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は じ め に 

神恵内村は、平成５年の北海道南西沖地震や平成１６年の台風１８号災害により大きな被害を

受けており、今後も各種災害の多発が懸念される。この状況の下、災害に対する体制整備が重要

であるが、村の現状をみると、高齢化の進展に伴い（65 歳以上の人口の割合 39.5%：北海道 25

位）、災害に対して役場の対応だけでは限界に達しており、｢地域力｣を活かした体制づくりが重

要となっている。 

 

目   的 

上記を踏まえ、神恵内村では、以下の『神恵内村防災ビジョン』を掲げ、災害時の犠牲者ゼロ

を実現するため、｢地域力｣を育み、「地域力」を支援するとともに、「地域力」で村民の生命や

財産を守る災害に負けない協働の村づくりを目指して、村民が一丸となって災害に立ち向かう体

制づくりを推進する。 

 

村 の 基 本 方 針 

 

 

 

村の防災ビジョン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第４２条に基づき、神恵内村防災会議

が作成したものであり、神恵内村の防災に関して、村や防災関係機関が全力で村民の生命や財産

を守るために必要な事項が定められている。 

上記の防災ビジョンは、地域防災計画策定にあたっての基本方針を定めたものである。 

この防災ビジョンを基本方針として、村、各防災関係機関が自主防災組織及び村民と一体となっ

て、｢地域力｣を活かした災害に負けない村づくりを推進する。 

村民主体・村民本位 
～みんなで考え、みんなで行動し、明るく健康で住みよい村づくり～ 

 

「地域力」を活かした災害に負けない協働の村づくり 

「「地地域域力力」」でで守守るる  
村及び各地区の連携体制の構築 

情報伝達・共有方法の確立 

各事業所による支援体制の強化 

「「地地域域力力」」をを支支ええるる  
村民主体の避難体制検討の支援 

要配慮者の支援体制の検討 

各地区の避難ルールづくり 

「「地地域域力力」」をを育育むむ  
村民の防災教育の強化 

自主防災組織の立ち上げ 

防災訓練の実施 
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第１章 総 則 

第１節 計画策定の目的 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号。以下「基本法」という）第４２条の規定に

基づき、神恵内村防災会議が作成する計画であり、神恵内村の地域に係る災害予防、災害応急対策及

び災害復旧等の災害対策を実施するにあたり、防災関係各機関がその機能のすべてをあげて、村民の

生命、身体及び財産を災害から保護するための事項を定め、防災の万全を期することを目的とする。 

 

【用語の定義】 

この計画において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

１．基 本 法 災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号） 

２．救 助 法 災害救助法（昭和 22年法律第 118号） 

３．水 防 法 水防法（昭和 24年法律第 193号） 

４．村 防 災 会 議 神恵内村防災会議 

５．本 部 ( 長 )  神恵内村災害対策本部（長） 

６．村 防 災 計 画 神恵内村地域防災計画 

７．防災関係機関 神恵内村防災会議条例（昭和 37 年条例第 14 号）第３条に定める委員の

属する機関 

８．消防神恵内支署 岩内・寿都地方消防組合消防署神恵内支署 

９．災害 災害対策基本法第２条第１号に定める災害「暴風、竜巻、豪雨、豪雪、

洪水、がけ崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異

常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程

度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう」 

１０．防災 災害対策基本法第２条第２号に定める防災「災害を未然に防止し、災害

が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ること

をいう」 

１１．要配慮者 災害対策基本法第８条第２項第１５号に定める要配慮者「高齢者、障害

者、乳幼児その他の特に配慮を要する者をいう」 

１２．避難行動要支援者 災害対策基本法第４９条の１０第１項に定める避難行動要支援者「要配

慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自

ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を

図るため特に支援を要するものをいう」 
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第２節 計画の位置付け 

神恵内村地域防災計画は、神恵内村の処理すべき事務又は業務を中心として、各防災関係機関の責

任を明確にするとともに、各機関が防災に関し行う事務又は業務を有機的に結合した計画である。 

また、本計画は、「災害対策基本法」をはじめ、中央防災会議において国の防災方針を定めた「防

災基本計画」、北海道防災会議において北海道の防災方針を定めた「北海道地域防災計画」及び「北

海道水防計画」等と密接に関連し、これら上位計画と整合性及び関連性を有しつつ、神恵内村の特性

や災害環境にあわせた独自の計画である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災 害 対 策 基 本 法

 災害対策基本法 
 

北海道地域防災計画・ 

北海道水防計画等 

防 災 基 本 計 画

 災害対策基本法 
 

神恵内村地域防災計画

 災害対策基本法 
 

中央防災会議 

北海道防災会議 

神恵内村防災会議 

指定地方行政機関 

指定公共機関 

指定地方公共機関 

 

防 災 業 務 計 画 
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第３節 計画の構成 

神恵内村地域防災計画は、「総則」、「神恵内村の環境と災害」、「防災組織」、「災害情報通信

計画」、「災害予防計画」、「災害応急対策計画」、「地震津波災害対策計画」、「事故災害対策計

画」、「災害復旧復興・被災者援護計画」の９つの章からなる本編の他「水防計画」、「原子力防災

計画編」、「資料編」で構成され、基本法、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対

策の推進に関する法律（以下、土砂災害防止法）等で規定される各種災害の防災対策に関わる計画と

なっている。 

また、本計画は、東日本大震災等、近年多発する各種災害発生時の教訓を踏まえ、『自助』、『共

助』、『公助』が連携し、一体となって防災対策に万全を尽くすための計画である。 
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基本法第42条 

神恵内村 
地域防災計画 

■神恵内村防災会議での調整・審議等 

第１章 総則 

第３章 防災組織 

第２章 神恵内村の環境と災害 

第５章 災害予防計画 

第１節 応急措置実施計画 
第２節 災害対策本部の設置（動員計画） 
第３節 災害広報・情報提供計画 
第４節 避難救助救出計画 
第５節 応急医療・救護対策計画 
第６節 災害警備計画 
第７節 交通応急対策計画 
第８節 輸送計画（交通輸送、物資供給等） 
第９節 自衛隊派遣要請計画 
第１０節 広域応援・受援計画 
第１１節 ヘリコプター等活用計画 
第１２節 障害物除去計画 
第１３節 生活救援対策計画 

（応急給水・食料供給・生活必需品等） 
第１４節 石油類燃料供給計画 
第１５節 水道施設等ライフライン対策計画 
第１６節 道路・河川施設等応急土木対策計画 
第１７節 行方不明者の捜索及び遺体の収容・安置、 

埋葬計画 
第１８節 防疫計画 
第１９節 被災宅地安全対策計画 
第２０節 住宅対策計画 
第２１節 文教対策計画 
第２２節 家庭動物等対策計画 
第２３節 廃棄物等処理計画 
第２４節 防災ボランティアとの連携計画 
第２５節 労務供給計画 
第２６節 災害救助法の適用と実施 

第１節 計画の目的 
第２節 計画の位置付け 
第３節 計画の構成 
第４節 計画の修正 
第５節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 
第６節 東日本大震災の教訓 
第７節 村民、自主防災組織及び事業所の責務 

第１節 災害に強いまちづくりの推進 
第２節 災害に強い人づくりの推進 
第３節 村民の防災力向上 
第４節 防災体制の強化 
第５節 防災思想・知識の普及・啓発及び防災教育の推進

計画 
第６節 避難行動要支援者等の要配慮者に関する計画 
第７節 避難体制・避難所整備計画 
第８節 物資及び防災資機材等の整備・確保に関する計画 
第９節 防災訓練計画 
第１０節 水害予防計画 
第１１節 雪害予防計画 
第１２節 融雪災害予防計画 
第１３節 高波、高潮・津波等災害予防計画 
第１４節 地滑り、がけ崩れ等土砂災害予防計画 
第１５節 消防計画 
第１６節 業務継続計画の策定 

第１節 気象等特別警報・警報・注意報並びに気象情報等
の伝達計画 

第２節 気象等特別警報・警報・注意報並びに気象情報等
の種類及び発表基準 

第３節 災害通信計画 
第４節 災害情報等の報告、収集及び伝達計画 

第４章 災害情報通信計画 

第６章 災害応急対策計画 

第７章 地震・津波対策計画 

第８章 事故災害対策計画 

第９章 災害復旧復興・ 

被災者援護計画 

水防計画 

原子力防災計画編 

資料編 

第１節 神恵内村における地震・津波の概要 
第２節 災害予防計画 
第３節 災害応急対策計画 
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第４節 計画の修正 

神恵内村防災会議は、基本法第４２条に定めるところにより随時検討を加え、おおむね次に掲げる

ような事項について必要があると認めるときは、修正の基本方針を定めこれを修正するものとする。 

 

1. 社会、経済の発展に伴い計画が社会生活の実態と著しく遊離したとき 

2. 防災関係機関が行う防災上の施策によって計画の変更（削除）を必要とするとき 

3. 新たな計画を必要とするとき 

4. 防災基本計画の修正が行われたとき 

5. その他、神恵内村防災会議会長が必要と認めたとき 

 

前各号に掲げる事項については、計画の部分的な修正についても同様とする。 

ただし、軽易な事項等は会長が修正し、神恵内村防災会議に報告するものとし、神恵内村及び防災

関係機関は自己の所掌する事項について検討し、必要がある場合は修正内容を神恵内村防災会議（事

務局：神恵内村総務課）に提出するものとする。 
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第５節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

神恵内村防災会議の構成機関及び公共的団体、その他防災上重要な施設の管理者の防災上処理すべ

き事務又は業務の大綱は次に定めるところによる。 

 

１ 神恵内村 

事務又は業務の大綱 

1.神恵内村防災会議に関する事務を行うこと 

2.神恵内村災害対策本部の設置及び組織の運営を行うこと 

3.防災に関する組織の整備を図り、物資及び資材の備蓄等、村内災害予防応急対策の総合調 

整を行うこと 

4.神恵内村の所掌に係る災害予防、災害応急対策及び災害復旧対策を行うこと 

 

２ 指定地方行政機関 

機関名 事務又は業務の大綱 

小樽開発建設部 

岩内道路事務所 

1.所管する国道の整備・維持・修繕並びに災害復旧に関すること。 

2.被災地の交通情報収集と交通の確保に関すること。 

北海道総合通信局 

1.災害時における通信の確保に関すること及び非常通信の訓練、運用、管理を

行うこと。 

2.非常通信協議会の運営に関すること。 

北海道農政事務所 

地域第三課 
1.災害時における米穀の確保、応急供給及び緊急輸送に関すること。 

北海道森林管理局 

後志森林管理署 

1.国有林につき保安林の配置の適正化と施業の合理化を図ること。 

2.林野火災の未然防止に関すること。 

3.国有林の復旧治山並びに予防治山を行うこと。 

4.災害時に村が要請した場合に、可能な範囲において緊急対策及び復旧 

資材の供給を行うこと。 

札幌管区気象台 

1.気象、地象、水象の観測及びその成果を収集、発表すること。 

2.気象業務に必要な観測体制の充実を図るとともに、予報、通信等の施設及び

設備の整備に努めること。 

3.気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る）、水

象の予報及び特別警報・警報・注意報、並びに台風、大雨、竜巻等突風に関

する情報等を適時・的確に防災機関に伝達するとともに、これらの機関や報

道機関を通じて住民に周知できるよう努めること。 

4.気象庁が発表する緊急地震速報（警報）について、緊急地震速報の利用の心

得などの周知・広報に努めること。 

5.市町村が行う避難勧告等の判断・伝達マニュアルやハザードマップ等の作成

に関して、技術的な支援・協力を行うこと。 

6.災害の発生が予想されるときや、災害発生時において、都道府県や市町村に

対して気象状況の推移やその予想の解説等を適宜行うこと。 

7.都道府県や市町村、その他の防災関係機関と連携し、防災気象情報の理解促

進、防災知識の普及啓発活動に努めること。 

岩内公共職業安定所 
1.災害時における労働者の確保と失業者の救済についての連絡調整、援助に関

すること。 
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小樽海上保安部 

1.津波予報・気象予報（注意報を含む）、警報、並びに情報等の船舶への周知

及び災害情報の収集に関すること。 

2.災害時における船舶の避難誘導及び救助、並びに航路障害物の除去等に関す

ること。 

3.海上における人命救助に関すること。 

4.海上における船舶交通の安全確保に関すること。 

5.災害時における罹災者、物資、人員等の海上輸送に関すること。 

6.海上における犯罪の予防及び治安の維持に関すること。 

 

３ 陸上自衛隊北部方面隊第18普通科連隊 

事務又は業務の大綱 

1.災害派遣要請権者の要請に基づき部隊等を派遣すること。 

2.防災訓練の協力、災害情報の収集・伝達に関すること。 

 

４ 北海道 

機関名 事務又は業務の大綱 

後志総合振興局 

1.後志総合振興局地域災害対策連絡協議会の事務に関すること。 

2.防災に関する組織の整備を図り、災害予防措置を講ずること。 

3.災害応急対策及び災害復旧対策を実施すること。 

4.関係機関との連絡調整に関すること。（ただし、小樽建設管理部共和出張

所、保健環境部岩内地域保健室及び産業振興部後志地区水産技術普及指導所

岩内支所が所管する業務を除く。） 

5.自衛隊の災害派遣要請に関すること。 

後志総合振興局 

小樽建設管理部 

共和出張所 

1.所管する道路、河川、海岸、漁港の維持管理及び災害予防、災害応急対策、

災害復旧対策等の実施に関すること。 

後志総合振興局 

保健環境部岩内地域

保健室（岩内保健所） 

1.災害時における医療、防疫について必要な連絡調整、援助及び指導に関する

こと。 

後志総合振興局 

産業振興部後志地区 

水産技術普及指導所

岩内支所 

1.水産資源の被害調査、災害復旧対策について協力援助を行うこと。 

岩内警察署 

1.住民の避難誘導及び救助並びに緊急交通路の確保に関すること。 

2.災害情報の収集に関すること。 

3.被災地、避難場所、危険箇所等の警戒に関すること。 

4.交通規制等応急対策の実施に関すること。 

5.犯罪の予防、その他被災地における社会秩序の維持に関すること。 
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５ 指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

機関名 事務又は業務の大綱 

東日本電信電話㈱ 

北海道事業部 

1.気象官署からの気象警報及び津波警報を伝達すること。 

2.災害時における通信の確保に関すること。 

日本放送協会（NHK） 

札幌放送局 

1.気象予報（注意報を含む）、警報、被害状況、並びに情報等に関する報道

を実施し、防災広報に関する業務を行うこと。 

日本通運㈱小樽支店 

物流センター 
1.災害時における救援物資の緊急輸送等について関係機関の支援を行うこと 

北海道電力㈱ 

岩内営業所 

1.電力供給施設の防災対策に関すること。 

2.災害時における電力の円滑な供給の確保に関すること。 

北海道中央バス㈱ 

岩内営業所 

1.災害時におけるバス等による輸送の確保に関すること。 

2.災害時における救援物資の緊急輸送及び避難者の輸送等について関係機関

への支援に関すること。 

日本郵便㈱ 

（神恵内郵便局） 

1.郵便局の窓口掲示板等を利用した広報活動を行うこと。 

2.災害時における郵便輸送の確保及び郵便業務運営の確保に関すること。 

3.郵便の非常取扱いに関すること。 

岩内・寿都地方消防組

合（神恵内支署・神恵

内消防団） 

1.水害、火災等の予消防に関すること。 

2.気象予報（注意報を含む）、警報、並びに情報等の伝達に関すること。 

3.災害時における住民の避難、誘導及び救助に関すること。 

4.災害時における危険地域の警戒に関すること。 

(社)岩内古宇郡医師会 1.災害時における緊急医療に関すること。 

(社)北海道薬剤師会 1.災害時における調剤、医薬品の供給を行うこと。 

(社)北海道獣医師会 1.災害時における飼養動物の対応を行うこと。 

古宇郡漁業協同組合 

1.気象予報（注意報を含む）、警報、並びに情報等の連絡に関すること。 

2.被災害組合員に対する融資及びその斡旋を行うこと。 

3.災害時における組合員の被害調査に協力すること。 

神恵内村商工会 

1.災害時における物価の安定及び救助物資の確保について協力すること。 

2.被災商工業者に対する経営指導及び資金の融資並びに斡旋に関す 

ること。 

危険物関係施設の管理

者 
1.災害時における危険物の保安に関する措置を行うこと。 

神恵内村女性団体連絡

協議会 1.災害時における炊出し、各種応援対策、救助、救護等の協力に関する 

こと。 
神恵内村赤十字奉仕団 

株式会社ＮＴＴドコモ北海道支社 

ＫＤＤＩ株式会社北海道総支社 

ソフトバンク株式会社 

1.通信設備及び移動通信設備等の防災対策に関すること。 

2.非常及び緊急通信の取扱、重要通信の確保すること。 

3.避難場所等における携帯電話の貸与等に関すること。 
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第６節 東日本大震災の教訓 

平成２３年３月に発生した東日本大震災では、想定を超える巨大津波により、過去の経験により津

波に対する意識が高く、行政も住民も対策の努力をしてきた地域にもかかわらず、約１万９千人に及

ぶ尊い命が奪われた。 

この東日本大震災では、自らの命は自らで守るのが基本であり、住民一人ひとりの迅速な避難や適

切な対応が重要であることが確認された。災害時における迅速な避難の重要性については、これまで

も指摘されてきたことであるが、再び多くの犠牲者を出さないための対策が必要であり、防災意識の

向上を唱えるだけでなく、具体的な体制の構築が重要である。 

また、災害時における確実な情報伝達といった対策は、災害時における住民一人ひとりの迅速な行

動を促すための行政の責務の１つであり、着実な対策の実施が求められている。 

このように、未曾有の被害をもたらした東日本大震災を教訓として、これまで甚大な人的被害をも

たらすような大きな災害が発生していない神恵内村においても、今後の災害に備えて、村、村民及び

地域等が連携し、迅速かつ適切に対応できるよう、防災・減災対策の充実・強化が必要不可欠である。 

 

  



10 

 

第７節 村民、自主防災組織及び事業所の責務 

東日本大震災のように、自然災害を防ぐことは不可能であり、大規模災害発生時には、村及び防災

関係機関だけでは、救助・救急・消火活動、避難等の対応や二次災害の防止を行うことは不可能であ

る。 

そこで、災害時の被害を最小化する「減災」の考え方を防災の基本方針とし、被災したとしても村

民の命が失われないことを最重視しつつ、経済的被害ができるだけ少なくなるよう、様々な対策を実

施し、災害に備える必要がある。 

神恵内村においても、平成５年の北海道南西沖地震、平成１６年の台風１８号災害等の災害により

大きな被害を被っている。この教訓を踏まえ、村民一人ひとりが「自らの命は自らで守る」との自覚

を持ち、平常時より災害に対する備えを心掛けるとともに、災害時に自らの安全を守るよう行動する

ことが重要である。特に、いつでもどこでも起こりうる災害による人的被害、経済被害を軽減する減

災のための備えをより一層充実する必要があり、その実践を促進する村民運動を展開することが必要

である。また、地域が連携して行動することが重要であり、災害時に家庭又は職場等において、個人

又は共同で、人命の安全を第一として混乱の防止に留意しつつ、災害における被害発生を最小限にと

どめるために必要な措置を講じるものとする。そのため、村内の事業所においても「災害を最小限に

くい止め、地域社会に貢献する」ことを基本理念として、事業所内の災害対策にあたることが求めら

れる。 

村の防災対策は、北海道防災対策基本条例（平成21年北海道条例第８号）第３条の基本理念に基づ

き、『自助（自らの安全を自らで守ること）』、『共助（地域において互いに助け合うこと）』及び

『公助（村及び防災関係機関が実施する対策）』のそれぞれが効果的に推進されるよう、村民・事業

所、神恵内村及び防災関係機関の適切な役割分担による協働により、着実に実施されなければならな

い。 

そのため、地域の多様な視点を反映した防災対策により地域防災力の向上を図るため、防災に関す

る政策・方針の決定に際して、女性や高齢者、障がい者等の参画を拡大し、多様なニーズに対応でき

る防災体制の確立を図る必要がある。 

上記を踏まえ、地震や津波、洪水や土砂災害等の災害から村民の生命、身体及び財産を守るために、

村民、自主防災組織及び事業所が果たすべき責務は次のとおりである。 

 

