
北広島市まちづくり基本構想

北広島市





i

目　次

1　はじめに   01
　（1）本構想の目的   01

　（2）まちづくり事業の背景   02

2　北広島市の概要   03
　（1）位置及び地勢   03

　（2）沿革   03

　（3）人口及び世帯数   04

3　過去に発生した災害等   05
　（1）自然災害   05

　（2）防衛訓練等において発生した事故   06

4　防災に関する現況   07
　（1）地理的な特徴   07

　（2）防災関連施設の現況   09

　（3）災害時における協定   12

　（4）防災に関して住民が求めるもの   12

5　防災に関する市の計画と北広島のまちづくり計画   14
　（1）北広島市総合計画　第 5 次改定版   14

　（2）北広島市地域防災計画及び北広島市水防計画   16

　（3）北広島市まちづくり計画   16

6　まちづくりに向けた課題   17

7　災害に強いまちづくりを進めるための基本構想   18
　（1）安心安全まちづくりの基本的考え方   18

　（2）まちづくり構想   19

　（3）防災活動拠点の整備   20 北
広
島
市
まち
づ
くり
基
本
構
想



01

（1）本構想の目的
　近年、気候の変動や街づくりの多様化などにより、自然災害の態様は激甚化しておりま
す。しかしながら、最新の機材の活用によってもその予見は困難であり、全ての災害を未然
に防ぐことはできません。
　本市においては、平成以降、幸いにも災害による人的な被害は生じておりませんが、地震
や豪雨による物的な被害の発生や、避難勧告により一部の住民の避難が生じた事例がありま
す。
　また、本市には、国内最大級の「陸上自衛隊北海道大演習場（島松着弾地）」が所在して
おり、訓練時に生じる騒音等の障害にとどまらず、訓練の際に市内を通行する自衛隊車両、
飛行する航空機等の事故による被災も想定されます。
　災害が発生したときには、住民自身の自助、共助をはじめとして、消防や自衛隊などによ
る災害対処活動の実施、行政による救援物資等の集配などの公助を、迅速かつ適切に行うこ
とが強く求められます。
　これらを実現するためには、平常時における防災教育の普及啓発や定期的な防災訓練の実
施、救援物資の計画的な備蓄が重要となります。
　本構想は、「災害に強いまちづくり」の実現を図るため、平常時における防災活動の拠点
として、また、災害時においては被災者の支援拠点としての機能を有する施設を整備するこ
とを目的とします。

1 はじめに
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（2）まちづくり事業の背景
　本市には、北広島市、札幌市、千歳市及び恵庭市の4市にまたがる陸上自衛隊北海道大演習
場（島松着弾地）が所在しており、同演習場では、戦車砲及び銃砲火器による射撃訓練、ヘリコ
プター等の航空機による戦闘訓練、更には航空自衛隊による空対地射爆撃場を使用しての戦闘
機による訓練が実施されています。
　これらの訓練には、北海道の内外を問わず多方面の部隊が参加しています。平成29年度には
日米共同訓練（ノーザンヴァイパー）が8月10日から28日にかけての約3週間にわたって実
施され、MV-22オスプレイも参加し、80dBを超える騒音値が記録されています。
　また、このような状況の中、演習場の内外において自衛隊の車両や航空機等に起因する事故も
少なからず発生しています。特に平成13年6月には、同演習場から約10kmの距離にある本市
の福祉施設及びその周辺地域に、戦闘機による訓練弾180発余りが誤射されるという大事故が
発生しており、幸いにも人的被害はありませんでしたが、市民に対して大きな不安を与えました。
　この事故以降も訓練中のヘリコプターから資材が市街地に落下するなど、訓練等に伴う事故
（別紙）が生じており、市民は演習や訓練による事故、車両事故等に対して大きな不安を抱くと
ともに、市民生活や事業活動が阻害されています。
　本市では、自然災害はもとより、これら種々の災害等が発生した場合においても、全ての住民
の生命、身体及び財産を保護し、「災害に強いまちづくり」を進めていくため、北広島市地域防
災計画を定めていますが、防災体制の更なる充実・強化を図るため、防災学習の普及啓発など
のソフト面の取組や、防災備蓄品の確保や防災施設の整備などのハード面の取組を継続的に実
施していくことが強く求められます。
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（1）位置及び地勢
　北広島市は、札幌市と新千歳空港（千歳市）の間に広がるなだらかな丘陵地帯にあり、石
狩平野のほぼ中央に位置しています。総面積は 119.05km2 で、豊かに息づく緑の環境、ゆ
とりの土地空間など自然と都市機能が調和した街です。
　また、札幌市、江別市、恵庭市、南幌町及び長沼町の 5市町に接しており、JR千歳線に
より、札幌市までの 21.2kmを快速電車で 16分、北海道の空の玄関口である新千歳空港ま
での 22.2kmを 20分で結ばれています。
　道路網についても、北海道縦貫自動車道が市を南北に貫き、北広島 IC及び輪厚 PAス
マート ICの 2か所のインターチェンジを有しているほか、2本の国道が市を縦横断する交
通の要衝です。

