
設置日 災害・気象警報等 主な被害等

Ｈ２９．７．１（土） 23時45分 胆振地方中東部を震源とする地震

（震度５弱：安平町、震度４：札幌市他）

重傷１名

Ｈ２９．９．１８（月・祝） 6時 台風第１８号

（大雨・洪水・暴風警報等、土砂災害警戒情報）

住家一部損壊２２３件、住民避難約１，９００
名

Ｈ２９．１０．２３（月） 7時30分 台風第２１号

（暴風・波浪・高潮警報）

重傷２名、軽傷１名、住家一部損壊１件

Ｈ３０．３．１（木） 17時30分 ３月１日から２日にかけての暴風雪・大雪等

（暴風雪・暴風警報等）

死者１名、軽傷１名、住家一部損壊２１件、床

下浸水１件

Ｈ３０．３．９（金） 10時 ３月８日から９日にかけての大雨と融雪等

（大雨・洪水・暴風警報等）

死者１名、住家一部損壊８件、床上浸水４９

件、床下浸水１２３件、住民避難約８００名

平成２９年度における北海道災害対策連絡本部の設置状況

〈災害対策連絡本部〉

知事は、災害・事故が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合、

次の基準の一に該当し必要と認めるときは、災害対策本部に円滑に移行

できる組織として、災害対策連絡本部を設置し、災害応急対策を実施する。

【設置基準（抜粋）】

・ 地震 震度５弱・５強 ・津波警報発表時

・ 風水害 大型台風の接近等で被害の発生が予想されるとき など

・ 雪害 孤立集落、避難者の発生等により応急対策が必要なとき

交通機関の障害又は生活基盤の被害が発生し、応急対策が

必要なとき など （連絡本部員会議）

知事を本部長とし、副知事・部長級、振興局長が出席



   
平成３０年５月 総務部危機対策局危機対策課           

『危機事態への対応に向けた』道の平成３０年度における主な取組 

関係機関における連携・協力を強化 
① 本道の広域に及ぶ大雨災害を想定した防災総合訓練を「防災共通地図※」や「災害時応援・受援マニュアル」を活用して実施。 

  （秋期：６振興局程度で負傷者の救出・救助・搬送、物資の受入・集積・輸送、輸送路確保等の訓練を実施） 

※ 国土地理院提供の電子地図をベースマップとし、その上に災害予防・応急対策に必要となる防災拠点となり得る施設やハザードマップなどの様々な情報

を重ねて表示することで、災害の種別や地域の実情を踏まえた災害応急の対応手順を検討するうえで有効。また、住所の経緯度・UTM の各グリッドをひと

つの地図（ベースマップ）に表すことで、位置（場所）情報の表現が統一され、関係者による情報共有が容易。 
 

② 災害が発生する恐れがある（台風の接近・上陸が予想等）時など、危機対策のため道（振興局）や市町村、防災関係機関等が速やか

に情報の共有等を図る必要がある場合において、「危機管理会議（web会議）」を地域単位で開催。 
 

③ 火山災害に対する警戒避難体制を構築するため、地域の火山防災協議会における検討を強化し、訓練を実施。 
 

④ テロなど武力攻撃事態等を想定した国民保護訓練を国や市町村と連携して実施（冬期：道本庁他）。 

道民等への防災の取組を強化 
① 小学校等の授業時間を活用し、「防災かるた（国語）」、「災害食づくり（家

庭科）」、「自然災害を防ぐための備え（社会）」、「自然災害のしくみ（理科）」、

「救護活動（体育）」、「防災グッズの作成（図工）」などに取り組む「防災学

校」の企画から実施までをサポート（H30.5月現在、35市町村）を予定。 
 

② 訪日外国人の増加に伴い、多言語を用いたイラストや漫画による防災対策

の普及啓発や防災訓練の実施、ホテル等受入施設への啓発、関係機関との協

力体制の構築。 
 

③ 登山に伴う事故（遭難）が最近多発している 1６の山岳について、登山者

に対する普及啓発を重点的に実施。 

市町村の防災対策等の取組への支援を強化 
① 市町村が実施する災害対策本部訓練や住民を対

象とした避難訓練・防災講話・防災研修などの企画

から実施までをサポート（H30.5月現在、27市町

村）を予定。 
 

② 水害や土砂災害に対する避難勧告等の発令基準

が未整備の市町村を中心に発令基準を作成するサ

ポートや火山や地震・津波など防災対策に関して

様々なアドバイスを行う防災ミーティングを実施。 

昨今の本道は、大雨等の自然災害や北朝鮮ミサイルの通過といった国民保護事案など、「まさか」と思われる危機事案が

発生している。こうした「まさか」に備えるため、（１）関係機関における連携・協力、（２）市町村の防災対策等へのサポ