１ 村民及び自主防災組織の責務 

東日本大震災等の経験を踏まえ、村民は、自らの命は自らで守るのが基本であるとの自覚を持ち、

日頃より災害に対する備えを心掛けなければならない。 

また、村民においては、災害時に自らの安全を守るよう行動するとともに、地域においては、被

害の拡大防止や軽減を図るために自主的に活動し協力し合うことが重要である。 
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自助 

・自らの命は自らで守る。 

・日頃からの災害に対する備えを心掛ける。 

・災害に関心を持ち、自主的に行動する。 

共助 ・地域においてお互いに助け合う。 

平常時 

の備え 

1.避難の方法（避難路、避難場所等）及び家族との連絡方法の確認。 

2.飲料水、食料等３日分の備蓄、救急用品等の非常持出用品の準備。 

3.隣近所との協力関係の構築。 

4.災害危険区域等、地域における災害の危険性の把握。 

5.防災訓練、研修会等への積極的参加による防災知識、応急救護技術等の習得。 

6.自主防災組織の結成及び参加・活動。 

災害時 

の対策 

1.自らの安全の確保。 

2.気象・災害情報の自発的収集と隣近所への周知伝達。 

3.地域における被災状況の把握。 

4.隣近所の負傷者及び避難行動要支援者の救助。 

5.住宅が破壊された場合等、状況に応じた自主避難。 

6.避難場所の運営への自主的な協力・参加。 

7.防災関係機関の活動への協力。 

8.初期消火活動や避難・誘導等の応急対策。 

9.自主防災組織への参加・活動。 

 

２ 事業所の責務 

村内の事業所は、従業員や施設利用者の安全確保、経済活動の維持、村民への貢献等、災害時に果

たす役割を十分に認識し、防災活動の推進に努めるものとする。 

 

自助 

・防災対応マニュアル等防災体制を整備する。 

・業務継続計画（ＢＣＰ）を作成し、早期に業務を回復する。 

・迅速な指示・避難誘導により、従業員の安全を確保する。 

共助 ・避難者・被災者への物資提供等、可能な範囲で社会に貢献する。 

平常時 

の備え 

1.災害時行動マニュアルの作成。 

2.災害危険区域等、地域における災害の危険性の把握。 

3.防災体制の整備。 

4.防災訓練の実施及び従業員等に対する防災教育の実施。 

5.飲料水、食料等３日分の備蓄、救急用品等の非常持出用品の準備。 

6.事業継続計画（ＢＣＰ）の作成。 

災害時 

の対策 

1.所有管理する施設の被害把握と二次災害の発生防止。 

2.従業員及び施設利用者への災害情報の提供。 

3.従業員及び施設利用者の避難誘導及び救助。 

4.初期消火活動等の応急対策。 

5.避難者の受入れ、ボランティア活動への支援、物資の供給等、可能な限りの地域 

貢献。 
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第２章 神恵内村の環境と災害 

第１節 神恵内村の概要 

神恵内村は、積丹半島西側中央部に位置し、東経１４０度２６分、北緯４３度９分にあり、面積は

１４７．８０㎢（東西 13.73km、南北 39.27km）を有しており、南側は泊村に隣り合わせ、北東～東側

は積丹町及び古平町に囲まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神恵内村の位置図 

 

  

神恵内村 
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第２節 自然環境 

１ 地 勢 

地勢は山岳が海岸線に突出しており、「当丸山」等の山岳地帯、その山麓～海岸線に形成され

た台地、河川流域に形成される沖積平野に分類される。 

東部の山地は、北はポンネアンチシ山（1,145m）珊内岳（1,091m）等が続く山岳によって積丹

町余別に連なる。台地部は、珊内から神恵内地域にいたる村南部に広く展開し、海岸付近では、

５０ｍ程度の断崖となって海に落ちる。古宇川下流部に広がる平坦地には市街地が形成されてい

る。 

 

２ 地形・地質 

村には幾多の丘陸が起伏し、平原と称する土地が少なく農地の適地には恵まれていないが、最

近は休耕田を利用してのいちご耕作を手がけている。しかし地質は第三紀凝灰岩の軟弱な基岩上

に粘土質の厚い表層が覆っており日本海に流入する河川はいずれも深い V字谷を形成している。 

なお、村の主要地神恵内地区を流下する古宇川の河口は竜神岬に抱かれて天然の小港湾を形成

し、神恵内漁港はその一隅にあり、岩内、古宇地方を結ぶ海上交通の起点をなし、漁船の出入り

が多く、本村産業進展の重要な起点となっている。 

 

 

神恵内村地形分類図 
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３ 気 候 

気候は、年平均気温は９℃前後で、降雪量は山岳部では１０数ｍに達する。降水量は２月から

６月期にかけて６０～９０mm程度と少なく７月から降水量が多くなっている。 

 

神恵内の気象（過去 10年） 

年 
気温(℃) 降水量(mm) 

平均 最高 最低 総量 日最大 時間最大 

2005 8.9 29.5 -8.5 1536.0 101.0 27.0 

2006 9.0 30.2 -10.3 1210.0 95.0 17.0 

2007 9.2 31.1 -6.6] 1117.0 65.0 31.0 

2008 9.2 28.4 -9.9 931.5 69.5 14.5 

2009 9.1 27.7 -8.1 1248.5 54.0 20.5 

2010 9.5 30.1 -13.1 1451.0 171.0 34.0] 

2011 8.9 29.2 -10.6 1658.0 135.0 39.5 

2012 9.0 32.2 -12.0 1495.0 122.0 30.5 

2013 9.1 28.9 -9.4 1162.5 79.5 67.5 

2014 9.0 29.7 -10.4 1079.5 60.0 19.5 

平均 9.1 29.7 － 1288.9 95.2 － 

※ ]： 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けているため参考値として掲載。 

※気象庁ホームページ：気象統計情報（過去の気象データ検索・北海道後志総合振興局神恵内）調べ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気温・降水量（1981～2010 年の月別平均値） 

※資料編３－１：気象状況 
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４ 村の災害履歴 

災害の種類は大別して、集中豪雨、高潮等によるものが多く、過去の主な災害は資料編３－２

に示すとおりである。 

また、近年の顕著な災害は、平成５年７月１２日（1993 年）の北海道南西沖地震、また、平成

１６年９月８日から９日にかけての台風１８号の強風による被害が挙げられる。資料編３－２に

その概要を示す。 

※資料編３－２：災害記録 

 

 

第３節 社会環境 

国勢調査人口による人口推移をみると平成７年１，

４８１人、平成１２年１，３２５人、平成１７年１，

３１９人、平成２２年１，１２２人、４７３世帯で

あり、人口は減少傾向にある。平成２２年時点で内

訳は幼年人口（0～14 歳）が１００人、生産年齢人

口（15～64 歳）が５３８人、６５歳以上の人口の占

める割合は４８４人で全人口の４３．１％を占め高

齢化が著しい。 

地区は、神恵内地区、赤石地区、珊内地区及び川

白地区の４地区に分かれており中心地区の神恵内地

区に総人口の約７割が居住している。その他の３地

区の地区人口はいずれも１５０人未満である。 

就業人口は、平成２２年国勢調査で総数４９２人

となり、第一次産業１０３人（21％）、第二次産業

７６人（15％）、第三次産業３１３人（64％）とな

っている。このうち、第一次産業において漁業従事

者の占める割合は、１０１人で９８％である。 

 

 

  

神恵内村の道路ネットワーク 
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第４節 災害危険区域 

神恵内村の災害危険区域は下表のとおりである。 

なお、神恵内村では、土砂災害危険箇所について、平成２６年度より基礎調査を実施の上、土砂災

害防止法に基づく土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の指定は行われており、今後、未指定箇所につ

いて順次指定が行われる予定である。 

 

１ 水防区域 

河川が増水し、河川の溢水、堤防の決壊等で災害が予想され、警戒を必要とする区域。 

※資料編３－３：水防区域一覧及び区域図 ※浸水実績含む 

２ 高波･高潮･津波等危険区域 

高波、高潮、津波等に伴う災害が予想される区域。 

※資料編３－４：高波、高潮、津波等危険区域一覧及び区域図 

※資料編３－７：津波浸水予測図 

３ 地滑り・がけ崩れ等危険区域 

大雨等により、地滑り、がけ崩れ等の災害が予想される区域。 

※資料編３－５：土砂災害危険区域一覧及び区域図 

４ 土石流危険渓流区域 

大雨等により、土石流による災害が予想される区域。 

なお、これに準ずる渓流は、必要に応じ警戒するものとする。 

※資料編３－５：土砂災害危険区域一覧及び区域図 

５ 山地災害危険地区 

降雨等により山や沢等（山地）から発生する土砂災害のおそれがある地区。 

※資料編３－６：山地災害危険地区一覧及び箇所図 

 

危険区域 地区名･延長・箇所数 摘要 

水防区域 
古宇川（河口～巻渕橋上流 0.04km） 
同（ヤエダウス橋下流 0.03km～同橋上流 0.07km） 

 

高波･高潮･津波 
等の危険区域 

神恵内漁港海岸 
赤石海岸 
大森海岸 
珊内海岸 
川白海岸 
ノット海岸 
オブカルイシ海岸 

1,710m 
1,258m 
1,106m 
3,446m 
1,754m 
1,103m 
1,266m 

海岸法 

地滑り･ 
がけ崩れ等 
危険区域 

・地滑り危険区域（17 箇所） 
砂防法指定 4箇所を含む 
森林法指定 7箇所を含む 

・急傾斜地崩壊危険区域（55 箇所） 
急傾斜地法 1箇所を含む ※森林法にも指定 
森林法指定 15箇所を含む ※急傾斜地法指定 1 箇所有 

砂防法 
森林法 

土石流危険渓流 ・11渓流……砂防指定地 1箇所 砂防指定地 
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第３章 防災組織 

第１節 防災会議 

神恵内村防災会議は、基本法第１６条第６項の規定に基づき規定された神恵内村防災会議条例(昭和

37 年神恵内村条例第 14号)により、村長を会長として同条例に定められた委員をもって組織するもの

であり、その所掌事務としては当村における防災計画の作成及び実施の推進を図るとともに災害時に

おける情報の収集を任務とするものである。 

 

１ 防災会議の組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

会 

長
（
神 
恵 
内 
村 

長
） 

神恵内村 

総務課長 

財政課長 

産業建設課長 

神恵内村教育委員会 教育長 

岩内･寿都地方消防組合 
神恵内消防団長 

神恵内支署長 

 

指定公共機関、 
指定地方公共機関 

北海道 

北海道警察 

指定地方行政機関 海上保安庁小樽海上保安部 

北海道森林管理局後志森林管理署 

小樽開発建設部岩内道路事務所 

副村長 

住民課長 

岩内警察署 

神 

恵 

内 

村 

防 

災 

会 
議 

後志総合振興局 保健環境部 
岩内地域保健室 

後志総合振興局小樽建設管理部 
共和出張所 

後志総合振興局地域政策部地域政策課 

東日本電信電話(株)北海道事業部 

北海道電力（株）岩内営業所 

日本郵便（株）神恵内郵便局 

（社）岩内古宇郡医師会 
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神恵内村防災会議を構成する委員 

1.指定地方行政機関のうちから村長が任命する者 

2.北海道知事の部内の職員のうちから村長が任命する者 

3.北海道警察の警察官のうちから村長が任命する者 

4.村長がその部内の職員のうちから指名する者 

5.村教育委員会職員のうちから村長が任命する者 

6.岩内・寿都地方消防組合消防署神恵内支署長及び神恵内消防団長 

7.指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから村長が任命する者 

8.自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから村長が任命する者 

9.前各号に掲げる者のほか、村長が防災上必要と認める者 

※定数は２０名以内とする。 

 

※資料編１－１：神恵内村防災会議条例 

※資料編１－２：神恵内村防災会議運営規定 

※資料編１－３：神恵内村災害対策本部条例 

※資料編４－４：神恵内村防災会議委員名簿 

 

 

２ 防災会議の運営 

防災会議の運営は、神恵内村防災会議条例の定めるところによる。 

※資料編１－１：神恵内村防災会議条例 
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第２節 災害対策本部 

１ 組 織 

災害発生に対する災害対策本部（以下「本部」という。）の組織については、次に定めるところ

による。 

 

災害対策本部組織系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料編４－１：神恵内村災害対策本部職員組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 部 長 

神恵内村長 

住 民 対 策 部 
救 護 班 

物 資 班 

救 援 対 策 部 救 援 班 

教 育 対 策 部 教 育 班 

総 務 対 策 部 
総 務 広 報 班 

財 務 班 

産 業 建 設 対 策 部 
農 林 水 産 班 

土 木 給 水 班 

対 策 部 対 策 班 

副本部長 

副 村 長 

本 部 付 
教 育 長 
会計管理者 
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２ 本部の業務分担 

災害発生に対処する本部の組織及び業務分担は、次のとおりとする。 

※資料編４－２：神恵内村災害対策本部業務分担 

部 班 所掌業務 

総
務
対
策
部 

総
務
広
報
班 

1.災害対策本部の運営に関すること。 

2.庁内非常配備体制に関すること。 

3.庁内の電力及び電話通信の管理及び確保に関すること。 

4.自衛隊の派遣要請に関すること。 

5.災害に係る、国・道への報告に関すること。 

6.防災会議に関すること。 

7.災害対策の業務計画に関すること。 

8.関係市町村及び関係機関との連絡調整に関すること。 

9.被災地との連絡交通網の確保に関すること。 

10.各部との連絡調整に関すること。 

11.輸送車両の確保に関すること。 

12.気象等特別警報・警報・注意報及び気象情報等並びに災害情報の収集、伝

達、記録に関すること。 

13.非常警報、避難勧告、避難解除等に係る広報に関すること。 

14.災害報道記事及び災害写真等の収集に関すること。 

15.災害対策活動の記録に関すること。 

16.報道機関との連絡調整に関すること。 

17.防災ボランティアの受入れ及び配備調整に関すること。 

18.その他、他の部、班に属さないこと。 

財
務
班 

1.災害対策の予算措置及び経理に関すること。 

2.災害対策の予算措置及び災害復旧に要する資金計画に関すること。 

3.災害対策用物資の出納に関すること。 

4.義援金品の受付及び配付に関すること。 

5.応急公用負担事務に関すること。 

住
民
対
策
部 

救
護
班 

1.避難所の開設及び避難者の誘導・収容に関すること。 

2.被災者の人命救助計画作成及び実施に関すること。 

3.日赤救助活動の連絡調整に関すること。 

4.生活必需物資・義援金品の受付及び配分に関すること。 

5.医療機関に対する応援要請に関すること。 

6.被災者に対する応急医療、助産、心のケアに関すること。 

7.防疫計画の作成及びその実施に関すること。 

8.塵芥の収集、し尿の汲み取り、その他環境衛生の確保に関すること。 

9.行方不明者の捜索に関すること。 

10.遺体の収容・安置及び埋葬に関すること。 

11.炊き出しによる食糧の確保に関すること。 

12.救援物資及び避難者の輸送記録に関すること。 

13.独居老人等、要配慮者の保護及び避難誘導に関すること。 

14.逸走犬等家庭動物の収容に関すること。 

15.その他、被災者の福祉・保健衛生に係る応急対策に関すること。 

物
資
班 

1.応急食糧の供給計画の作成及び炊き出しの実施に関すること。 

2.生活必需物資の調達及び供給に関すること。 

3.救援・救護物資の調達及び供給に関すること。 

4.災害対策及び災害復旧に係る応急資機材等の調達に関すること。 
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産
業
建
設
対
策
部 

農
林
水
産
班 

1.農林水産業被害に対する応急措置及び復旧事業に関すること。 

2.被災業者に係る救護対策に関すること。 

3.林野火災の予消防計画に関すること。 

4.治山・治水対策に関すること。 

5.災害時における物価抑制に関すること。 

6.観光入込客対策に関すること。 

土
木
給
水
班 

1.応急資材の需給計画の作成及び実施に関すること。 

2.災害時における土木建設用機械等の運用計画及び実施に関すること。 

3.道路、橋梁、河川、海岸、公共施設等の応急措置（障害物の除去を含む） 

に関すること。 

4.被災地の交通不能個所の応急措置に関すること。 

5.災害時の飲料水の確保に関すること。 

6.避難所及び断水地域の応急給水に関すること。 

7.水道施設の被害調査、応急措置及び復旧事業に関すること。 

8.除雪に関すること。 

9.被害建築物の調査及び応急対策に関すること。 

10.応急仮設住宅の設置に関すること。 

11.その他、災害時における復旧事業の実施に関すること。 

教
育
対
策
部 

教
育
班 

1.児童・生徒の避難及び救護に関すること。 

2.災害時における応急教育に関すること。 

3.学用品の調達・支給に関すること。 

4.災害時における学校給食に関すること。 

5.小中学校との連携調整に関すること。 

6.社会教育団体の応援、協力要請に関すること。 

7.避難所の応急対策に関すること。 

8.教育施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

9.文化財等の被害調査及び応急対策に関すること。 

10.被災教育施設の医療及び防疫に関すること。 

救
援
対
策
部 

救
援
班 

1.医療、資材及び医薬品の確保に関すること。 

2.避難者の誘導、輸送、配分に関すること。 

3.水防資機材、救援物資の輸送、配分に関すること。 

 

３ 災害対策本部の設置基準、廃止の時期及び公表 

(1) 設置 

基本法第２３条の２第１項の規定により、本村において次に掲げる災害が発生し、又は災害

が発生するおそれがある場合に防災の推進を図るため必要と認めたとき、村長は、災害対策本

部を設置する。 

ア 大規模な災害が発生するおそれがあり、その対策を要するとき。 

イ 災害が発生しその規模及び範囲から判断して特に対策を要するとき。 

ウ 気象、地象及び水象について情報又は警報を受け非常配備の必要があるとき。 

エ 震度５弱以上の地震が発生したとき。 

(2) 廃止 

村長は予想された災害の危険が解消されたと認められるとき、又は災害発生後における応急

措置が完了したと認められたときは本部を廃止する。 
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(3) 公表 

