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４－４．北海道開発局における施策 
 
（１） 警報・情報提供 
■ 地震津波情報の的確な伝達・提供 
施策－１  津波ハザードマップの作成支援 
施策－２  河川海岸利用者への適切な地震津波情報の提供 
施策―３  道路利用者への適切な地震津波情報の提供 
施策－４  港湾地区における適切な地震津波情報の提供 
施策－５  潮位情報の充実・高度化 
施策－６  防災情報共有システムの充実 

（２） 予防対策 
■ 避難対策の充実 
施策－７  「道の駅」の防災拠点化 
施策－８  河川敷や水防拠点等の防災拠点化 
施策－９  海岸における直立護岸緩傾斜化の推進 
施策－１０ 港湾・漁港における避難対策の強化 

■ 津波防護機能を有する施設の整備 
施策－１１ 河川における樋門・水門の自動化・遠隔操作化等の推進 
施策―１２ 港湾・漁港における防波堤等の耐震･津波対策の検討 

■ 海岸付近に存在する施設の津波対策の促進 
施策－１３ 港湾・漁港背後地域への漂流物対策の推進 

（３） 発災後の対策 
■ 被災時の広域的な輸送ネットワークの確保 
施策－１４ 緊急輸送道路の確保 
施策－１５ 港湾・漁港における緊急物資輸送体制の確保 
施策－１６ 空港における緊急物資輸送体制の確保 

■ 孤立地区対策等の促進 
施策－７  「道の駅」の防災拠点化【再掲】 
施策－８  河川敷や水防拠点等の防災拠点化【再掲】 

■ 復旧・復興対策の強化 
施策－１７ 庁舎（防災拠点施設）の耐震化の推進 
施策－１８ 地震に伴い発生する大規模土砂災害への体制強化 
施策－１９ 散水車の給水活動への活用 
施策－２０ 地方自治体等への防災資機材の円滑な貸与 

（４） 津波防災技術・知識の蓄積と普及 
■ 津波防災技術・知識の蓄積 
施策－２１ 地震津波防災訓練等の実施 
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【施策－１】津波ハザードマップの作成支援                 
 
災害時の避難対策として有効な手段となるハザードマップは、その整備が遅れており、ま

た、避難場所等の記述が無いなど十分なものとなっていないのが現状である。今後、自治

体が、津波ハザードマップの作成を行う際には、北海道開発局として必要な情報等の提供

を行い、自治体のハザードマップ作成にあたって支援を促進していく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

直轄河川（鵡川、沙流川、十勝川、釧路川）において、津波の遡上シミュレーションを
行うことにより、津波の河川遡上範囲及び河川水位を明確にし、これらのデータを地元
市町村等へ提供する。 

港湾・漁港においては、津波シミュレーション結果のデータ（浸水深、流速等）や
所管施設（防波堤岸壁等）の緒元（延長、高さ、構造等）、波浪・潮位等の観測デ
ータを地元市町村等へ提供する。 

幹線道路等の情報について、地元市町村等へ提供する。

直轄胆振海岸において、新たに想定される津波による浸水想定シミュレーションを行
い、これらのデータを、苫小牧市、白老町へ提供する。 

【施策の概要】 

○ 関係事業の一体的・緊急的整備を可能とするために、津波ハザー
ドマップ作成・支援を促進。 

※直轄４河川及び直轄胆振海岸の遡上計算結果を自治体へ提供。 
※海岸線における幹線道路の情報を沿線２４市町村へ提供。 
※８港湾において津波シミュレーション結果の提供及び４漁港にお

いて潮位データを提供。 

【今後概ね５年後の状況】 

○ 津波ハザードマップ作成（冬期使用も念頭におく）・支援拡大。 
○ 住民参加型ハザードマップ作成支援を促進し、地元の避難計画と道
路等の施設整備との整合を図る。 

○ 津波の河川遡上シミュレーションに着手し、遡上範囲及び河川水位
の挙動を検証。 

【緊急的に取り組む対策】 
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【施策－２】河川海岸利用者への適切な地震津波情報の提供              
 

（１）地震津波情報の提供 

屋外や河川敷の避難場所にいる場合、余震情報や津波予報、自治体が発表する情報等の

取得手段が少なく、また、地震即津波という認識に乏しいため、迅速な避難行動につなが

る支援が必要である。 

この状況を踏まえ、直轄河川及び直轄胆振海岸域において迅速な情報提供を行うため、ス

ピーカーの設置や河川情報表示板の活用により、避難中の住民の支援や利用者等の避難行

動に役立てる。 

 

