富良野市地域防災計画の一部修正について（第５章
頁
117

現

行（平成 26 年 3 月修正）

第４節 災害対策本部と地震非常配備体制
（略）
■地震非常配備体制

修

正 案

第４節 災害対策本部と地震非常配備体制

３．配備の内容

３．配備の内容

地震非常配備体制の種別、配備基準、配備内容は次のとおりとする。

地震非常配備体制の種別、配備基準、配備内容は次のとおりとする。

（１）地震第１非常配備

（１）地震第１非常配備

ア

基準：震度４の地震が発生したとき。

ア

基準：震度４の地震が発生したとき。

イ

参集範囲：各対策部長、本部班、庶務班、広報班

イ

参集範囲：各対策部長、本部班、庶務班、広報班

（２）地震第２非常配備

（２）地震第２非常配備

ア

ア

第１４節 災害広報計画
この計画は、災害が発生し、又は発生するおそれのある場合は、人身の安定と社会

考

字句の修正

■地震非常配備体制
（略）

基準：震度５弱以上の地震が発生したとき。

備

（略）

（略）

（略）
129

震災対策計画）

基準：震度５弱又は５強の地震が発生したとき。

（略）
第１４節 災害広報計画
この計画は、災害が発生し、又は発生するおそれのある場合は、人身の安定と社会 字句の修正及びホー

秩序の維持を図るため、市の広報紙、広報車、安心・安全メールをはじめ、地域 FM 秩序の維持を図るため、市の広報紙、広報車、安全・安心メール、市ホームページを ムページの追加
ラジオ等の報道機関の協力を得て市民等に対して、被害の状況、災害応急対策その他 はじめ、地域 FM ラジオ等の報道機関の協力を得て市民等に対して、被害の状況、災害

129

必要な情報を迅速に広報する。

応急対策その他必要な情報を迅速に広報する。

■予防対策広報

■予防対策広報

平常時においては、各種災害に備えての知識、準備等について、市広報紙等を通じ

平常時においては、各種災害に備えての知識、準備等について、市広報紙等を通じ 字句の修正及びホー

て適宜周知する。また、災害発生のおそれがある場合には、予想される災害の規模や て適宜周知する。また、災害発生のおそれがある場合には、予想される災害の規模や ムページの追加
被害を防止するうえでの注意事項及び２次災害等の防止等について電話、広報車、安 被害を防止するうえでの注意事項及び２次災害等の防止等について電話、広報車、安
心・安全メールで周知するとともに、地域 FM 放送局に対し放送の協力を要請する。

全・安心メール、市ホームページで周知するとともに、地域 FM 放送局に対し放送の協
力を要請する。

（略）

（略）

頁
130

現

行（平成 26 年 3 月修正）

修

■災害時の広報

正 案

備

■災害時の広報

考

災害対策基本法の改
正に伴う追記及びホ

（略）

（略）

３．広報の方法及び内容並びに報道機関に対する発表

ームページの追記

３．広報の方法及び内容並びに報道機関に対する発表

（１）広報の方法

（１）広報の方法

一般市民及び被災者に対する広報は、広報車、チラシ、電話、安全・安心メー

一般市民及び被災者に対する広報は、広報車、チラシ、電話、安全・安心メー

ル、地域 FM ラジオ等によるものとし、状況により放送局、新聞社等の報道機関に

ル、市ホームページ、地域 FM ラジオ等によるものとし、状況により放送局、新聞

協力を求め迅速に行う。

社等の報道機関に協力を求め迅速に行う。さらに、避難のための立ち退きを指示
する場合等において、その通信のため特別の必要があるときは、電気通信設備を
優先的に利用し、又はインターネットを利用した情報の提供を行うことを求める。

（略）
131

（略）

第１６節 避難対策計画

第１６節 避難対策計画

この計画は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、危険地域にある住民

災害対策基本法の改

この計画は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、危険地域にある住民 正に伴う追記

に対し避難の勧告又は指示を行い、
安全地域に避難させるために必要な措置を定める。 に対し避難の勧告又は指示を行い、
安全地域に避難させるために必要な措置を定める。
■避難実施責任者及び措置内容並びに連絡及び協力

■避難実施責任者及び措置内容並びに連絡及び協力

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害

から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市長 から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市長
等避難実施責任者は、次により避難のための立退きの勧告又は指示を行う。

等避難実施責任者は、次により避難のための立退きの勧告又は指示を行う。
また、市は、避難のための立ち退きを指示しようとする場合等において、必要があ
ると認めるときは、指定行政機関の長・指定地方行政機関の長・知事に対し、勧告又
は指示に関する事項について、助言を求める。

1.