災害対策本部を設置したときは、直ちにその旨を本部員並びに防災会議構成機関、後志総合

振興局長、その他防災関係機関及び村民に対し電話、文書、その他の方法で通知・公表する。 

また、廃止した場合の公表については、設置の場合に準ずる。 

(4) 村長の職務代理 

災害発生時に村長との連絡が取れないような場合における災害対策本部設置等に関する村長

の職務代理者の順位は次のとおりとする。 

ア 村長との連絡が取れない様な場合の職務代理者は副村長とする。 

イ 副村長との連絡が取れない様な場合の職務代理者は総務課長とする。 

ウ 総務課長との連絡が取れない様な場合の職務代理者は産業建設課長とする。 

 

４ 標識 

(1) 本部を設置したときは、役場正面玄関に標示板を掲出するものとする。 

(2) 本部長、副本部長、各部長、各班長及びその他の本部の職員が、災害時において非常活動に

従事するときは腕章を帯用するものとする。 

(3) 災害時において非常活動に使用する本部の自動車には標旗を付けるものとする。 

※資料編７－１：災害対策本部標示板・腕章及び標旗 
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第３節 防災関係機関 

災害時における応急対策活動には本部長指揮下の村の職員が当たるものであるが、人員、資材等

の不足その他の理由により必要があるときは、本部長は、本計画の定めるところにより、自衛隊、

北海道、道内市町村、警察、消防、その他の防災会議構成機関、建設業協会、住民組織等に協力を

要請して、応急対策活動に万全を期するものとする。 

 

１ 自衛隊に対する協力要請 

災害に際し、人命又は財産保護のため必要がある場合に、知事（後志総合振興局長）に対し、

基本法第６８条の２（災害派遣の要請の要求等）及び自衛隊法第８３条（災害派遣）の規定によ

り自衛隊の災害派遣要請を依頼するものとする。 

(1) 要請事項 

■自衛隊の支援活動 

・被害状況の把握  ・避難の援助 

・遭難者の捜索活動  ・水防活動 

・消防活動   ・道路又は水路の啓開 

・応急医療、救護及び防疫 ・人員及び物資の緊急輸送 

・炊飯及び給水   ・物資の無償貸与又は譲渡 

・危険物の保安及び除去  ・その他 
 

(2) 協力要請の方法 

本部長は、災害派遣の必要があると認められるときは、次の事項を明らかにした派遣要請書

をもって知事（後志総合振興局長）に依頼する。 

また、緊急を要する場合は、口答又は電話等により依頼し、その後速やかに派遣要請書をも

って提出するものとする。 

※資料編７－２：自衛隊派遣要請書 

※資料編７－４：配置人員報告書 

 

２ 警察に対する協力要請 

(1) 要請事項 

警察に対して、主に次の事項につき協力を要請する。 

・災害情報の収集 

・被災者の救出・救助活動の実施、遺体の捜索、収容等 

(2) 協力要請の方法 

警察に対する協力要請は、岩内警察署長を経て、北海道警察本部長に対して行うものとする。 

(3) 水防法に基づく協力要請 

警察ヘの協力要請は、上記に定めるところによるもののほか、水防管理者又は消防機関の長

が協力要請を求めるときの水防法に規定されている事項は、次のとおりである。 

・警戒区域の監視 水防法 第 21条第 2項 

・警察官の出動 水防法 第 22条 

・警察通信施設の利用 水防法 第 27条第 2項 
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３ 広域応援要請 

村は、大規模災害が発生し、村単独では十分に被災者の救援等の災害応急対策を実施できない

場合、防災関係機関、民間団体等に対し、相互応援協定に基づく応援要請をするものとする。

（広域応援体制図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 道に対する応援要請 

応急措置を実施するため必要があると認めるときは、基本法第６８条の規定に基づき道に対

し応援を求め、又は応急措置の実施を要請する。 

ア 応援、職員の派遣・斡旋要請 

知事（後志総合振興局長）に対し、応援の要請又は職員派遣・斡旋の要請を行う。 

要請先 
後志総合振興局地域政策部地域政策課 

TEL：0136-23-1345 FAX：0136-22-0948 

連絡方法 文書（緊急の場合は電話、無線で行い、事後文書送付） 

応援の要請 

・災害の状況 

・応援を必要とする理由 

・応援を希望する物資等の品名、数量 

・応援を必要とする場所・活動内容 

・その他必要な事項 

基本法第 68 条 

職員派遣 

・ 

斡旋要請 

・派遣を要請・斡旋を求める理由 

・職員の職種別人員数 

・派遣を必要とする期間 

・派遣される職員の給与その他勤務条件 

・その他必要な事項 

派遣：基本法第 29条 

斡旋：基本法第 30条 

地方自治法 252条 

 

 

 

 

 

  

災害の予防対策・応急対策・復旧対策の実施 

神恵内村災害対策本部 

1.北海道・市町村（地方自治法第252条の17、基本法第67条、第68条、相互応援協定に基づく応援） 

2.指定地方行政機関（基本法第29条、第30条、第31条に基づく応援） 

3.自衛隊（基本法第68条の2、自衛隊法第83条に基づく応援） 

4.民間事業者・団体等（相互応援協定に基づく応援） 

5.道内消防本部（相互応援協定に基づく応援） 

6.緊急消防援助隊（消防組織法第44条の3に基づく応援） 
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イ 消防防災ヘリコプターの要請 

ヘリコプターによる傷病者の搬送、行方不明者の捜索、物資の輸送等が必要なときは、

「北海道消防防災ヘリコプター応援協定」に基づき、北海道に対して消防防災ヘリコプター

の出動を要請する。 

提出（連絡）先 
北海道総務部危機対策局危機対策課防災航空室 
TEL：011-782-3233 FAX：011-782-3234 

連絡方法 
電話 
（速やかに消防防災ヘリコプター緊急運航伝達票を FAXで提出） 

要請事項 

・災害の種類 
・災害発生の日時及び場所並びに災害の状況 
・災害現場の気象状況 
・災害現場の最高指揮者の職・氏名及び災害現場との連絡方法 
・消防防災ヘリコプターの離着陸場の所在地及び地上支援体制 
・応援に要する資機材の品目及び数量 
・その他必要な事項 

※資料編５－２：北海道消防防災ヘリコプター応援協定 

※資料編７－５：消防防災ヘリコプター緊急運航伝達票 

(2) 他市町村に対する応援要請 

応急措置を実施するため必要があると認めるときは、基本法第６７条の規定に基づき、他市

町村に対し応援を求める。 

また、村が締結している「災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」に基

づき速やかに応援要請する。 

さらに、自治体間で締結している「災害時における相互応援に関する協定」に基づき速やか

に応援要請する。 

ア 要請方法 

道内の市町村への要請が必要な場合、「災害時における北海道及び市町村相互の応援に関

する協定(平成 20 年 6 月 4 日締結）」に基づき、知事（後志総合振興局長）又は市町村の長

に対して応援の要請を行う。 

連絡先 
後志総合振興局地域政策部地域政策課 
TEL：0136-23-1345 FAX：0136-22-0948 
又は要請先市町村 

連絡方法 電話、無線(事後文書送付） 

要請事項 

・被害の種類及び状況 
・品名、数量等 
・車両の種類、規格及び台数 
・職員の職種別人員 
・応援の場所及び応援場所への経路 
・応援の期間 
・応援の実施に関し、必要な事項 

※資料編５－３：災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定 
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イ 応援の種類 

応援の種類は、次のとおりである。 

■市町村の応援の種類 

・食料、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供及び斡旋 

・被災者の救出、医療及び防疫、施設の応急措置等に必要な資機材、物資の提供及び斡

旋 

・災害応急活動に必要な車両等の提供及び斡旋 

・災害応急活動に必要な職員の派遣 

・被災者の一時収容のための施設の提供及び斡旋 

・特に要請のあった事項 

※資料編５－３：災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定 

(3) 指定地方行政機関に対する応援要請 

災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、基本法第２９条の規定に基づき、指定

地方行政機関に対し、職員の派遣を要請する。 

また、基本法第３０条の規定に基づき、北海道に対し職員の派遣について斡旋を求める。 

(4) 消防組合神恵内支署 

大規模災害が発生し、村内の消防機関では十分に被災者の救援等の災害応急対策を実施でき

ない場合は、北海道等に応援を要請するほか、「北海道広域消防相互応援協定」に基づき、他

市町等の長に対し、消防の広域応援を要請する。 

また、知事は、災害の状況に応じて緊急消防援助隊の応援を要請する。 

※資料編５－４：北海道広域消防相互応援協定 

(5) 民間事業者・団体等との災害時における相互応援協定に基づく応援要請 

災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、相互応援協定に基づき、民間事業者や

団体に対し応援を求める。 

※資料編５－１：災害時応援協定締結事業者等一覧 

 

４ その他の村防災会議構成機関に対する協力要請 

主に消防、水防、防疫、その他の応急活動に必要な資料、技術、労力又は資材の提供につき神

恵内村防災会議構成機関に協力を要請するものとする。 

 

５ 住民組織等への協力要請 

災害対策本部の職員をもっても応急活動を円滑に実施するための人員に不足を生じた場合は、

自主防災組織並びに町内会の組織、民生委員等に協力を要請する。 
 

(1) 協力の要請 

災害の程度により各対策部が住民組織等の協力を必要とするときは次の事項を示し、対策本

部を通じ要請するものとする。 

・応援を必要とする理由 

・作業の内容 

・所要人員 

・応援を要請する期間 

・集合並びに従事場所 
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(2) 活動内容 

活動内容は次のとおりとし、作業の種別により団体の性格及び目的を考慮して、適宜協力を

求める。ただし、作業は原則として各団体の地区内とする。 

・独居老人等、要配慮者の安否確認 

・避難所での奉仕（避難所に収容された被災者の世話等にあたる） 

・被災者のための炊き出し 

・救援物資の整理及び輸送並びに配分 

・被災者への飲料水の供給 

・被災者への医療、助産への協力 

・防疫、清掃奉仕 

・その他災害応急措置の応援 

 

第４節 住民組織等への協力要請 

災害時において、応急活動を円滑かつ迅速に実施するため村長（本部長）は、災害の状況により必

要と認められた場合は、各住民組織等に対し協力を求めるものとする。 

 

１ 協力要請事項 

各住民組織等に対し協力を要請する事項は、おおむね次のとおりである。 

(1) 災害現場における負傷者の応急手当 

(2) 避難所内での手伝い、罹災者の世話 

(3) 義援金品の募集及び整理 

(4) 本部が行う人員、物資の輸送 

(5) その他救護活動に必要で村長（本部長）が協力を求めた事項。 

※資料編４－７：協力依頼の住民組織 

※資料編４－８：女性団体・赤十字等の組織 
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第４章 災害情報通信計画 

第１節 気象等特別警報・警報・注意報並びに気象情報等の伝達計画 

 

１ 気象情報の伝達系統 

気象情報は、次の気象警報等伝達系統図に基づき、電話、無線その他最も有効な方法により

通報し、又は伝達するものとする。 

 

(1) 気象等特別警報・警報・注意報並びに情報等は、通常の勤務時間中は総務課が、勤務時間外

は日直者が受理する。 

(2) 北海道緊急防災情報ネットワークシステム及びＮＴＴ東日本仙台センタ又はＮＴＴ西日本福

岡センタより気象警報等を受理した場合は、気象警報等受理票に記載し、直ちに総務課長に連

絡をとり指示を受け、必要に応じて関係課長等に連絡をするとともに、関係機関、団体、学校

及び村民に対し、気象警報等発表に伴う必要な事項の周知徹底を図るものとする。 

※資料編７－６：気象警報等受理表 
 

(3) 震度３以上の地震が発生したときは直ちに気象警報等受理票に記入し、総務課長に連絡をと

り指示を受け、必要に応じて関係課長等に連絡するとともに、関係機関、団体、学校及び一般

住民に対し気象警報等発表に伴う必要な事項の周知徹底を図るものとする。 
 

 (4) 「洪水注意報」「洪水警報」を受理した場合は、気象情報等受理票に記載し、直ちに総務課

長に連絡をとり指示を受け、必要に応じて関係課長等に連絡をするとともに、関係機関、団体、

学校及び村民に対し洪水予報発表に伴う必要な事項の周知徹底を図るものとする。 
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小樽開発建設部 

TEL 0134-23-5136 

 

 

 

 

 

 

 

札
幌
管
区
気
象
台 

NHK 札幌放送局 
テレビ・ラジオ等 

北 
海
道
開
発
局 

小樽開発建設部岩内道路事務所 

TEL 0135-62-1491 

後志総合振興局小樽建設管理部 

TEL 0134-25-2195 
北
海
道
（
総
務
部
危
機
対
策
局
危
機
対
策
課
） 

小樽建設管理部共和出張所 

TEL 0135-62-1818 

後志総合振興局地域政策部 

TEL 0136-23-1345 

各 報 道 機 関 

 

神恵内村 
（総務課長） 

TEL 0135-76-5011 

 

夜間・休日（当直者） 

TEL 0135-76-5011 

 

（特別警報・警報のみ） 

 

NTT東日本(仙台センタ) 

NTT西日本(福岡センタ) 

船
舶
・
漁
船 

第一管区海上保安本部
部 

小樽海上保安部 
TEL 0134-27-6166 

古宇郡漁業協同組合神恵内支所 

TEL 0135-76-5021 
 

岩内無線海岸局 

（津波のみ） 

村 
 
 

 
 

民 

道
路
利
用
者 

岩内・寿都地方消

防組合神恵内支署 
各消防分団 

消
防
車
に
て
広
報 

教育委員会 

関係各課職員 

村ＩＰ告知放送・広報車・口

頭及び電話（町内会）等 

小
中
学
校 

北海道警察 
岩内警察署 

TEL 0135-62-0110 

陸上自衛隊第１８普通科連隊 
TEL 011-581-3191 

北海道運輸局 

北海道電力㈱ 

※注）    （二重線）で囲まれている機関は、気象業務法の規定に基づく法定伝達先 

（太線）は、特別警報が発表された際の気象業務法の規定に基づく通知も 

しくは周知の措置が義務付けられている伝達 

は放送・無線 

 

気象警報等伝達系統図 

※資料編４－５：防災関係機関連絡一覧（災害情報連絡官公署等及び災害通信施設） 

 

消 防 庁 
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第２節 気象等特別警報・警報・注意報並びに気象情報等の種類及び発表基準 

１ 発表基準 

(1) 神恵内村の気象予報区 ※資料編２－１：気象警報・注意報発表基準 

項目 区域 

予報区 石狩・空知・後志地方 

一時細分区域 後志地方 

市町村をまとめた地域 後志西部 
 

(2) 気象等の特別警報発表基準 

現象の種類 特別警報の基準 

大  雨 
台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合 
若しくは、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になる
と予想される場合※1 

暴  風 
数十年に一度の強度の台風や
同程度の温帯低気圧により 

暴風が吹くと予想される場合※1 

高  潮 高潮になるくと予想される場合※1 

波  浪 高波になると予想される場合※1 

暴 風 雪 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと
予想される場合※1 

※1 気象庁では、降水量、積雪量、台風の中心気圧、最大風速等について過去の災害事例に照

らして算出した客観的な指標を設け、これらの実況及び予想に基づいて判断し発表する。 

※2 雨に関する 50年に一度の値の指標は、以下の通り。 

48時間降水量：269mm、3時間降水量：96㎜、土壌雨量指数：173 

※3 50年に一度の積雪深の指標と既往最深積雪深（共和地域気象観測所）は、以下の通り。 

積雪深：218cm（既往最新積雪：177cm） 

注）特別警報は、府県程度の広がりで 50年に一度の値となる現象を対象。個々の市町村で５０ 
年に一度の値となることのみで特別警報となるわけではないことに留意。 
 

(3) 気象等の警報発表基準（後志西部・神恵内村） 

発表の種類 発表基準 

大  雨 
雨量基準 1時間雨量 50mm以上 

土壌雨量指数基準 92以上 

洪  水 流域雨量指数基準 古宇川流域＝10 

暴  風 平均風速 
陸上 18m/s 

海上 25m/s 

暴 風 雪 平均風速 
陸上 16m/s 雪による視程障害を伴う 

海上 25m/s 雪による視程障害を伴う 

大  雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ 50㎝ 

波  浪 有義波高 6.0m 

高  潮 潮位 1.1m 

記録的短時間 
大雨情報 

１時間雨量 80mm 
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(4) 気象等の注意報発表基準（後志西部・神恵内村） 

発表の種類 発表基準 

大  雨 
雨量基準 １時間雨量 30mm 

土壌雨量指数基準 66 

洪  水 流域雨量指数基準 古宇川流域＝8 

強  風 平均風速 
陸上 13m/s 

海上 15m/s 

風  雪 平均風速 
陸上 11m/s 雪による視程障害を伴う 

海上 15m/s 雪による視程障害を伴う 

大  雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ 30㎝ 

波  浪 有義波高 3.0m 

高  潮 潮  位 0.8m 

雷 落雷等により被害が予想される場合 

融  雪 70mm以上：24時間雨量と融雪量（相当水量）との合計 

濃  霧 視  程 
陸上 200m  

海上 500m 

乾  燥 最小湿度 30％ 実効湿度 60％ 

な だ れ 
① 24時間降雪の深さ 30㎝以上 

② 積雪の深さ 50㎝以上で、日平均気温５℃以上 

低  温 
5月～10 月：（平均気温）平年より５℃以上低い日が２日以上継続 

11月～４月：（最低気温）平年より８℃以上低い 

霜 最低気温３℃以下 

着  氷 船体着氷：水温 4℃以下 気温-5℃以下で風速 8m/s以上 

着  雪 気温 0℃くらいで、強度並以上の雪が数時間以上継続 

(5) 記録的短時間大雨情報 

府県内で、数年に一度程度しか発生しないような猛烈な短時間の大雨を観測(地上の雨量計に

よる観測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)したときに、府県気象情

報の一種として発表する。 

発表の種類 発表基準 

記録的短時間大雨情報 １時間雨量 80mm 

(6) 土砂災害警戒情報 

大雨警報（土砂災害）又は大雨特別警報（土砂災害）を発表中で、土石流やがけ崩れの危険

性が高まったときに、神恵内村が避難勧告等の発令を検討する際の判断の参考や、村民の自主

避難の判断の参考となるよう、札幌管区気象台と後志総合振興局が共同で発表する。 

(7) 土砂災害警戒判定メッシュ情報 

土砂災害警戒情報を補足する情報であり、５㎞四方の領域（メッシュ）ごとに、土砂災害発

生の危険度を５段階に判定した結果が表示され、避難にかかる時間を考慮して、危険度の判定

には２時間先までの土壌雨量指数等の予想を用いて発表される。 

土砂災害警戒情報や大雨警報（土砂災害）が発表されたときには、土砂災害警戒判定メッシ

ュ情報で、土砂災害発生の危険度が高まっている詳細な領域を把握できる。特に、土砂災害警

戒情報の基準に到達した紫色のメッシュ内の土砂災害危険箇所・土砂災害警戒区域等では、人

命や身体に危害を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況となってい

る。 
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(8) 全般気象情報、地方気象情報、府県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、特別警

報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表する。 

(9) 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける

情報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生する可能性が高

まった時に、府県単位で発表する。この情報の有効期間は、発表から１時間である。 

 

以下に、土砂災害判定メッシュ情報の色別及び基準を示す。 

着色 基準 

黄色 実況又は予想で大雨注意報の土壌雨量指数基準に到達 

赤色 実況又は予想で大雨警報の土壌雨量指数基準に到達 

薄い紫色 予想で土砂災害警戒情報の基準に到達 

濃い紫色 実況で土砂災害警戒情報の基準に到達 

※北海道ホームページ参照：「北海道土砂災害警戒情報システム http://www.njwa.jp/hokkaido-sabou/」 

 

