップの更新、啓発活動の拡充など、啓発活動による市民周知が必要で

す。

なお、津波避難に係る計画等を以下に示します。

（津波避難計画の策定）

津波災害から市民の生命と身体の安全を確保するため、津波による浸水の程度や避

難に関する情報を事前に市民等に提供し、災害発生時の避難や普段からの備えの強化

を促すことを目的とした「室蘭市津波避難計画」を策定済です。今後、国や北海道によ

り新たな津波浸水想定の設定がなされた時には、適宜計画の改定を進める必要があり

ます。

（津波ハザードマップの作成）

津波ハザードマップについては、平成２４年度に北海道が公表した津波浸水想定区

域に基づき、ハザードマップを作成し、市内全戸に配布済みです。今後、国や北海道よ

り新たな津波浸水想定の設定がなされた時には、ハザードマップの見直しや避難体制

の再整備が必要となります。

（津波避難ビルの指定）

大津波警報発表時、高台等安全な場所にたどりつけない避難者のための津波一時避

難施設として津波避難ビルの指定を進めてきました。今後、国や北海道により新たな津

波浸水想定の設定がなされた時には、避難対象地域内における津波一時避難施設の確

保のために、津波避難ビルの追加や見直し等適宜進めていく必要があります。

関連する計画など

◉室蘭市立地適正化計画

◉室蘭市地域防災計画

◉第2期室蘭市地域福祉計画

◉室蘭市津波避難計画
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②海岸保全施設等の整備、老朽化対策

海岸保全施設や津波漂流物対策施設等の整備について、国や北海道など海岸管理者と

連携を図る必要があります。

また、室蘭港においては、室蘭港港湾の事業継続計画（室蘭港港湾ＢＣＰ）及び広域港

湾業務継続計画（BCP）の継続的な改善や災害に関する他計画（防災・津波避難等）との

連携、新たに生じるリスク（感染症、外来生物等）に対応するための関係機関との連携強

化、外郭施設改良時における粘り強い構造への転換などが求められます。

関連する計画など

◉室蘭長期構想
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１-４突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水

①洪水・内水ハザードマップの作成

洪水ハザードマップについては、北海道が管理している１河川、室蘭市が管理している

２河川について作成し、市内全戸に配布済みです。今後は、更なる周知を進める必要があ

ります。

一方で、内水ハザードマップは作成していないため、対応が必要となっています。

②河川改修等の治水対策

防災機能の強化に向け、市民との情報共有の推進や、国や北海道との連携を図りなが

ら、河川の改修（河道の拡幅、護岸の整備等）などを計画的に行い、治水安全度の向上を

図るとともに、河川の有する治水機能が発揮されるよう適切な維持管理を行う必要があ

ります。

関連する計画など

◉室蘭市立地適正化計画

◉室蘭市地域防災計画
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１-５暴風雪及び豪雪による交通途絶等に伴う死傷者の発生

①暴風雪時における道路管理体制の強化

大雪時における除排雪の体制や具体的な行動計画など、情報共有を図りながら、迅速か

つ適切に対応する必要があります。

また、初冬期の大雪時に対応するため、早い段階における除排雪体制の確保や雪対策施

設の運用など、関係部署が連携して臨機な対応を行う必要があります。

迅速かつ適確な道路管理を行うためには、市民との情報共有の推進が必要です。

②除雪体制の確保

除雪従事者の不足や高齢化が進行する中においても除排雪作業を持続していくため、

ICTなどの先進技術を活用した除雪作業の効率化や省力化を検討するとともに、除排雪

作業に必要な人材の確保につながる取組みを推進する必要があります。
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１-６積雪寒冷を想定した避難体制等の未整備による被害の拡大

①積雪寒冷を想定した避難所等の対策

避難施設における冬季防寒対策として毛布、ストーブ等の資機材の備蓄を進める必要

があります。また、冬季の避難マニュアルの整備も必要です。

②冬季も含めた帰宅困難者対策

公共交通機関の運行停止時における帰宅困難者の発生に対し、駅やバスなどの交通タ

ーミナルでの一時受け入れ態勢の整備や、避難場所への周知・誘導などの避難対策の検討

が必要です。

また、積雪・低温など冬期間の災害発生を想定した避難対策についても、併せて検討を

進める必要があります。

関連する計画など

◉室蘭市地域防災計画

関連する計画など

◉室蘭市地域防災計画
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１-７情報収集・伝達の不備・途絶等による死傷者の拡大

①関係機関の情報共有化

災害時においては、災害現場や関係機関との迅速かつ的確な情報の収集、伝達が求めら

れるため、これまでMCA無線や携帯電話等の整備を行ってきましたが、これらを適切に

運用できるよう日頃からの維持管理が必要です。

また、国の緊急情報ネットワークシステムである Em-Net や、北海道防災情報共有シ

ステム等により、防災気象情報や避難情報など災害情報の情報共有を進めていることか

ら、今後も一層の効果的な運用に向け、システム操作訓練等に努める必要があります。

②住民等への情報伝達体制の強化

住民等への情報伝達体制の強化を図るため、大規模自然災害時に安全な避難行動をと

れるよう、各種災害に係る避難勧告等の発令基準を定めるとともに、津波警報サイレンや

FMコミュニティラジオにより、全国瞬時警報システム（Jアラート）を通じて国から発

信される情報等を伝達するほか、ぼうさい西いぶり情報メール、ホームページ、SNS、広

報車などを通じて情報を伝達しています。また、全戸に配布している「室蘭市くらしの便

利帳」にハザードマップなどを掲載するなど、情報伝達体制強化の取組みを進めていま

す。

また、障がい者の支援としては、災害時の避難所情報等の提供手段として、「コミュニ

ティ放送」や「ぼうさい西いぶり情報メール」、「エリアメール」等の活用と周知を計画に

位置付けています。

しかしながら、避難行動を促す災害情報の発信・伝達に課題があるため、今後も災害情

報の伝達方法の多様化について検討を行い、効果的な情報伝達手段の確保に取り組む必

要があります。

大規模自然災害時には「自助」や「公助」とともに「共助」として地域コミュニティに

よる住民間のつながりが不可欠であるため、一番身近な組織である町内会への加入促進

の取組みや、学校や地域が一体となった活動など地域ぐるみの防災や減災へ向けた取組

みを支援する必要があります。

関連する計画など

◉室蘭市地域防災計画

関連する計画など

◉室蘭市地域防災計画

◉室蘭市障がい者支援計画
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③外国人、観光客、高齢者等の要配慮者対策

観光客の安全を確保し、適切に保護するため、迅速かつ正確な情報提供や避難誘導な

ど、災害から観光客を守る受入体制の整備が必要です。特に、外国人観光客については、

災害情報の伝達手段が十分に整備されていない状況にあるため、多言語に対応した情報

発信の強化等に努める必要があります。

また、避難行動要支援者対策として、高齢者、障がい者などの要配慮者のうち、災害が

発生した場合に自ら避難することが困難な避難行動要支援者に対し、災害時の初動対応

及び消防隊等への情報提供を行なうための現状調査を実施しています。今後も迅速で円

滑な支援が可能となるよう、支援体制の構築、対象者情報の収集、名簿の作成・活用等、

所要の対策を推進する必要があります。

④地域防災活動、防災教育の推進

学校による定期的な避難訓練の実施のほか、防災教育啓発資料の配付や体験型の防災

教育などを通じ、学校関係者及び児童生徒の防災意識の向上に向けた取組みを進めてい

ます。今後も各学校の立地場所など地域の実情に応じた実践的な避難訓練の実施や、関係

機関との連携による防災体験学習などについて、より効果的な取組みを行う必要があり

ます。

また、地域住民の地震や津波等の災害に対する防災意識の向上を図るため、町内会や民

間企業等に対し出前講座を推進するほか、自主防災組織等に防災学習や防災講演会を実

施するなど、今後も一層効果的な取組みを進める必要があります。

関連する計画など

◉室蘭市地域防災計画

◉第2期室蘭市地域福祉計画

◉室蘭市障がい者支援計画

関連する計画など

◉室蘭市地域防災計画
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１-８感染症を想定した避難体制等の未整備による被害の拡大

①医療支援体制の強化

災害時に、状況に応じた適切な医療救護活動を実施するために医師会等と協定を締結

していることから、引き続き医療施設及び行政関係者間で災害時医療に係る支援体制の

構築を図ることが必要です。

②避難所の確保

また、避難所の開設にあっては、地域が開設運営する避難所においても感染症対策を実

施する必要があります。

関連する計画など

◉室蘭市地域防災計画

関連する計画など

◉災害時の医療救護活動に関する協定書
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（2） 救助・救急活動等の迅速な実施

２-１被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の長

期停止

①物資供給等に係る連携体制の整備

物資供給をはじめ医療、救助・救援など災害時の応急対策を迅速かつ円滑に行うため、

北海道及び道内市町村、民間企業･団体等との間で各種応援協定を締結していることから

連携や連絡体制の整備に努める必要があります。

また、大規模自然災害時に広範囲で甚大な被害を受けた場合に、道内自治体からの応援

が受けられない事態が想定されることから、同時被災のリスクが少ない道外自治体と「災

害時応援協定」を締結し、災害時の連携を図ることが必要です。

室蘭港においては、物資供給の受入れ拠点として想定した場合、既存岸壁を活用するた

めの老朽化対策が課題となっているほか、港湾施設の有効活用に向けた取組みを進める

必要があります。

②非常用物資の備蓄促進

家庭や事業所等に向けて、食料、飲料水、最低限の生活物資及び医薬品等の３日分の備

蓄を啓発するとともに、市街地の状況や津波避難を考慮し、市内４箇所に設置した防災備

蓄庫に備蓄資機材を確保するなど計画的な備蓄が必要です。

関連する計画など

◉室蘭市地域防災計画

◉室蘭市と締結している物資供給等に係る各種災害協定

◉姉妹都市災害時相互応援に関する協定

◉室蘭市と宮古市との災害時等における相互協力応援に関する協定

◉室蘭港長期構想

関連する計画など

◉室蘭市地域防災計画
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２-２消防、警察、自衛隊等の被災等による救助・救急活動の停滞