ート、（３）道民等への防災の取組などを強化し、本道の危機管理能力の向上に努める。  
（１） 関係機関相互の連携・協力 
（２） 市町村支援 （３） 道民等支援 



H30.５月現在

No. 管内 市町村名 内　　容 対象者

1 奈井江町 避難所開設・運営訓練 職員、住民

2 新十津川町 8月26日 (日) 総合防災訓練　(防災資機材の展示・説明) 住民

3 雨竜町 防災イメージ訓練　(災害現地研修) 若年職員

4 江別市 １１月  ２日 (金) 情報連絡訓練（指揮室運営訓練） 災害対策本部要員

5 恵庭市 状況付与型図上訓練 職員、関係機関

6 当別町 災害対策本部訓練 災害対策本部要員

7 島牧村 住民避難訓練　(防災講話・資機材展示) 住民、警察、消防

8 京極町 状況予測型図上訓練 職員

9 檜山 乙部町 災害対策本部訓練 職員

10 上川 士別市 １０月  ９日 (火) 災害対策本部訓練 職員、関係機関

11 宗谷 中頓別町 住民避難訓練 職員、住民

12 湧別町 5月29日 (火) 状況予測型図上訓練 災害対策本部要員

13 災害対策本部図上訓練 職員

14 住民避難訓練 職員、住民

15 新得町 避難所運営訓練 職員、住民

16 芽室町 10月27日 (土) 災害対策本部訓練 災害対策本部要員

17 中札内村 10月11日 (木) 避難所運営訓練　(支援物資の受領・配分) 職員、住民、関係機関

18 6月21日 (木) 避難所設置・運営訓練 避難所対応職員

19 災害対策本部訓練 課長職以上

20 浦幌町 避難所設置・運営訓練 職員、住民

21 釧路 鶴居村 8月26日 (日) 避難訓練　(負傷者輸送) 職員、住民

No. 管内 市町村名 対象者 内　　　容

1 後志 京極町 避難所運営ゲーム 職員

2 胆振 室蘭市 職員研修　(防災講話) 若手職員

3 渡島 長万部町 職員研修　(災害講話) 職員

4 留萌 羽幌町 防災講話、　避難所運営ゲーム 職員

5 美幌町 避難所運営ゲーム 職員、住民

6 湧別町 地域防災マスター認定研修会 住民

7 本別町 地域防災研修会 職員、住民

8 浦幌町 防災講演会 自主防災組織

６月頃　

空知

H30年度「市町村防災訓練・研修支援」実施一覧（予定）

　道では、市町村が実施する災害対策本部訓練や住民を対象とした避難訓練・防災講話・防災研修
などの企画から実施までのサポートを行います。

　＜ 防 災 訓 練 ＞

実施（予定）日

８月～9月頃　

石狩 検 討 中

１０月頃　

後志
１０月～１１月頃　

７月頃　

検 討 中

７月～８月頃　

更別村
1月～２月頃　

オホー
ツク 滝上町

８月上旬頃　

８月上旬頃　

計 　　　　　２７市町村、　２９訓練・研修等　　　※　左記の他 １０市町村において検討中

実施（予定）日

６月頃　

２月頃　

８月～１１月頃　

検 討 中

オホー
ツク

９月頃　

９月～１０月頃　

十勝
１１月下旬頃　

６月頃　

　　　　　　　　　　　　　　８市町村、　８研修　　　　　※　上記の他 １市町村において検討中

２月頃　

　　　　　　　　　　　　　　１９市町村、　２１訓練　　　　　※　上記の他 ９市町村において検討中

　＜ 防 災 研 修 等 ＞

十勝

夏以降



H30.5月現在

No. 管内 市町村名 学　校　名 内　　　容

1 赤平市 9月  4日（火）赤平市立茂尻小学校 防災に関する授業・学校避難訓練

2 栗山町 9月29日（土）栗山町立栗山小学校 防災に関する授業

3 9月26日（水）恵庭市立恵み野小学校 防災に関する授業・学校避難訓練

4 10月20日（土）恵庭市立柏陽中学校 防災に関する授業・学校避難訓練

5 石狩市立浜益小学校 防災に関する授業

6 10月24日（水）石狩市立浜益中学校 防災に関する授業・学校避難訓練

7 10月27日（土）石狩市立石狩中学校 防災に関する授業

8 黒松内町 黒松内町立白井川小学校 防災に関する授業・学校避難訓練

9 留寿都村 8月29日（水）留寿都村立留寿都小学校 防災に関する授業・学校避難訓練

10 倶知安町 9月  3日（月）倶知安町立東小学校 防災に関する授業・学校避難訓練

11 神恵内村 9月  6日（木）神恵内村立神恵内小学校 防災に関する授業・学校避難訓練

12 登別市 10月27日（土）登別市立鷲別小学校 防災に関する授業

13 白老町 10月27日（土）白老町立白老中学校 防災に関する授業

14 浦河町 8月28日（火）浦河町立浦河小学校 防災に関する授業・学校避難訓練