（2）沿革
　明治 17年に広島県人 25戸 103人が入植し、原始の森に開拓の鍬を入れました。
　その後も入植者数が増加し一大村落を形成するに至り、明治 27年には独立して広島村と
なりました。
　昭和 43年の町制施行により広島町となった後も道央圏において宅地開発や工業団地の造
成、都市施設の整備など着実にまちづくりを進め、平成 8年 9月には市制を施行して北広
島市となり現在に至っています。
　本市は、明治期に北海道の開拓に貢献したW.S. クラーク博士が北海道を離れる際に
「ボーイズ・ビー・アンビシャス」の名言を残した地としても知られています。そのフロン
ティア精神を受け継ぐ人々の手により、入植から実に 130年余りにわたって発展を続けて
きたこの街は、これからも、美しい生活文化都市の創造に向けて歩み続けています。

2 北広島市の概要
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（3）人口及び世帯数
　住民基本台帳人口は、平成 19年の 61,199 人をピークに減少に転じており、平成 30年
3月 31日現在の人口は 58,739 人、世帯数は 27,397 世帯となっております。
　また、高齢者人口は増加傾向にあり、平成 30年 3月 31日現在の 65歳以上人口は
18,133 人で、高齢化率は 30.9％となっています。今後も高齢化率は増加するものと見込
まれるため、災害時における配慮が求められます。

表 2-1　北広島市の人口の推移

表 2-2　北広島市の年齢 3区分別人口および人口割合の数値

出典：北広島市、国勢調査（2015年）
　　　国立社会保障・人口問題研究所（国勢調査に基づいた試算）
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（1）自然災害
　本市は、昭和 56 年に大規模な水害に見舞われ、死者 1 名を含む甚大な被害を受けました。
　平成以降は幸いにも人的な被害は生じていませんが、台風や豪雨の際には千歳川及び輪厚
川流域において水害が生じることが想定されます。また、大規模な地震の発生時には、市内
全域が被災の想定の対象となります。

表 3-1　過去に発生した主な災害

発生日 種類 対象地域 被害の状況 被害額
（千円） 備考

昭和 25 年  8 月 豪雨 市内全域 家屋および田畑の浸水・流失・
埋没 不明 降水量：

301mm

昭和 34 年  9 月 豪雨 市内全域 家屋および田畑の浸水・流失 40,000

昭和 50 年  8 月 台風 6 号 市内全域 家屋および田畑の浸水・道路決
壊・農業施設破損 330,000

昭和 54 年 10 月
台風 16 号 市内全域 田畑冠水・道路決壊 13,500

台風 20 号 市内全域 田畑冠水・河床流失・道路決壊 62,000

昭和 56 年  8 月 4〜6 日 豪雨 市内全域 島松川決壊・家屋および田畑の
冠水・道路決壊 1,442,740

死者 1 名
降水量：
380mm

 8 月 23・24 日 台風 15 号 市内全域 家屋および田畑の浸冠水・道路
決壊 906,810 降水量：

182.5mm

平成 22 年 12 月 地震 市内全域

石狩地方中部を震源とする地震
により北広島市共栄で震度 3、
北広島 IC で測定震度 4.7 を観測
震源地に近い大曲地区、西部地
区で壁や窓ガラスにひび食器の
破損などの被害