①-1防災訓練等による救助・救急体制の強化

各種訓練への参加により、関係機関との相互協力の強化や連携強化に努めていますが、

今後も訓練等で把握した課題を検証し、より効果的な訓練環境の整備を図るなど、災害対

応の実効性を高めていく必要があります。

災害対応能力の維持・強化に向けて、消防署、支署等及び消防団の救急・救助資機材等

の増強及び老朽化した消防車両の更新や消防水利充足率の向上等、計画的な整備を進め

る必要があります。

消防職員の人員構成に変化により、災害経験が少ない若年層が増えていることから救

助救急体制を維持するため、計画的な人材育成が必要です。また、市内医療機関の協力に

より、救急救命士の高度な再教育体制を堅持し、継続的な人材育成を図る必要がありま

す。

関連する計画など

◉緊急消防援助隊北海道大隊応援等実施計画（北海道）

◉北海道緊急消防援助隊受援計画（北海道）

◉北海道広域消防相互応援協定（北海道）

◉室蘭市消防災害等応援派遣及び受援計画

関連する計画など

◉室蘭市消防水利施設長期事業計画

◉室蘭市消防本部車両整備計画
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２-２消防、警察、自衛隊等の被災等による救助・救急活動の停滞

①-２防災訓練等による救助・救急体制の強化

消防団は、地域防災の中核的な存在として、消火活動や水防活動をはじめ、災害時にお

ける住民の避難誘導や災害防御など重要な役割を担っています。しかし、近年の人口減少

や少子高齢化、雇用形態の変化により団員数が減少傾向であり、地域防災力の維持・強化

には地域住民や事業所に対し、消防団活動への参加など、加入促進を図る必要がありま

す。

②自衛隊体制の維持・拡充

北海道に所在する陸上自衛隊の削減や部隊の統廃合等によって人員が不足した場合、

災害発生時における対応に遅れが生じ、被害が拡大する懸念があります。

今後、大規模自然災害において、救助・救援活動の中心として大きな役割が期待される

自衛隊について、道内各地に配備されている部隊、装備、人員の維持・拡充に向け、北海

道や他市町村などと連携した取組みを推進する必要があります。また、災害に強い室蘭港

の特性を活かし、自衛隊輸送関連施設の誘致により、物流・防災機能の強化と自衛隊との

連携強化を図る必要があります。
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③救急活動等に要する情報基盤、資機材の整備

大規模自然災害時に通信ネットワークを確保するための情報基盤の整備として、消防

救急無線のデジタル化及び通信指令台の更新を行うとともに、救急業務における ICT を

活用した医療機関との連携が進んでいます。今後は、更なる災害対応能力の維持・強化に

向けて、消防署、支署等及び消防団の救助資機材等の増強、老朽化した車両や消火栓の更

新など、計画的な整備を進める必要があります。また、災害救助時においては、引き続き

必要に応じて関係機関との協力体制の充実を図る必要があります。

また、大規模自然災害時においては、負傷者が多数となり消防による救助・救急活動が

遅れる可能性が考えられるため、到着前に傷病者に対して適切な処置が実施できるよう、

市民に対する応急手当の普及啓発を実施していくことが重要です。

関連する計画など

◉室蘭市消防水利施設長期事業計画

◉室蘭市消防本部車両整備計画
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２-３被災地における保健・医療・福祉機能等の麻痺

①避難所等の生活環境の改善、健康への配慮

避難所生活が長期化した場合における、快適な避難所生活のための資機材が不足して

います。今後においては、北海道や西いぶりの各自治体と連携した資機材の調達方法の確

立や共有資機材の情報共有を図っていく必要があります。

なお、避難所生活が長期化するような状況下においては、避難所・プレハブ生活等で生

活される方への体調管理や精神的なケアが必要となります。

②被災時の保健医療支援体制の強化

被災時に、状況に応じた適切な医療救護活動を実施するために医師会、歯科医師会、薬

剤師会等と協定を締結していることから、引き続き医療施設及び行政関係者間で災害時

医療に係る支援体制の構築を図ることが必要です。

また、地域災害拠点病院である市立室蘭総合病院は、災害発生時の救命医療や被災地か

らの重篤患者の受入が求められることから、病院施設及び医療機械の整備を進めるとと

もに、大規模自然災害時における自治体病院間との相互支援の協定を締結しています。今

後も災害拠点病院としての体制強化を図るために、医師をはじめとした医療従事者の確

保並びに災害医療研修の充実に努めるとともに、業務継続計画（BCP）に基づき、災害時

の対応力の向上を図る必要があります。

関連する計画など

◉室蘭市地域防災計画

関連する計画など

◉災害時の医療救護活動に関する協定書

◉災害時の歯科医療救護活動に関する協定書

◉胆振・北渡島檜山地域災害拠点病院間の災害等における相互支援に関する協定書

◉市立室蘭総合病院事業継続計画（BCP）
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③災害時における福祉的支援

避難行動要支援者名簿からの個別プランの作成が進んでいないのが課題となっていま

す。今後は、町内会や民生委員等の連携による、避難支援計画の作成、災害時の避難施設

への誘導、平常時の見回り等、共助による見守り体制の整備を進めていくことが必要で

す。

また、災害に備えた地域防災体制づくりを進め、町内会との情報の共有化を図ること

で、高齢者や障がい者などの要配慮者の安全の確保や、要配慮者のうち災害時の避難等に

支援が必要な避難行動要支援者への支援拡充を図る必要があります。

④防疫対策・健康の保護

大規模自然災害時における外傷等に伴う感染症の発生及び避難所内における感染症の

蔓延等を防止するため、平時からの感染症対策として、手洗いやマスク着用など基本的な

感染対策の周知のほか、定期的な予防接種を実施する必要があります。

関連する計画など

◉第2期室蘭市地域福祉計画

◉室蘭市障がい者支援計画
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（3） 行政機能の確保

３-１市内外における行政機能の大幅な低下

①災害対策本部機能等の強化

大規模自然災害時に行政機能を維持し速やかに応急対策及び復旧対策を実施できる体

制を構築するためには、防災拠点施設としての市役所は非常に重要です。

しかしながら、市役所本庁舎は耐震基準を満たさないことから、災害対策本部および業

務を継続して行うための代替施設を指定していますが、将来的には市役所本庁舎の建て

替え等が必要です。建て替え等が実施されるまでの間については、代替施設における災害

対策本部機能および業務継続機能の充実に向け、資機材等の計画的整備を行う必要があ

ります。

関連する計画など

◉室蘭市地域防災計画

◉室蘭市業務継続計画（BCP）ほか 各部署BCP

◉室蘭市立地適正化計画
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②行政の業務継続体制の整備

平成２４年１１月の胆振地域の暴風雪における長期停電その他地震災害等の教訓か

ら、災害時にも行政機能の維持が行えるよう電力の安定供給が必要であり、今後も非常用

発電機等の定期的なメンテナンスや更新が必要です。

大規模自然災害の発生により市役所や職員、議会や議員が被災した場合においても、市

民生活や社会経済活動に対する最低限の行政サービスを継続し、市民の生命、身体及び財

産の保護並びに市内の経済活動への影響を最小限に抑えることを目的に業務継続計画

（BCP）を策定しています。今後も災害時の対応力の向上のために業務継続計画におけ

る行動手順書の点検や検証に努めるとともに、訓練などを通じ、災害対策本部機能の実施

体制や議会等との連携の検証を行うなど、本部機能強化のための効果的なフォローアッ

プを行う必要があります。

災害時に非常時優先業務を遂行するための行政データのバックアップに課題がありま

す。

今後、 ICT部局の業務継続計画（ICT-BCP）に基づき、外部システム事業者との協力

体制の充実を図るとともに、行政バックアップデータの保管体制を定期的に再確認する

必要があります。

関連する計画など

◉室蘭市地域防災計画

◉室蘭市業務継続計画（BCP）ほか 各部署BCP

関連する計画など

◉室蘭市地域防災計画

◉業務継続計画（ICT-BCP）

関連する計画など

◉室蘭市地域防災計画

◉室蘭市業務継続計画（BCP）ほか 各部署BCP
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③広域応援・受援体制の整備

大規模自然災害時の災害応急体制の確保を図るために、自治体間相互の応援協定を締

結していることから、その効果的な運用を行うために受援体制の構築を図る必要があり

ます。

関連する計画など

◉災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定

ほか 室蘭市が締結している各種防災協定（相互応援）
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（4） ライフラインの確保

４-１長期的又は広範囲なエネルギー供給の停止

①再生可能エネルギーの導入拡大

本市では、市有施設への太陽光パネルをはじめとした再生可能エネルギーを活用して

おり、国や北海道においても、再生可能エネルギーの導入拡大についての施策が進められ

ています。再生可能エネルギーは、大規模自然災害により既存エネルギーの生産基盤が打

撃を受けた場合のバックアップとしての期待も高まっているため、地域の特性を生かし、

蓄電との組み合わせによる太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入拡大を国や北海

道と連携を図りながら推進していく必要があります。

②電力基盤等の整備

洋上風力発電やバイオマス燃料拠点の形成を図るなかで、事業実施者による用地の確

保、周辺環境への配慮などが必要となっています。

③多様なエネルギー資源の活用

国際水素エネルギー拠点の形成を図るなかで、技術の実用化及び事業者による事業の

実施などが必要となっています。

④石油燃料等供給の確保、石油コンビナート等の防災対策

大規模自然災害時において、石油燃料等の安定確保は緊急車両や避難所等の運用に欠

かせないため、石油販売業者の団体等と災害時の供給協力に関する協定を締結している

ほか、石油備蓄場所においては、油流出事故や石油コンビナート内火災等の防災訓練が実

施されています。今後も災害時の石油燃料等の安定確保のために、関係機関による防災対

策に対する協力体制を構築していく必要があります。

関連する計画など

◉室蘭港長期構想

関連する計画など

◉室蘭港長期構想

関連する計画など

◉災害時における燃料の供給及び施設の利用等の協力に関する協定書

◉石油基地自治体協議会加盟団体災害時相互応援協定

◉災害時の発生時における室蘭市と北海道エルピーガス災害対策協議会の応急・復旧

活動の支援に関する協定
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４-２食料の安定供給の停滞

①食料生産基盤の整備

大規模災害によりその生産基盤が打撃を受けた場合、食料需給に甚大な影響を及ぼす

ことが危惧されます。こうした事態に備え、耐震化や津波対策、老朽化対策などの防災・

減災対策も含め、農地や農業水利施設、漁港施設等の生産基盤の整備を着実に推進する必

要があります。

②地場産品の販路拡大

大規模自然災害時において水産物の生産・流通を長期間ストップさせないためには、事

前に水産物の生産・流通を早期再開することを前提に準備・対策を計画することが重要で

す。

③生鮮食料品の流通体制の確保

室蘭市公設地方卸売市場では、災害時における生鮮食料品の安定供給を確保するため

に、札幌市中央卸売市場や苫小牧市公設地方卸売市場等道内７都市の卸売市場と「道内卸

売市場による災害時相互応援協定」を締結しています。今後も引き続き、卸売市場及び業

者間の相互応援体制の継続を図ることが必要です。

関連する計画など

◉追直地域漁港BCP（業務継続計画）

◉室蘭地域マリンビジョン計画

関連する計画など

◉道内卸売市場による災害時相互応援協定

関連する計画など

◉追直地域漁港BCP（業務継続計画）

◉室蘭地域マリンビジョン計画
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４-３上下水道等の長期間にわたる機能停止

