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はじめに 

 

近年、集中豪雨や台風等による被害が相次いで発生しており、自然災害が局地化、集中化、激甚

化しています。また、甚大かつ広域的な被害をもたらした東日本大震災や熊本地震など本市におい

てもいつ発生してもおかしくない状況にあります。 

自然災害対策は言うまでもなく、日常の交通安全、防犯など安心安全対策の範囲は多岐にわたっ

ており、防災教育や住民参加による自主防災組織の整備など災害に対する日頃からの備えの重要性

が再認識されています。同時に「災害に強いまちづくり」を進めるために、避難所や収容施設とな

る防災施設の整備などのハード面と、防災活動などのソフト面の両面を総合的に考慮した安心安全

なまちづくりへの市民の関心が高まっています。 

平成30年（2018年）９月４日から５日にかけて北海道に接近した台風21号により市内において

も多数の倒木被害等が発生しました。９月６日に発生した北海道胆振東部地震では市内で震度５弱

を観測し、家屋の損壊や宅地の陥没など大きな被害が発生しました。さらに、この地震をきっかけ

に北海道ほぼ全域が連鎖停電するというブラックアウトの発生は、住民生活や物流などにも深刻な

影響を与えることとなりました。 

災害が発生した時には、住民自身の自助共助をはじめ、自衛隊や消防等による災害対処活動、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求められ、これらの体制等の整

備についても喫緊の課題となっています。 

平成 26 年（2014 年）４月、本市は陸上自衛隊と災害時の連携に係る協定書の締結を行い、平時

から災害時に備えた連携の強化を強固なものとしており、地震や水害等を想定した本市の総合防災

訓練や水防訓練にも協力をいただくなど連携を深めております。 

本市は総合計画に基づき「災害に強いまちづくり」を進めており、平成 31 年（2019 年）１月、

「災害に強いまちづくり」の実現を図るため防災活動の拠点整備の必要性を示した「基本構想」。 

さらに災害時には応急給食（炊き出し）の提供を行う防災施設、平常時には市内小学校に学校給

食の提供や食育学習の場となる食育施設、これらの機能を併せ持つ災害時対応施設の整備の必要性

を示した「基本計画」を策定しました。 

この度、「基本構想」及び「基本計画」の理念、市民の要望・意見を踏まえ、防災施設としての拠

点機能、備蓄機能、応急給食機能、併せて食育施設としての学校給食機能、食育学習機能、これら

の詳細な検討を行い災害時対応施設（防災食育施設）の整備実現に向け、本実施計画を策定しまし

た。 

今後はこの内容を基に「災害に強いまちづくり」の実現を図るため、より具体的な設計作業を進

めてまいります。 

 

令和２年３月 

 

北広島市長 上野 正三 
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1 災害時対応施設の目的 

 施設整備の目的と基本方針 

ア 施設整備の目的 

北広島市の食の対策本部として、災害時は炊き出しを行い避難所へ配送するととも

に、食料の備蓄と提供、支援物資（食料）の受入れ・仕分け・集積・配送を実施する

「防災施設」、平常時は安全安心で栄養バランスのとれた小学校給食の提供、北広島市

食育推進計画に基づき食育の推進に取り組む「食育施設」、これら両面を備えた災害時

対応施設の整備を図ることを目的とし、北広島市まちづくり実施計画（以下、「本計画」

とする。）では、施設整備の実現に向けた具体的な諸条件の整理及び設計に向けた整理

検討を行います。 

 

イ 整備の基本方針 

本計画は、北広島市まちづくり基本計画で定めた整備の基本方針、市民の要望・意

見を踏まえ、災害時対応施設（防災施設・食育施設）として下記の６項目を基本に諸

室の構成や機能等の検討を行います。 

 防災施設と食育施設の両面を備えた災害時対応施設の整備 

災害時の応急給食機能、備蓄機能、拠点機能を有するとともに平常時は学校給食

機能、食育学習機能を併せもつ複合施設の整備。 

 災害時の活動を想定した施設整備 

陸上自衛隊第７師団第 72 戦車連隊との災害時の連携に係る協定書に基づく  応

急対策活動を行うため、自衛隊の支援活動の拠点となる防災活動エリア、支援物資

（食料）の受入れ・配送を行う防災エリア、支援物資（食料）の円滑な受入れを行

うため自衛隊ヘリの離着陸が可能な航空法に基づく防災対応離着陸場（ヘリポー

ト）及び防災受援エリア、国道 36 号の寸断を想定した構内通路の整備。 
 

 災害時を想定した防災訓練の実施 

自衛隊や消防など防災関係機関と協力・連携した防災訓練の実施。 

 