不明

平成 26 年  9 月 豪雨 市内全域

北海道内では初の大雨特別警報
が発表
本市では 33 年ぶりとなる避難
勧告を発令

－ 一時避難者：
854 名

3 過去に発生した災害等
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（2）防衛訓練等において発生した事故
　防衛訓練は、非常時において迅速に適切な行動が取れるように行う大変重要なものです
が、その性質上、重大な事故に直結する場合があります。
　また、救急救命活動においても、悪天候下の急患輸送など、北海道の防災ヘリ並びに警察
及び消防のヘリが飛行できないような非常に危険な状況の中で災害派遣として出動する場合
もあり、活動そのものに危険を伴うことから、結果として事故につながる恐れがあります。
　近年、本市及び近隣において発生した自衛隊の車両や航空機等に起因する事故は、次に示
すとおりです。
　なお、これらの事故による住民への人的被害は生じていません。

表 3-2　本市及び近隣において過去に発生した自衛隊の事故など
発生日 種類 概要

平成  6 年 12 月  2 日 航空機の墜落事故 災害派遣に伴う急患搬送任務のため奥尻島に向けて飛行中の UH-60J が、遊
楽部岳に墜落。乗員 4 名全員が殉職

平成 10 年  8 月  3 日 訓練中の事故
北海道大演習場島松地区第 1 戦車射場において、89 式装甲戦闘車の 79 式
対舟艇対戦車誘導弾の発射時の後方爆風により、車両上部に乗車の 3 等陸曹
が右腕を欠損し意識不明の重体

平成 13 年  6 月 25 日 訓練中の事故 対地攻撃訓練中の F-4EJ 改が北広島市の市街地上空を飛行中に M61A1、
20mm 機関砲から訓練弾 188 発を誤射。福祉施設及び駐車車両に着弾

平成 17 年  3 月  5 日 訓練中の事故 北海道大演習場島松地区において、96 式自走 120mm 迫撃砲が実弾射撃中
に発射した砲弾 1 発を遺失

平成 17 年  9 月  6 日 訓練中の事故
積丹半島沖の日本海上空訓練空域において、2 機の F-15J が空中接触。一方
は右水平尾翼の一部及び胴体下増槽前方を破損。他方はキャノピー及び左垂
直尾翼を破損

平成 24 年  5 月 19 日 訓練中の遺失 北海道大演習場島松地区において、訓練中の陸士長がさやに入れて携行して
いた銃剣を遺失

平成 25 年  8 月  4 日 訓練中の遺失 北海道大演習場島松地区において、10 式戦車が試験射撃中に発射した徹甲
弾 1 発を遺失

平成 26 年 10 月 23 日 訓練中の遺失
千歳基地を離陸し、日本海側訓練空域で訓練飛行をしていた F-15 が、左側
エンジン後部ノズル部の一部（50cm＊10cm＊5mm、700g、チタン製）を
紛失

平成 27 年  2 月 20 日 訓練中の事故
北海道大演習場島松地区において、縦列停車していた 4 両の 89 式装甲戦闘
車の先頭から 2 両目の車両から 7.62mm 機関銃弾 1 発が発射。先頭車両後
部の燃料携行缶を貫通

平成 29 年  5 月 15 日 航空機の墜落事故 急患輸送のため丘珠空港を離陸した LR-2 が、函館空港西方 30km で消息を
絶ち、翌 16 日に北斗市袴腰山山中で機体残骸を発見。乗員 4 名全員が殉職

平成 29 年 10 月  5 日 任務中の遺失 対領空侵犯措置のため千歳飛行場を離陸した F-15J が、道北方面での警戒任
務中にミサイルのウイング（45cm＊40cm、4.5kg）を紛失（落下）

平成 29 年 12 月  7 日 訓練中の事故

訓練のため丘珠駐屯地を離陸した UH-1J が、北広島市の市街地上空を飛行中
に、機長（1 等陸尉）のヘルメットに装着していた計器飛行の訓練に使用す
る資材（50cm＊30cm、80g、プラスチック製）が開いていた操縦席の窓か
ら落下
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（1）地理的な特徴
　本市は、大きく 5つの地区に分かれており、災害時には一部の地区が孤立することや、各
地区同士が相互に行き来できなくなることも想定する必要があります。
　また、東部地区は低いエリアに位置し、千歳川（一級河川）及び輪厚川の 2本の河川が流
れており、過去には水害により甚大な被害を受けたこともあります。
　この東部地区には、災害時に災害対策本部を設置する市庁舎、防災備蓄品の最大の備蓄庫
である防災センター、炊き出しの拠点となる学校給食センターの 3つの施設が所在していま
すが、学校給食センターは最新の洪水ハザードマップにおける浸水想定区域に位置している
ため、東部地区において水害が発生した場合には、浸水被害を被る可能性があります。