①水道施設等の防災対策

現状においては、計画的な水道施設の更新、耐震化を推進しながら、被害発生の抑制、

平時からの災害時対応の強化に努めていますが、事業を継続するための職員確保、技術力

の強化・継承などが課題となっています。

②下水道施設等の防災対策

現状においては、定期的な点検・調査による劣化の早期発見や継続的な修繕・改築の実

施により、事故の発生や機能停止等の抑制を図っていますが、事業を継続する上では、人

口減少等に伴う料金収入や工事監理を行う下水道技術職員の減少、施設情報の蓄積と老

朽化対策、災害時における下水道機能の維持（地震、浸水、津波等の対策）などが課題と

なっています。

室蘭市下水道事業業務継続計画（ＢＣＰ）を進めるうえで、下水道技術職員が減少して

いるほか、実効性の検証（停電、地震、津波、その他）などが課題となっています。

室蘭市下水道ストックマネジメント計画を進めるうえで、膨大な施設の把握などが課

題となっています。

関連する計画など

◉室蘭市水道ビジョン

◉室蘭市水道部業務継続計画（BCP）

関連する計画など

◉室蘭市下水道ビジョン

関連する計画など

◉室蘭市下水道ビジョン

◉室蘭市下水道事業業務継続計画（ＢＣＰ）

関連する計画など

◉室蘭市下水道ビジョン

◉室蘭市下水道ストックマネジメント計画
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４-４市外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止

①交通ネットワークの整備

人口減や自動車保有率の増加のために公共交通機関の利用者が減少していますが、大

規模自然災害時における被災者の交通手段の確保のためには地域公共交通が必要不可欠

です。そのため、平時より利用者ニーズを把握した適切な公共交通体系の構築や、市民生

活の利便性向上に向けた地域特性を考慮した交通手段や路線の確保を行うことで、公共

交通機関の利用率向上に取り組むことが必要です。

（交通ネットワークの確保）

大規模災害時における物資輸送や人的支援などを円滑に行うため、緊急輸送道路等の

交通ネットワークを確保する必要があります。

（道路啓開体制の整備）

緊急輸送道路の途絶を迅速に解消するため、国や北海道などの関係機関との情報共有

体制の整備、道路機能の早期回復のための関係事業者との連携体制の整備が必要です。

②道路施設の防災対策等

基幹道路の防災機能強化に向け、市民との情報共有の推進や国・道との連携を図りなが

ら必要な検討を行っていくことが課題となっています。

③鉄道の機能維持・強化

東室蘭駅は道南圏域と道央圏域を結ぶ重要なターミナルであり、鉄道が持つ大量輸送

機能は、地域住民や、インバウンドを含む観光客を運ぶ公共交通機関として産業や経済を

支えています。また、道東圏域を中心とする北海道の農産物を本州首都圏へ広域輸送する

物流ルートとのひとつとして鉄道貨物輸送の果たす役割は重要であるため、鉄道網の維

持確保が必要です。

関連する計画など

◉室蘭市地域公共交通網形成計画

関連する計画など

◉北海道緊急輸送道路ネットワーク計画

◉北海道道路啓開計画

関連する計画など

◉室蘭市橋梁長寿命化修繕計画

◉室蘭市大型構造物長寿命化修繕計画
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４-５電話・インターネットなど情報通信機能の麻痺・長期停止

①通信機能維持強化

現状においては、大規模災害時に災害対策本部と避難所を結ぶMCA無線の数が不足し

ていることに加え、無線及び防災携帯電話等のランニングコストが増加していることが

課題となっています。

関連する計画など

◉室蘭市地域防災計画
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（5） 経済活動の機能維持

５-１長期的又は広範囲なサプライチェーンの寸断や中枢機能の麻痺等による企業活動等

の停滞

①リスク分散を重視した企業立地等の促進

冷涼な気候や首都圏等との同時被災の可能性が少ないといった地理的優位性を生か

し、テレワークやサテライトオフィスなどの新たな形態を含めた企業誘致に取り組んで

おり、引き続き、サプライチェーンの多重化・分散化のための生産拠点の移転、室蘭市立

地に向けた支援の実施とともに企業誘致を促進する必要があります。

②企業の事業継続体制の強化

大規模自然災害時に長期間にわたって企業活動の停滞が起きる事態を避けるために、

事前にリスクを分析し対策を定める包括的行動計画である業務継続計画（BCP）の策定に

向けた対応が必要となるため、経済団体と連携し普及啓発活動を進めているところです

が、策定している企業数は少なく、今後とも継続して普及啓発活動を進めていく必要があ

ります。

③被災企業等への金融支援

大規模自然災害に伴う経済環境の急変等により影響を受けた企業に対して、早期復旧

及び経営の安定化を図るため、低利率の室蘭市融資制度の資金のあっせんを行うなどの

災害時金融支援策を確保していますが、引き続き被災企業に対する金融支援のセーフテ

ィネットを確保していく必要があります。
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５-２市外との港湾物流機能等の大幅な低下

①港湾の機能強化

（港湾施設の老朽化対策、機能維持等）

災害時における物流機能低下の防止やフェリー航路及び耐震岸壁等の災害時利用を確

実にするため、老朽化対策を積極的に行う必要があります。また、機能維持・延命を目的

とした改良、港湾利用の効率性・安全性の向上を図ることが重要です。

（港湾における業務継続体制の整備）

地震・津波などの大規模自然災害が発生した場合に、港湾施設の被災によって港湾機能

が低下することによる地域への影響を最小限とするため、室蘭港を利用する関係機関等

が相互に連携を図り、港湾機能の維持及び早期復旧を図ることを目的に「室蘭港港湾の事

業継続計画（室蘭港港湾ＢＣＰ）」を策定しています。また、国の「北海道太平洋側港湾

BCP」「道央圏港湾BCP」に基づき、大規模自然災害時の港湾間の相互応援体制の整備も

図られています。今後は業務継続体制の実効性を高めるために、計画内容の点検や訓練に

より問題点を抽出し、定期的な見直しを図ることが必要です。

（物流機能の向上、コンテナ輸送への対応）

ものづくり産業の競争力強化につながる物流機能向上や既存鉄道引込線を再活用した

コンテナ輸送へ対応していくための取組みを進める必要があります。

海上及び臨海部の広域複合災害の発生に備え、室蘭港の港湾機能の維持・継続を進める

なかで、事業継続計画（室蘭港港湾ＢＣＰ）の継続的な改善や他計画との連携、関係機関

との強化などの課題があります。

関連する計画など

◉社会資本総合整備計画

◉室蘭港長期構想

◉室蘭港港湾の事業継続計画（室蘭港港湾ＢＣＰ）

関連する計画など

◉室蘭港長期構想

◉室蘭港港湾の事業継続計画（室蘭港港湾ＢＣＰ）
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②陸路における物流拠点の機能強化

陸路における物流拠点である室蘭市公設地方卸売市場については、被災した場合の代

替機能の確保が困難であるため、事前の災害対策が必要です。今後も引き続き、民間施設

を含めた物流拠点の機能の強化を促進するとともに、災害時においても円滑な物資輸送

を図る体制を構築する必要があります。
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（6） 二次災害の抑制

６-１貯水池の機能不全等による二次災害の発生

①貯水池の防災対策

大雨が予想される場合においては、気象台と連携し、貯水池の氾濫等により河川水位へ

の影響を及ぼさないよう、事前に水位調整を実施し、氾濫抑制に努めています。

一方で、河川管理者との調整連絡体制は構築されていますが、想定外時の地域への情報

提供体制などの構築が必要となっています。

６-２農地・森林等の荒廃による被害の拡大

①森林の整備・保全

市民生活の安全性・安心感向上のため、緑とオープンスペースが有する防災・減災機能

を活用し、既存の緑を適切に維持するとともに、防災施設の整備について検討していくこ

とが必要です。

②農地・農業水利施設等の保全管理

近年の異常気象による降水量の増加から、農地の排水不良や農業用水路の崩壊等の被

害をまねく恐れがあることから、農業用水路等の状況把握や関係者等への情報提供及び

連携が必要となっています。

関連する計画など

◉室蘭市緑の基本計画
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（7） 迅速な復旧・復興等

７-１災害廃棄物の処理や仮設住宅の整備等の停滞等による復旧・復興の大幅な遅れ

①災害廃棄物の処理体制の整備

現状においては、小規模な災害ごみの処理計画は策定していますが、大規模災害時に向

けた災害廃棄物等の受入先やスペースの確保、廃棄物の種類別による受入方法の確認等

などが課題となっています。

尚、大規模自然災害時においては、通常廃棄物と併せて災害廃棄物の迅速かつ適正な処

理が求められるため、平時における体制の整備をする必要があります。

②地籍調査の実施

現状においては、地籍調査が必要な地区は実施済みであり、未実施地区は未利用地がほ

とんどを占めています。このため、地籍調査の事業効果が低いうえ、所有者の同意が得ら

れない可能性があります。

関連する計画など

◉室蘭市地域防災計画

◉室蘭港長期構想

◉災害廃棄物処理計画
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７-２復旧・復興等を担う人材の絶対的不足や地域コミュニティの崩壊

①災害対応に不可欠な建設業との連携

（マニュアル等の整備）

災害時に活動するためのマニュアルが未整備なため、役割分担などの整理及び災害時

に建設業者が迅速かつ的確に行動ができるよう、マニュアルの作成が急務となっていま

す。

（建設会社の技術力向上）

地域において必要となる社会インフラを適切に維持していくとともに、大規模自然災

害時の復旧・復興を迅速に進めていくためには、復旧・復興の重要な担い手である建設会

社の技術力向上が必要不可欠です。このため、その両者が役割を十分に発揮できるよう

に、保全技術の向上を図る研修を官民連携して推進する必要があります。

（建設業の担い手確保）

減少する建設業就業者や技能労働者の確保は、災害時の復旧・復興はもとより、平時か

らのインフラ整備などを着実に進めていくためにも必要不可欠であるため、若年層を中

心とした担い手確保対策に早急に取り組む必要があります。

②行政職員の活用促進

現状においては、災害時の道内市町村間における職員派遣による相互応援協定を締結

していますが、その効果的な運用を行うための受援体制が構築されていないため、大規模

自然災害時の災害応急体制の確保を図るための検討を進める必要があります。

③地域コミュニティ機能の維持・活性化

大規模自然災害時には、「自助」や「公助」とともに「共助」として地域コミュニティ

による住民間のつながりが不可欠です。一方で、地域においては人口減少や高齢化といっ

た課題も抱えているため、地域での取組みの一つとして、地元企業や町内会などとの連携

を行うことや、地域を支えるCSR活動（社会や地域への貢献）に取り組む企業を増やし

ていくことが必要となっています。

関連する計画など

◉室蘭市地域防災計画

◉災害時における応急対策業務に関する協定書

関連する計画など

◉室蘭市地域防災計画

◉災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定
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７-３西いぶり地域における復旧・復興の大幅な遅れ

