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添付資料 １－１
【P４算定式】

①警戒レベル３「避難準備・高齢者等避難開始」：避難所に避難する想定人数 874 人
浸水想定区域内の居住者 20,248 人（※１）
このうち、高齢者、障害者など災害発生時の避難行動に支援を要する方の候補となる「避難行動要

支援者名簿」の人数は、5,431 人（R1.7.31 時点）。
また当該名簿においては、表１により緊急度に合わせて A～Dの４段階に分類しているが、あくま

でも参考程度の取り扱いとなっており、実際には個別訪問などにより本人への確認が必要である。
（※１）「平成 30年度重要水防区域合同巡視資料データ（国の推計）」より

表１ 避難行動要支援者名簿登録者の緊急度分類による、避難所への避難者想定人数の図

●避難者想定人数の算定：緊急度 A、B、C、Dの合計＝ 874 人
緊急度 A 当該名簿登録者全員避難 ・・・432 人
緊急度 B ｂ＋c＋①＝288 人

・要配慮者利用施設入居者（全員避難）・・・174人 b
・個人プラン作成者（全員避難）・・・113 人 c
・当該名簿登録者（894 人）aから、b・cを除く 607 人から下記の避難率係数で避難者
想定人数を算出 607 人×0.49％×28.6％＝1人・・・①

緊急度C ｂ＋c＋②＝131人
・要配慮者利用施設入居者は全員避難・・・99 人 b
・個人プラン作成者は全員避難・・・31人 ｃ
・避難行動要支援者名簿登録者（830人）から、b・cを除く 700人から下記の避難率係

緊
急
度

支援内容 分類基準
名簿登録
者数
（人）a

要配慮者
利用施設
入居者数
（人）b

個 別 プ ラ
ン 作 成 者
数
（人）ｃ

A 移送介護が必
要な者

要介護３～５ 432 153 56

B 誘導が必要な
者

要支援２
要介護１～２

894 174 113

C 声かけが必要
な者

要支援１、療育手帳（知的）関係
精神保健福祉手帳関係
身体障害者手帳関係
発達障害児関係特定疾患関係者
本人の希望など

830 99 31

D 自力で避難可
能な者

75 歳以上の高齢者
３歳未満の児童とその母親
妊婦

3,275 0 18

計 5,431 426 212
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数で避難者想定人数を算出 700×0.49％×28.6％＝1人・・・②
緊急度D c＋③＝23 人

・個人プラン作成者は全員避難・・・18人 c
・避難行動要支援者名簿登録者（3,275 人）から、cを除く 3,257 人から下記の避難率係
数で避難者想定人数を算出 3,257 人×0.49％×28.6％＝５人・・・③

【避難率係数】
・平成 30 年７月豪雨における全体人口に占める避難率 0.49％・・a
・平成 27 年９月関東・東北豪雨の鬼怒川の避難所への避難率 28.6％・・b

（参考）「中央防災会議防防災実行会議 平成 30 年７月豪雨による水害・土砂災害からの避難に関するワー
キンググループ（第 3回）資料３－１：平成 30 年７月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難の
在り方について（報告）【案】」

（参考）「内閣府中央防災会議防災対策実行会議（第８回）資料４：鬼怒川洪水時の浸水・避難状況に関する
ヒアリング調査」

避難勧告等対象者に対する避難率
4.2 万人/860 万人≒0.49％
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添付資料 １－２
【P４算定式】

②警戒レベル４「避難勧告・避難指示（緊急）」：避難者想定人数 5,541 人
浸水想定区域内の居住者 20,248 人のうち、警戒レベル３の避難者想定人数 874 人を除いた上で、

さらに 28.6％が避難所に避難することを想定。
なお、平成 30 年７月豪雨における全体人口に占める避難率 0.49％（a)については、本市の大規模

水害時の浸水深には、立ち退き避難が行うことが求められる地域が多いことから、当該区域の全対象
者を想定する。
算 式 （20,248 人－874 人）×28.6％（b)＝5,541 人

添付資料 １－３
【P６算定式】

①増毛山地東縁断層帯の地震：避難所に避難する想定人数 3,767 人
地震の避難者想定人数については、全壊及び半壊した住宅の居住者は全員避難することを想定し、

当該活断層（想定震度 5.2～6.5）による地震の被害想定は、全壊数約 1,200 棟、半壊約 2,400 棟（※
２）であり、１世帯当たり人数（※３）を乗じて算定する。また避難者想定人数のうち、過去の地震
時の場合の避難率（※４）を参考に積算する。
算 式
（全壊 1,200 棟＋半壊 2,400 棟）×1.872 人/世帯＝6,739 人（避難想定人数）
よって、避難所への避難者想定人数 6,739 人×55.9％＝3,767 人