15 新冠町 9月  3日（月）新冠町立新冠小学校 防災に関する授業・学校避難訓練

16 5月24日（木）えりも町立えりも小学校 防災に関する授業・学校避難訓練

17 6月22日（金）えりも町立庶野小学校 防災に関する授業・学校避難訓練

18 9月  4日（火）えりも町立えりも岬小学校 防災に関する授業・学校避難訓練

19 9月12日（水）えりも町立笛舞小学校 防災に関する授業・学校避難訓練

20 10月30日（火）えりも町立東洋小学校 防災に関する授業・学校避難訓練

21 鹿部町 鹿部町立鹿部小学校 防災に関する授業

22 森町 9月  4日（火）森町立駒ヶ岳小学校 防災に関する授業・学校避難訓練

23 檜山 奥尻町 8月31日（金）奥尻町立青苗小学校 防災に関する授業・学校避難訓練

24 旭川市 9月  6日（木）旭川市立旭川第一小学校 防災に関する授業・学校避難訓練

25 美瑛町 12月  7日（金）美瑛町立美沢小学校 防災に関する授業

26 上富良野町 上富良野西小学校 防災に関する授業・上富良野防災訓練と合同

27 増毛町 9月  3日（月）増毛町立増毛中学校 防災に関する授業・学校避難訓練

28 小平町 7月17日（火）小平町立小平小学校 防災に関する授業・学校避難訓練

29 浜頓別町 浜頓別町立浜頓別小学校 防災に関する授業

30 礼文町 礼文町立礼文小学校 防災に関する授業・学校避難訓練

31 網走市 8月28日（火）網走市立西小学校 防災に関する授業・学校避難訓練

32 美幌町 9月12日（水）美幌町立旭小学校 防災に関する授業・学校避難訓練

33 湧別町 8月31日（金）湧別町立中湧別小学校 防災に関する授業・学校避難訓練

34 帯広市 帯広市立緑園中学校 防災に関する授業

35 芽室町 芽室町立上美生小学校 防災に関する授業

36 広尾町 9月  5日（水）広尾町立広尾小学校 防災に関する授業・学校避難訓練

37 豊頃町 7月18日（水）豊頃町立豊頃小学校 防災に関する授業・学校避難訓練

38 釧路市 ※実施校調整中 防災に関する授業

39 白糠町立白糠小学校 防災に関する授業

40 白糠町立庶路学園 防災に関する授業

41 白糠町立白糠中学校 防災に関する授業

42 白糠町立茶路小中学校 防災に関する授業

43 7月頃 鶴居村立幌呂中学校 防災に関する授業・学校避難訓練

44 10月18日（木）鶴居村立鶴居中学校 防災に関する授業

45 中標津町 8月28日（火）中標津町立計根別学園 防災に関する授業・学校避難訓練

46 羅臼町 9月11日（火）羅臼町立羅臼小学校 防災に関する授業

計

上川

H30年度「１日防災学校」実施校一覧（予定）

空知

石狩

恵庭市

石狩市

　道では、小学校等の授業時間を活用し、「防災かるた（国語）」、「災害食づくり（家庭科）」、「自然災害を
防ぐための備え（社会）」、「自然災害のしくみ（理科）」、「救護活動（体育）」、「防災グッズの作成（図
工）」の防災に関する授業や避難訓練などに取り組む「防災学校」の企画から実施までサポートを行います。

後志

胆振

日高

えりも町

渡島

実施（予定）日

9月中旬頃

6月下旬頃

10月上旬頃

留萌

宗谷

オ
ホー
ツク

十勝

釧路

３５市町村　　４５学校　　※学校数は、調整中の釧路市分を除く。

検討中

検討中

検討中

根室

白糠町

鶴居村

検討中

検討中

2月下旬頃

11月上旬頃

9月頃

12月中旬頃

7月頃



▼事業実施日時 ◆防災車両体験・活動紹介
平成30年５月24日（木）8時25分から11時55分まで ◆陸上自衛隊：給水車の提供     ◆開発局：照明車の提供

▼授業時間割

図工：新聞紙スリッパ

 �

   家庭科：災害食づくり

◆北海道警察：高性能救助車の提供

1

●シェイクアウト訓練
●全校集会
　・校長先生のお話
　・防災クイズ：北海道地域防災マスター

2 生　活・社　会
防災車両体験・活動紹介

3 国　語
防災かるた

図　工
新聞紙スリッパ

総　合
避難所運営体験

家庭科
災害食づくり

道　徳
生命尊重

4 図　工
新聞紙スリッパ

国　語
防災かるた

道　徳
生命尊重

家庭科
災害食づくり

「１日防災学校（えりも町立えりも小学校）」

 　 学年

校時
１学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年 ６学年

（避難所における就寝方法） （避難所における要配慮への対応）

    国語：防災かるた

◆避難所運営体験
◆日本赤十字北海道看護大学〔根本教授〕