①西いぶり地域との連携

現状では、災害時において職員派遣による相互応援協定を締結していますが、その効果

的な運用を行うための受援体制が構築されていないため、大規模自然災害時の災害応急

体制の確保を図るための検討を進める必要があります。

有珠山噴火の際には、西いぶり地域の１市３町において多数の避難者が発生すること

が想定され、多くの避難所開設が必要となるため、本市において避難者受入などの支援体

制の構築を図ることが必要です。

また、平時から、火山災害等を想定した防災訓練等を１市３町や北海道、地域の企業な

どと合同で実施することにより、災害時における体制の確認や関係機関等の災害対応に

関する意識の向上、相互の連携強化を図る必要があります。

関連する計画など

◉室蘭市地域防災計画

◉６市町防災協定

◉災害時におけるようてい・西いぶり広域連携会議構成市区町村の相互応援に関する

協定
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第４章 強靭化のための施策プログラム

４-１施策プログラム策定の考え方

脆弱性評価の結果を踏まえ、室蘭市における強靭化施策の取組み方針を示す「施策プログ

ラム」を策定します。

施策プログラムは、脆弱性評価において設定した「起きてはならない最悪の事態」を回避

するため、本地域のみならず国、北海道、民間それぞれの取組み主体が適切な役割分担と連

携のもとで行います。

また、取り組むべきリスク回避のために、施設の整備・耐震化、代替施設の確保等の「ハ

ード対策」のみではなく、情報・訓練・防災教育をはじめとした「ソフト対策」を組み合わ

せ、24の「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」ごとに取りまとめます。

４-２推進事業（施策の重点化）

施策プログラムの推進にあたっては、重点的・優先的に推進する施策プログラムを明確化

し、効率的かつ効果的な事業の推進が重要となります。

そこで、24の「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」を構成する60の施策

プログラムを対象に、以下に示す視点に基づき、緊急性や優先度を総合的に判断し、36の

重点化すべき施策プログラムを選定しました。

※）重点化すべき施策プログラムについては、各施策プログラムの末尾に重点と記載

重点化の視点 視点の説明

影響の大きさ
当該施策を講じない場合、大規模自然災害の発生時において、
どの程度重大な影響を及ぼすか

施策の進捗 当該施策の進捗をこれまで以上に向上させる必要があるか

平時の効用
当該施策が大規模自然災害の発生時のみならず、平時において
も有効に機能するか

国全体の強靱化
への寄与

当該施策が国全体の強靱化にどの程度寄与するか
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４-３施策プログラム

脆弱性評価の結果を踏まえ、各目標に関連した24のリスクシナリオを回避するために必

要となる施策プログラムを定め、「都市・インフラ」「生活」「行政機能」「産業・経済」に分

類しました。

また、各施策プログラムの具体的な内容を検討し、リスクシナリオ毎にその方向性を定め

ました。
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目
標
・
リ
ス
ク
シ
ナ
リ
オ

施策プログラム

施策分類

都
市
・
イ
ン
フ
ラ

生
活

行
政
機
能

産
業
・
経
済

１．人命の保護

１-１地震等による建築物等の大規模倒壊や火災に伴う死傷者の発生

①住宅・建築物等の耐震化 重点 ○

②建築物等の老朽化対策 重点 ○

③避難場所等の指定・整備・普及活動 重点 ○

④緊急輸送道路等の整備促進 重点 ○

⑤地盤等の情報共有 ○

１-２土砂災害による多数の死傷者の発生

①警戒避難体制の整備等 重点 ○

②砂防設備等の整備、老朽化対策 ○

１-３大規模津波等による多数の死傷者の発生

①津波避難体制の整備 重点 ○

②海岸保全施設等の整備、老朽化対策 ○

１-４突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水

①洪水・内水ハザードマップの作成 重点 ○

②河川改修等の治水対策 重点 ○

１-５暴風雪及び豪雪による交通途絶等に伴う死傷者の発生

①暴風雪時における道路管理体制の強化 重点 ○

②除雪体制の確保 ○

１-６積雪寒冷を想定した避難体制等の未整備による被害の拡大

①積雪寒冷を想定した避難所等の対策 重点 ○

②冬季も含めた帰宅困難者対策 ○

１-７情報収集・伝達の不備・途絶等による死傷者の拡大

①関係機関の情報共有化 重点 ○

②住民等への情報伝達体制の強化 重点 ○

③外国人、観光客、高齢者等の要配慮者対策 ○

④地域防災活動、防災教育の推進 重点 ○

１-８感染症を想定した避難体制等の未整備による被害の拡大

①医療支援体制の強化 重点 ○

②避難所の確保 重点 ○
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目
標
・
リ
ス
ク
シ
ナ
リ
オ

施策プログラム

施策分類

都
市
・
イ
ン
フ
ラ

生
活

行
政
機
能

産
業
・
経
済

２．救助・救急活動等の迅速な実施

２-１被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の長期停止

①物資供給等に係る連携体制の整備 重点 ○

②非常用物資の備蓄促進 重点 ○

２-２消防、警察、自衛隊等の被災等による救助・救急活動の停滞

①防災訓練等による救助・救急体制の強化 重点 ○

②自衛隊体制の維持・拡充 重点 ○

③救急活動等に要する情報基盤、資機材の整備 重点 ○

２-３被災地における保健・医療・福祉機能等の麻痺

①避難所等の生活環境の改善、健康への配慮 ○

②被災時の保健医療支援体制の強化 重点 ○

③災害時における福祉的支援 ○

④防疫対策・健康の保護 重点 ○

３．行政機能の確保

３-１市内外における行政機能の大幅な低下

①災害対策本部機能等の強化 重点 ○

②行政の業務継続体制の整備 重点 ○

③広域応援・受援体制の整備 ○
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目
標
・
リ
ス
ク
シ
ナ
リ
オ

施策プログラム

施策分類

都
市
・
イ
ン
フ
ラ

生
活

行
政
機
能

産
業
・
経
済

４．ライフラインの確保

４-１長期的又は広範囲なエネルギー供給の停止

①再生可能エネルギーの導入拡大 ○

②電力基盤等の整備 ○

③多様なエネルギー資源の活用 ○

④石油燃料等供給の確保、石油コンビナート等の防災対策 ○

４-２食料の安定供給の停滞

①食料生産基盤の整備 重点 ○

②地場産品の販路拡大 ○

③生鮮食料品の流通体制の確保 ○

４-３上下水道等の長期間にわたる機能停止

①水道施設等の防災対策 重点 ○

②下水道施設等の防災対策 重点 ○

４-４市外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止

①交通ネットワークの整備 重点 ○

②道路施設の防災対策等 重点 ○

③鉄道の機能維持・強化 ○

４-５電話・インターネットなど情報通信機能の麻痺・長期停止

①通信機能維持強化 重点 ○
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目
標
・
リ
ス
ク
シ
ナ
リ
オ

施策プログラム

施策分類

都
市
・
イ
ン
フ
ラ

生
活

行
政
機
能

産
業
・
経
済

５．経済活動の機能維持

５-１長期的又は広範囲なサプライチェーンの寸断や中枢機能の麻痺等による企業活動等の停滞

①リスク分散を重視した企業立地等の促進 ○

②企業の事業継続体制の強化 ○

③被災企業等への金融支援 ○

５-２市外との港湾物流機能等の大幅な低下

①港湾の機能強化 重点 ○

②陸路における物流拠点の機能強化 重点 ○

６．二次災害の抑制

６-１貯水池の機能不全等による二次災害の発生

①貯水池の防災対策 ○

６-２農地・森林等の荒廃による被害の拡大

①森林の整備・保全 ○

②農地・農業水利施設等の保全管理 ○

７．迅速な復旧・復興等

７-１災害廃棄物の処理や仮設住宅の整備等の停滞等による復旧・復興の大幅な遅れ

①災害廃棄物の処理体制の整備 重点 ○

②地籍調査の実施 ○

７-２復旧・復興等を担う人材の絶対的不足や地域コミュニティの崩壊

①災害対応に不可欠な建設業との連携 重点 ○

②行政職員の活用促進 重点 ○

③地域コミュニティ機能の維持・活性化 ○

７-３西いぶり地域における復旧・復興の大幅な遅れ

①西いぶり地域との連携 重点 ○
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１．人命の保護

１－１ 地震等による建築物等の大規模倒壊や火災に伴う死傷者の発生

① 住宅・建築物等の耐震化 重点

❏市内の住宅、建築物に対して、耐震診断補助制度の利用促進を図るなど、耐震化に

向けて取り組みます。

❏市営住宅の耐震改修について、社会情勢の変化や事業の進捗状況等に応じ、概ね5

年ごとに計画の定期見直しを行い耐震化の促進を図ります。

❏地域コミュニティの拠点となる町内会館等について、耐震改修制度の利用促進を図

るなど、地震等による倒壊等を防ぐ取組みを推進します。

② 建築物等の老朽化対策 重点

❏適切な維持管理を実施するため、「室蘭市公共建築物長寿命化計画」及び各種施設

の「長寿命化計画」に基づき、計画的な施設の更新・修繕等を進めていきます。

❏市内の公共建築物の老朽化対策として、技術職員による法定点検の実施、並びに施

設所管課又は指定管理者による年次点検及び日常点検を実施し、施設の劣化状況の

把握を行います。

❏市営住宅の老朽化対策として、今後10年間の維持保全計画を策定するとともに、

中長期的な用途廃止や建替集約化等に向けた取組みを進めます。

③ 避難場所等の指定・整備・普及活動 重点

❏公園整備や適切な維持管理の実施により、避難スペースを確保します。

❏地域が開設運営できる避難所の増加に向け、地域との調整を進め、避難所の確保に

努めます。

④ 緊急輸送道路等の整備促進 重点

❏災害時の物資供給、救急救援活動等を迅速に行うため、緊急輸送道路等の橋りょう

など道路施設の老朽化対策を推進します。

⑤ 地盤等の情報共有

❏優先度の高い盛土については早急に安全性を把握し、市民との情報共有に努めま

す。また、安全性が不十分なものについては安全確保に向けた対策を検討します。
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施策プログラム 主な関連計画など