4 防災に関する現況
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（2）防災関連施設の現況
　既存の施設を指定避難所として指定しており、災害時には施設の被災状況等を調査し、安
全性を確認したうえで、避難所として開設します。
　また、社会福祉施設などを運営する 6つの社会福祉法人と災害時における協定を締結して
おり、一般の避難所では避難生活が困難な高齢者、障がい者等が安心して避難生活を送れる
よう、福祉避難所として指定しています。

指定避難所一覧
地区 名称 収容人数（人） 地区計（人）

東部地区

東部小学校 600

4,830

北の台小学校 730
東部中学校 800
北広島高校 1,460
総合体育館 860
中央公民館 180
北広島東記念館 100
稲穂保育園 100

北広島
団地地区

北広島団地地域サポートセンターともに体育館 250

3,210

緑陽中学校 530
緑ヶ丘小学校 520
すずらん保育園 110
北広島団地住民センター 270
双葉小学校 520
広葉交流センターいこ〜よ 400
広葉中学校 510
すみれ保育園 100

大曲地区

大曲小学校 630

3,630

大曲東小学校 870
大曲中学校 790
大曲ファミリー体育館 200
大曲会館 120
大曲ふれあいプラザ 170
ふれあい学習センター（夢プラザ） 850

西部地区
西部小学校 770

1,710西部中学校 760
輪厚児童体育館 180

西の里
地区

西の里小学校 890

4,400

西の里中学校 470
西の里ファミリー体育館 210
西の里会館 90
北広島西高校 1,500
札幌日大高校 1,240
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福祉避難所一覧

地区 名称 収容人数（人） 地区計（人）

東部地区
指定障害福祉サービス事業所ホホエム 10

60
特別養護老人ホーム東部緑の苑 50

北広島
団地地区

小規模多機能型居宅介護事業所ほこしあ 10

95

グループホームほこしあ 20

北広島リハビリセンター 30

北広島リハビリセンター特養部四恩園  5

北広島団地地域交流ホームふれて  5

地域サポートセンターみなみ 15

北広島団地地域サポートセンターともに 10

大曲地区 － － －

西部地区 ケアハウスきたひろしま  5 5

西の里
地区

特別養護老人ホーム聖芳園  5
53

障害者支援施設リハビリー・エイト 48
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（3）災害時における協定
　本市は、他の自治体や法人と災害時における協定を締結しています。災害時においては、
迅速に人員や物資の提供を相互に行うこととしています。
　特に食料品のように保存期限が短いものは最低限の必要量のみを備蓄し、災害時には被災
を免れた地域から提供を受けることにより、保存期限超過による廃棄の軽減を図っています。