 

  

北広島市総合防災訓練から自衛隊及び防災関係機関と連携した防災訓練
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 国道36号の広域利便性を踏まえた災害時の車両の動線と外構整備 

a 災害時に国道 36 号から車両が迅速に出入りが可能な施設配置、動線、駐停車

場の確保。 

b 災害時を想定し隣接する北広島市消防署大曲出張所と連携を可能とする施設

配置。 

 

 災害時にも維持可能な建築物と省エネルギー化を目指した施設整備 

a 耐震性の高い構造計画、非構造部材とした安全な建築物の整備。 

b 停電時でも施設稼働が可能となる非常用電源設備の確保や各種燃料の備蓄。 

c 平常時から省エネなどライフサイクルコストの低減を見据えた施設整備。 

d 災害時の応急給食、平常時の防災訓練及び学校給食の提供を踏まえた作業動線

及び施設整備。 

 

 食育の推進に向けた施設整備 

災害時は支援物資（食料）の集積所、平常時は調理場見学をとおして食に関する

知識の向上を図ることを目的とした見学スペースや研修室の整備を行い、防災・食

育に関する備品やパネルの展示、研修会の開催など防災・食育両面の啓発を図る。 

  

北広島市総合防災訓練から 
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 施設の規模設定 

ア 前提条件の整理 

 施設の位置づけ 

北広島市まちづくり基本構想において、災害時は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、防災活動の拠点整備が

必要であると示されています。 

本市の東部地区には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、防災に関する施設

は防災センターのみであり、引き続き、本市の「災害に強いまちづくり」の実現を

図るため、応急給食機能を有する防災活動拠点の整備を行うものです。 

防災活動拠点では、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、防災活動の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すため、本施設は災害

時の応急給食機能、拠点機能、備蓄機能を有するとともに、小学校への学校給食機

能及び食育学習機能を有する複合施設とし、災害時、平常時ともに効率的かつ効果

的に活用が可能な災害時対応施設（防災食育施設）として位置付けることとします。 

  

敷地配置図 
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 災害時の諸室の転用 

主な諸室の転用方針は、以下の通りとします。 

 

  
1 階：防災対策室 

（職員事務室） 

災害時 

・被災者への効率的・効果的な配食計画の作成 

・災害対策本部や関係機関との連絡調整 

（防災無線、電話、PC、LAN、FAX、テレビ、 

ラジオ等の設置） 

平常時 

・給食調理場の管理運営 

・食育の推進 

1 階：応急給食エリア 
（学校給食エリア） 

災害時 

・市内の避難生活者を対象とした炊き出しの実

施（8,000 人×３日間） 

・米 2,400 ㎏、汁物乾燥具材 24,000 食分を常時

備蓄 

平常時 

・１日あたり 3,000 食の学校給食を提供 

・最大 50 食の食物アレルギー対応給食に対応 

した専用調理室の整備。 

1 階：炊き出し・支援物資仕分け室 
（防災食育研修室） 

災害時 

・避難所に配送する炊き出し・支援物資（食料）

の仕分け 

平常時 

・小学生の社会見学の会場 

・施設見学者に提供する給食(試食)会場 

・防災や食育に関する学習会や講演会の会場 

1 階：支援物資(食料)一時保管室 
（防災食育研修室） 

災害時 

・支援物資（食料）の受入れ、一時保管 

1 階：防災倉庫 
 

災害時 

・災害時の活動に必要な物資の保管(マンホールトイレの資機材、作業用台車、タープテント、救助工具

セット等) 

2 階：備蓄庫及び支援物資(食料)集積所 
（防災食育ホール） 

災害時 

・食料の備蓄及び提供 

・支援物資（食料）の集積 

平常時 

・防災（自衛隊・消防等）活動に関するパネルや炊き出し用煮炊釜や備蓄食料の展示 

・小学生の社会見学など、調理の現場を直接見る機会をとおして食に関する知識の向上を図る 

・食育に関する遊具や絵本コーナーの設置 
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 災害時対応施設の機能等 