①住宅・建築物等の耐震化 ◎室蘭市耐震改修促進計画

◎室蘭市営住宅長寿命化計画

②建築物等の老朽化対策 ◎室蘭市公共建築物長寿命化計画

◎室蘭市営住宅長寿命化計画

◎室蘭市学校施設長寿命化計画

③避難場所等の指定・整備・普及活動 ◎室蘭市地域防災計画

④緊急輸送道路等の整備促進 ◎室蘭市橋梁長寿命化修繕計画

◎室蘭市大型構造物長寿命化修繕計画

⑤地盤等の情報共有 －

１－２ 土砂災害による多数の死傷者の発生

① 警戒避難体制の整備等 重点

❏土砂災害による被害の発生に備え、北海道など関係機関と連携した急傾斜地等の対

策を進めていきます。

❏土砂災害警戒区域等の住民に対し、ハザードマップによる啓発活動の拡充を図るほ

か、定期的に防災訓練を行うなど、災害時に適切に避難できる体制の整備を進めま

す。

② 砂防設備等の整備、老朽化対策

❏保安林や土砂災害警戒区域にある森林は、自然災害の防災・減災に機能するため、

今後も引き続き保全を図ります。

❏市街地部の緑や公園は、災害時の延焼防止機能を有しているため、適切な維持管理

に努めます。

❏北海道による砂防施設等の効果的な整備のために、土砂災害のおそれがある箇所に

ついて情報提供を行うなどの連携を図ります。

施策プログラム 主な関連計画など

①警戒避難体制の整備等 ◎室蘭市立地適正化計画

◎室蘭市地域防災計画

②砂防設備等の整備、老朽化対策 ◎室蘭市立地適正化計画

◎室蘭市緑の基本計画



室蘭市強靭化計画

p. 60

１－３ 大規模津波等による多数の死傷者の発生

① 津波避難体制の整備 重点

（避難体制の確保）

❏津波浸水想定区域等の住民に対し、ハザードマップによる啓発活動の拡充を図るほ

か、定期的に防災訓練を行うなど、災害時に適切に避難できる体制の整備を進めま

す。

（避難行動要支援者の避難対策）

❏町内会や民生委員等の連携による、避難支援計画の作成、災害時の避難施設への誘

導、平常時の見回り等、共助による見守り体制の構築を支援します。

（津波避難計画の策定、津波ハザードマップの作成）

❏国や北海道による新たな津波浸水想定の設定がなされた場合には、室蘭市津波避難

計画やハザードマップの見直しを進め、速やかに市民へ周知を行います。また、必

要に応じて、津波避難ビルの追加や見直し等にも取り組んでいきます。

② 海岸保全施設等の整備、老朽化対策

（海岸保全施設等の整備）

❏海岸保全施設や津波漂流物対策施設等の整備について国や北海道に要望を行いま

す。

（室蘭港の港湾機能の維持・継続）

❏室蘭港港湾の事業継続計画（室蘭港港湾BCP）及び広域港湾BCPの継続的な改

善を図ります。

❏災害に関する他の計画（防災・津波避難等）と連携していきます。

❏新たに生じるリスク（感染症、外来生物等）に対応してくために、関係機関と連携

強化を図ります。

❏外郭施設改良時における粘り強い構造（損傷しても可能な限り安定が保たれる）へ

の転換を図ります。

施策プログラム 主な関連計画など

①津波避難体制の整備 ◎室蘭市立地適正化計画

◎室蘭市地域防災計画

◎第２期室蘭市地域福祉計画

◎室蘭市津波避難計画

②海岸保全施設等の整備、老朽化対策 ◎室蘭港長期構想
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１－４ 突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水

① 洪水・内水ハザードマップの作成 重点

（避難体制の確保）

❏洪水浸水想定区域等の住民に対し、ハザードマップによる啓発活動の拡充を図りま

す。

（ハザードマップの作成）

❏内水ハザードマップを作成し、市民周知を図ります。

② 河川改修等の治水対策 重点

❏河川の改修（河道の拡幅、護岸の整備等）などを計画的に行い、治水安全度の向上

を図るとともに、河川の有する治水機能が発揮されるよう適切な維持管理を行いま

す。

施策プログラム 主な関連計画など

①洪水・内水ハザードマップの作成 ◎室蘭市立地適正化計画

◎室蘭市地域防災計画

②河川改修等の治水対策 －
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１－５ 暴風雪及び豪雪による交通途絶等に伴う死傷者の発生

① 暴風雪時における道路管理体制の強化 重点

❏大雪時における除排雪の体制や具体的な行動計画など、情報共有を図りながら、迅

速かつ適切に対応していきます。

❏初冬期の大雪時に対応するため、早い段階における除排雪体制の確保や雪対策施設

の運用などを、関係部署が連携して臨機な対応を行っていきます。

❏室蘭管区気象台が発表する大雪警報や暴風雪警報時において、スムーズに作業が行

えるよう、広報媒体を活用し市民への注意喚起を図ります。

② 除雪体制の確保

❏除雪従事者の不足や高齢化が進行する中においても除排雪作業を持続していくた

め、ICTなどの先進技術を活用した除雪作業の効率化や省力化を検討するととも

に、除排雪作業に必要な人材の確保につながる取組みを推進していきます。

施策プログラム 主な関連計画など

①暴風雪時における道路管理体制の強化 －

②除雪体制の確保 －

１－６ 積雪寒冷を想定した避難体制等の未整備による被害の拡大

① 積雪寒冷を想定した避難所等の対策 重点

❏避難施設における冬季防寒対策の充実のために、毛布、ストーブ等の資機材の確保

に努めていきます。

❏各地域と冬期避難のあり方の検討を進めていきます。

② 冬季も含めた帰宅困難者対策

（公共交通機関の運行停止時による帰宅困難者対策）

❏大規模自然災害時、公共交通機関の運行停止時における帰宅困難者の一時受け入れ

態勢の整備や、避難場所への周知・誘導などの避難対策の検討を行っていきます。

施策プログラム 主な関連計画など

①積雪寒冷を想定した避難所等の対策 ◎室蘭市地域防災計画

②冬季も含めた帰宅困難者対策 ◎室蘭市地域防災計画
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１－７ 情報収集・伝達の不備・途絶等による死傷者の拡大

① 関係機関の情報共有化 重点

（災害時における情報連絡体制の確保）

❏災害現場や関係機関との迅速かつ的確な情報の収集、伝達を行うために、MCA無

線、携帯電話等のメンテナンスを行っていきます。

❏関係機関との顔の見える関係構築のため防災会議の開催や防災訓練への参加等を行

います。

（防災情報に係るシステムの運用）

❏国や北海道の防災情報に係るネットワークシステム等各種システムを適確に運用す

るため、システム操作の習熟に努めます。

② 住民等への情報伝達体制の強化 重点

（住民等への情報伝達体制の強化）

❏大規模自然災害時に安全な避難行動をとれるよう、災害情報の伝達方法の多様化を

進め、効果的な情報伝達手段の確保に取り組んでいきます。

❏災害時に避難を促すような伝わりやすい防災情報の提供に努めます。

❏災害情報の取り扱いについて周知を図っていきます。

（地域コミュニティの活性化）

❏町内会への加入促進等の町内会活性化に向けた取組みや、学校と地域との連携等の

地域ぐるみで進める防災・減災への取組みに対する支援を行っていきます。

③ 外国人、観光客、高齢者等の要配慮者対策

（外国人を含む観光客に対する情報伝達の強化）

❏観光客の安全を確保し適切に保護するため、迅速かつ正確な情報提供や避難誘導な

ど、災害から観光客を守る受入体制の整備を行っていきます。

❏情報発信機能強化に向けて国などの関係機関と連携して取り組みます。

（避難行動要支援者対策）

❏災害が発生した場合に自ら避難することが困難な避難行動要支援者に対し、迅速で

円滑な支援が可能となるよう、支援体制の構築、対象者情報の収集、名簿の作成・

活用等の対策を推進していきます。
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④ 地域防災活動、防災教育の推進 重点

❏学校による定期的な避難訓練の実施のほか、防災教育啓発資料の配付や体験型の防

災教育などを通じ、学校関係者及び児童生徒の防災意識の向上に向けた取組みを進

めていきます。

❏大学との連携による地域防災活動の取組みを推進していきます。

❏町内会や民間企業等に、避難所運営及び防災に関する出前講座等の活用を促し、自

ら災害から身を守る方法や地域防災活動の更なる啓発を図ります。

❏市民が楽しく参加できる防災教育を実施します。

施策プログラム 主な関連計画など

①関係機関の情報共有化 ◎室蘭市地域防災計画

②住民等への情報伝達体制の強化 ◎室蘭市地域防災計画

◎室蘭市障がい者支援計画

③外国人、観光客、高齢者等の要配慮者対策 ◎室蘭市地域防災計画

◎第２期室蘭市地域福祉計画

◎室蘭市障がい者支援計画

④地域防災活動、防災教育の推進 ◎室蘭市地域防災計画

◎包括連携協定書

（国立大学法人室蘭工業大学）

１－８ 感染症を想定した避難体制等の未整備による被害の拡大

① 医療支援体制の強化 重点

❏災害時に状況に応じた適切な医療救護活動を実施するため、医師会等と災害時医療

に係る支援体制の構築を図ります。

② 避難所の確保 重点

（感染症を想定した避難所の確保）

❏災害時に開設する避難所については、地域が開設運営する避難所においても感染症

対策を講じることができるよう地域との調整を継続していきます。

施策プログラム 主な関連計画など

①医療支援体制の強化 ◎災害時の医療救護活動に関する協定書

②避難所の確保 ◎室蘭市地域防災計画
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２．救助・救急活動等の迅速な実施