 

土砂災害警戒情報・土砂災害警戒判定メッシュ情報のイメージ 
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(10) 地震情報 

ア 地震情報の種類、発表基準及び内容 

種類 発表基準 内容 

緊急地震速報（警報） 
又は緊急地震速報 

・震度５弱以上の揺れが予
想された場合 

震度５弱以上の揺れが予想された場合に、震度４以
上が予想される地域（緊急地震速報で用いる区域）
に対し、緊急地震速報（警報）を発表する。 
なお、震度６弱以上の揺れを予想した緊急地震速
報（警報）は、地震動特別警報に位置づけられる。 
注）緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源
に近い観測点で観測された地震波を解析することに
より、地震による強い揺れが来る前に、これから強い
揺れが来ることを知らせる警報である。このため、震
源付近では強い揺れの到達に間に合わない。 

緊急地震速報（予報） 
・最大震度３以上又はマグ

ニチュード 3.5以上 
最大震度３以上又はマグニチュード 3.5以上等と予
想されたときに発表する緊急地震速報。 

震度速報 ・震度３以上 
地震発生約１分半後に、震度３以上を観測した地域
名（全国を 188地域に区分）と地震の揺れの発現時
刻を速報。 

震源に関する情報 
・震度３以上(津波警報又

は注意報を発表した場合
は発表しない） 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュー
ド）を発表。「津波の心配がない」又は「若干の海面
変動があるかもしれないが被害の心配はない」旨を
付加。 

震源・震度に関する 
情報 

以下のいずれかを満たした
場合 
・震度３以上 
・緊急地震速報（警報）を

発表した場合等 
・大津波警報、津波警報又

は津波注意報の発表時、
若干の海面変動が予想さ
れる場合 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュー
ド）、震度３以上の地域名と市町村名を発表。 
震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手して
いない地点がある場合は、その市町村名を発表。 

各地の震度に関する 
情報 

・震度１以上 

震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生場所
（震源）やその規模（マグニチュード）を発表。 
震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手して
いない地点がある場合は、その地点名を発表。 

その他の情報 
・顕著な地震の概要、震源

要素を更新した場合や地
震が多発した場合等 

顕著な地震の概要を簡潔に記載したもの、震源要
素更新のお知らせや地震が多発した場合の震度１
以上を観測した地震回数情報等を発表 

推計震度分布図 ・震度５弱以上 
観測した各地の震度データをもとに、１km四方ごと
に推計した震度（震度４以上）を図情報として発表。 
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イ 地震に関する情報に用いる地域名称、震央名 

①緊急地震速報において予想される震度の発表に用いる地域 

「北海道道央」「北海道道南」「北海道道北」「北海道道東」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②震央名 
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(8) 津波情報 

ア 津波予報区 

津波予報区は、本道では６つの予報区に区分される。 

ただし、札幌管区気象台が担当する範囲は、震源が本邦の沿岸からおおむね６００㎞以内

にある地震により発生する津波の場合であり、震源が６００㎞以遠の場合は、気象庁本庁が

担当する。 

神恵内村は、北海道日本海沿岸南部津波予報区に該当し、次のとおりである。 
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イ 大津波警報・津波警報・注意報の種類 

気象庁では、地震が発生した時には地震の規模や位置をすぐに推定し、これらをもとに沿

岸で予想される津波の高さを求め、地震が発生してから約３分（一部の地震※については最

速２分程度）を目標に、大津波警報、津波警報又は津波注意報を、津波予報区単位で発表す

る。 

また、予想される津波の高さは、通常は５段階の数値で発表される。ただし、地震の規模

（マグニチュード）が８を超えるような巨大地震に対しては、その海域における最大の津波

想定等をもとに津波警報・注意報が発表され、最初に発表される大津波警報や津波警報では、

予想される津波の高さを「巨大」や「高い」という言葉で発表される。 

なお、予想される津波の高さが「巨大」等の言葉で発表された場合には、その後、地震の

規模が精度よく求められた時点で、予想される津波の高さも数値で発表される。 

以下に、気象庁より発表される津波警報・注意報の種類を示す。 
 

※日本近海で発生し、緊急地震速報の技術によって精度の良い震源位置やマグニチュードが

迅速に求められる地震 
 

種類 発表基準 

発表される津波の高さ 

数値での発表 

（津波の高さ予想の区分） 

巨大地震の

場合の発表 

大津波警報※ 
予想される津波の高さが高いと
ころで３ｍを超える場合。 

１０ｍ超 

(10ｍ＜予想高さ) 

巨大 
１０ｍ 

(5ｍ＜予想高さ≦10ｍ) 

５ｍ 

(3ｍ＜予想高さ≦5ｍ) 

津波警報 

予想される津波の高さが高いと
ころで１ｍを超え、３ｍ以下の
場合。 

３ｍ 

(1ｍ＜予想高さ≦3ｍ) 
高い 

津波注意報 

予想される津波の高さが高いと
ころで０．２ｍ以上、１ｍ以下
の場合であって、津波による災
害のおそれがある場合。 

１ｍ 

(0.2ｍ≦予想高さ≦1ｍ) 
－ 

※大津波警報は津波特別警報に位置付けされている。 
 

ウ 津波情報の種類 

気象庁では、大津波警報・津波警報・注意報を発表した場合には、津波の到達予想時刻や

予想される津波の高さ等を津波情報で発表する。 

種類 内容 

津波到達予想時刻・予想

される津波の高さに関す

る情報 

・各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津波の高さ 

※到達予想時刻は、各津波予報区でもっとも早く津波が到達する 

時刻 

各地の満潮時刻・津波到

達予想時刻に関する情報 
・主な地点の満潮時刻・津波の到達予想時刻 

津波観測に関する情報 ・沿岸で観測した津波の時刻や高さ 

沖合の津波観測に関する

情報 

・沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値から推定さ

れる沿岸での津波の到達時刻や高さ（津波予報区単位） 
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(11) 船舶向けの情報 

船舶向けに発表される海上警報で、船舶の運行に必要な海上の気象、波浪その他に関する警

報で予想される嵐の強さによって、次の５種類に分けて発表される。 

種別 
呼称 

説明 
英和 和文 

一 般 警 報 WARNING 

か い じ ょ う か ぜ け い ほ う 

海 上 風 警 報 
気象庁風力階級表の風力階級７（28kt 以上

34kｔ未満）の場合 

かいじ ょう のうむ けい ほう 

海 上 濃 霧 警 報 

濃霧について警告を必要とする場合（視程

0.3海里（約 500ｍ）以下） 

強 風 警 報 
GALE 

WARNING 

かいじょうきょうふうけいほう 

海 上 強 風 警 報 
気象庁風力階級表の風力階級 8～9（34kt 以上

48kｔ未満）の場合 

暴 風 警 報 
STORM 

WARNING 

かいじょうぼうふうけいほう 

海 上 暴 風 警 報 

気象庁風力階級表の風力階級 10～12（48kt 以

上）以上の場合 

（熱帯低気圧により風力階級 12（64Kｔ～）

の場合を除く） 

台 風 警 報 
TYPHOON 

WARNING 

かいじょうたいふうけいほう 

海 上 台 風 警 報 
台風により気象庁風力階級表の風力階級 12

（64kｔ以上）の場合 

警 報 な し 
NO 

WARNING 

か い じ ょ う け い ほ う な し 

海 上 警 報 な し 

かいじょうけいほうかいじょ 

海 上 警 報 解 除 

警報をする現象が予想されない場合又は継続

中の警報を解除する場合 

（注）この表に掲げる以外の現象について「海上（現象名）警報」として警報を行うことがある。 
 

(12) 火災に関する情報 

ア 火災気象通報 

札幌管区気象台は、乾燥注意報及び火災の警戒を要する強風注意報を消防法の規定に基づ

き、後志総合振興局長に通報するものとする。 

通報を受けた振興局長は、管内各市町村に通報するものとし、村長は、この通報を受けた

場合又は、気象の状況から火災の予防上危険であると認められたときは、次の準備により火

災警報を発令することができるものとする。 
 

警報発令基準 

１年間を通じて実行湿度 60％以下にして、最小湿度 30％以下、若しくは平均風速 13m/s 以

上と予想される場合（平均風速は陸上を対象とした予想であり、降雨や降雪の状況によっ

ては火災気象通報を行わない場合がある） 

（注）火災発生の気象条件は、地域、時期によって異なることもある。また前記表による基準は北海道がおおむ

ねの目安として作成しているもので、実際の火災気象通報は必ずしもこれと一致しない場合がある。 
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イ 林野火災気象通報 

林の火災気象通報は、火災気象通報の一部として行い、情報（原則として週間予報に含め

る。）、乾燥注意報、強風注意報の発表及び同注意報の解除を振興局所在地の気象官署を通

じ次のとおり行うものとする。 

林野気象通報 説明 
林野関係機関 

部内通報符号 

情報（原則として週間予報

に含ませる。） 

何日頃山火事が発生し易いから注

意してください。 
サケイ 

乾 燥 注 意 報 

強 風 注 意 報 

山火事が発生し易く甚だ危険で

す。 
サケロ 

注 意 報 解 除 
今まで通報した注意報は解除しま

す。 
サケン 

 

２ 気象警報等の伝達方法 

札幌管区気象台の気象警報等の伝達方法は、前述によるが、この情報の伝達を迅速的確に行う

ため、伝達方法は次のとおりとする。 

(1) 伝達方法 

札幌管区気象台発表の気象警報等を受けたときは、電話その他最も有効な方法により関係機

関等に通知する。 

※資料編４－５：防災関係機関連絡一覧 

 (2) 夜間、休日等における気象警報等の取扱い 

夜間、休日等において日直者が気象警報等を受けたときは、気象警報等受理票に記載すると

ともに、警報発表の場合は、速やかに総務課長に連絡して指示を仰ぎ、受理票は翌日総務課長

に提出するものとする。 

※資料編７－６：気象警報等受理表 
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第３節 災害通信計画 

災害時における災害情報及び被害報告等の通信方法については、本計画の定めるところによる。 

 

１ 通信の方法 

(1) 災害時における通信方法は、ＮＴＴ等の電話等及び北海道総合行政情報ネットワーク並びに

村ＩＰ告知放送によることを原則とする。 

(2) 災害時における消防、町内会長及び村民への情報通報はＮＴＴの電話により行う。この場合

ＮＴＴが設定している災害時優先電話を使い通信を行う。 

※資料編１－４：災害情報等報告取扱要領 

(3) 災害時の現地調査、現地広報活動、応急対策、救助活動等の報告、連絡調整は村ＩＰ告知放

送により行う。 

(4) 災害時における後志総合振興局等への気象情報等の収受、状況報告、関係機関の出動要請は

北海道総合行政情報ネットワークにより行う。 

(5) 災害によりＮＴＴの電話が使用不能となった場合は、ＮＴＴは避難所に、被災者が利用する

特設公衆電話の設置に努める。 

(6) ＮＴＴドコモ等の通信事業者は、貸出携帯電話の利用及び移動無線車の設置により、通信を

確保する。 

 

２ ＮＴＴの災害時優先電話の利用 

災害時に非常通話、緊急電話のため市外通話をする場合は、ＮＴＴが指定している災害時優先

電話を使用し通信を行う。 

※資料編１－４：災害情報等報告取扱要領 

 

■災害時優先電話一覧 

 電話番号 設置場所 

1 0135－76－5012 神恵内村役場 

2 0135－76－5226 診療所 

3 0135－76－5271 神恵内浄水場 

 

３ 無線通信施設の利用 

公衆電話が利用不能の場合に利用できる無線電話施設は次のとおりである。 

無線通信施設名 所轄機関名 備考 

防災行政無線 

（道総合行政情報ネットワーク) 
北 海 道   

北海道原子力防災行政無線 北 海 道 
その他移動局 
 携帯無線機 

 
 
５W   ８基 

消防業務無線 神恵内支署 

車載移動局 
その他移動局 
 携帯 
 卓上 

可搬 

５W   ５基 
 
２W   ７基 
10W   ４基 
10W   １基 
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４ 電 報 

災害対策業務のための電話により電報を発信する場合は、冒頭に非常電報である旨を告げ発信

するものとする。 

 

５ 公衆電話設備以外の通信 

有線及び無線電話の使用が不能の場合は、車両等による使送とするものとする。 

 

６ 北海道総合通信局に対する応援要請 

通信途絶時等における措置においては、北海道総合通信局へ応援要請を行うものとする。 

(1）北海道総合通信局の対応 

北海道総合通信局は、村及び防災関係機関から通信を行うことができない又は著しく困難で

ある旨の連絡を受けたときは、通信の確保を図るため、速やかに次の措置を講ずるものとす

る。 

ア 貸与要請者あて、移動通信機器の貸出 

イ 無線局の免許等の臨機の措置（無線局の免許等に必要な申請手続き及び当該申請に係る処

分について、口答又は電話等迅速な方法で行い、所定の様式による手続きは、後刻可及的速

やかに遡及処理する措置） 

(2) 村及び防災関係機関の対応 

村及び防災関係機関は、アの措置を希望する場合は、次に掲げる事項を北海道総合通信局に

連絡するものとする。 

ア 移動通信機器の借受を希望する場合 

①借受申請者の氏名又は名称及び住所 

②借受希望機種及び台数 

③使用場所 

④引渡場所及び返納場所 

⑤借受希望日及び期間 

イ 臨機の措置による手続きを希望する場合 

①早急に免許又は許可等を必要とする理由 

③ に係る申請の内容 

(3) 連絡先 

総務省 北海道総合通信局 防災対策推進室（直通電話）011-747-6451 
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第４節 災害情報等の報告、収集及び伝達計画 

災害予防対策及び災害応急対策の実施のため、災害に関する必要な情報、被害状況報告等の収集及

び通報等を円滑に行うための計画である。 

 

１ 異常現象発見時における措置 

(1) 発見者の通報義務 

災害が発生した場合又は発生するおそれのある異常現象を発見した者は、速やかに村職員、

警察官、消防署員又は町内会長（各地区連絡責任者）のうち最も近いところに通報するものと

する。 

(2) 警察官等の村への通報 

異常現象を発見した場合、あるいは発見者から通報を受けた警察官、消防支署、町内会長(各

地区連絡責任者）は、その内容を確認し直ちに村長（総務課）に通報するものとする。 

(3) 村長から各機関への通知及び村民への周知 

村長は、災害発生又は異常現象発見の通報を受けたときは、災害の規模、内容等により各関

係機関に通報するとともに村民に対し周知するものとする。各関係機関は、「資料編４－５ 

防災関係機関連絡一覧」に掲げる機関とする。 

村民への周知は次に示す「災害情報連絡系統図」及び本章第１節の「気象警報伝達系統図」

により実施するものとする。 

※資料編４－５：防災関係機関連絡一覧 

(4) 通信の取扱い 

発見者からの通報及び災害情報、被害状況等は総務課長へ報告し、その指示により事務処理

するものとする。休日、夜間にあたっては消防支署、又は日直者が受理し総務課長へ報告し、

指示を受けるものとする。 
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災害情報連絡系統図 

 

２ 地区別連絡責任者 

災害が発生し、又は発生のおそれがある場合の情報収集に万全を期するため、各地区（町内会）

に連絡責任者を置く。なお、地区別連絡責任者は各町内会長があたるものとし、町内会長は各地

区の村民と協力して警戒にあたり、情報の早期把握に努めるとともに、災害が発生したときは、

直ちに役場又はその他関係機関に通報するものとする。 

 

３ 災害情報等の収集及び報告 

(1) 情報の収集 

災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、速やかに災害情報を収集し、所要の応急

対策を講ずるものとする。被害状況の把握及び応急対策の実施状況等の調査収集は、各対策部

が所管事項について責任をもって行い、集計等は災害統括部で取りまとめ、常に災害情報等を

把握する。また、災害情報等の調査収集に当たって必要なときは、関係地区の地区別連絡責任

者を通じて迅速に調査収集するものとする。 

(2) 情報の報告 

災害が発生してから応急措置が完了するまでの情報の報告は、別に定める「災害情報等報告

取扱要領」に基づき、その状況を知事（後志総合振興局長）に報告するものとする。また、特

に関係ある公共機関、団体等に対しても連絡するものとする。 

なお、通信の途絶等により報告することができない場合又は直接速報基準に該当する場合に

は、直接、国（消防庁）に報告するものとする。この場合において、消防庁から要請があった

場合には、第一報後の報告についても、引き続き行うものとする。 

※資料編１－４：災害情報等報告取扱要領 

※資料編２－２：被害状況判定基準 

異常現象発見者 

防災会議構成団体 

及び防災関係機関 

村 長 

副 村 長 

教 育 長 

総務課長 

神恵内消防団 

関係職員 

村民 
（要配慮者、要配慮者利用施設等含む） 

警察官 

(岩内警察署) 

地区別連絡責任者 

（村内町内会長） 

消防神恵内支署 

後志総合振興局 

北海道 

神恵内村役場 
（総務課） 

（休日、夜間） 
日直者、夜警員、消防神恵内支署 

→総務課長 
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※資料編７－７：災害情報報告 

※資料編７－８：被害状況報告 

 

直接報告する場合の連絡先 

区分 

回線 

平日（9：30～17：45） 

消防庁応急対策室 

休日・夜間（左記以外） 

消防庁宿直室 

Ｎ Ｔ Ｔ 回 線 
03-5253-7527 

03-5253-7537(FAX） 

03-5253-7777 

03-5253-7553(FAX） 

消 防 防 災 無 線 
7527 

7537(FAX） 

7782 

7789(FAX） 

地域衛星通信ネットワーク 
TN-048-500-7527 

TN-048-500-7537(FAX） 

TN-048-500-7782 

TN-048-500-7789(FAX） 
 
（注）地域衛星通信ネットワーク欄の「 TN 」とは：村の内線電話機から発信するときのアクセス特番（市町村ご

とに設定されている。） 
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第５章 災害予防計画 

災害の予防は、基本法第４７条に定める防災関係機関（指定地方行政機関、地方公共団体、指定公

共機関、指定地方公共機関、公共的団体、その他防災上重要な施設管理者）がそれぞれの組織を通じ

て協力し、災害の発生を未然に防止するため必要とする施策を実施し、また村が災害に強い組織・ひ

とづくりを行うことで災害に強いまちづくりを実現する。 

 

第１節 災害に強いまちづくりの推進 

村は、あらゆる災害の発生及び被害の拡大の防止を図るため、次の災害予防対策を積極的に推進す

る。 

 

１ 災害に強い都市構造の形成 

災害発生時に、まち全体が有効に機能するために、災害時に配慮した公共施設、道路、ライフ

ライン施設等を整備するとともに、地域の特性を踏まえ、災害に強いまちづくりを推進する。 

 