①災害時の機能 

・ 避難生活者（避難所）への食料配送の拠点。 

・ 市内の避難生活者を対象とした炊き出しの実施。 

・ 関係機関との連絡調整の拠点。 

・ 支援物資（食料）の受入れ・仕分け・集積の拠点。 

・ 食料の備蓄機能（アルファ化米 8,000 食の備蓄を想定）。 

・ 応急給食実施に必要な食料の備蓄 

（米 2,400kg,汁物乾燥具材 24,000 食）。 

・ 自衛隊ヘリの離着陸を可能とし、支援物資の円滑な受入を行う 

受援の拠点。 

②アクセス計画 

・ 北広島市消防署大曲出張所の隣地とし、出入口は国道 36 号側を基本に、

施設から市道大曲団地４号線に接続する構内通路を整備し 2 か所の出

入口を確保。 

構内通路は災害時、国道 36 号の寸断や走行が困難な状況の際に防災活

動、救急活動の迂回路として活用。 

・ 炊き出しの配送、支援物資の搬出入など大型車輌が出入りすることか

ら、国道 36 号を主な出入口（正門）とする。 

③敷地の活用 

・ 航空法に基づく防災対応離着陸場（ヘリポート）の整備。 

災害時は自衛隊ヘリによる支援物資（食料）の円滑な受入れ。平常時は

ドクターヘリや北海道防災航空室の消防防災ヘリによる重篤患者の搬

送など救急活動に活用。 

・ 災害時の支援物資(食料)の受入れ、一時集積、災害支援の自衛隊の活動・

宿営場所として活用。 

・ 平常時は防災訓練、学校給食配送車等の配送拠点として活用。 

④構造 
・ 災害時と平常時の稼働形態を踏まえ、イニシャルコストも考慮し鉄骨造

重層型を想定。 

⑤耐震性 ・ 市消防本部や災害対策本部である市庁舎と同一である「Ⅰ類」を採用。 

⑥平面計画 ・ 災害時と平常時に利用形態を転用できる計画。 

敷地内：防災対応離着陸場 
（ヘリポート） 

災害時 

・自衛隊ヘリ（UH-1J、UH-60JA、CH-47JA を 

想定）による支援物資（食料）の受入れ 

平常時 

・ドクターヘリや消防防災ヘリによる 

重篤患者の搬送など救急活動の充実 

敷地内：配送用車両の燃料備蓄 
 

災害時 

・食料配送に使用する、配送車両用の軽油備蓄 

平常時 

・隣接する消防署大曲出張所の救急活動にて使

用及び補填を行い、軽油の劣化防止を図る 
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⑦諸室の計画 

・ 防災対策室（職員事務室）、応急給食エリア、炊き出し・支援物資仕分

け室、支援物資(食料)一時保管室（防災食育研修室）、防災倉庫、備蓄

庫、支援物資（食料）集積所など。 

⑧応急給食機能 

及び 

学校給食機能 

災害時 

・ 市内の避難生活者を対象とした炊き出しの実施。 

（8,000 人×３日間＝最大 24,000 食） 

・ 米 2,400 ㎏、汁物乾燥材料 24,000 食分を常時備蓄。 

平常時 

・ １日あたり 3,000 食の学校給食を提供。 

・ 最大 50 食の食物アレルギー対応給食に対応した専用調理室の整備。 

⑨設備計画 

非常用電源設備 

・ 自家発電機を設置。 

・ 必要最低限の電力を 72 時間確保。 

おにぎり成形機 

・ 災害時の対応を考慮。固定式で１時間あたり 2,400 個（梱包を含む）を

成形する機種の選定。 

給水設備 

・ 応急給食３日間の対応が可能な受水槽（124ｍ3）を設置。 

・ 断水の長期化も想定、給水車からの直接給水を可能とする配置。 

排水設備 

・ 災害時、下水道が利用できない状況を想定し、一般及び厨房排水３日間

分を貯留できる排水貯留槽（70ｍ3）を設置。 

⑩燃料備蓄 

・ 非常用電源設備、蒸気ボイラー用灯油（10kℓ）を確保。 

・ 災害時の食料配送車用軽油ホームタンク（490ℓ）を設置。 

・ 災害時の炊き出し（炊飯）用としてプロパンガス（200kg）を確保。 

陸上自衛隊 HP より引用
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イ 施設規模 

 災害時の規模設定の方針 

災害時対応施設（仮称 北広島市防災食育センター）の規模検討に際し、以下の

災害と避難生活者への応急給食及び食料の提供を想定し、施設規模を検討します。 

a 想定する災害 

北海道が実施した平成 28 年度地震被害想定調査結果において、市内の避難

所生活者は最大約 8,000 人と示されております。当該調査結果では、昭和 56 年

以前に建築された既存木造住宅は倒壊、一部倒壊の危険性が高く、自宅から避

難し避難施設での生活を強いられる可能性があります。 

また、北広島市ハザードマップで想定する千歳川の氾濫や支流の輪厚川の氾

濫を想定すると、東部地区で広域的な冠水が発生し、避難施設の一部が利用不

可能となることが想定されます。 