２－１ 被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー

供給の長期停止

① 物資供給等に係る連携体制の整備 重点

（物資供給等に係る連携体制の整備）

❏物資供給をはじめ医療、救助・救援など災害時の応急対策を迅速かつ円滑に行うた

め、北海道及び道内市町村、民間企業･団体等との間における連携や連絡体制の整

備に努めていきます。

（地理的に離れた市町村との災害時応援協定の締結）

❏道内自治体からの応援が受けられない広範囲で甚大な被害を受けた場合を想定し、

同時被災のリスクが少ない道外自治体との間で災害時の連携を図っていきます。

（港湾施設の活用）

❏被災地への物資補給や復旧作業に資する広域防災フロートの迅速かつ円滑な派遣を

支援します。

❏既存岸壁等を活用し災害支援部隊や災害支援車両等の輸送を支援します。

❏不荷役船への休憩、燃料・水・食糧等の運航上必要な物資を補給する物資補給岸壁

の確保を行います。

❏大型船に対応できる大水深を備えた既存岸壁の有効活用を図ります。

② 非常用物資の備蓄促進 重点

❏食料、飲料水、最低限の生活物資及び医薬品等の家庭内備蓄や事業所内備蓄の啓発

活動に取り組むとともに、市内４箇所に設置した防災備蓄庫に備蓄資機材等を計画

的に整備していきます。

❏なるべく廃棄が発生しない方法での備蓄計画を推進していきます。

施策プログラム 主な関連計画など

①物資供給等に係る連携体制の整備 ◎室蘭市地域防災計画

◎室蘭市と締結している物資供給等に係る各

種災害協定

◎姉妹都市災害時相互応援に関する協定

◎室蘭市と宮古市との災害時等における相互
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協力応援に関する協定

◎室蘭港長期構想

②非常用物資の備蓄促進 ◎室蘭市地域防災計画
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２－２ 消防、警察、自衛隊等の被災等による救助・救急活動の停滞

① 防災訓練等による救助・救急体制の強化 重点

（防災訓練等の実施）

❏各種訓練への参加により、関係機関との相互協力の強化や連携強化に努めるととも

に、効果的な訓練の拡充を図るなど、災害対応の実行性を高めていきます。

（消防職員の育成）

❏救助救急体制を維持するため、計画的に消防職員の人材育成を実施します。

❏市内医療機関の協力により、救急救命士の高度な再教育体制を堅持し、継続的な人

材育成を図ります。

❏地域防災力の維持・強化に向け、消防団活動への参加など、加入促進を図っていき

ます。

（救助活動等に要する情報基盤、資機材の整備）

❏消防署・支署等及び消防団の救助資機材等の増強、老朽化した車両の更新や消防水

利充足率の向上など、計画的な整備を進めるとともに、関係機関との協力体制の充

実を図っていきます。

② 自衛隊体制の維持・拡充 重点

❏大規模自然災害において、救助・救援活動の中心として大きな役割が期待される自

衛隊について、道内各地に配備されている部隊、装備、人員の維持・拡充に向け、

北海道や他市町村などと連携した取組みを推進していきます。

❏静穏性が高い室蘭港の特性を活かし、自衛隊輸送関連施設の誘致により、物流・防

災機能の強化と自衛隊との連携強化を図っていきます。

③救急活動等に要する情報基盤、資機材の整備 重点

（救助活動等に要する情報基盤、資機材の整備）［再掲］

❏消防署・支署等及び消防団の救助資機材等の増強、老朽化した車両の更新や消防水

利充足率の向上など、計画的な整備を進めるとともに、関係機関との協力体制の充

実を図っていきます。

（応急手当の普及啓発）

❏大規模自然災害時に傷病者に対して適切な処置が実施できるよう、市民に対する応

急手当の普及啓発を実施します。
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施策プログラム 主な関連計画など

①防災訓練等による救助・救急体制の強化 ◎緊急消防援助隊北海道大隊応援等実施計画

（北海道）

◎北海道緊急消防援助隊受援計画（北海道）

◎北海道広域消防相互応援協定（北海道）

◎室蘭市消防災害等応援派遣及び受援計画

◎室蘭市消防水利施設長期事業計画

◎室蘭市消防本部車両整備計画

②自衛隊体制の維持・拡充 —

③救急活動等に要する情報基盤、資機材の

整備

◎室蘭市消防水利施設長期事業計画

◎室蘭市消防本部車両整備計画
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２－３ 被災地における保健・医療・福祉機能等の麻痺

① 避難所等の生活環境の改善、健康への配慮

❏北海道や西いぶりの自治体と連携を図り、資機材の情報共有や資機材調達方法の確

立を進めていきます。

❏避難所生活が長期化するような状況下において、避難所・プレハブ生活等での体調

管理、精神的なケアのため、救護班の増強を図っていきます。

② 被災時の保健医療支援体制の強化 重点

（被災時の医療支援体制の強化）

❏被災時に状況に応じた適切な医療救護活動を実施するため、医師会、歯科医師会、

薬剤師会等と災害時医療に係る支援体制の構築を図ります。

（地域災害拠点病院の体制強化）

❏災害拠点病院としての体制強化を図るため、病院施設及び医療機械の整備や、医師

をはじめとした医療従事者の確保並びに災害医療研修の充実に努めるとともに、災

害時の対応力の向上のため、業務継続計画（BCP）における行動手順書の点検や

検証、訓練などを通じた実施体制の検証を行うなど、フォローアップに努めていき

ます。

③ 災害時における福祉的支援

❏主な支援組織である町内会や民生委員等の連携による、避難行動要支援者の避難支

援計画の作成及び更新、災害時の避難施設への誘導、平常時の見回り等、共助によ

る見守り体制の構築を支援していきます。

④ 防疫対策・健康の保護 重点

❏大規模自然災害発生時における感染症の蔓延等を防止するため、平時からの感染症

対策として、手洗いやマスク着用など基本的な感染症対策の周知を図るほか、定期

的な予防接種を実施します。

施策プログラム 主な関連計画など

①避難所等の生活環境の改善、健康への配慮 ◎室蘭市地域防災計画

②被災時の保健医療支援体制の強化 ◎災害時の医療救護活動に関する協定書

◎災害時の歯科医療救護活動に関する協定書

◎胆振・北渡島檜山地域災害拠点病院間の災

害等における相互支援に関する協定書

◎市立室蘭総合病院事業継続計画（BCP）
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③災害時における福祉的支援 ◎第２期室蘭市地域福祉計画

◎室蘭市障がい者支援計画

④防疫対策・健康の保護 —
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３．行政機能の確保

３－１ 市内外における行政機能の大幅な低下

① 災害対策本部機能等の強化 重点

② 行政の業務継続体制の整備 重点

（行政施設の機能維持、業務継続体制の整備）

❏災害時の対応力の向上のために業務継続計画（BCP）における行動手順書の点検や

検証を進めるとともに、訓練などを通じ災害対策本部機能の強化や各部署における

実施体制、議会等との連携の検証を行うなど、フォローアップを行っていきます。

❏市役所本庁舎の建て替え等の検討を進め、また、建て替え等が実施されるまでの間

については、代替施設における災害対策本部機能および業務継続機能の充実に向

け、資機材等の計画的整備を行います。

❏災害時にも行政機能の維持が行えるよう、電力の安定供給が必要であるため、非常

用発電機等の定期的なメンテナンスや更新を実施します。

❏ ICT 部局の業務継続計画（ICT-BCP）に基づき、外部システム事業者との協力体

制の充実を図るとともに、行政バックアップデータの保管体制を定期的に再確認し

ます。

③ 広域応援・受援体制の整備

❏大規模自然災害時の災害応急体制の確保を図るために、自治体間相互の応援協定を

締結していることから、その効果的な運用を行うための受援体制の構築に向け検討

を進めていきます。

施策プログラム 主な関連計画など

①災害対策本部機能等の強化 ◎室蘭市地域防災計画

◎室蘭市業務継続計画（BCP）

ほか 各部署BCP

◎室蘭市立地適正化計画

②行政の業務継続体制の整備 ◎室蘭市地域防災計画

◎室蘭市業務継続計画（BCP）

ほか 各部署BCP

③広域応援・受援体制の整備 ◎災害時における北海道及び市町村相互の応援

に関する協定

ほか 室蘭市が締結している各種防災協定

（相互応援）
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４．ライフラインの確保

４－１ 長期的又は広範囲なエネルギー供給の停止

① 再生可能エネルギーの導入拡大

❏地域の特性を生かし、太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入拡大を国や北海

道などの関係機関と連携を図りながら推進していきます。

② 電力基盤等の整備

❏洋上風力発電の推進に向け、部材の事前組立・積出及び搬入部材保管のための拠点

を形成します。

❏道内・東北地方の木質バイオマス発電燃料受入・供給拠点を形成します。

③ 多様なエネルギー資源の活用

❏国際水素エネルギー拠点の形成推進に向け、水素運搬船の受入を進めます。また、

貯蔵・輸送(海上・陸上)に対応した施設の確保を行います。

❏北極海航路等の新たな物流ネットワークを活用した水素受入供給拠点の実現や水素

バンカリング拠点を形成します。

④ 石油燃料等供給の確保、石油コンビナート等の防災対策

❏大規模自然災害時における石油燃料等の安定確保のために、北海道や民間団体など

関係機関による防災対策に対する協力体制を構築します。

施策プログラム 主な関連計画など

①再生可能エネルギーの導入拡大 —

②電力基盤等の整備 ◎室蘭港長期構想

③多様なエネルギー資源の活用 ◎室蘭港長期構想

④石油燃料供給の確保、石油コンビナート

等の防災対策

◎災害時における燃料の供給及び施設の利用

等の協力に関する協定書

◎石油基地自治体協議会加盟団体災害時相互

応援協定

◎災害時の発生時における室蘭市と北海道エ

ルピーガス災害対策協議会の応急・復旧活

動の支援に関する協定
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４－２ 食料の安定供給の停滞

① 食料生産基盤の整備 重点

❏平時、災害時を問わず、安定した食料供給機能を維持できるよう、耐震化などの防

災・減災対策を含め、農地や農業水利施設、漁港施設等の生産基盤の整備を着実に

推進します。

厳しい環境にある農水産業の生産力を確保するため、経営安定対策や担い手確保対

策など、持続的な農水産業経営に資する取組みを推進します。

② 地場産品の販路拡大

❏大規模自然災害時において水産物の生産・流通を早期に再開するため、それに係る

関係者確認のもと、発災後の行動と役割分担、減災や早期復旧のための事前対策を

進め、必要に応じ計画の見直しを図っていきます。

③ 生鮮食料品の流通体制の確保

❏災害時における生鮮食料品の安定供給を確保するために、道内卸売市場及び業者間

の相互応援体制の継続を図ります。

施策プログラム 主な関連計画など

①食料生産基盤の整備 ◎追直地域漁港BCP（業務継続計画）

◎室蘭地域マリンビジョン計画

②地場産品の販路拡大 ◎追直地域漁港BCP（業務継続計画）

◎室蘭地域マリンビジョン計画

③生鮮食料品の流通体制の確保 ◎道内卸売市場による災害時相互応援協定
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４－３ 上下水道等の長期間にわたる機能停止