(1) 市街地及びライフラインの整備 

ア 道路の整備 

災害時の緊急輸送路として国道２２９号及び道道９９８号（古平神恵内線）が第２次緊急

輸送道路に指定されている。それを補完するため、災害時の避難活動に重要な道路の整備を

図る。 

イ 上水道施設の整備 

老朽化した配管施設等の布設替え等を行い、災害に強い施設の整備を図る。また、上水道

施設は、水道が使用できない事態に備え、給水体制の確立に努める。 

ウ 各ライフライン施設の整備 

各ライフライン機関は、地震に対する主要施設の耐震化、各種災害発生後の応急復旧体制

の確立、資機材の確保体制の整備を図る。 

 (2) 公共施設の整備 

庁舎、学校等の公共施設を新設する場合は、耐震化、不燃化する等災害に強い施設とする。

また、各種設備は、停電に備えた非常電源等のバックアップ機能や落下防止措置の整備に努め

る。 

 (3) 避難所の整備 

ア 避難所の指定・管理 

災害時の村民等の安全を確保するため、各種災害発生時に、緊急に村民等の身の安全を確

保するための避難場所及び避難者を収容するための避難所を指定する。指定緊急避難場所及

び指定避難所は、各種災害で想定される危険区域、地区の人口や施設の収容人数等の変化に

伴い、必要に応じて見直す。 

また、避難所の開設は、開設する責任者を定め、夜間・休日等の開設に支障のないように

体制を構築する。 

イ 標識の設置 

村民等に避難所を周知するために指定避難所には、案内標識の設置に努める。 

ウ 避難所の整備 
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長期間にわたって避難所にて避難生活を行うことを考慮して、避難生活を支援するような

設備等の整備を行う。 

整備にあたっては、停電、冬期の積雪や厳冬期の寒さ等に対応できるよう、非常用電源の

整備等、必要な機能を確保する。 

■避難施設の整備例 

・暖房設備（ポータブル式、停電時使用可能な暖房器具を含む） 

・飲料水兼用防火水槽  ・食料・必需品の備蓄 

・無線等の通信機器  ・避難所開設のための資機材（文具、掲示板等） 

・除雪資機材   ・非常用電源設備・非常用発電機 等 

エ 避難所の周知 

神恵内村防災ガイドブック、神恵内村津波避難ガイドブック、村のホームページ等に避難

所の位置を記載し、村民等への周知を図る。また、非常持ち出し品や避難方法等も合わせて

記載し、知識の普及を図る。 

なお、各種災害時に緊急に避難するための指定緊急避難場所や避難者を収容するための指

定避難所については、マップ等にその位置や各種災害時の使用可否等を明示の上、村民へ配

布し周知を図り、災害時における村民の迅速かつ適切な行動を促す。 

※資料編６－３：避難所・避難場所一覧及び位置図 

 (4) 災害の防止対策 

ア 水害対策 

河川の増水や氾濫による浸水被害を防止するために、河川整備を北海道等に要請する。 

また、大雨時に水防上警戒を要する箇所の警戒監視を行うための水防活動や資機材の確保

等、水防体制の確立を図る。 

イ 土砂災害対策 

土砂災害の危険区域として指定されている急傾斜地崩壊危険箇所及び土石流危険渓流につ

いては、災害の未然防止のため北海道開発局及び北海道に防止工事等を要請する。 

また、住民に対しハザードマップ等で危険箇所の周知を行うとともに、降雨時の警戒避難

体制として、異常現象の報告や避難活動に関する周知・啓発を図る。 

ウ 地震災害対策 

地震の揺れによる建物倒壊等を防止するための既存建築物の耐震診断、耐震補強等の促進、

延焼を防ぐための不燃化の促進をするよう広報を行う。 

エ 津波災害対策 

津波発生時は、津波からの迅速かつ確実な避難を実現するため、村民の避難する意識の醸

成を図り、地域の実情を踏まえつつ、できるだけ短時間で避難が可能となるよう、津波に強

いまちづくりを目指す。特に、最大クラスの津波に対しては、村民等の生命を守ることを最

優先とした避難を軸に、村民の防災意識の向上及び海岸保全施設等の整備、避難場所等や避

難路・避難階段の整備・確保などの警戒避難体制の整備、臨海部の産業・物流機能への被害

軽減、また沿岸部への海抜表示など、総合的な対策を講じるものとする。 

オ 高潮災害対策 

高潮発生時は、迅速かつ確実な避難を実現するため、地域の実情を踏まえつつ、できるだ

け短時間で避難が可能となるよう、高潮に強いまちづくりを目指す。村民等の生命を守るこ

とを最優先として、村民の防災意識の向上及び海岸保全施設等の整備、避難場所等や避難
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路・避難階段の整備・確保などの警戒避難体制の整備など、総合的な対策を講じるものとす

る。 

カ 雪害対策 

道路の除雪計画を策定するとともに、除雪資機材の確保や作業体制等の確立を図る。 

また、市街地周辺には雪捨て場の設置等を行い、雪捨て場までの道路交通を確保できるよ

うにする。 

 

２ 情報伝達手段の確保 

災害発生時や災害発生のおそれがあるとき、村は、テレビ、ラジオ、電話、戸別訪問、携帯電

話（緊急速報メールを含む）、衛星携帯電話、Ｊ－ＡＬＥＲＴ、村ＩＰ告知放送、移動系村防災

行政無線等の移動系通信回線、もしくはインターネット、北海道総合行政情報ネットワーク等の

固定系通信回線の利用又は臨時回線の設定等の多様な伝達手段を活用し、村民や地域、事業所等

へ情報を提供できるよう整備を推進する。 

※情報伝達手段については第４章「災害情報通信計画」参照。 

 

３ 消防力の強化 

(1) 消防資機材等の整備 

村及び神恵内村支署神恵内消防団は、延焼火災に対応するために、市街地等に防火水槽や消

火栓等、消防施設及び消防水利の整備充実を図るとともに、消防資機材・装備の高度化、近代

化を進める。 

※資料編６－６：消防施設 

(2) 消防体制の整備 

村及び神恵内村支署神恵内消防団は、消防職員の充実と資質の向上を図るとともに、「消防

団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」（平成 25 年法律第 110 号）に基づき、地

域防災の中核となる消防団員の確保、育成強化及び装備等の充実を図り、消防団活動の活性化

を推進する。 

なお、消防団員は、自主防災組織等の構成員であっても、その豊富な知識と高い技術力を災

害時において活用するため、消防団活動を優先するものとする。 

(3) 救急・救助体制の整備 

高度救命処置用資機材、救助用機材の整備促進を行うとともに、救急隊員の資質向上や救急

救命士の養成に努める。 

また、医療機関や警察との連携の強化や村民の応急手当による救命効果の向上のため、救命

講習会を実施する等応急手当に関する知識の普及と啓発に努める。 

 

４ 火災の予防 

(1) 村民の啓発活動 

火災予防運動等にあわせて、ポスターや広報車等の広報活動によって村民の防火意識の高揚

を図る。また、町内会、事業所等における初期消火訓練を通じて消火器の取り扱いの習熟や火

災予防知識の習得を図るようにする。 

(2) 予防査察 

消防法等の規定に基づき、防火対象物の立ち入り検査及び所有者・管理者に対し安全指導等
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を行う。また、防火管理者の選任と消防計画の作成を指導する。 

(3) 林野火災への予防 

一般入林者に対し、テレビ、ラジオ、ポスター等による火災予防の啓発、入林のための許可

手続き、防火思想の啓発等を図る。また、火災警報発令時の火入れの制限等の対策や林内事業

者の予防措置等の活動を行い、林野火災の予防を図る。 

 

５ 地域防災力の向上 

村は、災害時において、地域で相互に協力し助け合うことができるよう、自主防災組織の設立

を支援するとともに、訓練等を実施し、さらなる防災力の向上が図られるよう推進する。 

また、村職員及び消防職員の派遣や防災資機材を貸与する等、自主防災組織がより実践的な訓

練を行えるよう環境整備に努める。 
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第２節 災害に強い人づくりの推進 

災害に強い人づくりを推進するためには、村民の防災力の向上を図り、村民一人ひとりが防災・減

災に強い関心と高い意識を持つことが重要である。 

 

◆自助・共助・公助の役割 

自助 

共助 

・日頃から、講演会や避難訓練等に参加する等、防災に対する知識や意識の習得に

努める。 

公助 
・日頃から、村職員及び村民、児童・生徒や教職員等の防災に対する知識や意識向

上のため講習会等の実施、防災ガイドブック等の配布等に努める。 

 

１ 村職員及び村民の防災知識・意識の普及・啓発 

(1) 村職員に対する防災知識の普及・啓発 

村及び防災関係機関は、村職員に対して防災に関する体制、制度、対策等について講習会等

の開催、訓練の実施、防災資料の作成配布等により防災知識の普及・啓発の徹底を図る。 

(2) 村民に対する防災知識の普及・啓発 

村及び防災関係機関は、災害時に、村民が的確な判断に基づき行動できるよう、村民に対し、

災害についての正しい知識、日頃の備え、防災対策等について、防災知識の普及・啓発の徹底

を図る。なお、災害予測において、新たな知見が得られた場合には、防災ガイドブック等を更

新し村民、防災上重要な施設、事業所等に配布する。 

ア 普及・啓発内容 

1.災害に対する心得 

2.災害に関する一般知識 

3.非常用食料、飲料水、身の回り品等、非常持出品や救急セット、持病薬等の準備 

4.建物の耐震診断と補強、家具の固定、ガラスの飛散防止 

5.災害情報の正確な入手方法 

6.出火の防止及び初期消火の心得 

7.外出時における災害発生時の対処方法 

8.自動車運転時の心得 

9.救助・救護に関する事項 

10.避難場所、避難路及び避難方法等、避難対策に関する事項 

11.水道、電力、ガス、電話等の災害時の心得 

12.要配慮者への配慮 

13.各防災関係機関が行う災害対策 等 

イ 普及・啓発方法 

1.テレビ、ラジオ、新聞及びインターネットを利用した普及・啓発 

2.広報誌（紙）、広報車両を利用した普及・啓発 

3.ビデオ、スライド等による普及・啓発 

4.防災ガイドブック、パンフレットの配布による普及・啓発 

5.講演会、講習会等の開催及び訓練の実施 

6.学校等における防災教育の実施 

7.消防団を活用した普及・啓発 等 
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◇防災マップ等の記載事項例 

・災害危険箇所 

津波災害：津波浸水想定区域 

洪水水害：浸水想定区域 

土砂災害：土砂災害危険箇所(土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所、地滑り危険箇所)、 

土砂災害警戒区域・特別警戒区域 

・避難場所、避難経路 

・平時からの心得 

・災害時の心得（各種災害時の避難の際の留意点等） 

・災害履歴 

・災害時の非常持出品、避難方法 

・家族の集合場所、連絡方法 

・避難生活時の心得 

・家庭内備蓄 等 

※資料編６－１：神恵内村防災ガイドブック 

※資料編６－２：神恵内村津波避難ガイドブック 
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第３節 村民の防災力向上 

東日本大震災等の経験を踏まえて、村民は「自らの身の安全は自らで守る」ことが基本であること

の自覚を持ち、平常時より災害に対する備えを心掛けるとともに、災害時には自らの身の安全を守る

よう行動することが重要である。 

災害発生時、村民は、家庭又は職場等、個人又は地域において、人命の安全を第一として混乱の防

止に留意しつつ、災害による被害の発生を最小限にとどめるために以下に示す必要な措置をとるもの

とする。 

 

１ 家庭における措置 

(1) 平常時の心得 

ア 地域の避難場所、避難経路及び家庭との連絡方法等を確認する。 

イ 建物の補強、家具の固定をする。 

ウ 火気器具の点検や火気周辺の可燃物に注意する。 

エ 消火器の用意や点検をする。 

オ 飲料水、非常用食料、救急用品、非常持出品を準備する。 

カ 地域の防災訓練への積極的参加により防災知識、応急救護の技術を習得する。 

キ 隣近所と各種災害時の協力について話し合う。 

ク 地域の災害危険箇所等の位置やその危険性を把握する。 

(2) 災害時の心得 

ア まず身の安全を確保する。 

イ 火の始末等災害が拡大しない対策をとる。 

ウ 地域における被災状況を把握する。 

エ 隣近所の負傷者や要配慮者の救助に協力する。 

オ 避難場所では自主的に行動し、村及び防災関係機関への協力を行う。 

 

２ 職場における措置 

事業所が災害時に果たす役割を十分に認識し、従業員や施設利用者の安全確保、経済活動の維

持、村民への貢献等、防災活動の推進に努めるものとする。 

(1) 平常時の心得 

ア 災害時行動マニュアルを作成する。 

イ 防災体制を整備する。 

ウ 防災訓練及び防災教育を実施し、防災に対する知識や意識の向上を図る。 

(2) 災害時の心得 

ア 従業員及び施設利用者の安全確保、避難誘導を行う。 

イ 従業員及び施設利用者の被災状況の把握、救助を行う。 

ウ 従業員及び施設利用者への災害情報の提供を行う。 

エ 初期消火活動等の応急対策を実施する。 

オ 地域へのボランティア活動等による支援を行う。 
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３ 運転者のとるべき措置 

(1) 走行中のとき 

地震・津波等の災害発生時に自動車等で走行中の運転者がとるべき措置は次のとおりとする。 

ア 急ハンドル、急ブレーキを避ける等、できるだけ安全な方法により、道路の左側に停止さ

せること。 

イ 停止後は、ラジオで地震・津波情報や交通情報を聞き、その情報や周囲の状況に応じて行

動すること。 

ウ 車を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておくこと。やむを得ず道

路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを切り、エンジンキー

をつけたままとし、窓を閉め、ドアはロックしないこと。駐車するときは、避難する人の通

行や災害応急対策の実施の妨げとなるような場所には駐車しないこと。 

(2) 駐停車中のとき 

車両等を避難する人の通行や災害応急対策の実施の妨げとならない場所に移動する等の措置

をとるものとする。 
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第４節 防災体制の強化 

災害発生の防止並びに災害発生時の被害軽減を図るため、「自分たちの地域は、自分たちで守る｣と

いう精神のもとに、災害発生時に地域で自主的に行動できるように、自主防災組織の結成及び自主的

な活動に向けた支援を行う。その際、女性の参画の促進に努める。 

 

◆自助・共助・公助の役割 

自助 

共助 

・災害時に迅速に行動できるように、「自分たちの地域は、自分たちで守る」との意

識に基づき、自主防災組織を結成するとともに、備蓄を行う等日頃から備える。 

公助 

・防災計画の見直し、災害時行動マニュアル等を作成するとともに、関係機関との連

携・強化を図る。 

・災害時に地域で自主的に行動できるように、自主防災組織の結成及び活動に向けた

支援を行う。 

 

１ 自主防災組織等、住民組織の育成・強化 

(1) 自主防災組織の結成及び育成 

大規模災害発生時に、その被害を最小限に抑えるためには、防災関係機関と地域住民による

組織的かつ統一的な防災活動が極めて重要な役割を果たすものと考えられる。そのため、防災

意識の普及とあわせて、自発的な防災活動を効果的に行うため、自主防災組織の育成を図る。 

また、村民は、自主防災組織に積極的に参加し、日頃からの防災活動並びに災害時の応急活

動に可能な範囲で参加・協力するとともに、災害発生時の被害の軽減を図るため、「自分たち

の地域は、自分たちで守る」との意識に基づき、自主防災体制の確立を図る。 

なお、自主防災組織の結成にあたっては、住民がボランティアに参加する機会の創出や、ボ

ランティアが活動しやすい環境・体制を整える。その際、女性の参画に配慮する。 

ア 組織化の要件 

自主防災組織は、地域住民が最も効果的な防災活動を行えるよう、地域の実情にあわせて

その規模を設定する必要がある。設定にあたっては次の要件を考慮する。 

1.村民の連帯感に基づき、地域の防災活動を効果的に行えること。 

2.村民の日常生活において、基礎的な地域としての一体性を有すること。 

3.村民の互助精神に基づいて設置される町内会組織等を対象とすること。 

イ 組織の編成 

自主防災組織の活動を効果的に行うため、組織内の役割分担の明確化と組織の規模や実情

に応じた編成を促す。 

①編成の単位 

自主防災組織の編成は次の地区を単位とすることを基本とするが、他地域への通勤等地

域の実情に応じて編成する｡ 

また、組織がその機能を十分に発揮するために、予め組織内の役割分担を定めておく。 

地区名 

・神恵内（1班～14班） 

・赤 石（1班・2班） 

・珊 内 

・川 白 
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②基本的な組織編成 

ａ）情報連絡班 

ｂ）消火班 

ｃ）避難誘導班 

③地区別連絡責任者は、第４章第４節「災害情報等の報告、収集及び伝達計画」に基づき、

情報連絡が迅速に行える組織編成を促すものとする。 

ウ 自主防災組織の育成指導 

村は、町内会を単位とする自主防災組織の結成及び育成に努め、村民が一致団結して、初

期消火活動、要配慮者の避難誘導や安否確認等の防災活動が効果的に行われるよう協力体制

の確立を図る。 

また、村は、防災思想の普及と自主防災組織の普及啓発のため、神恵内支署神恵内消防団

と連携を取りながら、住民組織等への働きかけを行い、組織化及び組織の育成指導を図る。

なお、その際、女性の参画に努めるものとする。 

エ 自主防災組織活動に関するする支援 

村は、自主防災組織が訓練等で使用する防災資機材及び防災資機材の保管庫の貸与に努め

る。また、これらの防災資機材については災害時において使用するため、使用方法等の指導

を行う。 

(2) 自主防災組織の平常時の活動 

自主防災組織の平常時の活動内容は以下の事項を基本とし、各自主防災組織の状況に応じて

実施するものとする。 

1.防災知識の普及 

2.地域の安全点検 

3.村民並びに要配慮者及び避難行動要支援者の把握 

4.防災資機材の整備・点検 

5.防災訓練の実施 

ア 防災知識の普及 

災害の発生を防止し、被害の軽減を図るためには、村民一人ひとりの日頃の備え及び災害

時の的確な行動が大切である。そのため、集会等を利用して防災講習会等を開催し、防災に

対する正しい知識の普及を図る。 

また、村は防災知識の普及・啓発のため、啓発資料の作成をはじめ庁内の担当者研修会や

自主防災組織のリーダー研修会等の実施に努める。 

イ 地域の安全点検 

災害時における被害拡大防止のため、地震、津波、洪水及び土砂災害等の災害時に避難の

障害となることが予想される箇所や事項について、日頃から地域の点検を行って把握し、改

善に努める。 

ウ 村民並びに要配慮者及び避難行動要支援者の把握 

災害時における避難支援等を円滑にするため、日頃から地域内における声かけやコミュニ

ケーションの促進を図り、要配慮者及び避難行動要支援者の把握や支援者となり得る人材の

確保に努めるとともに、訓練等を通して、迅速かつ安全な避難支援等が行える体制を構築す

る。 
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エ 防災訓練の実施 

災害が発生したとき、村民一人ひとりが適切な措置をとることができるようにするため、

日頃から繰り返し訓練を実施し、防災活動に必要な知識及び技術を習得する。 

訓練には、個別訓練及びこれらをまとめた総合訓練があり、個別訓練として次のようなもの

が考えられる。なお、訓練を計画する際には、地域の特性を考慮する。 

①情報収集伝達訓練 

防災関係機関から情報を正確かつ迅速に村民に伝達し、地域における被害状況等を関係

機関へ通報するための訓練を実施する。 

②消火訓練 

火災の拡大・延焼を防ぐため消火設備を使用して消火に必要な技術等を習得する。 

③避難訓練 

避難の要領を熟知し、避難場所や避難所まで迅速かつ安全に避難できるようにするため

実施する。 

④救出救護訓練 

家屋の倒壊やがけ崩れ等により下敷きとなった者の救出活動及び負傷者に対する応急手

当の方法等を習得する。 

⑤図上訓練 

防災ガイドブック等、村内の図面を活用して、想定災害に対し、地区の防災上の弱点等

を見いだし、それに対処する避難方法等を地域で検討し実践する、村民の立場に立った

図上訓練を実施する。 

⑥防災点検の実施 

家庭及び地域においては、災害が発生したときに被害の拡大の原因となるものが多く考

えられるので、村民各自が点検を実施するほか、自主防災組織としては、期日を定めて

一斉に防災点検を行う。 

⑦防災用資機材等の整備・点検 

自主防災組織は、活動に必要な資機材の整備に努めるとともに、これら資機材は災害時

に速やかな応急措置をとることができるように日頃から点検を行う。 

(3) 自主防災組織の災害時の活動 

自主防災組織は、災害発生時において組織員の安全が確保できる範囲において、「自分たち

の地域は、自分たちで守る」という精神のもと、以下の活動を実施し、被害拡大の防止に努め

るものとする。 

1.被災情報の収集伝達、防災関係機関との連絡 

2.避難所運営本部への協力 

3.村民の安否確認、避難誘導 

4.出火防止の呼びかけ、初期消火 

5.負傷者の救出、救護、応急手当 

6.非常食等の救援物資の配布協力 等 

ア 災害時の身の安全の確保（自助） 

災害発生時において、自主防災活動の第一の目標は、自助として自分の身を守ることであ

る。村民は、日頃から家庭内の安全確保に努め、災害発生時の身の安全と被害防止に努めな

くてはならない。 
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イ 地域自主防災活動への参加（共助） 