b 応急給食（炊き出し）の想定対象者 

北広島市地域防災計画及び北広島市防災備蓄品整備計画では、北海道の地震

被害想定調査結果を参考とし、市の避難所生活者数の最大人数を約 8,000 人と

想定するとともに、その２食分にあたる 16,000 食を災害時に向けた食料の備

蓄目標としています。 

これらを勘案し、災害時対

応施設における応急給食に

ついては、その対象者数を

8,000人と想定します。 

  

避難所イメージ

北広島市総合防災訓練から

北広島市総合防災訓練から
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c 応急給食（炊き出し）の内容と米等の備蓄量 

(a) 実施内容 

応急給食想定対象者 8,000 人を対象に災害発生後、３日間程度、応急給食を

実施することを基本とします。 

初動時の応急給食は災害発生時刻にもよりますが夕食の提供を想定、おにぎ

り２個（米 100g）と汁物の提供を計画し、インフラの復旧状況や米等の調達物

資の状況により可能な限り応急給食を実施することとします。また、実際の被

災状況による避難者数の違いなどにより、提供内容や提供回数を変更するなど

柔軟な対応を取ることを前提とします。 

(b) 米等の備蓄量 

応急給食に必要な米の備蓄量は 2,400kg(※)とします。また、汁物について

は、長期保存が可能な乾燥具材を 24,000 食分（8,000 人×３日）備蓄します。

なお、備蓄米は、平常時の学校給食で活用しながら備蓄する方式とします。 

※2,400 ㎏＝１食 100g(おにぎり２個分)×8,000 食(避難者数)×３日分 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 類似施設の規模 

道内及び近年整備された防災食育センターの事例を示します。 

 

施設名 供用開始 構造 面積 
学校給食の 

提供数（食数） 
面積／食数 

白老食育防災 

センター 

平成 25 年 

（2013 年） 
RC 造平屋建 1,715 ㎡ 1,300 食 1.3 ㎡ 

福生市防災 

食育センター 

平成 29 年 

（2017 年） 

Ｓ造 RC 造 

２階建 
4,844 ㎡ 4,000 食 1.2 ㎡ 

えびの市防災 

食育センター 

平成 30 年 

（2018 年） 
Ｓ造２階建 1,997 ㎡ 1,700 食 1.2 ㎡ 

上記の事例を踏まえ 1.2 ㎡/食を基礎的数値として想定します。 

  

みそ汁用乾燥具材のイメージ 米庫のイメージ 
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H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

教職員数等 500 508 513 511 511 510 512 509 516 512 515 516 516 516 516 531

学級数(小学校) 118 121 119 114 111 109 104 100 99 99 98 96 94 89 85 80

0

20
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60

80
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140

480

485

490

495

500

505

510

515

520

525

530

535 （学級）（人）

※学級数は「普通学級」 

H21～R1 は 5 月 1日現在 

R2～R6の学級数は35人学級として推計 

 平常時の想定規模 

防災施設における応急給食機能を、災害時に有効に機能させるため、平常時にも

施設を稼働させて市内小学校に給食を提供します。 

a 学校給食の想定規模 

令和６年度（2024 年度）の児童予測数を、児童数 2,378 人、教職員数等 531

人の計 2,909 人であることから、平常時の学校給食の提供の想定食数を 3,000

食とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 学校給食の提供方法 

「北広島市学校給食のあり方に関する基本方針」を遵守し、各小学校へ配送

車５台により配送します。食材・食器はコンテナで収納し、各小学校へ配送と

します。  

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

児童数 3,576 3,626 3,579 3,485 3,393 3,276 3,198 3,105 2,990 2,960 2,907 2,689 2,640 2,501 2,407 2,378