 

○ 河川情報表示板により自治体の発表する情報を周知できるよう協議を
整える。 

○ 住民の避難行動を的確に支援するため、自治体と共同で河川情報表示
板に載せる情報等について内容の充実を図る。 

○ 河口域及び海岸域にスピーカーを設置する。 

【緊急的に取り組む対策】 

○ 河川敷地及び海岸域のスピーカー設置を充実させるとともに、利用
者等の迅速な避難行動につながる様、札幌管区気象台から津波予報
が発表された場合、自動音声により河川利用者等へ情報提供するシ
ステムの構築を行う。 

○ 河川や河川敷の利用者に対し的確な避難行動の支援を行うととも
に、提供する情報の充実を図る。 

○ スピーカーについては、河川では今後概ね５年後までに６基設置し、
海岸では既存施設７基を利用し、情報提供するためのシステムの構
築を行うことを目標とする。（整備状況 68%） 

○ 表示板については、親水公園などに（８箇所）設置する。（整備状況
67%） 

【今後概ね５年後の状況】 
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（２）住民避難行動の支援 
洪水時には、気象庁と河川局が共同で「洪水予報」を発表することで、自治体が避難勧

告等を発令する際の支援を行っている。しかし、地震により堤防の機能が低下した際には、

「通常の洪水時」よりも早い段階で「洪水予報」を出す必要がある。 
そのため、地震により堤防等の機能が低下している際に、迅速かつ、的確な洪水予報の

発令について関係機関と協議を行うとともに、出水によるさらなる被害を軽減するため、

地震後の洪水に対する住民の避難行動計画作成を支援する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 地震による被災で堤防機能が低下した状況において、洪水時の危険

性を周知するとともに的確な洪水予報を行うため、関係機関と協議

を行う連絡会を設置する。 

【緊急的に取り組む対策】 

○ 地震後の洪水に備え、地震による被害想定規模に応じた洪水時の対

応マニュアルを作成する。 

【今後概ね５年後の状況】 
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【施策－３】道路利用者への適切な地震津波情報の提供                 

 

道路利用者への迅速で確実な情報伝達の構築と地元自治体との一体となった適切な避難

場所や避難地域への誘導などの情報提供が必要であるが、現状では、道路管理者が手作業

による情報入力のためリアルタイムな情報提供が確保できていない。また、津波による浸

水予測地域や避難場所を示す表示板が一部の地域（箇所）しか設置されていない状況であ

る。 

この状況を踏まえ、津波予報発表時に道路利用者（自動車による避難）の安全を確保する

ため、津波予報（警報・注意報）を道路情報板等により迅速に表示・提供するとともに地

元自治体等と連携した津波に関する情報（避難場所への誘導等）提供を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 道路利用者（地域住民）に向けた訓練や防災ＰＲ（ワークショッ
プや討論会を実施）等の充実。 
※ 長期的には、必要な地区（地域）において、被災予測・範囲
の伝達、避難箇所・地区への誘導など、利用者の安全確保に
つながる情報伝達確立。 

○ 地震津波提供システムについては４地区において完了する。（整備
状況は 100%） 

○ 津波に関する表示板･小型情報板について１地区において完了す
る。（整備状況は 25%）

【今後概ね５年後の状況】 

○ 各関係機関と連携して地震・津波情報を道路情報板に迅速に伝達・
提供するシステムの構築。 

○ 既存情報板を補完する小型情報板の設置。 
○ 津波に関する表示板（津波注意喚起･避難場所誘導）の設置。 
○ カーナビによる情報提供の可能性の検討。 

【緊急的に取り組む対策】 
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【施策－４】港湾地区における適切な地震津波情報の提供                

 

地震発生後、直ちに津波来襲が予想されるため、利用者など地理に不案内な住民以外の

人々も含めた迅速かつ適切な津波情報の提供が必要である。 

しかし、スピーカー等の津波情報伝達装置の整備は不十分であり、また、地震・津波災

害直後の状況等が港湾管理者に対してリアルタイムに提供されていない状況である。 

この状況を踏まえ、津波情報伝達装置の整備を支援するとともに、外国人の船員や旅客

船、観光船、プレジャーボート利用者等の様々な来訪者が理解可能な津波情報の伝達を支

援する。 

また、港湾管理者へ地震・津波、災害直後の状況等に関する情報（カメラ画像）を迅速

かつ的確に収集及び提供する。 

 人口や産業が集積する港湾地区において、津波の挙動や浸水域を示すため、津波シミュ

レーションを実施し、その結果を地元市町村へ提供するとともに地元防災計画の策定を支

援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 来訪者が理解可能な津波情報伝達装置の設置について港湾管理者
と連携し検討する。 