（4）防災に関して住民が求めるもの
　防災に関する住民のニーズを把握するため、過去に実施した市の市政懇談会における内容
を再確認し、また、防災専門官が中心となり市民を対象に開催する防災教室の場で、防災に
関する要望等の聴取を実施しました。
●市政懇談会　平成 28年 10月 20日（木）
　高齢化により災害時の避難行動がスムーズに行えないと思われる方が多いため、災害時
には高齢者や障がい者に対する配慮を求める意見がありました。
　また、市が配布する防災ガイドブックにより、指定緊急避難場所等の場所は把握できま
すが、そこに至る経路も示すよう要望がありました。
　施設整備については、東部地区において複数の避難所が浸水想定区域内にあるため、今
後、検討を求める意見がありました。
●市政懇談会　平成 28年 11月 2日（水）
　各避難所に防災備蓄品を備蓄することや、各町内会への防災倉庫の整備などの、防災備
蓄品の充実に関する要望が寄せられました。
　また、東部地区に整備中の遊水地について、災害時に遊水池として機能するのはもちろ
んですが、平常時にただ遊ばせておくのではなく、別の用途での利活用について検討して
ほしい旨の要望がありました。
●市政懇談会　平成 28年 11月 7日（月）
　過去の大雨の際に、市の広報車による避難の案内が聞こえなかったため、防災無線や屋
外スピーカなどの利用により、各種の情報が確実に住民に伝わる体制を整備するよう要望
がありました。
●市政懇談会　平成 28年 11月 24日（木）
　避難場所について、北海道は地域の特性上、冬期間は屋外の避難施設の多くが利用でき
なくなるため、常時の除排雪の実施や通年利用できる防災施設の整備についての意見があ
りました。
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●市政懇談会　平成 29年 11月 2日（木）
　北広島団地地区のある指定避難所兼指定緊急避難場所は、降雨時には水浸しとなり、冬
期間は除雪がなされていないため、災害時に避難場所として利用することは困難と思わ
れる。
　避難所等は、災害時のみの利用を想定するのではなく、平常時においても他の用途に利
活用すべきとの意見がありました。
●防災教室　平成 30年 5月 13日（日）　参加人数 35人
　防災に関する自由討論の中で、参加者全員から、避難所に避難した際の食事は温かいも
のを希望する旨の要望がありました。
　温かい食事は、体力的にも精神的にも安心感があるとの理由が多く、災害時において調
理が困難であれば、駅弁等で見かけるひもを引くと温まる弁当の活用についても提案があ
りました。
　当座の間は缶入りパンでも止むを得ないが、災害備蓄品の最低限の数量が確保でき次
第、なるべく早い時期に、温かい食事の提供に向けた検討を進めてもらいたいとの意見が
寄せられました。
●防災教室　平成 30年 5月 19日（土）　参加人数 17人
　災害時のトイレの確保に関する意見や質問が複数件寄せられました。熊本地震を経験し
た参加者からは、公園のベンチが災害時にはトイレになる実例の紹介もありました。
　現在、本市が指定緊急避難場所に指定している既存の公園等の地下に新たに排水設備を
整備することは困難ですが、今後、市が新たに整備する公共施設については、整備の段階
で駐車場や外構に災害用トイレを設置することも検討していきます。
　また、災害時の食事について、最初の数食が缶入りパン等となることは止むを得ません
が、出来るだけ早い段階で温かい食事が提供できるよう要望がありました。
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（1）北広島市総合計画　第 5次改定版
ア　北広島市総合計画の概要
　北広島市は、まちづくりの指針となる総合計画を、昭和 45年に策定した広島町総合開発
計画を皮切りに、現計画となる北広島市総合計画（第 5次改定版）まで、5次にわたる総合
計画を策定してきました。
　総合計画は、その時々の市の現状や市民の意識を把握しつつ、時代の潮流に合致した計画
となるよう策定しています。しかしながら、近年は地域社会を取り巻く環境の変化が著しい
ため、現在は、平成 22年 12月に策定された北広島市総合計画（第 5次）をもとに、平成
28年 3月に一部の見直しを行った現計画に基づいてまちづくりを進めています。
　現計画の策定にあたっては特に次の 6点の課題に着目し、「安全・安心への対応」を一つ
の大きな課題としています。
　①少子高齢化と人口減少社会
　②地域主権型社会への流れ
　③環境との共生
　④安全・安心への対応
　⑤産業構造の変化
　⑥価値観やライフスタイルの多様化

イ　基本構想
　本計画では安全・安心への対応として、災害から市民の生命と財産を守るために、災害に
強いまちづくりをめざし、総合的かつ広域的な防災体制の充実を推進しています。
　①避難所となる学校施設の大規模改修や公共施設の耐震化
　②現況にあわせた指定避難所の見直しと、福祉避難所の備品整備
　③防災用食料及び資機材の分散備蓄と備蓄品目、備蓄量の見直し
　④市民の防災意識の向上と地域の自主防災組織の普及

5 防災に関する市の計画と北広島のまちづくり計画
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ウ　基本計画
　本市の総合計画において、『第 3 章　美しい環境につつまれた安全なまち』の『第 4 節　
防災体制の充実』では、次のような施策を挙げています。

施策 1　防災対策の推進
　災害に強いまちづくりを進めるため、避難所・収容施設となる学校施設の大規模改修
や公共施設の耐震化、災害危険箇所の整備強化など総合的な整備対策が必要です。
● 北海道や近隣市町村との相互応援体制を確立し、総合的かつ広域的な防災体制の充