① 水道施設等の防災対策 重点

❏水道施設の更新、耐震化を推進し、災害時における被害発生の抑制を図ります。

❏各種研修会や訓練への参加により、事業継続のための職員の技術力の強化・継承に

努めます。

② 下水道施設等の防災対策 重点

❏下水道施設のメンテナンスサイクルの最適化を図り、事故の発生や機能停止等の抑

制を図ります。

❏施設情報の電子化やデータベースの構築などにより情報の蓄積を行い、計画的に老

朽化対策を進めます。

❏事業継続のための職員の技術力の強化・継承に努めます。

❏防災対応力の強化（防災連携、災害協定など）やハザードマップ（洪水、津波、内

水等）の活用等により、災害時においても業務を継続出来るような体制の強化に努

めます。

施策プログラム 主な関連計画など

①水道施設等の防災対策 ◎室蘭市水道ビジョン

◎室蘭市水道部業務継続計画（ＢＣＰ）

②下水道施設等の防災対策 ◎室蘭市下水道ビジョン

◎室蘭市下水道事業業務継続計画（ＢＣＰ）

◎室蘭市下水道ストックマネジメント計画
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４－４ 市外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止

① 交通ネットワークの整備 重点

（地域公共交通の整備）

❏大規模自然災害時における被災者の交通手段の確保のために、平時より利用者ニー

ズを把握した適切な公共交通体系の構築に取り組みます。

（交通ネットワークの整備）

❏緊急輸送道路ネットワーク計画の適宜見直しを行います。

❏緊急輸送道路に位置付けられた道路施設等の計画的な整備、維持管理を行います。

（道路啓開体制の整備）

❏緊急輸送道路の途絶に対する迅速な解消や道路機能の早期回復のため、国や北海

道、関係事業者などの関係機関との情報共有体制、連携体制の整備を行います。

❏災害時の早期道路啓開と代替道路の確保のため、高規格道路とのアクセス強化に向

け、国や北海道など関係団体と調整を進めます。

② 道路施設の防災対策等 重点

❏広域連携の強化や市内交通の円滑化を図り、災害時の物資供給や人的支援を迅速に

行うために、骨格道路網等の整備や、交通結節点の機能強化を推進します。

❏災害時の物資供給、救急救援活動等を迅速に行うため、道路施設等の維持・管理及

び老朽化対策を計画的に推進します。

❏津波災害時における避難道路確保や広域医療体制の確保のため、国や北海道など関

係機関と連携していきます。

③ 鉄道の機能維持・強化

❏平時の暮らしや地域の産業・経済の物流が支える鉄道網の維持確保のために北海道

など関係機関と連携して取り組みます。

❏災害時における輸送手段の一つとして、北海道新幹線の活用も有効であると考えら

れることから、アクセス網の確保についても北海道など関係機関と連携して取り組

みます。

施策プログラム 主な関連計画など

①交通ネットワークの整備 ◎室蘭市地域公共交通網形成計画

◎北海道緊急輸送道路ネットワーク計画

◎北海道道路啓開計画

②道路施設の防災対策等 ◎室蘭市橋梁長寿命化修繕計画
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◎室蘭市大型構造物長寿命化修繕計画

③鉄道の機能維持・強化 —

４－５ 電話・インターネットなど情報通信機能の麻痺・長期停止

① 通信機能維持強化 重点

❏情報通信網の複数化と携帯電話基地局の長期停電対策を検討します。

❏MCA無線、防災携帯電話の効率的運用と増強を検討します。

施策プログラム 主な関連計画など

①通信機能維持強化 ◎室蘭市地域防災計画
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５．経済活動の機能維持

５－１ 長期的又は広範囲なサプライチェーンの寸断や中枢機能の麻痺等による企

業活動等の停滞

① リスク分散を重視した企業立地等の促進

❏冷涼な気候や首都圏等との同時被災の可能性が少ないといった地理的優位性を生か

し、テレワークやサテライトオフィスなどの新たな形態を含めた企業誘致に取り組

んでいきます。

② 企業の事業継続体制の強化

❏大規模自然災害時に長期間にわたって企業活動の停滞が起きる事態を避けるため

に、民間企業の業務継続計画（BCP）策定数の増加に向けて、経済団体と連携し

普及啓発活動を進めていきます。

③ 被災企業等への金融支援

❏大規模自然災害に伴う経済環境の急変等により影響を受けた企業の早期復旧及び経

営の安定化を図るため、被災企業に対する金融支援等のセーフティネットを確保し

ます。

施策プログラム 主な関連計画など

①リスク分散を重視した企業立地等の促進 —

②企業の事業継続体制の強化 —

③被災企業等への金融支援 —
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５－２ 市外との港湾物流機能等の大幅な低下

① 港湾の機能強化 重点

（港湾機能の維持・継続）

❏災害時における物流機能低下の防止やフェリー航路、広域防災フロート及び耐震岸

壁等の災害時利用を確実にするため、老朽化対策を推進していきます。

❏港湾施設については、予防保全計画に基づき定期点検を実施するとともに、計画的

な施設の補修・更新を行っていきます。

❏大規模災害時における室蘭港の港湾機能の維持・継続のために、室蘭港長期構想に

定めたものから順次進めていきます。

・室蘭港港湾の事業継続計画（室蘭港港湾BCP） 及び広域港湾業務継続計画

（BCP） の継続的な改善

・災害に関する他計画（防災・津波避難等）との連携

・新たに生じるリスク（感染症、外来生物等）に対応するための関係機関との連携

強化

・外郭施設改良時における粘り強い構造（損傷しても可能な限り安定が保たれる）

への転換

（物流機能の向上、コンテナ輸送への対応）

❏ものづくり産業の競争力強化につながる物流機能向上や既存鉄道引込線を再活用し

たコンテナ輸送へ対応していくため、以下のことを進めていきます。

・物流機能の継続・強化のための岸壁・耐震岸壁等の整備

・企業需要に対応した埋立等による用地及び交通機能(臨港道路)の確保

・臨港道路の改修等による物流車両の移動円滑化

・コンテナ既存航路の維持と新規航路の誘致

・鉄道輸送と海上輸送を効率よく接続するための既存鉄道引込線の再活用

（港湾における業務継続体制の整備）

❏災害時の対応力の向上のために業務継続計画における行動手順書の点検や検証を進

めるとともに、訓練などを通じ実施体制の検証を行うなど、フォローアップを行っ

ていきます。

② 陸路における物流拠点の機能強化 重点

❏陸路における物流拠点である室蘭市公設地方卸売市場の移転・建替を進めるととも

に、災害時でも円滑な物資輸送を図る体制を構築するなど機能の強化を進めていき

ます。



室蘭市強靭化計画

p. 79

施策プログラム 主な関連計画など

①港湾の機能強化 ◎社会資本総合整備計画

◎室蘭港長期構想

◎室蘭港港湾の事業継続計画

（室蘭港港湾ＢＣＰ）

②陸路における物流拠点の機能強化 －
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６．二次災害の抑制

６－１ 貯水池の機能不全等による二次災害の発生

① 貯水池の防災対策

（情報共有体制の構築）

❏平時から市防災担当や地域住民との情報共有構築を進めます。

（貯水池の維持管理）

❏河川管理者や気象台と連携し、適切な水位管理を実施します。

❏氾濫抑制のための適切な施設の運用と維持管理を継続していきます。

施策プログラム 主な関連計画など

①貯水池の防災対策 －

６－２ 農地・森林等の荒廃による被害の拡大

① 森林の整備・保全

❏保安林や土砂災害警戒区域にある森林は、自然災害の防災・減災に機能するため、

今後も引き続き保全を図っていきます。

（公園等の維持管理）

❏市街地部の緑や公園は、災害時の延焼防止機能を有しているため、適切な維持管理

に努めていきます。

② 農地・農業水利施設等の保全管理

❏農地等の保全のため、農業用排水路等の確認を実施し、適宜必要な対応について関

係者と調整を図ります。

施策プログラム 主な関連計画など

①森林の整備・保全 ◎室蘭市緑の基本計画

②農地・農業水利施設等の保全管理 —
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７．迅速な復旧・復興等

７－１ 災害廃棄物の処理や仮設住宅の整備等の停滞等による復旧・復興の大幅な

遅れ

① 災害廃棄物の処理体制の整備 重点

❏大規模自然災害時の迅速な災害廃棄物処理のために、平時における体制の整備を図

ります。また、必要に応じた災害廃棄物への受入れ協力について、関係機関と調整

を行います。

❏災害時におけるごみの処理計画を策定します。

② 地籍調査の実施

（地籍成果の運用等）

❏国土調査法第19条第5項に合致した、民間事業者の測量成果の活用を推進しな

がら、地籍調査の実施について検討していきます。

施策プログラム 主な関連計画など

①災害廃棄物の処理体制の整備 ◎室蘭市地域防災計画

◎室蘭港長期構想

◎災害廃棄物処理計画

②地籍調査の実施 —
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７－２ 復旧・復興等を担う人材の絶対的不足や地域コミュニティの崩壊