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000（人） ※H21～R1 は 5 月 1日現在 

R2～R6 は推計 
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 建設地の概要 

ア 建設地の設定 

市政懇談会などから寄せられた市民要望をもとに、庁内に設置した「まちづくり計

画策定委員会」で幅広く議論を重ね、災害時も平常時も有効に活用が可能な防災活動

の拠点となる施設整備に向けた計画策定に着手しました。 

この施設は、①災害時に、支援物資の受入れ・集積・搬送や応援部隊受入れなどの

拠点機能、②災害時に、避難者へ炊き出しなどを実施する応急給食機能、③平常時に、

市内小学校に給食を提供する学校給食機能、④平常時に、給食調理の現場を見学でき、

防災・食育・環境等について学ぶことができる食育機能など、これらを複合的に備え

ることを目的として整備を進めることとしており、その条件としては用途地域や敷地

面積、インフラ整備状況などがあり、整備の条件を念頭に置きながら候補地の選定に

当たっては、第一段階として市内全域を対象として①北海道ハザードマップで被害想

定されていない、②敷地面積１万㎡以上である、③用途地域等が給食調理場建設に適

合している、④幹線道路に接しているに適合しているなどを条件として絞り込みを行

いました。 

その結果、北広島団地地区及び東部地区には該当箇所はなく、大曲地区で１箇所、

西部地区で２箇所、西の里地区で２箇所の候補地を選定し、建設地（案）を作成しま

した。 

その後、３地区５箇所の候補地について詳細に調査し、最適な建設予定地を決定す

るために、第二段階として、①複合型施設の機能を十分に発揮する面積を確保できる

（オープンスペース、防災広場など）、②災害時の物資搬送用車両等の出入りが容易で

ある、③災害時に関係組織との連携が容易である、④災害時も平常時も防災活動拠点

として市民と防災関係者が利活用しやすい、⑤上下水道等のインフラがある程度整備

済みで接続が容易であるなどを条件として絞り込みを行いました。 

第二段階の絞り込みの結果、２万㎡以上の面積を確保できる、国道 36 号に接してい

る、隣地に北広島市消防本部大曲出張所がある、市民が利用しやすい場所にある、上

下水道は接する道路内に敷設済みであることなどの点で優位であった「北広島市大曲

２番地１ほか」の土地を施設の建設候補地として選定し、町内会や小中学校保護者へ

の説明を経て決定しました。 

  

Google マップから
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建設候補地選定状況一覧 

地区名称 判定及び評価 

北広島団地

地区 

(候補地：0) 

ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ 敷地面積 用途地域 接道状況 インフラ 

○ × ― ― ― 

（評価）ハザードマップでは被害想定区域外である。面積条件で該当

地がないため以下の項目を判定しない。 

【総合評価】＝該当地なし。 

東部地区 

(候補地：0) 

ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ 敷地面積 用途地域 接道状況 インフラ 

○ × ― ― ― 

（評価）ハザードマップでは被害想定外区域である。面積条件で該当

地がないため以下の項目を判定しない。 

【総合評価】＝該当地なし。 

西の里地区 

(候補地：2) 

ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ 敷地面積 用途地域 接道状況 インフラ 

○ ○ ○ ○ × 

（評価）ハザードマップで被害想定区域外、敷地面積、用途地域、接

道状況は条件を満たしているが、２ヶ所ともインフラ未整備。 

【総合評価】＝該当地 2 ヶ所ともインフラが未整備。 

大曲地区 

(候補地：1) 

ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ 敷地面積 用途地域 接道状況 インフラ 

○ ○ ○ ○ ○ 

（評価）すべての条件が満たされている。 

【総合評価】＝候補地として適。 

西部地区 

(候補地：2) 

ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ 敷地面積 用途地域 接道状況 インフラ 

○ ○ ○ ○ × 

（評価）ハザードマップで被害想定区域外、敷地面積、用途地域、接

道状況は条件を満たしているが、２ヶ所ともインフラ未整備。 

【総合評価】＝該当地２ヶ所ともインフラが未整備。 

  

 

 

 

  

【判定凡例】○：条件を満たしている、 ×：条件を満たしていない、 ―：判定なし 

【判定条件】ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ：被害想定がない 敷地面積：10,000 ㎡以上の敷地 