避難実施責任者及び要件
実施責
任者
市長

避難の勧告・指示を行う要件

1.
根拠法令

□災害が発生し、又は発生するおそれがある場 基本法第 60 条

避難実施責任者及び要件
実施責
任者
市長

避難の勧告・指示を行う要件

災害対策基本法の改
根拠法令

□災害が発生し、又は発生するおそれがある場 基本法第 60 条

合において、人の生命又は身体を災害から保護 第 1 項～第 4 項

合において、人の生命又は身体を災害から保護 第 1 項～第 5 項

し、その他災害の拡大を防止するため特に必要

し、その他災害の拡大を防止するため特に必要

があると認めるとき。

があると認めるとき。

北 海 道 □災害の発生により市がその全部又は大部分 基本法第 60 条

北 海 道 □災害の発生により市がその全部又は大部分 基本法第 60 条

知事

知事

の事務を行うことができなくなったとき。

第 5 項～第 7 項

の事務を行うことができなくなったとき。

第 6 項～第 8 項

正に伴う修正

頁

現

行（平成 26 年 3 月修正）

（略）
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■避難準備、勧告又は指示の周知
市長は、危険地域の市民及び事業所等に対し、広報車、チラシ、電話、安全・安心

修

正 案

備

考

（略）
■避難準備、勧告又は指示の周知

エリアメール、ホー

市長は、危険地域の市民及び事業所等に対し、広報車、チラシ、電話、安全・安心 ムページを追記

メール、地域 FM ラジオその他の方法により市民等に周知徹底を図る。また、要配慮者 メール、エリアメール、市ホームページ、地域 FM ラジオその他の方法により市民等に
及び観光客等への的確な情報提供に努める。避難準備、避難勧告又は指示を行う場合 周知徹底を図る。また、要配慮者及び観光客等への的確な情報提供に努める。避難準
の伝達内容は概ね次のとおりとする。

133

（略）

（略）

２．周知の方法

２．周知の方法

住民に対する避難の勧告、指示の周知方法は、次に掲げるところによる。

住民に対する避難の勧告、指示の周知方法は、次に掲げるところによる。

（１）サイレンによる方法

（１）サイレンによる方法

消防機関のサイレンを吹鳴する。
（２）広報車による方法
市、消防機関の広報車により、関係する地域を巡回して市民等に周知する。
なお、状況により警察の広報車等の出動を要請する。
（４）メール等による方法
安全・安心メール及びエリアメールにより、市民等に周知すべき事項を配信
する。
（５）公共放送による方法
ＮＨＫ、民間放送局、地域 FM ラジオに対し、避難の勧告、指示を行った旨を
連絡し、市民等に周知すべき事項を提示して放送の協力を要請する。
（６）伝達員等による方法

134

備、避難勧告又は指示を行う場合の伝達内容は概ね次のとおりとする。

ムページの追加

消防機関のサイレンを吹鳴する。
（２）広報車による方法
市、消防機関の広報車により、関係する地域を巡回して市民等に周知する。
なお、状況により警察の広報車等の出動を要請する。
（３）メール等による方法
安全・安心メール、エリアメール及び市ホームページにより、市民等に周知
する。
（４）公共放送による方法
ＮＨＫ、民間放送局、地域 FM ラジオに対し、避難の勧告、指示を行った旨を
連絡し、市民等に周知すべき事項を提示して放送の協力を要請する。
（５）伝達員等による方法

避難の勧告、指示をした時が夜間であり、停電時で風雨が激しい場合、ある

避難の勧告、指示をした時が夜間であり、停電時で風雨が激しい場合、ある

いは交通遮断等により完全周知が困難であると予想される場合は、総務対策部

いは交通遮断等により完全周知が困難であると予想される場合は、総務対策部

広報班が消防職員や消防団員の協力を得て、関係地域の住民を個別に訪問して

広報班が消防職員や消防団員の協力を得て、関係地域の住民を個別に訪問して

周知することとし、特に要配慮者に留意する。また、メガホンや電話なども利

周知することとし、特に要配慮者に留意する。また、メガホンや電話なども利

用する。

用する。

(略）

字句の修正及びホー

３．避難に関する留意点
市は、避難のための立退きを行うことにより、かえって生命又は身体に危険が及
ぶ恐れがあると認めるときは、地域の居住者等に対し、屋内での退避その他の屋内に
おける避難のための安全確保の措置を指示することができる。

災害対策基本法の改
正に伴う追記

頁

現

行（平成 26 年 3 月修正）

修

正 案

備

考

（略）「■関係機関への報告」の後に追記
135

■内閣総理大臣による広域一時滞在の協議の代行
大規模災害が発生し、市または北海道の指揮系統が失われ、事務の全部または大部
分が実施不能となった場合、国は、被災住民の受入れ手続を代行するものとする。
（略）
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第３０節 住宅対策計画