○ 直轄施工管理用カメラを整備・活用し、津波情報等（画像）を港
湾管理者へ配信するとともに、H22 整備状況 100％（5 港）を目指
す。（H18 現在 3港（60%）において整備済み） 

○ ８港湾において津波シミュレーション結果を提供する。（再掲） 

【今後概ね５年後の状況】 

○ 津波情報伝達装置の整備を推進する。   
○ 様々な来訪者が理解可能な津波情報を伝達する。 
○ 港湾・漁港においては、津波シミュレーション結果のデータ（浸
水深、流速等）や所管施設（防波堤岸壁等）の緒元（延長、高さ、
構造等）、波浪・潮位等の観測データを地元市町村等へ提供する。
（再掲） 

【緊急的に取り組む対策】 
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【施策－５】潮位情報の充実・高度化                       

 

ほとんどの港湾において観測している潮位情報は、リアルタイムに取得可能であるが、

津波来襲時の実況をより正確に把握するためには不十分である。 

この状況を踏まえ、沖合を含むより多くの地点におけるリアルタイムの観測データ（潮

位・波高）を充実し、津波情報の精度を向上させる必要がある。また、漁港においては、

観測データ（潮位・波高）提供手段の充実が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 港湾においては、潮位観測データのリアルタイム配信を(独)港湾空
港技術研究所と共同し順次実施、並びに沖合を含むより多くの地点
における即時津波観測データを充実させる。  

○ 漁港における観測データを必要に応じ関係機関等に提供する。 

【緊急的に取り組む対策】 

○ 港湾においては、潮位観測システムの高度化とともに、防災情報共
有システムを活用して、潮位データのリアルタイム配信などを実施
する。 

○ 漁港における観測データのデジタル化、リアルタイム配信を実現
し、潮位観測システムの高度化を実施する。 

【今後概ね５年後の状況】 
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【施策－６】防災情報共有システムの充実                     

 

北海道開発局・札幌管区気象台・北海道・北海道警察等の防災関係機関が現地動画情報な

どリアルタイムでの防災情報共有を実現し、迅速かつ的確な災害対応に資するとともに、

自治体支援として市町村にも防災情報を配信する「防災情報共有システム」を構築し、平

成１７年３月から運用を開始している。しかし、このシステムへの接続市町村数が少ない、

潮位に関する情報が含まれていない等の課題があることから、今後は、このシステムの接

続市町村（特措法推進地域）の拡大及び、コンテンツの充実を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○特措法推進地域の市町村との接続の推進。

【緊急的に取り組む対策】 

○ 特措法推進地域の４３市町村との接続。（H18.3 月現在 25 市町村と接
続） 

○ 潮位情報等の取り込み。 
○ 防災資機材保有状況閲覧システムの取り込み。 

【今後概ね５年後の状況】 
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【施策－７】「道の駅」の防災拠点化                          

 

道路利用者が車両で走行中、津波予報が発表されたり、津波が発生した場合に一時的に

避難する適当な場所の整備が少ない。 

この現状より、津波発生時の人的被害の軽減を図るため、道路利用者や沿岸住民が避難場

所として利用できるよう、沿岸部に設置されている「道の駅」の防災拠点化を推進する。  

これは、沿岸住民にとっても避難場所の確保になり、被害軽減に有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 各開発建設部での代表の「道の駅」を中心として災害時における防
災拠点化を協議。 

○ 「道の駅」を中心とした冬期使用も念頭においた防災関連資機材の
備蓄検討。 

【緊急的に取り組む対策】 

○ 代表の「道の駅」１０箇所の整備支援。 
※ 簡易トイレ、災害電話などの各種資機材の整備を支援。 
※ 防災拠点「道の駅」における災害・道路情報などの提供を検討。 

 
長期的には、地震・津波のみならず、総合的な防災拠点として、整備を推進する。 

【今後概ね５年後の状況】 
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【施策－８】河川敷や水防拠点等の防災拠点化               

 