村民は、災害発生時には家族や地域と協力しあって、被害の拡大防止や軽減を図るため、

可能な範囲で自主的な防災活動に努めるものとする。また、災害時の活動を円滑に行うため、

日頃から災害への備えを行い、地域活動への参画に努めなくてはならない。 

ウ 情報の収集伝達 

自主防災組織は、災害時には地域内で発生した被害の状況を迅速かつ正確に把握して本部

へ報告する。また、防災関係機関の提供する情報を地域内の人に伝達して、不安の解消を図

るとともに、的確な応急活動を実施する。 

このため、あらかじめ、次の事項を定め、避難場所や避難所等へ避難した後についても、

地域の被災状況、救助活動の状況等を必要に応じて報告し、混乱・流言飛語の防止に当たる。 

・連絡をとる防災関係機関 

・防災関係機関との連絡のための手段 

・防災関係機関の情報を村民に伝達する責任者及びルート 

 

連絡手段 
電話を基本とし、電話が使用出来ない場合、避難場所等で使用可能な伝

達手段を使用する 

報告内容 
地域の被害状況、負傷者の有無、安否情報、火災の発生状況等を報告す

る 

 

エ 出火防止及び初期消火 

家庭に対して、火の始末等出火防止のための措置を講ずるよう呼びかけるとともに、火災

が発生した場合、消火器等を使い、初期消火に努める。 

オ 救出救護活動の実施 

がけ崩れ、建物の倒壊等により下敷きになった者を発見したときは、村等に通報するとと

もに、２次災害に十分注意し、救出活動に努める。 

また、負傷者に対しては、応急手当を実施するとともに、医師の介護を必要とするものが

あるときは、救護所等へ搬送する。 

カ 避難の実施 

村長から避難勧告、避難指示や避難行動に時間を要する要配慮者等に対する避難準備情報

が出された場合には、地域内の村民に対して周知徹底を図り、津波、火災、がけ崩れ、地滑

り等に注意しながら、迅速かつ円滑に避難場所や避難所等へ誘導する。 

なお、要配慮者及び避難行動要支援者に対しては、村民の協力のもとに避難させる。 

キ 給食・救援物資の配布及びその協力 

被害の状況によっては、避難が長期間にわたり、被災者に対する炊出しや救援物資の支給

が必要となってくる。これらの活動を円滑に行うため、村等が実施する給水、救援物資の配

布活動に協力する。 

 

２ 事業所等の防災体制強化 

多数の者が利用し、又は従事する施設並びに危険物を取り扱う事業所において、自衛消防組織

が法令により義務付けられている一定の事業所については、消防関係法令の周知徹底を図るとと

もに防災要員等の資質の向上に努める。 
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また、その他の事業所についても、自主的な防災組織の設置等育成を図り、積極的な防災体制

の整備、強化に努める。 

 

３ 村の防災体制強化 

(1) 防災計画・マニュアルの整備 

災害時に迅速かつ適切な災害対策ができるように、行政機構の改編等に伴い、事務分掌等の

体制について随時見直しを行う。また、災害時の行動マニュアル等を作成し、各担当で習熟を

図る。 

(2) 職員研修等の実施 

災害の知識や行動力を向上させるため、職員研修等の機会に防災研修を実施する。 

 

４ 関係機関との連携強化 

災害時に関係機関との連携を円滑に行うため、定期的に防災会議を開催するとともに、連絡先、

連絡責任者を明確にする。 

また、応急復旧作業や食料・物資の調達等のため、公的機関や民間業者との協定を締結する等

連携を強化する。 

 

５ 相互応援（受援）体制 

村及び防災関係機関の長並びに防災上重要な施設の管理者は、その所掌事務又は業務について、

災害応急対策若しくは災害復旧の実施に際し他の者を応援し、又は他の者の応援を受けることを

必要とする事態に備え、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

また、村及び防災関係機関は、災害時におけるボランティアによる防災活動が果たす役割の重

要性を踏まえ、平常時からボランティアとの連携に努めるものとする。 

 

(1) 基本的な考え方 

村及び防災関係機関の長並びに防災上重要な施設の管理者は、災害発生時に各主体が迅速かつ

効果的な災害応急対策等が行えるよう、平常時から相互に協定を締結する等、連携強化に努める。

また、企業等に委託可能な災害対策に係る業務については、あらかじめ企業等との間で協定を締

結しておく等、そのノウハウや能力等の活用に努める。 

さらに、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の市町村や防災関係機関から応援を受

けることができるよう、応援・受援に関する連絡・要請の手順や応援機関の活動拠点、資機材等

の集積・輸送体制等について必要な準備を整えるよう努める。 

併せて、大規模災害が発生した際等に、被災市町村への応援を迅速かつ的確に実施できるよう、

応援や受援に関する計画の策定に努めるとともに、防災訓練等において応援・受援体制を検証し、

さらなる連携の強化を図る。 

 

６ 応急医療活動の体制強化 

村は、多数の負傷者が発生した場合に備え、医療機関との間で、救護所の設置、救護班の編成、

医薬品の確保、後方医療機関への搬送等、応急医療活動体制の確立を図る。 
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第５節 防災思想・知識の普及・啓発及び防災教育の推進計画 

防災の各種活動を円滑に行い、かつ防災の成果をあげることを目的として、防災関係者及び村民に

対して行う災害予防、応急対策等の防災知識の普及に関する防災思想普及計画については、次のとお

りとする。 

 

１ 配慮すべき事項 

東日本大震災をはじめ、近年多発する大規模災害の教訓等を踏まえ、村民の災害予防及び災害

応急措置等に関する知識の普及・啓発に努める。 

また、要配慮者に十分配慮し、地域において支援体制が確立されるよう努めるとともに、被災

時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努める。 

なお、普及・啓発に当たっては、漁村センター等の公共施設を活用する等、地域コミュニティ

における多様な主体の関わりの中で防災に関する教育の普及推進を図るものとする。 

 

２ 普及・啓発及び教育の方法 

防災知識の普及は、次の方法によって行う。 

(1) 防災訓練等の防災関連行事の開催 

(2) インターネット等の活用 

(3) 広報誌（紙）、防災ガイドブック、リーフレット等の配布 

(4) スライド、ビデオ等の活用 

(5) 広報車の巡回 

(6) 村ＩＰ告知放送の活用 

(7) その他 

 

３ 普及・啓発及び教育を要する事項 

(1) 神恵内村地域防災計画の概要 

(2) 災害に対する一般的な知識 

(3) 気象に関する一般的知識、気象警報等情報と対策 

(4) 自助（備蓄）の心得 

(5) 防災の心得 

ア （家庭内、組織内）連絡体制 

イ 大雨、洪水、土砂災害、高潮災害及び地震・津波災害等の発生時の措置 

ウ 避難時の心得（避難所、携帯品等） 

エ その他 

(6) 火災予防の心得 

(7) その他必要な事項 
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４ 学校等教育関係機関における普及・啓発の推進 

(1) 児童・生徒等に対する防災知識の向上・防災の実践活動の習得 

学校等においては、児童・生徒等に対し、災害の現象、予防等の知識の向上及び防災の実践

活動（災害時における避難、保護の措置等）の習得を積極的に推進し、災害の伝承と自主的に

適切な災害時の行動ができるようにする。 

(2) 教職員等に対する研修機会等の充実 

児童・生徒等に対する防災教育の充実を図るため、教職員等に対する防災に関する研修機会

の充実等に努める。 

(3) 実態に応じた内容の実施 

防災教育は、学校等の種別、立地条件及び児童・生徒等の発達段階等の実態に応じた内容の

ものとして実施する。 

(4) 各種機会を活用した防災知識の普及 

社会教育においては、ＰＴＡ、青年団体、女性団体等の会合や各種集会等の機会を活用し、

災害の現象、防災の心構え等の防災知識の普及に努める。 

なお、防災知識・意識の普及・啓発の時期については、防災の日、防災週間、水防月間、土

砂災害防止月間、防災とボランティアの日、防災とボランティア週間等、津波防災の日等、普

及の内容により最も効果のある時期を選んで行う。 

 

５ 普及・啓発の時期 

防災の日、防災週間、水防月間、土砂災害防止月間、山地災害防止キャンペーン及び防災とボ

ランティアの日、防災とボランティア週間等、津波防災の日等、普及の内容により最も効果のあ

る時期を選んで行うものとする。 
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第６節 避難行動要支援者等の要配慮者に関する計画 

災害発生時には、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦等いわゆる要配慮者が犠牲になる場合が多い。 

このため村は、要配慮者の安全を確保するため、村民、自主防災組織の協力を得ながら平常時から

緊急連絡体制、避難誘導等の防災体制の整備に努める。 

 

１ 安全対策 

災害発生時には、高齢者、障がい者等の要配慮者のうち、特に避難支援を要する避難行動要支

援者が被害を受ける場合が多い。 

このため、村、社会福祉施設等の管理者は、避難行動要支援者の安全を確保するため、村民、

自主防災組織等の協力を得ながら、平常時から避難行動要支援者の実態把握、緊急連絡体制、避

難誘導等の防災体制の整備に努める。 

 

２ 村の対策 

(1) 避難行動要支援者名簿 

村は、福祉担当課と防災担当課との連携の下、災害発生に備え、避難支援等の実施に携わる

関係者（以下「避難支援等関係者」という。)と協力して、避難行動要支援者についての避難支

援の体制を整備し、避難行動要支援者に関する情報の共有、避難支援計画の策定等に努めると

ともに、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置を実施するた

めの基礎となる避難行動要支援者名簿を作成するものとする。 

(2) 避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲 

避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲は、生活の基盤が自宅にある者のうち、以下の要

件に該当する者とする。 

ア 要介護認定３～５を受けている者 

イ 身体障害者手帳１・２級（総合等級）の第１種を所持する身体障害者（心臓、じん臓機能

障害のみで該当するものは除く） 

ウ 療育手帳Ａを所持する知的障害者 

エ 精神障害者保健福祉手帳１・２級を所持する者で単身世帯の者 

オ 村の生活支援を受けている難病患者 

カ 上記以外で村長が必要と認めた者 

(3) 避難行動要支援者名簿の記載内容 

ア 氏名 

イ 生年月日 

ウ 性別 

エ 住所又は居所 

オ 電話番号その他の連絡先 

カ 避難支援等を必要とする事由 

キ 上記に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し村長が必要と認める事項 

(4) 避難支援等関係者への名簿の提供 

村は、避難支援等関係者に対し、避難行動要支援者名簿情報を提供するものとする。 

ただし、村の条例等に特別の定めがある場合を除き、名簿情報を提供することについて、本

人同意が得られていない場合は、この限りでない。 
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避難支援等関係者となるものは、以下に掲げる団体及び個人とする。 

ア 消防機関 

イ 警察機関 

ウ 民生委員 

エ 社会福祉協議会 

オ 町内会長 

カ 自主防災組織の代表 

キ その他関係機関 

(5) 名簿に掲載する個人情報の入手 

村は、避難行動要支援者名簿を作成するにあたり、避難行動要支援者に該当する者を把握す

るために、関係課で把握している情報を集約するよう努めるものとする。 

(6) 名簿の更新 

村は、村民の転入・転出及び死亡等に伴う住民登録の変更、介護認定、身体障害者手帳等の

事務を通じて避難行動要支援者名簿を定期的に更新し、名簿情報を最新の状態に保つものとす

る。 

(7) 名簿提供における情報の管理 

村は、避難行動要支援者名簿の提供に際して、避難支援等関係者が適切な情報管理を図るよ

う、次に掲げる措置を講ずるものとする。 

ア 当該避難行動要支援者を担当する地区の避難支援等関係者に限り提供するものとする。 

イ 基本法に基づき、避難支援等関係者個人に守秘義務が課せられていることを説明するもの

とする。 

ウ 避難行動要支援者名簿については、施錠可能な場所へ保管する等、厳重なる保管を行うよ

う指導するものとする。 

エ 避難行動要支援者名簿を必要以上に複製しないよう指導するものとする。 

オ 避難行動要支援者名簿の提供先が個人でなく団体である場合には、その団体内部で避難行

動要支援者名簿を取扱う者を限定するよう指導するものとする。 

カ 個人情報の適正管理について、避難支援等関係者と協議するものとする。 

(8) 緊急連絡体制の整備 

村は、地域ぐるみの協力のもと、避難行動要支援者に対するきめ細かな緊急連絡体制の確立

に努める。 

(9) 避難支援体制の確立 

ア 村は、避難行動要支援者に対する避難誘導等の方法や支援者等を定めるものとする。なお、

どの支援者がどの避難行動要支援者を対応するかについては、地域の実情を踏まえ、村、地

域及び支援者等において、以下の点に留意し調整に努める。 

・一人ひとりの避難行動要支援者について、できる限り複数の支援者が相互に補完し合いな

がら避難支援に当たること。 

・一人の支援者に役割が集中しないよう、支援者となる者の年齢や特性を配慮しつつ適切な

役割分担を行うこと。 

イ 村は、要配慮者が避難のための立退きの勧告又は指示を受けた場合には、円滑に避難のた

めの立退きを行うことができるよう特に配慮しなければならない。 

ウ 村、災害応急対策に従事する支援者の安全の確保に十分配慮しなければならない。 
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エ 村は、避難所の指定にあたっては、地域の避難行動要支援者の実態に合わせて、利便性や

安全性を十分配慮するとともに、地域の実情に応じた防災知識等の普及・啓発等に努めるも

のとする。 

(10) 防災教育・訓練の充実等 

村は、避難行動要支援者が自らの対応能力を高めるために、避難行動要支援者の態様に応じ

た防災教育や防災訓練の充実強化を図る。 

 

３ 社会福祉施設等の対策 

(1) 防災設備等の整備 

社会福祉施設等の利用者や入所者は、寝たきりの高齢者や障がい者等のいわゆる要配慮者で

あることから、その管理者は、施設の災害に対する安全性を高めることが重要である。 

また、電気・水道等の供給停止に備えて、施設入所者が最低限度の生活維持に必要な食料、

飲料水・医薬品等の備蓄に努めるとともに、施設の機能の応急復旧等に必要な防災資機材の整

備に努める。 

(2) 組織体制の整備 

管理者は、災害時において、迅速かつ的確に対処するため、あらかじめ施設職員の任務分

担・動員計画・緊急連絡体制等を明確にしておく。 

特に、夜間における消防機関等への通報連絡や入所者の避難誘導体制に十分配慮した体制を

確保する。 

また、平常時から村との連携の下に、近隣住民及びボランティア組織と入所者の実態等に応

じた協力が得られるような体制の整備に努める。 

(3) 緊急連絡体制の整備 

管理者は、災害の発生に備え、消防機関等への早期通報が可能な非常通報装置を設置する等、

緊急時における情報伝達の手段・方法を確立するとともに、村の指導の下に緊急連絡体制を整

える。 

(4) 防災教育・防災訓練の充実 

管理者は、施設の職員や入所者が、災害等に関する基礎的な知識や災害時にとるべき行動等

について理解や関心を深めるため、防災教育の定期的な実施に努める。 

また、管理者は、施設の職員や入所者が災害時等においても適切な行動がとれるよう、施設

の構造や入所者の判断能力・行動能力等の実態に応じた防災訓練の定期的な実施に努める。 

特に、自力避難が困難な者等が入所している施設においては、夜間における防災訓練も定期

的に実施するよう努める。 

※資料編６－４：要配慮者利用施設一覧及び位置図 

 

４ 援助活動 

村は、避難行動要支援者の早期の安否確認に努めるとともに、避難行動要支援者の状況に応じ

た適切な援助活動を行う。 

(1) 避難行動要支援者の安否確認 

村は、災害発生後、直ちに把握している避難行動要支援者の住所及び所在、連絡先を確認し、

安否の確認に努める。 
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(2) 避難所等への移送 

村は、避難行動要支援者を安否確認した場合は、速やかに負傷の有無や周囲の状況等を総合

的に判断して以下の措置を講ずる。 

ア 避難所への移動 

イ 病院への移送 

ウ 施設等への緊急入所 

(3) 応急仮設住宅への優先的入居 

村は、応急仮設住宅への入居にあたり、避難行動要支援者の優先的入居に努めるものとする。 

(4) 在宅者への支援 

村は、在宅での生活が可能と判断された場合は、その生活実態を的確に把握し、適切な援助

活動を行う。 

(5) 応援依頼 

村は、救助活動の状況や避難行動要支援者の状況を把握し、適宜、道、隣接市町村等へ応援

を要請する。 
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第７節 避難体制・避難所整備計画 

災害から村民の生命・身体を保護するための避難場所、避難所の確保及び整備等、各種災害に対す

る避難体制を整備する。 

 

１ 村民等の避難体制の整備 

村は、下記の避難計画の検討項目を明確にし、自主防災組織と連携して、各種災害を想定した

避難計画の作成に努める。 

 

◆避難計画の検討項目例 

・避難勧告・指示等の発令基準 

・避難勧告・指示等の伝達方法 

・避難場所への誘導方法、消防等との連携方法 

・要配慮者及び避難行動要支援者等の避難支援方法 

・避難場所への職員の配置、避難所の開設方法 

・避難場所の開設に伴う運営方法 等 

 