実・強化を図ります。
● 地域防災計画の修正を行うとともに、災害時における避難行動要支援者の避難支援計

画の策定や訓練の実施など、防災対策の強化を図ります。
● 防災資機材や非常用食料など自主備蓄に努めるとともに、災害時に必要となる物資等

の供給を確保するため、民間業者等との協力協定の締結を促進します。
● 震災時の 2 次災害防止に向けた応急危険度判定活動については、建築士会等との応援

協力体制を図ります。
● 災害時における避難所の早期開設や停電、冬期間における対策について検討を進め

ます。
● 災害時における福祉避難所で必要となる備品などについて、協定を締結している社会

福祉法人との協議を進めながら整備に努めます。

施策 2　自主防災組織の充実
　地域の防災力を強化するためには、研修や訓練などを通じて地域住民の防災意識を高
めるとともに、地域内での援護協力体制が重要であることから、自主防災組織の育成や
支援を図り、防災活動に参加しやすい環境を整えていく必要があります。
● 地域ぐるみの防災体制を確立するため、自主防災組織など市民の自主的な防災活動を

支援します。
● 市民の防災意識の高揚と防災知識の普及のため、防災センターの活用、広報活動や出

前講座の実施など地域住民の防災活動の推進を図ります。
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（2）北広島市地域防災計画及び北広島市水防計画
　北広島市地域防災計画及び北広島市水防計画は、災害対策基本法及び水防法の規定に基づ
き策定するとともに、北広島市総合計画に掲げる「防災体制の充実」を図るための具体的な
計画となります。
　これらの計画は相互に調整を図りながら、住民の生命及び財産をあらゆる災害から保護す
るため、防災対策の実施に必要な事項を規定しています。

（3）北広島市まちづくり計画
　本市では、北広島市地域防災計画及び北広島市水防計画に基づき、「災害に強いまちづく
り」を進めておりますが、その事業を側面から補強する形で、防災知識の普及を促進するた
めの催しその他防災に関する活動に利活用できる施設を整備するため「北広島市まちづくり
計画」を策定します。
　本構想は、市の現状や市民の意識を把握し、北広島市まちづくり計画の基本計画を策定す
るにあたっての課題の検討を行い、計画の方向性を示します。
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・ 　本市では、地域による住民の世帯構成に較差があり、高齢単身世帯の多い地域において
は、災害時に求められる自助及び共助が十分に機能しないことも想定されます。

　 　また、このような現状について不安を抱えている住民も少なくありません。
・ 　災害時における最優先事項は住民の生命を守ることですが、住民それぞれの身体や精神

の状況に応じては、避難所等の環境（温度、プライバシー空間の確保、照度、騒音等）、
食事（高齢者、乳幼児、アレルギーのある方等への配慮）、要介護者への対応（排せつ、
着替え、食事の介助等）等についても可能な限り配慮する必要があります。

・ 　近年、公共施設等の集約・複合化による経済・財政効果については、国の政策課題とし
ても取り上げられおり、その効果的、効率的な運用に向けた検討や取組みが求められてい
ます。

　 　防災拠点についても災害時はもちろん、平常時においても効果的に利活用をすること
で、常に通電、給排水等の確認や除排雪の対応がなされ、常時利用可能な態勢を確保でき
るほか、施設整備に係る自治体の負担軽減も図られます。

・ 　本市の地理的な特徴として、まち全体が大きく 5 つの地区に分散しています。災害時に
それぞれの地区が分断されることも想定して、指定避難所や防災備蓄品の品目や数量を確
保する必要があります。

6 まちづくりに向けた課題
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（1）安心安全まちづくりの基本的考え方
　安心安全なまちづくりは、これまでみてきたように、自然災害対策、農と食の安全対策、
交通安全対策など、さまざまな市民生活に障害や不安を及ぼす事象へ的確に対応していくこ
とによって、その被害が軽減・緩和されます。
　安心安全まちづくりに向けた対策は、施設整備などのハード面と、防災活動などのソフト
面の両輪を推進することが基本であり、その中でも特に、地域の住民が主体となり、「自
助」・「共助」・「公助」の考え方により、身近な地域で住民同士が互いに助け合い、支え合う
関係づくりを行っていくことが、安心安全なまちづくりのために重要です。
　そこで、市民同士・防災関係機関が助け合い、支え合うことを本市の安心安全まちづくり
の基本的考え方として、本構想のキャッチフレーズおよび基本方針を次のように掲げます。