災害発生時においては、被災地域の救援・復旧のため、その近郊に防災拠点が必要とな

るが、通信設備やヘリポートを有する防災拠点が不足しており、さらなる整備が必要であ

る。 

そのため、水防拠点等を防災拠点として活用できるようヘリポート等の機能拡充を行い、

地震発生時の防災拠点として活用する。（対象河川：鵡川、沙流川、十勝川、釧路川） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 地震・津波を想定した防災拠点として水防拠点の施設配置計画の見
直しを行う。 

○ 水防拠点等の防災拠点化を推進。 

【緊急的に取り組む対策】 

○ 防災拠点の施設整備（ヘリポートや通信設備などの整備を行う）
を推進する。 

○ 河川においては、今後概ね５年後(H22)までに１箇所の水防拠点の
整備（整備状況 83%）を行い、２箇所のヘリポートを整備（整備
状況 67%）することを目標とする。 

 

【今後概ね５年後の状況】 
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【施策－９】海岸における直立護岸緩傾斜化の推進             

 

現在、胆振海岸の直立護岸は老朽化が著しい他、海岸侵食により倒壊が発生しているた

め、緩傾斜化を進めているところである。 

住家や重要交通施設が近接する海岸保全施設で、地震によって倒壊等の被害が発生した

場合、住家や重要交通施設の基盤（土砂）が、直接波浪の影響を受け被害が助長される。

また、直立護岸箇所においては、海岸利用者が水際からより高い場所へ避難しようとした

場合、数少ない階段を通ることになり、早急な避難が困難となるため、緩傾斜護岸のさら

なる推進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 緩傾斜護岸整備の推進。 
 

【緊急的に取り組む対策】 

○ 緩傾斜護岸整備目標延長Ｌ＝1.5km      
（H18現在 整備総延長 7.3km）→（H22 整備総延長 8.8km） 

 

【今後概ね５年後の状況】 
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【施策－１０】港湾・漁港における避難対策の強化                 

 

津波来襲時、港湾及び漁港利用者等が円滑に避難できるよう地域状況に応じた避難対策

が重要であるが、港湾においては港湾管理者及び港湾利用者との連携による避難対策につ

いて検討されていないのが現状である。漁港においては、過去の津波の経験を基に地域で

の避難体制づくりを行ったところもある。 

この状況を踏まえ、港湾においては、速やかに安全な津波避難地に避難できるよう、避

難ルートの指定・避難誘導表示板の設置等、港湾管理者等と連携し避難対策の強化を図り、

漁港においては、一時避難可能な場所となる漁港施設の整備を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人工地盤の避難利用 

不足している 
漁港施設用地の整備 
（人工地盤） 

○ 港湾において、避難施設整備を支援する。 
○ 港湾において、避難ルートの指定・避難誘導表示板の設置等、避難
対策に関する港湾管理者等との連携を強化する。 

○ 漁港において、用地面積確保のための人工地盤等について、津波か
らの一時待避可能な施設として整備を促進する。 

【緊急的に取り組む対策】 

○ 港湾管理者及び港湾利用者との協議会を設置し、避難対策に対す
る意見交換を行う。 

○ 用地面積確保として早急に人工地盤が必要な漁港において整備を
概成。 
漁港：H22 までに推進地域内 2港を含む道内 4港(80%)の整備完了

を目指す。(H18 現在 2港(40%)整備完了)    

【今後概ね５年後の状況】 
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【施策－１１】河川における樋門・水門の自動化・遠隔操作化等の推進           

 

津波の影響による河口域の水位上昇に伴い、樋門・水門からの浸水が懸念されるため、

津波来襲時の樋門・水門の操作は、その危険が回避されるまで行うことができない。 

そのため、直轄河川においては、津波の樋門・水門からの浸水を防ぐため、操作の自動

化・遠隔操作化等を実施する。 

 

 

○ 津波時の樋門・水門の操作の自動化、遠隔操作化等を検討し、優先
度の高い箇所について整備を行う。 

 

【緊急的に取り組む対策】 

○ 津波の影響による河口域の水位上昇に伴う、樋門・水門からの浸水
防止対策（自動化・遠隔操作化等）を推進し、今後概ね５年間に 
２７箇所の整備を行うことを目標とする。 

（H18現在 整備完了 3箇所（4%））→（H22 整備完了 30箇所（44％）） 

【今後概ね５年後の状況】 
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【施策－１２】港湾・漁港における防波堤等の耐震・津波対策の検討            

 