２ 避難場所の確保 

(1) 指定緊急避難場所の指定 

村は、災害の危険が切迫した緊急時において村民の安全を確保するため、各地区の地形・地

質・施設の災害に対する安全性等を勘案し、必要があると認めるときは、次頁に示す異常な現

象の種類ごとの基準に適合し、災害発生時に迅速に開設することが可能な管理体制等を有する

施設又は場所を、あらかじめ当該施設等の管理者の同意を得た上で、指定緊急避難場所として

指定する。 

学校を避難場所として指定する場合には、学校が教育活動の場であることに配慮し、施設の

利用方法等について、事前に当該学校、教育委員会等の関係部局や村民等の関係者と調整を図

る。 

(2) 指定緊急避難場所の廃止、改築等 

指定緊急避難場所の管理者は、廃止、改築等により当該指定緊急避難場所の現状に重要な変

更を加えようとするときは、村長に届け出なければならない。 

また、村は当該指定緊急避難場所が廃止又は、基準に不適合となったと認めるときは、指定

緊急避難場所の指定を取り消すものとする。また、村長は、指定緊急避難場所を指定し、又は

取り消したときは、知事に通知するとともに公示する。 
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異常な現象の種類ごとの基準（北海道地域防災計画より） 

 

３ 避難所の確保 

(1) 指定避難所の指定 

村は、災害が発生した場合に被災者を滞在させるため、次の基準に適合する施設を、あらか

じめ当該施設の管理者の同意を得た上で、指定避難所として指定する。なお、指定緊急避難場

所と指定避難所は相互に兼ねることができる。 

規模 被災者等を滞在させるために必要かつ適切な規模を有すること。 

構造 速やかに、被災者等を受け入れ、生活関連物資を配布することが可能な構造・

設備を有すること。 

立地 想定される災害による影響が比較的少ない場所にあること。 

交通 車両等による災害救援物資等の輸送が比較的容易な場所にあること。 

 

村は、主として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、上記に加えて、次

の基準に適合する施設を指定する。 

1.要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられていること。 

2 災害が発生した場合において要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることが

できる体制が整備されること。 

3.災害が発生した場合において主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な

限り確保されること。 
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また、村は、避難所の指定にあたって、次の事項について努めるものとする。 

1.避難所を指定する際にあわせて広域一時滞在の使用について定める等、他の市町村から

の被災者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定しておく。 

2.老人福祉センターや障害福祉施設等の施設を活用し、一般の避難所では生活することが

困難な障がい者等の要配慮者が、避難所での生活において特別な配慮が受けられる等、

要配慮者の状態に応じて安心して生活できる体制を整備した福祉避難所を指定する。 

3.学校を避難所として指定する場合には、学校が教育活動の場であることに配慮し、施設

の利用方法等について、事前に当該学校、教育委員会等の関係部局や地域住民等の関係

者と調整を図る。 

4.長期間にわたって避難生活を行うことを考慮して、避難生活を支援するような設備等の

整備を行う。整備にあたっては、停電、冬期の積雪や厳冬期の寒さ等に対応できるよ

う、非常用電源の整備等必要な機能を確保する。 

(2) 指定避難所の廃止、改築等 

指定避難所の管理者は、廃止、改築等により当該指定避難所の現状に重要な変更を加えよう

とするときは、村長に届け出なければならない。 

また、村は、当該指定避難所が廃止又は基準に不適合となったと認めるときは、指定避難所

の指定を取り消すものとする。村長は、指定避難所を指定し、又は取り消したときは、知事に

通知するとともに公示する。 

 

４ 避難計画の策定等 

(1) 避難勧告等の具体的な発令基準の策定 

村は、村民に対して発令する避難指示や避難勧告、要配慮者に対して、その避難行動支援対

策と対応しつつ、早めの段階で避難行動を開始することを求める避難準備情報等について、河

川管理者、水防管理者、札幌管区気象台等の協力を得つつ、津波災害、洪水災害、土砂災害及

び高潮災害等の災害事象の特性や収集できる情報を踏まえ、避難すべき区域や具体的な発令判

断基準、迅速・的確な避難行動に結びつける伝達内容・方法を明確にした各種災害の「避難勧

告等の判断・伝達マニュアル」等を作成する。 

(2) 防災ガイドブック等の作成及び村民への周知 

村長は、村民の円滑な避難を確保するため、災害発生時に人の生命又は身体に危険が及ぶお

それがあると認められる土地の区域を表示した図面に、災害に関する情報の伝達方法、指定緊

急避難場所及び避難路等、必要となる事項を記載した「神恵内村防災ガイドブック」や「神恵

内村津波避難ガイドブック」等を作成・更新を行い、村民に配布するとともに、その他の必要

な措置を講ずるよう努める。 

※資料編６－１：神恵内村防災ガイドブック 

※資料編６－２：神恵内村津波避難ガイドブック 

(3) 避難計画の策定 

村は、主に次の事項に留意して避難計画を策定・更新するとともに、自主防災組織等の育成

を通じて避難体制の確立に努める。 

また、要配慮者を速やかに避難誘導するため、村民、自主防災組織、関係団体、福祉事業者

等の協力を得ながら、平常時より情報伝達体制の整備、要配慮者に関する情報の把握・共有、

避難支援計画の策定等の避難誘導体制の整備に努めるものとする。 
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ア 避難指示・避難勧告・避難準備情報を発令する基準及び伝達方法 

イ 避難場所・避難所の名称、所在地、対象地区及び対象人口 

ウ 避難場所・避難所への経路及び誘導方法 

エ 避難誘導を所管する職員等の配置及び連絡体制 

オ 避難場所・避難所の開設に伴う被災者救護措置に関する事項 

1.給水、給食措置 

2.毛布、寝具等の支給 

3.衣料、日用必需品の支給 

4.暖房及び発電機用燃料の確保 

5.負傷者に対する応急救護 等 

カ 避難場所・避難所の管理に関する事項 

1.避難中の秩序保持 

2.避難状況の把握 

3.避難住民に対する災害情報や応急対策実施状況の周知、伝達 

4.避難住民に対する各種相談業務 等 

キ 避難に関する広報 

1.広報車（消防、警察車両の出動要請を含む）による周知 

2.避難誘導者による現地広報 

3.住民組織（町内会、民生委員、自主防災組織等）を通じた広報 

(4) 被災者の把握 

村における被災者の避難状況の把握は、被災者支援、災害対策の基本となるが、発災直後は、

避難誘導や各種災害応急対策等の業務が錯綜し、居住者や避難所への収容状況等の把握に支障

を生じることが想定される。 

このため、避難所における入所者登録等の重要性について、避難所担当職員や避難所管理者

に周知徹底を図るとともに、災害時用の住民台帳（データベース）等、避難状況を把握するた

めのシステムを整備することが望ましい。なお、個人データの取り扱いには十分留意するもの

とする。 

(5) 広域避難体制の整備 

村は、円滑な広域避難が可能となるよう、他の自治体との広域一時滞在に係る応援協定の締

結や被災者の搬送が円滑に実施されるよう、運送事業者等との協定締結に努める。また、村は、

指揮系統が失われ、事務の全部または大部分が実施不能となった場合に備え、国及び関係機関

との間で内閣総理大臣による広域一時滞在の協議の代行が実施できるよう、必要な準備を整え

ておくものとする。 

 

５ 防災上重要な施設の管理等 

学校、医療機関及び祉会福祉施設の管理者は、主に次の事項に留意して予め避難計画を作成し、

関係職員等に周知徹底を図るとともに、訓練等を実施することにより避難の万全を期するものと

する。 
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1.避難の場所（避難場所、避難所） 

2.経路 

3.移送の方法 

4.時期及び誘導並びにその指示伝達の方法 

5.保健、衛生及び給食等の実施方法 

6.暖房及び発電機の燃料確保の方法 

 

６ 事業所、観光施設の避難体制の整備 

各事業所、観光施設は、観光客、来客者及び従業員の安全を確保するため、村の指導及び連携

のもとに避難誘導方法、避難経路及び避難場所等を記載した避難計画を作成する。 

 

７ 公共用地等の有効活用への配慮 

村及び防災関係機関は、相互に連携しつつ、避難場所、避難施設、備蓄等防災に関する諸活動

の推進に当たり、公共用地等の有効活用に配慮するものとする。 

 

  



68 

 

第８節 物資及び防災資機材等の整備・確保に関する計画 

村は、各種災害時において村民の生活を確保するため、食料、飲料の確保に努めるとともに、災害

発生時における応急対策を円滑に行うための防災資機材等の整備に努める。 

 

１ 食料・物資等の備蓄・調達・確保 

(1) 村は、あらかじめ食料関係機関及び保有業者と食料調達に関し、協定を締結する等、食料、

飲料水、燃料及び毛布等生活必需品等の備蓄・調達体制を整備し、災害時における食料等の確

保に努める。また、村は応急飲料水の確保及び応急給水資機材の整備（備蓄）に努める。 

ア 備蓄・調達体制の整備 

村は、災害時において村民の生活を確保するため、災害発生当初に避難者等に食料・物資

を供給するため非常食料、緊急的に必要な生活必需品、資機材等の備蓄を行う。 

また、大雪や暴風雪に伴う災害が発生した場合や地震・津波災害が積雪・寒冷期において

発生した場合の対策として、暖房器具・燃料等を整備するとともに、停電時でも使用可能な

器具等の整備に努める。 

なお、食料・物資等の備蓄に当たっては、備蓄計画を策定の上、迅速な整備に努める。 

◆備蓄項目 

・非常食料  ・水防資機材  ・救助資機材 

・除雪資機材  ・給水搬送容器  ・暖房設備 等 

イ 応急給水資機材の整備 

村は、災害により水道施設が損壊し、供給が困難となった場合に速やかに応急給水活動が

行えるよう給水タンクや給水袋の備蓄・更新等、応急給水資機材の整備に努める。 

ウ 災害時応援協定 

村は、災害発生後早急に食料その他の生活物資等の調達ができるよう、民間事業者等との

支援協定の締結を推進する。 

※資料編５－１：災害時応援協定締結事業者等一覧 

エ 家庭内での備蓄と事業所単位での備蓄 

村民は、災害時に食料等の供給が滞った場合に備え、３日分程度の食料及び飲料水、携帯

トイレ、トイレットペーパー等を備蓄するとともに、避難時の非常持ち出し等として、１日

分程度の食料品等を準備するよう努める。また、事業所においても同様に、必要な備蓄を準

備するように努める。 
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【参考】非常時持出品及び備蓄品の目安 

非常時持出品（一次持出品）1日分程度 非常時備蓄品（二次持出品）3日分程度 

・必需品 

（メガネ、コンタクトレンズ、入れ歯等） 

・貴重品 

（現金、印鑑、保険証、免許証、通帳等） 

・非常食、飲料水（1日分程度） 

・ラジオ 

・懐中電灯 

・毛布又は寝袋 

・衣類（下着、ジャンバー、雨具、手袋等） 

・常備薬（処方薬等7日分）、お薬手帳、救急

セット 

・スプーン、はし、カップ 

・ヘルメット、安全帽等 

・ライター、マッチ 

・ビニール袋 

・ナイフ、缶切り等 

・ホイッスル 

・筆記用具、ノート 

・ティッシュペーパー、トイレットペーパー 

・個人として必要な物（ストーマ装具 等） 

・非常食（賞味期限の長いものを3日分程度） 

・飲料水（1人1日3ℓ×3日分程度） 

・洗面具（歯ブラシ、タオル、石けん等） 

・使いすて食器類 

・ガスコンロ、スペアガス 

・予備乾電池 

・紙おむつ、ミルク等 

（乳幼児がいる家庭の場合） 

・大人用おむつ（必要な者が居る場合） 

・消火器 

 

(2) 道は、あらかじめ食料保有業者と食料調達に関する協定を締結する等、村が自ら食料その他

の物資の調達等を行うことが困難な場合にも被災者に物資を確実かつ迅速に届けられるよう、

物資の調達体制の整備に努める。 

(3) 道及び村は、防災週間や防災関連行事等を通じ、住民に対し、３日分の食料及び飲料水、携

帯トイレ、トイレットペーパー等の備蓄に努めるよう防災ガイドブック及び広報誌等で啓発を

図る。 

 

２ 備蓄倉庫等の整備 

村は、食料等及び防災資機材を備蓄する倉庫等の整備に努める。 
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第９節 防災訓練計画 

災害応急対策を円滑に実施するため、関係機関と共同で行う防災に関する知識及び技術の向上と、

村民に対する防災知識の普及を図ることを目的とした防災訓練計画は本計画の定めるところによる。 

 

１ 防災訓練の実施 

防災訓練は図上訓練と実地訓練の２種類とし、関係機関との緊密な連携協議の上、訓練計画を

作成し実施するものとする。 

また、学校、自主防災組織、民間企業、ボランティア団体、要配慮者を含めた村民等の地域に

関係する多様な主体と連携した訓練を実施するよう努める。 

なお、災害対応業務に習熟するための訓練に加え、課題を発見するための訓練の実施に努める

とともに、訓練後において評価を行い、それを踏まえた体制の改善について検討する。 

 

(1) 実地訓練 

訓練の成果を最も効果的にするために、次の訓練を実施するものとする。 

ア 水防訓練 

水防工法、水位、雨量観測、一般住民の動員、水防資機材の輸送、広報及び通報のほか、

消防機関に要請して職員、団員の動員を織り込んだ訓練を実施する。 

イ 消防訓練 

消防機関の出動、隣接市町村の応援要請、避難、立退き、救出救助、消火の指揮系統の確

立、広報及び情報連絡等を織り込んだ訓練を実施する。 

ウ 避難訓練 

水防訓練と消防訓練と合せて、避難勧告等の発令、伝達方法、避難の誘導、避難所の防疫、

給水及び給食等を織り込んだ訓練を実施する。 

エ 情報通信訓練 

有線、無線等をそれぞれ組合せ、あらゆる想定のもとに訓練を実施する。 

オ 非常招集訓練 

災害対策本部各班員、消防機関の招集訓練を行う。 

カ 総合訓練 

あらゆる災害を想定して、これらの訓練を包含した総合訓練を実施する。 

キ その他防災に関する訓練 

(2) 図上訓練 

各種災害に対処する応急対策訓練を図上において実施する。 
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第１０節 水害予防計画 

１ 水防区域 

水防上特に重要な警戒すべき区域・箇所は、神恵内村水防計画第３章第１節「水防区域等の指

定」のとおりである。 

 

２ 水防計画 

村の集落の中心部を流れる古宇川は、北海道が所管する２級河川であるが、水位周知河川に指

定されていないためリアルタイムの水位観測ができない。 

水害に対する村民の避難に係る判断は、札幌管区気象台の発表する特別警報・警報・注意報と

以下に示す古宇川の雨量・水位観測に基づき行うものとする。 

 

観測場所 観測方法 所管 

古宇川 ヤエダウス橋 テレメータ（雨量データ） 小樽建設管理部共和出張所 

古宇川 茶屋町橋 量水標の目視（水位） 神恵内村 

 

その他水防に関する計画は、「神恵内村水防計画」の定めるところによる。 

※資料編３－３：水防区域一覧及び区域図 

 

  



72 

 

第１１節 雪害予防計画 

近年、北海道内で多発する暴風雪に伴う甚大な被害発生を踏まえ、大雪、暴風雪及びなだれ等の雪

害に対処するための予防対策及び応急対策は、｢北海道雪害対策実施要綱｣に定めるところにより、村

及び防災関係機関がそれぞれ相互連携のもとに実施するものとする。 

 

１ 防災体制の構築 

村は、雪害に関する予防対策及び応急対策の円滑な実施を図るため設置される｢北海道雪害対策

連絡部｣及び防災関係機関と連携し対応する。 

また、村は、雪害対策を積極的に実施するため、｢北海道雪害対策実施要綱｣に準じ、所要の対

策を講ずるとともに、特に次の事項につき十分留意するものとする。 

(1) 雪害対策の体制及び窓口を明確にすること。 

(2) 雪害情報の連絡体制を確立すること。 

(3) 災害警戒区域等の警戒体制を確立すること。 

(4) 積雪時における消防体制を確立すること。 

(5) 雪害発生時における避難、救助、給水、食料、燃料等の供給及び防疫等の応急措置の体制を

整えること。 

(6) 孤立予想地域に対しては、次の対策を講ずること。 

ア 食料、燃料等の供給対策 

イ 医療助産対策 

ウ 応急教育対策 

(7) 除雪機械、通信施設の整備点検を行うこと。 

国、道及び村の道路管理者は、冬期の除排雪活動を迅速かつ効率的に行うため、積雪期前に、

機材の整備点検を行うものとする。 

(8) 雪捨場の設定にあたっては、交通障害及び溢水災害等の発生防止について十分配慮すること。 

 

２ 除雪路線の実施分担 

除雪路線は、次の区分により実施分担する。 

(1) 国道路線の除雪は、小樽開発建設部岩内道路事務所が行う。 

(2) 道道路線の除雪は、後志総合振興局小樽建設管理部共和出張所が行う。 

(3) 村道路線の除雪は、村土木給水班が行う。 

(4) その他、村長が必要と認める路線の除雪は村が行う。 

なお、国道・道道の除雪は以下のとおりとする。 

実施責任者 村内対象路線 除雪目標 

小樽開発建設部 一般国道 229号 昼夜の別なく除雪を実施し、交通を完全に確保する 

小樽建設管理部 道道古平神恵内線 夜間及び異常な降雪時以外は交通を確保する 

 

３ 異常降雪時における除雪 

異常降雪時において、交通量、消防対策等を十分考慮し、関係機関の除排雪計画に基づいて主

要幹線より順次除排雪を実施するものとする。 
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４ 通信施設の雪害防止対策 

東日本電信電話（株）北海道事業部は施設の改善、応急対策の強化を図るものとする。 

 

５ 電力施設の雪害防止対策 

電力施設の雪害防止のため、北海道電力㈱岩内営業所は、配電線の冠雪、着氷雪対策を樹立し、

必要に応じて特別巡視等を行うものとする。 

 

６ 村道の除雪対策 

冬期間の風雪による村道の災害を予防するため、村道の除雪業務に関する委託業務処理要領に

基づき除雪業務を行う。 

(1) 除雪延長及び除排雪機配備 

除雪延長 除排雪機配備 

直営 委託 計 直営 委託 計 

0km 23.2km 23.2km 3台 3台 6台 

 

(2) 作業区分及び目標 

ア 除雪作業区分 

区  分 
日 交 通 量 の 
お よ そ の 標 準  

除 雪 目 標 

第 １ 種 1,000台／日以上 

 ２車線以上の幅員確保を原則とし、異常な
降雪時以外は常時交通を確保する。 
 異常降雪時においては、降雪後５日以内に
２車線確保を図る。 

第 ２ 種 500～1,000台／日 

 ２車線幅員確保を原則とするが、状況によ
っては１車線幅員で待機所を設ける。 
 異常降雪時には、約１０日以内に２車線又
は１車線の確保を図る。 

第 ３ 種 500 台／日以下 
 １車線幅員で必要な待機所を設けることを
原則とする。 

イ 排雪作業の目標については、委託者（村）の指示するところによるものとする。 

ウ ア及びイのほか。委託者（村）の指示する地区における歩道の交通の確保を目標とする。 
 

(3) 除雪出動基準 

委託路線における降雪量が概ね次の基準に達した場合は委託直ちに作業を実施する。 

  区分 
 
除雪区分 

昼 夜 

時～  時 時～  時 

第１種路線 ５㎝ １０㎝ 

第２－３種路線 １０㎝ １０～１５㎝ 
 

 (4) 排雪業務の実施 

交通安全上支障があると認められる場合など、排雪作業を実施しなければならない積雪状況

に達したと判断されるときは、受託者と協議の上、具体的な日時、場所、区間、方法等により

作業を実施する。 
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第１２節 融雪災害予防計画 

融雪による河川の出水等の予防については、水防計画に定めるほか、本計画の定めるところによる。 

 