用 途 地 域：工業、工業専用、市街化調整区域 

接 道 状 況：幹線道路等に接している 

イ ン フ ラ：上下水道敷設済み 

北広島市の地区別表 
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イ 建設地の現況 

建設地の位置は以下の通りです。 

建設地の概要は以下の通りです。 

 地籍、土地所有者 

敷地面積：23,300.27 ㎡ 土地所有者：北広島市。 

 法規制 

都市計画区域内の市街化調整区域（用途地域無指定、建ぺい率 60％、容積率 200％） 

宅地造成規制区域。 

 地形、地質 

国道 36 号と平面で接続、他の三面はのり面下端で接続。 

 交通、接道 

南西側は国道 36 号と接続、北西側は市道大曲団地４号線に隣接、北東は空地、

南東側は北広島市消防署大曲出張所と隣接。 

接道は、国道 36 号及び市道大曲団地４号線であり、国道 36 号からの搬出入。 

国道 36 号に中央分離帯があるので、左折のみの運用。 

 供給処理施設 

給水：北広島市上水を、市道大曲４号線より引込。 

汚水：施設内で１次処理し、敷地内の排水管を経て公共下水道へ接続。 

建設地の位置 
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雨水：敷地内雨水、建物雨水を市道大曲４号通の雨水施設に放流。 

電力：北海道電力より引込、災害時は自家発電装置で必要箇所に供給。 

通信：ＮＴＴより引込。 

給油：灯油地下タンクを設置。 

ガス：ＬＰガスボンベを設置。 

 周辺への影響 

北西側、北東側は宅盤と高低差があるため、景観に配慮したのり面処理とします。 

災害時の連携を考慮し、南東側の北広島市消防署大曲出張所との隣接部は、高低

差を無くした平面での接続とします。また、敷地内の構内通路は北広島市消防署大

曲出張所の構内通路と接続を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 環境への配慮 

災害時対応施設の整備に際し、周辺環境への配慮や災害の発生を想定し、以下の

対応を図ります。 

a 自然環境への配慮 

(a) 太陽光（自然光）の活用、断熱機密性能の確保、空調負荷の低減。 

b 周辺環境への配慮 

(a) 災害時の救援車両、自衛隊ヘリの離着陸を想定した敷地選定、スペースの

配置。 

(b) 災害時の外部支援を円滑に受け入れるよう、国道 36 号からのアクセスの

確保。 

(c) 冬期間の災害に備え、敷地内の堆雪スペースの確保。 

(d) 配送車両の交通騒音、エンジン騒音と住宅地を遮断する搬入ヤードの確保。 

Google マップから
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 災害発生時の体制と活動エリア 

ア 災害時の体制 

 職員の対応 

災害発生時には市職員は５人１班とし、２交代で対応します。また、施設に宿泊

することを想定することから、防災対策室（職員事務室）の隣に仮眠室（会議室）

を設けます。 

 調理員の対応 

調理員の人数は災害時 20 人を想定（２班体制）します。 

炊き出し時の稼働部分から必要な人員を算出、炊飯担当 10 人＋煮炊き釜担当 

７人＋食缶洗浄担当３人を想定します。 

また、災害時は市職員同様、２交代で施設にて対応・宿泊することを想定します。 

毎朝、２階の防災会議室にて、次の班（20 人）と交代する際に、炊き出しにかか

る引き継ぎ・全体打合せを実施します。 

 防災備品の活用 

１階の炊き出し・支援物資仕分け室に

炊き出しのみそ汁用カップや割り箸、２

階支援物資（食料）集積所に、職員・調理

員の寝袋や寝具を収納する展示棚を設

け、防災備品を保管するとともに、平常時

には有識者からの助言も踏まえ、来庁者

に対し防災活動を見てもらう「見える防

災」「見せる防災」に取り組みます。 

 避難者の想定 

北海道が実施した平成 28 年度地震被害想定調査結果において、市内の避難所生

活者は最大約 8,000 人と示されたことから、応急給食の想定対象者数を 8,000 人

とします。 

避難者 8,000 人が 33 ヶ所の避難所に均一に避難していると想定、避難所１か所

あたり避難所生活者を 240 名とします。  

避難所設営訓練

防災備品展示(みそ汁用のカップイメージ） 
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 炊き出しの想定 

被災者 8,000 人を対象とし３日間（３食）対応、市内の避難所（最大 33 ヶ所）

に配送を実施します。 

炊き出しは毎夕食を想定し、一人あたり「お

にぎり２個（米 100 グラム）」「みそ汁」を提

供します。災害時の作業面や衛生面を考慮し、

配送用ビニール袋におにぎり 40 個を包んだ

後、汎用段ボール（100 サイズ）に収納します。

みそ汁は学校給食用の保温食缶に 40 人分を

収納します。 

 炊飯の想定 

午前７時 00 分 打合せ(設備状況・炊き出し数・配送箇所・人員配置等の確認等) 