港湾においては、地震・津波による被害が想定される港湾及び背後地域においては、防

波堤や海岸堤防などの整備が浸水被害の軽減につながるため、耐震性等の整備水準の向上

が必要である。漁港においては、津波による漁港施設や背後施設への被害の防止や軽減を

さらに進めるため、漁港機能を保全する防波堤の整備を進める必要がある。 

今後は、静穏度向上を目的とした防波堤等においても耐震性等の整備水準について検討

し、地震・津波時において機能を発揮する防波堤等の整備を促進する。また、漁港施設や

漁業集落の被害の低減に一定の効果を有することから、防波堤については、漁港内の静穏

度の向上を目的とした整備を促進する。 

また、港湾海岸管理者が行う計画的な護岸及び堤防等の耐震点検について技術的支援を

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防波堤の整備を促進   

【防波堤なし】
 

【防波堤あり】
 

○津波等による被害の防止・軽減に資する防波堤等の整備及び改良の検討する。 

【緊急的に取り組む対策】 

○ 既存防波堤の津波等に対する調査・評価を実施し、対策について検討する。 
○ 港湾海岸管理者が行う計画的な点検を支援する。 
○ 引き続き防波堤の整備を促進する。 
漁港：H22 までに推進地域内 6港を含む道内 24 港(60%)を目指す。(H18 現

在 15 港(38%)整備完了) 

【今後概ね５年後の状況】 
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【施策－１３】港湾・漁港背後地域への漂流物対策の推進             

 

過去の津波来襲により、係留している漁船等が漂流物となって港湾背後施設(タンク、工

場、民家等)に衝突・散乱したり、港内に保管されているコンテナ等の港湾貨物が水域流出

するなどの被害が発生しているが、未対策の状況にある。 

この対策として、寄せ波時には漂流物による衝突被害を防ぎ、また引き波時には漂流物が

海側へ流出するのを防ぐ津波漂流物対策施設の整備を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 地震津波による漂流物（船舶、漁具、車両等）による背後施設への
被害及び港湾機能低下を未然に防ぐため、特措法推進地域の港湾・
漁港において津波漂流物対策施設の検討・整備の促進を図る。 

【緊急的に取り組む対策】 

○ 特措法推進地域の港湾・漁港において津波漂流物対策施設の整備

を必要に応じて推進する。 
 港湾：H22 までに 3港において整備を目指す。(H18 現在１港(13%)

整備中)                        

漁港：H22 までに推進地域内の 4 港において整備検討を進める。

(H18 現在 2港(50%)検討中)   

【今後概ね５年後の状況】 

平成 15年 9月北海道十勝沖地震の
津波によるコンテナ流出状況 

平成 15年 9月北海道十勝沖地震の 
津波来襲時の大津漁港 

津波漂流物対策施設の設置によって 
漂流物による背後施設・地域被害をブロック
（津波漂流物対策施設イメージ図） 

平成 5年 7月北海道南西沖地震の
津波による漁船流出状況 
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【施策－１４】緊急輸送道路の確保                           

 

・緊急輸送道路の耐震補強 

近年、大規模地震の逼迫性が指摘されていること等を踏まえて、国土交通省では、緊急

輸送道路の耐震補強に重点的に取り組んでおり、「緊急輸送道路の橋梁耐震補強３箇年プロ

グラム」（H17～19）を策定しているところである。北海道開発局としても、被災時の円滑

な救急救援活動、緊急物資輸送、復旧活動支援等に重要な役割を果たす緊急輸送道路の橋

梁について、耐震補強を進めているところである。 

緊急輸送道路は、地震直後から発生する緊急輸送を円滑かつ確実に実施するために必要な

道路であり、その耐震性が確保されているとともに、地震時にネットワークとして機能す

ることが重要であるため計画的な整備を実施していく。 

 

 

 

 

 

 
 
 

○ 橋梁耐震補強３箇年プログラムの実施。 
○ 道路利用者（地域住民）や各関係機関と、緊急輸送道路の現況やプ
ログラムの進捗状況等の情報を共有化。 

【緊急的に取り組む対策】 

○ 緊急輸送道路の優先的に耐震補強を実施する必要のある橋梁につ
いて完了。（661橋の内 18%完了（H16現在）） 

○ 継続して、必要に応じた耐震補強を実施。 

【今後概ね５年後の状況】 
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【施策－１５】港湾・漁港における緊急物資輸送体制の確保         