第３０節 住宅対策計画

応急危険度判定に関
する体制の強化を追

(略）

(略）「資料の斡旋、調達」の後に追記

加

■応急危険度の判定
余震による二次災害を軽減し、建築物の安全性に対する住民の不安に応えるため、
応急危険度判定を地震後できるだけ早い時期に実施する。
応急危険度判定士の派遣要請は、北海道を経由して社団法人北海道建築士協会、社
団法人北海道建築事務所協会等に行い、市は、判定士の受け入れ態勢を整える。
161

■り災証明
総務対策部情報支援班は、家屋の被害調査結果に基づき被災者に対する「り災証明
書」の発行事務を行い、
「り災証明発行記録」に記録する。

第 40 節でり災証明の
(略）

なお、り災証明の範囲は、基本法第２条第１号に規定する災害で、
「家屋の全壊、流

項目を新たに追加す
るため削除

失、半壊、床上浸水、床下浸水、一部破損」とする。
（資料編４‐７：り災証明書・り災証明発行記録）
(略）
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第３４節 労務供給計画
この計画は、災害応急対策の辞しについて要員が不足し、賃金職員の雇用が必要と

第３４節 労務供給計画
この計画は、災害応急対策の実施について要員が不足し、賃金職員の雇用が必要と 字句の修正

なった場合について、迅速かつ円滑に実施するために必要な事項について定めるもの なった場合について、迅速かつ円滑に実施するために必要な事項について定めるもの
とする。
(略）

とする。
(略）

頁

現

行（平成 26 年 3 月修正）

第３７節 広域応援要請計画

修

■応援要請

備

考

第３７節 広域応援要請計画

(略）
172

正 案

(略）
■応援要請
１．国による応援・代行

災害対策基本法の改
正に伴う追記

大規模災害が発生し、従来の地方公共団体間の応援できない事態が発生した場
合、国は、災害応急対策を応援するものとする。さらに、市または北海道の指揮
系統が失われ、事務の全部または大部分が実施不能となった場合、国は、応急措
置を代行するものとする。
１．北海道知事に対する応援要請

２．北海道知事に対する応援要請

(略）
２．市町村への要請

(略）
３．市町村への要請

(略）
第４０節 要配慮者に対する応急活動計画

(略）
第４０節 要配慮者に対する応急活動計画

(略）
176

■主な活動

(略）
■主な活動

災害対策基本法の改

１．避難誘導、避難場所での生活環境、応急仮設住宅への収容等にあたっては、要配 １．市は、発災時においては、避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず、避難 正に伴う追記
慮者に十分配慮する。

行動要支援者名簿を効果的に活用し、「富良野市避難行動要支援者の避難行動支援全
体計画」に基づき、連合会・町内会・自主防災組織、民生委員、社会福祉協議会等の
協力を得ながら、迅速に安否確認を行うとともに、避難行動の実施に努めるものとす
る。
（マニュアル編○‐○：富良野市避難行動要支援者の避難行動支援全体計画）

(略）

(略）

頁

現

行（平成 26 年 3 月修正）

■情報提供体制の確立
市は、要配慮者に対する情報の伝達等に関して、要配慮者名簿等を活用し、迅速か

修

正 案

■情報提供体制の確立

備

考

字句の修正

市は、要配慮者に対する情報の伝達等に関して、避難行動要支援者名簿等を活用し、

つ的確に実施できるよう福祉関係団体、地域住民及び自主防災組織と連携のもと、情 迅速かつ的確に実施できるよう福祉関係団体、地域住民及び自主防災組織と連携のも
報提供体制の確立に努める。
(略）
180

と、情報提供体制の確立に努める。
(略）

第４４節 り災証明の発行計画

第４０節 り災証明の発行計画

罹災証明の発行に関して、必要な事項を定める。

罹災証明の発行に関して、必要な事項を定める。

■実施責任者

■実施責任者

総務対策部(情報支援班)が担当する。
■罹災証明の手順
罹災証明は法令に基づく証明事務ではないが、被災者の経済的自立を促すために必

総務対策部(情報支援班)が担当する。
■り災証明等の交付体制の整備

り災証明は、災害により被災した住家等について、その被害の程度を証明したもの 正に伴う追記

要な手続きである。そのため、市長は被災住家情報をもとに罹災証明書を発行する。 であり、被災者生活再建支援等の判断材料として極めて重要な役割を果たしているこ
この場合、
被災の有無･程度を証明する上で疑義があれば住宅専門家の意見を聞き総合 とから、平常時から住家被害の調査する職員の育成や、り災証明書に関する行動規程
的に判断をする。

災害対策基本法の改

等を整理し、遅滞なく交付できるよう、必要な業務の体制確保に努める。
また、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配
慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の援護の総合的か
つ効率的な実施に努める。