① 災害対応に不可欠な建設業との連携 重点

（マニュアル等の整備）

❏室蘭市建設業協会と締結している協定に基づき、災害時における応急活動や災害復

旧、災害防止活動等の役割分担などの整理や活動マニュアルの作成を行います。

（建設会社の技術力向上）

❏社会インフラを適切に維持し、大規模自然災害時の復旧・復興を迅速に進めていく

ために、建設会社の技術力向上の支援に取り組みます。

（建設業の担い手確保）

❏災害時の復旧・復興及び市有施設の老朽化対策などを着実に進めていくために、建

設業を含めた担い手確保対策に取り組みます。

（建設業との連携強化）

❏建設業など関係機関等との連携強化を図ります。

② 行政職員の活用促進 重点

❏大規模自然災害時の災害応急体制の確保を図るために、自治体間相互の応援協定を

締結していることから、その効果的な運用を行うための受援体制の構築に向け検討

を進めていきます。

③地域コミュニティ機能の維持・活性化

（地域の活性化）

❏各種町内会支援事業の実施により、地域コミュニティ機能の維持・活性化を図りま

す。

（地域と企業等との連携強化）

❏自主防災組織の広域化に向けた取組みを促進するとともに、必要となる資機材整備

に関わる支援の検討や企業との連携体制の構築など、地域との連携強化に向けた取

組みを進めていきます。

❏室蘭市町内会連合会との共同開催を行う防災教育の中で、地域と企業との連携を図

る取組みを進めていきます。

❏企業によるＣSR活動（社会や地域への貢献）促進のためのインセンティブの拡充

検討を進めます。
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施策プログラム 主な関連計画など

①災害対応に不可欠な建設業との連携 ◎室蘭市地域防災計画

◎災害時における応急対策業務に関する協定

書

②行政職員の活用促進 ◎室蘭市地域防災計画

◎災害時における北海道及び市町村相互の応

援に関する協定

③地域コミュニティ機能の維持・活性化 ◎室蘭市地域防災計画

７－３ 西いぶり地域における復旧・復興の大幅な遅れ

① 西いぶり地域との連携 重点

（受援体制の構築）

❏大規模自然災害時の災害応急体制の確保を図るために、自治体間相互の応援協定を

締結していることから、その効果的な運用を行うための受援体制の構築に向け検討

を進めていきます。

（支援体制の構築）

❏火山災害時における避難者受入体制などの支援体制の構築を図ります。

（合同による防災訓練等）

❏平時からの火山災害等を想定した合同訓練のほか、合同防災教育についても西いぶ

りの自治体と連携して取り組みます。

施策プログラム 主な関連計画など

①西いぶり地域との連携 ◎室蘭市地域防災計画

◎６市町防災協定

◎災害時におけるようてい・西いぶり広域連

携会議構成市区町村の相互応援に関する協

定
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第５章 計画の推進管理

５-１計画の推進方法

施策プログラムの推進にあたっては、庁内の所管部局を中心に、国や北海道等との連携を

図りながら、重点施策を中心に、施策毎の進捗状況や目標の達成状況などを継続的に検証し、

効果的な施策の推進につなげていきます。

５-２計画の推進体制

計画の推進にあたっては、「第６次室蘭市総合計画」との調和・整合を図るとともに、「室

蘭市地域防災計画」とは災害対策という点で相互に補完し、計画の目的に合わせて役割分担

を図りながら、計画の推進を図っていきます。また、本計画の進捗管理は、1-4基本的な進

め方 に示したとおり、ＰＤＣＡサイクルにより行うこととし、ＫＰＩ等定量的・定性的な

視点で事業の進捗状況を客観的に把握する指標を設定しながら、施策プログラムの検証を

行い、必要に応じて計画の見直しを図っていきます。

５-３推進事業の設定

施策推進に必要な各事業や取組み、事業指標については、別冊「資料編」に整理します。

尚、計画策定後の状況変化等に柔軟に対応するため、計画期間中においても、必要に応じ

て推進事業や取組みの見直し、新たな設定を行っていきます。

【施策ごとの推進管理に必要な事項】
・ 当該施策に関する庁内の所管部局、国の関係府省庁、道の関係部局との連携

・ 計画期間における施策推進の工程

・ 当該施策の進捗状況及び推進上の問題点

・ 当該年度における予算措置状況

・ 当該施策の推進に必要な国の施策等に関する提案・要望事項

・ 指標の達成状況 等
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５-４持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向けた施策の推進体制

「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals、SDGs[エス・ディー・ジーズ]）」

とは、平成 27年（2015年）9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための

2030アジェンダ」にて記載された、2016年~2030年までの国際的な共通目標です。

持続可能な世界を実現するための 17 のゴール（目標）と 169 のターゲット（取組み・

手段）から構成され、地球上の誰一人として取り残さない（no one will be left behind）こと

を誓っています。SDGs は発展途上国のみならず、先進国も含めた全ての主体が取り組む普

遍的なものであり、わが国においても、積極的に取組みが進められています。

SDGs の 17 のゴールの中には、「11 住み続けられるまちづくりを」が掲げられており、

都市の強靱化や多様な人々の生活の質を向上させる取組みに大きな期待が寄せられていま

す。

SDGs の基本的な考え方である「環境、経済、社会の統合的アプローチ」を踏まえ、強靱

化の取組みを進めることは、ゴール 11 が目指すまちづくりの達成のみならず、その他のゴ

ールが目指す社会課題の解決につながります。
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巻末資料＜用語集＞

あ行

か行

AI P14 ほか
Artificial Intelligence（人工知能）の略。人工的な方法による学習、推論、判断等の知
的な機能の実現及び人工的な方法により実現した当該機能の活用に関する技術のこと。
Iot P14
Internet of Things（モノのインターネット）の略。自動車、家電、ロボット、施設な
どあらゆるモノがインターネットにつながり、情報のやり取りをすることで、モノのデ
ータ化やそれに基づく自動化等が進展し、新たな付加価値を生み出すというコンセプト
を表した語のこと。
オープンスペース P22 ほか
建物が建っていない土地（公園や広場、農地など）や、敷地内の空地のこと。
Ict P26 ほか
Information and Communication Technology の略。情報・通信に関する技術の総
称。
MCA無線 P28 ほか
Multi-Channel Access の略。複数の通信チャンネルを多くの利用者が供用する一般業
務用の陸上移動無線システムのこと。
Em-Net（緊急情報ネットワークシステム） P28
総合行政ネットワークを利用して、国（官邸）と地方公共団体間で緊急情報の通信（双
方向）を行うもの。
エリアメール P28
気象庁が配信する緊急地震速報・津波警報・気象等に関する特別警報や、国や地方公共
団体様が配信する災害・避難情報を、特定エリアへ一斉配信するサービスのこと。
インフラ（インフラストラクチャーの略） P50 ほか
産業や生活の基盤として整備される施設を指し、道路・鉄道・上下水道・港湾・ダム・
通信設備・送電網・学校・公園・病院など公共の福祉のため整備・提供される施設の総
称。

緊急輸送路道路 P21 ほか
災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために、緊急車両の通行
を確保すべき重要な路線で、あらかじめ指定された道路のこと。
帰宅困難者 P27 ほか
勤務先や外出先などで災害に遭遇し、自宅への帰還が困難になった者。
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さ行

脆弱性 P4 ほか
もろくて弱い性質。国土強靭化のなかでは、最悪の事態を回避することを想定したうえ
での、現状が有する問題点や課題などのこと。
持続可能な開発目標（SDGs） P14 ほか
「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals、SDGs[エス・ディー・ジー
ズ]）」は、2015 年 9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030
アジェンダ」にて記載された、2016年から 2030年までの国際目標。
持続可能な世界を実現するための 17のゴール（目標）と169のターゲット（取組・手
段）から構成され、地球上の誰一人として取り残さない（no one will be left behind）
ことを誓っている。SDGs は発展途上国のみならず、先進国も含めた全ての主体が取り
組む普遍的なものであり、日本においても積極的に取り組んでいる。
サプライチェーン P19 ほか
供給者から消費者までを結ぶ、開発・調達・製造・配送・販売の業務のつながりのこと。
災害廃棄物 P19 ほか
災害によって家屋の倒壊等が生じ、それにより廃棄したもの。
Ｊアラート（ジェイアラート） P28
地震や津波などの対処に時間的余裕のない事態が発生した場合、消防庁から人工衛星を
通じ、津波警報サイレンを自動的に起動させて、瞬時に市民へ緊急情報を伝達すること
ができるシステム。
「自助」「公助」「共助」 P28
自助：自分で自分を助ける（守る）こと。
共助：家族、企業や地域コミュニティで共に助けあうこと。
公助：行政の救助・支援により安全を守ること。
自主防災組織 P29 ほか
地域住民相互による「共助」の精神のもとに、地震その他の災害時に避難誘導、救出・
救助、応急救護活動、初期消火、情報の収集・伝達等、地域の防災活動を担う組織のこ
と。
再生可能エネルギー P40 ほか
石油や石炭などの限りある資源ではなく、太陽光や風力、地熱、バイオマスといった自
然界に常に存在するエネルギーのこと。
ストックマネジメント計画 P42 ほか
長期的な視点で施設全体の老朽化の進展状況を考慮し、リスク評価等による優先順位付
けを行ったうえで、施設の点検・調査及び修繕・改修等を実施し、施設全体を計画的か
つ効率的に管理していくための計画のこと。
サテライトオフィス P45 ほか
都市部の企業等が本拠と離れたところに設置し、遠隔勤務するためのオフィスの総称。
セーフティネット P45 ほか
救済策を張って全体に対して安全や安心を提供するための仕組み。
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た行

な行

は行

地域コミュニティ P19 ほか
住民が共同体としての意識を持ちながら、共同生活を営む一定の地域。住民相互の交流
が行われている地域社会、あるいはそのような住民の集団。
長寿命化 P20 ほか
インフラなどの耐久性を向上させ、寿命を延ばすこと。
津波避難ビル P23 ほか
市民等が津波などから一時的あるいは緊急的に避難、退避することができるビル。
出前講座 P29 ほか
市民や行政の職員等が講師となって、知識を得たい方々のところに出向き、講座などを
行うこと。
道路啓開体制 P43 ほか
災害時に緊急車両等が通行可能となるように、道路上のがれきなど障害物の除去作業を
行い、救援ルートを確保するための体制のこと。
テレワーク P45 ほか
ICT を活用し場所や時間を有効に活用できる柔軟な働き方のこと。
地籍調査 P49 ほか
市などが主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と
面積を測量する調査のこと。

二次災害 P19 ほか
災害や事故等が起こった後に、それに派生して起こる別の災害のこと。

PDCAサイクル P4
計画や事業の不断の見直しを推進する手法の一つ。計画（Plan）を策定した後も、計画
的に実施し（Do）、結果を評価し（Check）、見直し、改善を加え（Action）、次の計画
（Plan）へ反映するという過程を繰り返すこと。
浮体式防災施設（広域防災フロート） P14 ほか
平常時は室蘭港内で船舶の係留施設などとして利用。大規模地震などの災害時には代替
岸壁、被災地へ曳航して住民避難や物資の輸送、臨時ヘリポートなど、復旧活動などの
支援施設として利用する。
ハザードマップ P22 ほか
自然災害に対して、被害が予測される区域や、指定避難場所等の防災情報を記載した地
図のこと。
BCP（業務継続計画） P24 ほか
Business Continuity Plan の略。大規模災害などのリスクにより、業務や事業の継続が
困難になる事態が発生した場合においても、業務等を継続、早期復旧させるための計画。
バンカリング（bunkering） P72
船舶への燃料補給のこと。
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ま行

や行

ら行

木質バイオマス P72
「バイオマス」とは、生物資源(bio)の量(mass)を表す言葉であり、「再生可能な、生物
由来の有機性資源(化石燃料は除く)」のこと。その中で、木材からなるバイオマスのこ
とを「木質バイオマス」と呼ぶ。

要配慮者 P29 ほか
高齢者や障がい者、乳幼児など、災害時に配慮を要する者。

ライフライン P18 ほか
電気、ガス、水道、下水道、通信など、生活に不可欠な物資や情報等などの補給機能の
の総称。
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