・耐震強化岸壁の整備 

港湾・漁港においては、津波来襲や地震による崖崩れなどの陸上交通の寸断に備え、

孤立した集落からの住民避難等や海上からの緊急物資等の受入れに対応するため、物

流拠点としての機能を確保しておく必要がある。 
・災害時の円滑な港湾物流及び水産物流通機能の確保 
   港湾においては、災害時における代替輸送ルート(リダンダンシー)及び安定的な物流を
確保するため、被災直後の港湾施設の利用可否情報を提供する体制を港湾管理者及び港

湾利用者等と構築する。また、漁港では災害時においても国民に対する水産物の供給機

能を継続するため、被災した岸壁や防波堤の状況等漁港の利用可否情報を、迅速に提供

する体制を漁港管理者とともに検討する必要がある。 

 

○ 防災拠点等重要度の高い施設の液状化対策を検討する。
○ 緊急物資の輸送拠点となる施設については、液状化の予測判定を行い、 

必要応じて液状化対策を施す。 
○ 港湾管理者、漁港管理者、市町村等と連携を図りつつ、特措法推進地域 
における港湾及び地域防災計画に位置づけられた耐震強化岸壁等の整 
備を推進する。 
港湾：H22 までに 3バース(25%)の整備完了。（H18 現在 2バース整備完了）
漁港：H22 までに道内 2港(50%)の整備完了とともに推進地域内 2港の検

討を進める。（H18現在１港整備完了） 
○ 利用可否情報を提供する体制の構築により、災害発生時における迅速な情報
の伝達・共有化を図る。 

【今後概ね５年後の状況】 

○ 緊急物資等の輸送確保や孤立した集落からの住民避難に対応するため、 
耐震強化岸壁の整備を促進する。 

○ 必要な箇所の液状化対策を促進する。 
○ 緊急物資の保管が可能なオープンスペースを確保する。 
○ 防災エキスパート制度を活用した初動体制の確保を図り、早急に被災施設状
況を把握できる体制を構築する。

【緊急的に取り組む対策】 

液状化現象によるエプロン被災状況(釧路港) 

平成１８年度末 整備済み   

平成２２年度末 整備済み 

十勝港 

釧路港 

福島漁港 

青苗漁港 

根室港 
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【施策－１６】空港における緊急物資輸送体制の確保                 
 
空港における施設の現状及び課題として以下の点があげられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
上記の課題に取り組み、基本施設（滑走路、誘導路及びエプロン等）の耐震強化を促進

し、緊急航空輸送網を確保する。 

○ 基本施設（滑走路、誘導路及びエプロン）については、空港用地の液状化調査が実
施されていない空港の割合が大半を占めている。耐震強化対策の実施については、
運用を継続しながらの工事が困難であることや対策に要するコストが大幅に高く
なること等の課題がある。 

○ 地中施設（共同溝、トンネル等）については、一般的な地震動に対する強度確保は
なされているものの、大規模地震動に対しては未調査または対策が完了していない
施設が存在する。 

○ 高盛土部分については、一般的な地震動の円形すべりに対する安全性が確保されて
いるが、今後、大規模地震動に対する耐震性調査を実施することが必要である。 

○ 新千歳空港の基本施設の液状化、地中施設等の耐震強化対策。 
○ 各空港施設の耐震性能の現況調査。 
○ 災害時の空港運用を考慮した、耐震強化対策の検討。 

【緊急的に取り組む対策】 

○ 国内の経済活動の重要な交通基盤のひとつである航空ネットワークの維持が必要で
あり、その拠点空港である新千歳空港について、H19年度までに液状化判定、耐震照
査を 100％完了させ、耐震強化対策が必要となった施設はH22までに対策工を約 90%
完了させる。   

【照査対象施設及び内容】 
・ 基本施設（滑走路、誘導路、エプロンの液状化判定） 
・ 地中施設（構内道路地下部、ＪＲトンネル、共同溝、排水施設の耐震照査）
・ 橋梁（進入灯、歩道橋の耐震照査） 

【今後概ね５年後の状況】 

耐震強化対策イメージ



 

43 

【施策－１７】庁舎（防災拠点施設）の耐震化の推進                   

 