■北広島市安心安全まちづくりの基本方針

・ 安心安全づくりの意識を向上させる
・ 災害の発生のしかたや予想される被害について理解し、連絡体制などの適切な備えを

行う
・ 地域において、平常時から住民同士お互いの顔が見える関係づくりを行う
・ 要配慮者など災害弱者を重視し、地域で見守り、支え合う体制をつくる
・ 万が一に備え、日頃から実践的な防災対策などの取り組みを行う

7 災害に強いまちづくりを進めるための基本構想
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（2）まちづくり構想
1）防災活動拠点づくり
　市民の安心安全を確保するまちづくりに向け、災害への備えを行っていく上で、市民同
士、市民と防災関係者が常日頃から顔を合わせ、密接な関係づくりができる場づくりと、

「交流」、「学習」、「訓練」などの活動を協働して日常的に行える場づくり、及び、その場を
活かした実践的な活動の展開が必要です。また市内だけではなく、協定により災害時協力関
係を結ぶ他の自治体とも平時より交流を深め、密接な関係をもつことが、災害時の活動を円
滑に進めることに繋がります。そのため相互連携、支援等にも迅速、柔軟に対応できる施設
となることも必要と考えられます。
　北広島市地域防災計画で、必要とされている「防災拠点」は、避難所機能など、災害時に
機能する拠点としてイメージされています。
　上記の考え方から、災害時において、避難、支援活動の拠点となるとともに、平常時にお
いても、市民・防災関係者が気軽に集まり、学べる『防災活動の拠点』が必要とされている
といえます。
　そのため、本市の安心安全まちづくりを推進していくにあたっては、平常時・災害時を通
じて「拠点」として活用される「防災活動拠点」をつくり、そこを中心として市民・防災関
係者が集まり、交流しながら、様々な防災活動や連携・ネットワークづくりの取り組みを展
開することを目指します。

必要性は以下のように整理できます。

・ 市民の平常時からの防災意識向上、防災活動の促進が必要
・ 防災意識向上、防災活動推進のためには、防災学習や訓練を平素から行い、体得する

ことが必要であり、これらを実施できる実践的な活動の拠点が必要
・ 市民と防災関係機関、周辺自治体との交流・連携を日常的に行える場が必要
・ 災害時においては、災害対策中枢機能に加え、食糧・飲料水供給など後方支援機能が

求められており、そのような役割を担う拠点づくりが必要
■これらのことから、平常時及び災害時ともに活用される「防災活動の拠点」が必要
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（3）防災活動拠点の整備
　市民が安心して暮らせる「災害に強いまちづくり」を進めるにあたっては、市をはじめと
する行政組織等が、平常時から計画的に災害に向けた備えを行うことはもちろんですが、災
害時に住民同士がお互いに「自助」「共助」を円滑に行えるよう、普段から地域の住民同士
のつながりを図るとともに、災害に対する知識を深めることや実践的な訓練を継続的に実施
することが重要となります。
　現在、東部地区に防災センターを設置しており、当該センターを含めた市内 10か所の防
災備蓄施設等に防災備蓄品を備蓄しています。
　避難所については、災害時に開設可能な施設を 33か所指定していますが、従前からある
建物を利用することで一定の施設数を確保しており、防災活動拠点として特化した施設は、
防災センターのみとなります。
　本市は大きく 5つの地区に分散していますが、東部地区、北広島団地地区、西の里地区の
3地区は、防災センターへのアクセスが比較的容易であり、平常時においても防災学習や防
災訓練を行う場として、また、住民や防災関係者間の交流の場として利活用が図られてい
ます。
　今後、他の 2地区において利活用が図られる防災活動拠点を整備し、日ごろから防災に向
けた普及啓発活動を行い、災害時においては、避難・支援活動拠点として活用することで、
自助、共助、公助が効果的・効率的に連携しあう「災害に強いまちづくり」の更なる推進を
目指します。

■防災活動拠点づくりと拠点を活かした活動の展開

防災活動拠点を活用した
平常時からの安心安全
まちづくり活動を展開する

防災活動拠点 関係機関・施設との
連携ネットワークを構築する





北広島市まちづくり基本構想
発行者：北広島市

編　集：教育委員会 教育部 学校給食センター