午前７時 30 分 お米の浸漬などの準備開始 

午前８時 00 分 炊飯の開始 

午後４時 00 分 炊飯の終了 

午後４時 20 分 最終のおにぎり成形の完了 

午後４時 30 分 仕分け・確認の後、配送開始。 

打合せから配送まで約 10 時間を想定します。 

 みそ汁について 

みそ汁は１食あたり 160CC～180CC 前後を想定、学校給食用の食缶を使用し、 

重量面など災害時の対応も考慮し容量は 6.4～7.2 ㎏程度(40 食)とします。 

 みそ汁の調理の想定 

午前７時 00 分 打合せ(設備状況・炊き出し数・配送箇所・人員配置等の確認等) 

午前７時 30 分 みそ汁食缶の洗浄 

午前９時 00 分 みそ汁食缶の消毒 

午後１時 30 分 電気回転釜稼働、調理開始 

午後４時 00 分 調理完了 

午後４時 30 分 仕分け・確認の後、配食開始 

おにぎりと同じく配送まで約 10 時間を想定

します。 

  

炊飯のイメージ

おにぎり収納のイメージ

みそ汁のイメージ 
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 食料の配送等については下記を想定、配送車は１日３回 の運行を行います。 

１日目 

朝食 ：防災食育センターに備蓄のアルファ化米 

 割り箸・みそ汁用カップ。 

昼食 ：分散備蓄・支援物資の食料など 

夕食 ：炊き出し（おにぎり・みそ汁） 

２日目 

朝食・食缶の回収 ：分散備蓄・支援物資の食料など 

昼食 ： 〃   

夕食・食缶の回収 ：炊き出し（おにぎり・みそ汁） 

３日目 

朝食・食缶の回収 ：分散備蓄・支援物資の食料など 

昼食 ： 〃   

夕食・食缶の回収 ：炊き出し（おにぎり・みそ汁） 

なお、１避難所あたり段ボール 12 箱＋食缶６缶＝段ボール 18 箱相当の食料を配

送します。 

支援物資については、パン、弁当、レトルト食品、カップ麺等を想定します。 

  おにぎり運搬作業のイメージ缶入りパンイメージ

分散備蓄イメージ 支援物資イメージ
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 避難所への配送時間について 

災害時の避難施設への給食については、平成 30 年度に行った防災教室において、 

「温かい食事の提供は避難者の体力、精神力確保に重要」との指摘をはじめ、市民

説明会や自治体町内会との意見交換でも温かい炊き出しを必要とする要望があり

ました。 

この災害時対応施設を起点とする避難所への配送時間は、最大 34 分であり、災

害時の避難者支援として「温かい食事の供給効果」が期待できます。 

災害時、応急給食施設から市内の避難施設 33 か所への炊き出しを配送する時間

は、以下のとおりです。 

 区 分 避難所への配送ルート 
配送 

距離 

配送

時間 

Ａ 東部地区 

防災食育センター→東部中学校→中央公民館・

北広島東記念会館・稲穂保育園→東部小学校→

北海道北広島高等学校・総合体育館→北の台小

学校 

16.9km 34 分 

Ｂ 
北広島団地地区 

(第１～第３住区) 

防災食育センター→すずらん保育園→団地住民

センター→双葉小学校→広葉中学校→広葉交流

センター→すみれ保育園 

12.2km 26 分 

Ｃ 

西部地区及び 

北広島団地地区 

(第４住区) 

防災食育センター→西部中学校→西部小学校→

輪厚児童会館→緑陽中学校→緑ヶ丘小学校→地

域サポートセンター「ともに」 

9.5km 18 分 

Ｄ 大曲地区 

防災食育センター→大曲東小学校→ふれあい学

習センター→大曲ファミリー体育館・大曲会館・

大曲中学校→大曲小学校→大曲ふれあいプラザ 

8.7km 21 分 

Ｅ 西の里地区 

防災食育センター→札幌日本大学中学校・高等

学校→西の里会館・西の里ファミリー体育館→

北広島西高校→西の里小学校→西の里中学校 

13.9km 29 分 

北広島市の地区別表
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 食料配送・回収車両の燃料備蓄 

災害時に食料の配送が確実に実施できるよう、避難所への配送を終え施設に帰

庁するまでを想定した下記走行距離を基礎的数値として、配送・回収トラックの燃

料の備蓄（軽油）を行います。 

 