添付資料 １－４
【P６算定式】

②沼田・砂川付近の断層帯の地震で避難所に避難する人数 8,790 人
地震の避難者想定人数については、全壊及び半壊した住宅の居住者は全員避難することを想定し、

当該活断層（想定震度 5.5～7.0）による地震の被害想定は、全壊数約 4,900 棟、半壊約 3,500 棟（※
２）であり、１世帯当たり人数（※３）を乗じて算定する。
また避難者想定人数のうち、過去の地震時の場合の避難率(※４）を参考に積算する。
算 式
（全壊 4,900 棟＋半壊 3,500 棟）×1.872 人/世帯＝15,725 人（避難想定人数）
よって、避難者想定人数 15,725 人×55.9％＝8,790 人

（※２）「平成 30 年３月 滝川市滝川市耐震促進計画（第二期）」
（※３）１世帯者あたり人数 1.872 人/世帯

※平成 31 年３月 31 日現在の滝川市世帯数及び人口から算出
（※４）（1,900 人/3,400 人）×100％＝55.9％
・避難者数
3,400 名の内訳：指定避難所の屋内 1,900 名、テント 800 名、車 700 名
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（参考）「中央防災会議防防災実行会議 熊本地震を踏まえた応急対策・生活支援策検討ワーキンググ
ループ（第 1回）参考資料３」

添付資料 １その他
【P22 関連】

④ 福祉避難所における避難所の開設と運営
オ ほほえみ工房は、施設のみの提供でありますので、市職員を常駐します。
→2人×３交代（６人）とする。

添付資料 １その他
【P22 関連】
（３）福祉避難所の開設と運営

①大規模水害時（石狩川・空知川の氾濫等）の場合
警戒レベル３「避難準備・高齢者等避難開始」：介護を必要とする避難者想定人数は、869 人
▶浸水想定区域内に住まわれている市民のうち、避難行動要支援者名簿や要配慮者利用施設に入
居されている方などを対象に算定し、親戚宅・知人宅などへの避難者を除き、このタイミングで
869人が避難所に避難されるものと想定しました。なお、緊急度Dの自力避難が可能な者につ
いては、個人プラン作成者以外は避難所にて基本的な日常生活を概ね行えると仮定し、通常の避
難所で生活できる者としてみなします。

添付資料 １その他
【P22 関連】

②地震の場合
増毛山地東縁断層帯の地震：避難所に避難する想定人数は、376人
▶地震の避難者想定人数は、家屋が全壊及び半壊した場合、その居住者は全員避難するものと想定
しました。

▶想定震度 5.2～6.5 の被害想定は、全壊が約 1,200 棟、半壊が約 2,400 棟であり（※●）、この場
合、親戚宅・知人宅・車で避難などを除き、684人が避難所に避難されるものと想定しました。

算式
滝川市人口約 40,000 人に対し、
市内の避難行動要支援者数は約 4,000 人（緊急度 A～906 人、同 B～1,665 人、同 C～1506 人）。
1/10 が避難行動要支援者数と推計。

（全壊 1,200 棟＋半壊 2,400 棟）×1.872 人/世帯＝6,739 人（避難想定人数）
このうち、避難所への避難者想定人数 6,739 人×55.9％＝3,767 人
さらに、このうち 1/10 の 376 人が避難行動要支援者と推計

添付資料 １その他
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【P22 関連】
沼田・砂川付近の断層帯の地震：避難所に避難する想定人数は、879人
▶想定震度 5.5～7.0 の被害想定は、全壊が約 4,900 棟、半壊が約 3,500 棟であり（※●）、この場
合、親戚宅・知人宅・車で避難などを除き、1,595 人が避難所に避難されるものと想定しました。

1/10 が避難行動要支援者数と推計。

（全壊 4,900 棟＋半壊 3,500 棟）×1.872 人/世帯＝15,725 人（避難想定人数）
このうち、避難所への避難者想定人数 15,725 人×55.9％＝8,790 人
さらに、このうち 1/10 の 879 人が避難行動要支援者と推計