官庁営繕施設及び事業営繕施設は、地震災害時に応急復旧、復旧・復興等の重要な地震

防災機能を果たす防災拠点としての役割を担っている。官庁営繕施設については、耐震診

断完了後、必要な耐震改修を計画的に実施しているが、事業営繕施設については、耐震診

断が未了の施設があり、耐震改修計画も立っていない状況にある。 

そのため、安全で安心できる社会の形成に寄与すべく、「官庁施設の総合耐震計画基準」

及び「官庁施設の総合耐震診断・改修基準」にのっとり、庁舎（防災拠点施設）について、

建築物全体としての総合的な耐震安全性を確保するよう整備を推進する。 

○ 安全確保や災害応急対策活動の確保のために、既存事業営繕施設の耐震診断
を総合的に行う。 

○ 耐震診断に基づき、被災時に防災拠点となる施設については、緊急性の高い
ものから、計画的に耐震化を推進していく。 

【緊急的に取り組む対策】 

○ 防災拠点となる事業営繕施設の耐震診断については、全て完了することと
する。 

○ 防災拠点となる主要な官庁営繕施設については、耐震改修等の促進を図り、
概ね５年以内に耐震化率を約８５％（面積率）に達するよう、計画的に整
備を推進する。（H18年 4月現在の耐震化率約 70％） 

○ 特措法推進地域における防災拠点となる事業営繕施設については、５年後、
耐震診断を 100%（面積率）（平成１８年４月現在 81%）、耐震改修を 55%
（面積率）（平成 18年 4月現在 25%）を目指し、整備を推進していく。 

 

【今後概ね５年後の状況】 

官庁施設における防災拠点施設の重要性

災害応急対策活動（国の機関の場合）

中央官庁

ブロックの出先機関

支援
情報

情報 支援

地震発生に伴う
インフラの被害

機
能
確
保
の

た
め
の
対
応

的確かつ迅速な被災地支援のためには、官庁施設の耐震性の確保が重要

被災地（出先機関）からの状況報告

防災拠点施設としての機能の確保

・災害時の情報収集・指令

・二次災害に対する警報の発令

・災害復旧対策の立案、実施 等

被災地の出先機関

直
接
的

支
援

情
報
収
集

被災地内の
市民、企業、
帰宅困難者

道路、鉄道、
電気、通信、
上下水道、
ガス など
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【施策－１８】地震に伴い発生する大規模土砂災害への体制強化          
 
平成 16年（2004）新潟中越地震で、住家倒壊や道路、水道等のライフラインが寸断され、
地震による直接的な大被害を被った。これに加え、地震により発生した地すべり等により、

芋川が河道閉塞した。このことにより河川水が堰上げられ旧山古志村が水没し、二次災害

が拡大した。また、堰上げ箇所より下流に住む住民は、決壊による水害の恐怖にさらされ

た。現在、豪雨による土砂災害を想定し、鋭意、必要な砂防施設の建設を行っているが、

地震に伴い発生する大規模な土砂災害に対しての監視体制および調査・復旧体制の強化を

図っていく。 

 
 
 

○ 想定される大規模土砂災害の検討。 
○ 想定される被害に対して危機管理計画を策定。 

【今後概ね５年後の状況】 

○ 最新の山地荒廃状況等を把握するため、現地調査を実施。 

【緊急的に取り組む対策】 
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【施策－１９】散水車の給水活動への活用                      
 
一般国道の維持管理の一環として路面清掃時の粉塵

飛散防止や路面上の堆積土砂を洗い流すため保有して

いる散水車について、災害時における地域住民の生活用

水確保のため、給水活動にも利用できる散水車の導入を

図っていく。 
 
 

 
 

【災害時における給水支援状況（中国地整）】 

導入される機械は一度に6,300リットル

の水を運ぶことができます。 

【散水作業状況】 

○ 「散水車」をタンク・配管等のステンレス化及び給水装置の搭載
により、給水仕様化し、災害時などには地方公共団体に貸与し、
給水活動の支援を行う。（飲料水が不足し住民が困窮している状況
において要請があれば、給水活動を実施する上で必要な散水車を
無償で貸与する。） 

○ 平成 18年度は、日本海溝・千島海溝地震対策推進地域並びに防災
拠点を中心に、札幌、函館、旭川、室蘭、釧路開発建設部に各１
台導入する。 

【緊急的に取り組む対策】 

○ 日本海溝・千島海溝地震対策推進地域並びに防災拠点を中心に、さ
らに 15台、計 20台の散水車を給水装置付に更新する。（H22まで
に整備完了。） 

【今後概ね５年後の状況】 
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【施策－２０】地方自治体等への防災資機材の円滑な貸与               
 