・配送１回あたりの走行距離等 

走行距離  避難所に配送する炊き出し 

Ａ 東部地区 25.5 ㎞ ８か所×18 箱 144 個 

Ｂ 北広島団地地区（第１～第３住区） 21.7 ㎞ ６か所×18 箱 108 個 

Ｃ 西部地区＋第４住区 10.6 ㎞ ７か所×18 箱 126 個 

Ｄ 大曲地区 16.8 ㎞ ６か所×18 箱 108 個 

Ｅ 西の里地区 25.5 ㎞ ６か所×18 箱 108 個 

計 100.1 ㎞  段ボール 594 個相当 

 

 備蓄燃料（軽油）の保存・活用 

平常時は隣接する北広島市消防署大曲出張所の車両が、備蓄燃料（軽油）の使用

及び補填をすることによって軽油の劣化防止を図ります。 

  

食料配送・回収車イメージ

消防による救助・消火活動

炊き出しイメージ

消防による救助・消火活動
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イ 災害時の活動エリア 

 防災活動エリア（食材入荷ヤード） 

災害時は自衛隊の活動スペースとして

活用、炊き出しの実施を想定します。 

 防災エリア側のスペースは自衛隊車両

の駐車場、自衛隊の宿営場所としても活

用します。 

平常時は学校給食の食材搬入に活用し

ます。 

 

 防災エリア・支援物資搬入エリア（駐車場） 

災害時は自衛隊の活動スペース、支援

物資（食料）の受付会場や搬入作業の活

動の場、土木事務所のパトロール車、物

資輸送班の車両の待機・駐車場として活

用します。 

また、災害時対応の市職員や調理員の

駐車場として（市職員５人＋調理員 20 人

×２交代＝50 台）の活用を想定します。 

平常時は防災訓練、施設見学者用の駐

車場として活用します。 

 食料配送エリア（配送トラックヤード） 

災害時は防災食育センターでの炊き出

し（おにぎり・みそ汁等）の配送を行う食

料配送・回収用トラック５台の待機・活動

場所として活用します。 

平常時は学校給食の配送・回収エリア

として活用します。 

 構内通路（緊急車両用通路） 

災害時に国道 36 号が遮断された際、炊き出し等食料の配送や支援物資（食料）

の搬出入道路として活用します。 

平常時は国道 36 号の交通渋滞時等によって緊急車両の緊急出動が困難な際の迂

回路として活用します。 

  

配送車イメージ 

自衛隊による物資輸送

陸上自衛隊 HP より引用
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 防災対応離着陸場（ヘリポート） 

災害時に食料などの物資輸送を想定し、自衛隊の多用途ヘリコプター（UH-1J・

UH-60JA・CH-47JA）の離発着が可能となる、航空法に基づく防災対応離着陸場（ヘ

リポート）の整備を行い受援体制の強化を図

ります。 

隣地から40m以上の離隔距離を確保し、ヘリ

コプター進入区域は３方向を確保し、路盤は

耐久性を考慮しコンクリートとします。 

平常時は、ドクターヘリや北海道消防防災

ヘリ、札幌市消防局の消防防災ヘリの離発着

を想定し救急活動にも活用します。 

 

 防災受援エリア・防災対応駐車場（緊急車両待機エリア） 

災害時は自衛隊トラック３台程度の車両の活動・待機を想定します。 

自衛隊ヘリ（UH-1J 等）による支援物資（食料）の受け入れなど、外部支援を円

滑に受入れる受援エリアとして活用します（災害時のケガ人・病人などの救急搬送

活動にも活用）。 

また、支援物資（食料）を安全かつ円滑に受け入れるためにヘリコプターからの

ダウンウォッシュを想定した離隔距離を確保します。 

なお、災害時は防災エリアが自衛隊の活動・宿営場所や支援物資の受付会場とし

て活用されることから、災害時対応職員（市職員・調理員）の車両（15 台程度）を

本エリアの防災対応駐車場に駐車することを想定します。 

平常時はドクターヘリや北海道防災航空室の消防防災ヘリの離発着を想定し、

重篤患者等の緊急搬送のための救急・消防車両の待機・活動場所として活用します。 

救急車、指揮車、救助工作車、水槽車の計４台が本エリアで活動することを想定

します。 

  

ヘリポートイメージ

陸上自衛隊 HP より引用ドクターヘリイメージ
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 災害時対応施設の土地利用、施設配置のイメージ図 

陸上自衛隊 HP より引用
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