従来、資機材の保有状況は、個々の機関がそれぞれ所有するもののみを管理し、情報共

有が必ずしも十分な状況ではなく、貸与要請は、資機材の「有無から要請」まで確認する

ため、迅速な災害対応への影響が懸念される状況にあった。このような状況を鑑み、市町

村を含めた各防災関係機関が保有する資機材情報をデータベース化し、その保有状況を平

時から情報共有することにより、災害時の円滑な資機材貸与を図り、災害予防や災害応急

対策に役立てていく。 

○ 市町村を含めた各防災関係機関が保有する資機材情報のデータベース
化を図る。 

○ 防災資機材保有状況閲覧システム（ＣＤ版）を作成し、平成１８年８月
より各防災関係機関に配布し運用を開始しており、運用にあたっての問
題点改善点等の抽出を行い、防災情報共有システムへの取り込みについ
て検討していく。 
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【緊急的に取り組む対策】 

○ 防災情報共有システムへの取り込みを完了。（H22までに整備完了）  

【今後概ね５年後の状況】 
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【施策－２１】地震津波防災訓練等の実施                     

 

津波による被害を最小限に抑えるためには、防災訓練の実施など平常時からの備えが重要

である。しかしながら、東海地震に係わる強化地域において、９割の市町村が情報伝達訓

練や避難経路･施設確認訓練などを行っているが、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係

わる推進地域においては、約３割以上の市町村が訓練を行っていないのが現状である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本海溝･千島海溝周辺海溝型地震による推進地域における
３つの津波防災訓練実施状況（平成１６年５月現在） 

【３つの津波防災訓練】 
・ 水門陸こう等の閉鎖訓練 
・ 情報伝達訓練 
・ 地域住民のよる津波浸水域、 

避難経路、避難施設の確認訓練 

河川局HPより 
平成 16年５月調査結果を基に作成 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全て実施 
17 市町(56.7%） 

一部実施 
４町（16.7%）

未実施 
9 町村（30%） 

訓練・演習名 訓練対象 他機関の参加 備考

防災通信訓練 各開発建設部 －

地震防災訓練 開発局 北海道局、寒地土木研究所

津波防災訓練 開発局 関係各自治体、気象台

災害対策用機械の操作訓練 各開発建設部 関係各自治体

危機管理演習 各開発建設部 関係各自治体、ＮＨＫ、気象台

フォーラム・講演会等名 主催機関 他機関の参加 備考

各地域防災講演会 各道路防災連絡協議会 関係各自治体等

市民防災講座 開発局、北海道、札幌管区気象台 関係各自治体、放送局、新聞社等 全道６箇所で開催

津波防災講演会 釧路開発建設部 関係各自治体、漁協、新聞社等 根室市で開催

津波防災講演会 室蘭開発建設部 関係各自治体、漁協、新聞社等 浦河町で開催

津波に関する意見交換会 広尾町 開発局、有識者、一般住民、関係各自治体 広尾町で開催

平成１８年度　防災訓練実施状況

平成１８年度　防災フォーラム及び防災講演会等実施状況
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そのため、大規模津波が想定される特措法推進地域において、地方自治体（地域住民を

含む）等の参画による防災訓練の実施、地域住民を対象とした大規模地震・津波に関する

シンポジウムやセミナー等を実施する。 

また、北海道という地域性から冬期における避難が困難となるため、冬期間を想定した訓

練についても検討を進めていく。 

○ 実践的なロールプレイング方式による地震津波防災訓練を自治体
（地域住民を含む）参画により実施。 

○ 地域住民を対象としたシンポジウムやセミナー等の実施。 
○ 冬期間における被災を想定した防災訓練について検討。 

【緊急的に取り組む対策】 

○ 自治体参画によるロールプレイング方式の地震津波防災訓練を
広く実施（推進地域の自治体に訓練参加を広く呼びかけ）。 

○ 代表地区において大規模津波総合防災訓練注１）を実施。 
○ 推進地域においては、冬期における被災を想定した防災訓練を実
施。 

○ 地域住民を対象としたシンポジウムやセミナー等を広く実施。 
 
注１）国のほか、地方公共団体・法人・住民の参画によるハザードマップを活用

した総合訓練（住民避難訓練、警報発令、津浪警報伝達訓練、水門・陸こう等の

閉鎖訓練、被災情報収集訓練、応急対策訓練など） 

【今後概ね５年後の状況】 