１ 予防対策 

村は、融雪災害に対処するための予防対策及び応急対策の円滑な実施を図るため設置される｢北

海道融雪災害対策連絡部｣及び防災関係機関と連携し対応する。 

村は、融雪災害対策を積極的に実施するため、｢北海道雪害対策実施要綱｣に準じ所要の措置を

講ずるとともに、特に次の事項に十分留意するものとする。 

 

(1) 融雪災害対策の体制及び窓口を明確にすること。 

(2) 気象情報及び融雪状況の把握に努め、連絡体制を確立すること。 

(3) 融雪出水、なだれ、がけ崩れ、地滑り発生予想箇所の警戒体制を確立すること。 

(4) 融雪出水前に河道内の除雪、結氷の破砕等障害物の除去に努め、流下能力の確保を図ること。 

(5) 融雪災害時に適切な避難勧告･指示ができるようにしておくこと。 

(6) 災害の発生又は発生のおそれのある場合における連絡体制及び出動体制並びに避難・救助体

制を確立すること。 

(7) 水防資器材、通信連絡施設の整備点検を行うこと。 

(8) 道路側溝及び排水溝等の流下能力確保のため、村民協力による氷割デー、河道清掃デー等の

設定に努めること。 

(9) 融雪出水に際し、村民の水防に対する協力が得られるよう、水防思想の普及徹底に努めるこ

と。 

 

２ 気象状況の把握 

村は、融雪期においては、札幌管区気象台等関係機関と緊密な連絡をとり、気象警報等により

地域内の降雪状況を適確に把握するとともに、低気圧の発生及び経路の状況、又は降雨及び気温

の上昇等気象状況に留意し、融雪出水の予測に努めるものとする。また、なだれの発生が予想さ

れる場合は、関係機関と緊密な連絡を保ち迅速に該当道路の交通規制等の措置を講ずるものとす

る。 

 

３ 危険区域の警戒 

土石流、がけ崩れ及び地滑り等の懸念のある地区で、融雪災害のおそれのある危険区域は事前

に状況を把握し、被害の拡大を防ぐため、次により万全の措置を講ずるものとする。 

 

(1) 水防区域内等の警戒 

村（土木給水班）は、第２章第４節に定める災害危険区域における災害の発生を未然に防止

するため、神恵内村水防計画に定めるところによるほか、村民の協力を得て、既往の被害箇所

その他水防区域を中心に巡視警戒を行うものとする。 

(2) 河道内等の除雪・除去 

村（土木給水班）は、融雪、捨雪、結氷等により河道が著しく狭められ、出水による災害の

発生が予想される場合には、融雪出水前に河道内の除雪、結氷の破砕等を行い、流下能力の確

保を図るものとする。 
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(3) 水防作業及び避難救助方法の検討 

村（土木給水班、救護班）は、関係機関と連絡をとり、危険区域の水防作業及び避難救助方

法等を事前に検討しておくものとする。 

(4) 道路の除排雪 

国、道及び村の道路管理者は、積雪、捨雪及びじん芥等により道路側溝の機能が低下し、氾

濫災害が発生するのを防止するため融雪出水前に道路側溝内の障害物の除去に努め、排水能力

の確保を図るものとする。 

 

４ 水防資器材の整備点検 

村及び河川管理者は、水防活動を迅速かつ効率的にするため、融雪出水前に、神恵内村水防計

画に定める水防資機材の整備点検を行うとともに、関係機関、業者と協議し、資機材の確保と効

率的な活用を図るものとする。 
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第１３節 高波・高潮等災害予防計画 

高波、高潮等による災害の予防計画は、水防計画に定めるほか、本計画の定めるところによる。 

 

１ 高波・高潮等災害危険区域 

第２章第４節及び水防計画に定めるとおり、村の海岸線で警戒を要する区域は、本村の海岸延

長の約半分の１１．６４ｋｍであり、このうち海岸法の規定に基づき指定された海岸保全区域は

１１．０８ｋｍである。 

 

２ 予防対策 

国及び村は、次のとおり予防対策を実施するものとする。 

(1) 北海道開発局 

高波、高潮による災害予防施設として、防潮堤、防潮護岸等の海岸保全施設事業を推進する

ものとする。 

(2) 村 

ア 特別警報・警報等の伝達 

村は、高潮・波浪特別警報・警報等を迅速に村民に伝達するため、関係事業者の協力を得

つつ、村ＩＰ告知放送、北海道防災情報システム、全国瞬時警報システム（J-ALERT）、テレ

ビ、ラジオ、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ワンセグ等を用いた伝達手段の多

重化、多様化を図るものとする。 

イ 水防体制の確立 

村は、高波･高潮等危険区域の指定及び水防資機材の備蓄等所要の措置を講じ、水防体制の

確立を図るものとする。 

ウ 警戒避難体制の構築 

村民に対し、高波、高潮等危険区域の周知に努めるとともに、必要な警戒避難体制の構築

を図るものとする。 
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第１４節 地滑り、がけ崩れ等土砂災害の予防計画 

近年、台風や集中豪雨に伴うがけ崩れ等の土砂災害の頻発を踏まえ、土砂災害に対処するための予

防対策については、村及び防災関係機関がそれぞれ相互連携のもとに実施するものとし、本計画の定

めるところによる。 

 

１ 対象とする土砂災害 

本計画を適用する土砂災害は、以下のとおりとする。 

「土石流」：山地の渓流や谷地形において、土砂や礫と大雨による水が混ざり合い、非常に

速い速度で流下するものをいう。土石流の原因としては、上流でのがけ崩れによ

る渓流の堰き止めが崩れて一気に流れることが多い。 

 

「がけ崩れ」：地震のゆれや大雨の浸透した水により、急斜面において表層の土砂や礫が一

気に滑り落ちるものをいう。 

 

「地滑り」：比較的緩やかな斜面において地中粘土層等の滑りやすい面が、地下水等の影響

で、ゆっくり動き出すものをいう。 

 

「河道閉塞に伴う土砂災害」（以下、「河道閉塞」という。） 

：土石流、がけ崩れ及び地滑り等の自然現象により形成された天然ダムが、形成

後、数時間・数日程度のうちに崩壊（決壊）し、下流に大規模な土砂災害をもた

らすものをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

湛水による被害が想定される範囲

河道閉塞の高さ
概ね20m以上

人家が概ね10戸以上

土石流により被害が
想定される区域

崩壊箇所

河道閉塞 

土石流 がけ崩れ 地すべり 
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なお、「土石流」「がけ崩れ」「地滑り」の前兆現象として、以下のようなものがある。 

「土石流」の前兆現象として、①川の流れが濁り、流木が混じりはじめる、②雨が降り続け

ているのに川の水位が下がる、③山鳴りがする、等があげられる。 

 

①雨が段々強くなり、わき水の量が増す ②雨がさらに激しくなり、山にひびが入る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③山の斜面が崩れ落ちる   ④土石流の流下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤災害発生 
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「がけ崩れ」：前兆現象として、①がけに割れ目ができる、②がけから水が湧き出る、③が

けから小石がパラパラ落ちてくる、等があげられる。 

 

①雨が段々強くなり、わき水の量が増す ②雨が段々強くなり、がけ頭部にひび、木が揺れ

る、小石の落下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ひびが大きくなる、木が傾いたり倒れる ④災害発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地滑り」：前兆現象として、①地鳴り、山鳴りがする、②落石や小さな崩落が始まる、 

③樹木が傾く、等があげられる。 
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２ 土砂災害警戒箇所 

神恵内村は、山地が多いことから、土砂災害の発生により被害のおそれのある土砂災害危険箇

所等が数多く存在する。土砂災害警戒箇所とは、「土砂災害危険箇所」と「土砂災害警戒区域」

のことをいい、以下にその定義を示す。 

なお、神恵内村のがけ崩れ等土砂災害の警戒を要する危険区域は第２章第４節に示すとおりで

ある。 

 

(1) 土砂災害危険箇所 

土砂災害を防止する事業実施の必要な箇所を把握するため、北海道が調査を実施し平成１５

年３月に公表した箇所として、以下が挙げられる。 

■土砂災害危険箇所の定義 

土石流危険渓流 
渓流の勾配が３度以上あり、土石流が発生した場合に被害が予想される

危険区域に、人家や公共施設がある渓流 

急傾斜地崩壊危険

箇所 

傾斜度 30 度以上、高さ５ｍ以上の急傾斜地で人家や公共施設に被害を及

ぼすおそれのある急傾斜地及び近接地 

地滑り危険箇所 
地滑り発生の危険性があり、河川、道路、公共施設、人家等に被害を与

えるおそれのある範囲 
 

■土砂災害危険箇所数 

市町村名 土石流 がけ崩れ 地滑り 合計 

神恵内村 11 40 6 57 
 

(2) 土砂災害警戒区域・特別警戒区域 

土砂災害の警戒すべき箇所として、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に

関する法律（以下、「土砂災害防止法」という。）の規定に基づき、北海道が土砂災害危険箇

所のうち、特に警戒避難体制を整備すべき箇所を詳細に調査し指定する区域がある。 

現在、土砂災害警戒区域等については、北海道で区域の指定に向けて基礎調査を実施し、神

恵内村では７箇所が指定されており、以下に示す北海道のホームページで逐次公表している。 

※北海道ホームページ 

「北海道土砂災害警戒情報システム」http://www.njwa.jp/hokkaido-sabou/ 

 

３ 土砂災害緊急情報 

土砂災害防止法に基づき、河道閉塞や地滑りが発生した場合、特に高度な技術を要する土砂災

害については北海道開発局が、それ以外については北海道が緊急調査を行い、土砂災害緊急情報

を通知・周知し、土砂災害が想定される区域、時期等を示すこととなっている。 

緊急調査を行うべき重大な土砂災害の危険が予想される状況は、以下のとおりである。 

(1) 河道閉塞を起因とする土砂災害 

ア 河道閉塞による湛水を発生原因とする土石流（北海道開発局が緊急調査を実施） 

・河道閉塞（天然ダム）の高さがおおむね２０ｍ以上ある場合 

・おおむね１０戸以上の人家に被害が想定される場合 

イ 河道閉塞による湛水（北海道開発局が緊急調査を実施） 

・河道閉塞（天然ダム）の高さがおおむね２０ｍ以上ある場合 
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・おおむね１０戸以上の人家に被害が想定される場合 

(2) 地滑り（北海道が緊急調査を実施） 

・地滑りにより、地割れや建築物等に亀裂が発生又は広がりつつある場合 

おおむね１０戸以上の人家に被害が想定される場合 

 

４ 予防対策 

村は、降雨等による土砂災害の危険性が高いと判断された箇所については、治山、砂防等の事

業による土砂災害対策を実施するとともに、関係機関や村民への周知、適切な警戒避難体制の整

備等総合的な土砂災害対策を推進する。 

道及び村は、山地災害危険地区、地滑り危険箇所等における山地治山、防災林造成、地滑り防

止施設の整備を行うとともに、山地災害危険地区の周知等の総合的な山地災害対策を推進する。 

また、森林管理局は、集中豪雨等による土砂の流出・崩壊の防止や洪水の緩和等の働きがある

森林の機能を高度に発揮するため、森林法に基づく保安林の指定を促進し、適正な管理を進める

とともに、治山事業を推進するものとする。 

(1) 道は、「土砂災害防止法」に基づく地形、地質等各種調査を行い、これを基に土砂災害特別

警戒区域、並びに警戒区域指定の基礎資料とし住民に周知するものとする。 

(2) 村は、警戒区域ごとに土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項や開発行

為の制限や建築物の安全性の向上を図るものとする。 

(3) 村は、土砂災害警戒情報と連携した避難勧告等の発令基準、警戒区域等、避難勧告等の発令

対象区域、情報の収集及び伝達体制、避難所の開設・運営、避難行動要支援者への支援、村民

の防災意識の向上等、土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制の構築に努める。 

(4) 村は、警戒区域等の指定があったときは、当該警戒区域ごとに、土砂災害に関する情報の収

集及び伝達、予報又は警報の発令及び伝達、避難、救助、その他当該警戒区域における土砂災

害を防止するために必要な警戒避難体制等に関する事項について定める。 

(5) 村は、警戒区域内に主として高齢者等の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設がある

場合には、当該施設の利用者の円滑な警戒避難が行われるよう土砂災害に関する情報等、予報

及び警報の伝達方法を定めるものとする。 

(6) 村では、土砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜地の崩壊等のおそれがある場合の避難地

に関する事項その他警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を村民に周知

させるため、これらの事項を記載した防災ガイドブック等の印刷物の配布、その他の必要な措

置を講じるように努める。 

 

５ 形態別予防計画 

(1) 地滑り等予防計画 

土地の高度利用と開発に伴って、地滑り災害が多発する傾向にあり、ひとたび、地滑りが発

生すると、多くの住家、農耕地、公共施設等に被害が発生し、二次的被害では、山地の崩壊に

よる土石流災害の発生、河川の埋没による冠水災害にもつながる。 

そのため、村は地滑り等の予防対策として、村民に対し、土砂災害警戒区域及び地滑り防止

区域の周知に努めるとともに、必要な警戒避難体制の構築に努める。 

また、危険区域の村民に対し、斜面等の異常（亀裂、湧水、噴水、濁り水）の報告や村民自

身による防災措置（自主避難等）等の周知・啓発を図る。 
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(2) がけ崩れ防止対策 

土地の高度利用と開発に伴って、がけ崩れ災害が多発する傾向にあり、ひとたび、がけ崩れ

が発生すると、多くの住家、農耕地、公共施設等に被害が発生し、二次的被害では、山地の崩

壊による土石流災害の発生、河川の埋没による冠水災害にもつながるため、村は、次のとおり

がけ崩れ防止の予防対策を実施するものとする。 

ア 急傾斜地崩壊（がけ崩れ）防止対策 

村民に対し、土砂災害警戒区域及び急傾斜地崩壊危険箇所の周知に努めるとともに、本計

画において必要な警戒避難体制に関する事項について定めるものとする。 

危険区域の村民に対し、急傾斜地の異常（亀裂、湧水、噴水、濁り水）の報告や村民自身

による防災措置（不安定な土壌、浮石等の除去、水路の清掃等）等の周知・啓発を図る。 

イ 山腹崩壊防止対策 

住民に対し、山腹崩壊危険地区の周知に努めるとともに、本計画において、必要な警戒避

難体制に関する事項について定める。 

(3) 土石流予防計画 

村民に対し、土砂災害警戒区域及び土石流危険渓流の周知に努めるとともに、本計画におい

て、必要な警戒避難体制に関する事項について定める。 

また、危険区域の村民に対し、河川等の異常（山鳴、水位の急激な減少、急激な濁り）の報

告や村民自身による防災措置（自主避難等）等の周知・啓発を図る。 

 

なお、急傾斜地の崩壊、土石流の発生は降雨と密接な関係にあるが、それぞれ施設管理者の

普段の点検により確認された箇所の防災措置（不安定な土壌、浮石等の除去、水路の清掃等）

で、災害規模が減少したり、また、村民による前兆現象の報告等から事前避難が可能となった

りする場合がある。施設管理者の形態別予防計画を整理すると次のとおりである。 

 

所管 地滑り対策事業の概要 
急傾斜地の崩壊 

（がけ崩れ）等事業概要 
土石流対策事業の概要 

北海道(小樽建

設管理部) 
－ 

・急傾斜地崩壊防止工事 

・施設点検 

・区域指定→標識設置等 

・「砂防法」による砂防指

定地 

北海道森林管

理局 

北海道(水産林

務部) 

・「森林法」による森林整

備保全事業計画 

・地滑り防止区域内に標識

設置 

・定期的に施設点検 

・「森林法」に基づき治山

事業実施による山腹崩壊

防止 

・立木伐採制限 

・必要に応じて施設点検実

施 

 

神恵内村 

・村民に周知 

・警戒避難体制の整備 

・前兆現象等の周知・啓 

・村民に周知 

・警戒避難体制の整備 

・前兆現象等の周知・啓発 

・村民に周知 

・警戒避難体制の整備 

・前兆現象等の周知・啓発 

 

６ 警戒避難体制の整備 

(1) 土砂災害警戒箇所における警戒避難体制の推進 

村は、土砂災害警戒箇所内の村民に対して、広報誌やパンフレット、インターネットのホー

ムページによる広報、防災ガイドブック等を通じて、土砂災害警戒箇所や土砂災害時の避難行

動のあり方等について周知を図る。 
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(2) 土砂災害警戒区域等の指定 

小樽建設管理部（北海道）は、土砂災害危険箇所について、土砂災害防止法第４条第１項の

規定に基づく「基礎調査」を実施し、同法第７条及び第９条の規定に基づき、土砂災害警戒区

域等の指定を行う。 

村は、小樽建設管理部と連携し、関係する村民に区域指定の意義について周知を図る。 

(3) 土砂災害警戒区域等における警戒避難体制の整備 

村は、土砂災害警戒区域等の指定を受けた場合、その区域において、土砂災害防止法第８条

の規定のうち「避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項」につい

ては、「防災ガイドブック」等で整理する。 

また、作成後、村民へ配布する等、土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制の整備を

図る。 

(4) 土砂災害特別警戒区域における構造規制等 

北海道及び村は、今後、神恵内村で土砂災害特別警戒区域の指定を受けた区域において、土

砂災害防止法及び建築基準法の規定に基づき、特定開発行為の制限、建築物の構造規制、建築

物の移転勧告等、土砂災害による被害を未然に防ぐための措置を講ずる。 

(5) 土砂災害緊急情報発表時の対応 

国又は北海道は、河道閉塞及び地滑りが発生した場合、土砂災害防止法に基づき緊急調査を

行い、土砂災害緊急情報を発表し、村に通知する。 

村は、土砂災害緊急情報を踏まえ、重大な土砂災害が想定された区域に対し、避難準備情報、

避難勧告又は避難指示を発令し、避難場所等を開設する。 
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第１５節 消防計画 

岩内・寿都地方消防組合消防署神恵内支署及び神恵内消防団が、その施設と人員を活用し、火災、

その他の大規模災害から、村民の生命、身体及び財産を保護するため、実施すべき事項は、本計画の

定めるところによる。なお、具体的活動については、岩内・寿都地方消防組合が定める組合計画（以

下「組合計画」という。）による。 

 

１ 組織機構 

(1) 平常時の組織機構 

平常時における消防機関の日常業務を円滑かつ迅速に行うための機構で岩内・寿都地方消防

組合消防本部の組織に関する規則、岩内・寿都地方消防組合消防署の組織に関する規定の定め

るところによる。 

(2) 非常災害時の組織機構 

災害時の消防機関は、災害防御活動、情報収集、災害通報及び消防広報等の諸活動を迅速かつ

的確に遂行するための消防部隊が編成及び事務分掌は組合計画の定めによるところによる。 

 

２ 災害予防計画 

災害を未然に防止するため、予防査察、村民の自主的予防及び協力体制の確立指導、防災思想

の普及に努める。 

(1) 予防査察 

査察については、防火対象物の防火管理体制の整備指導及び焼死者防止対策の徹底等を図る

ため、防火査察、指導を計画的に実施して火災等の未然防止を推進する。 

(2) 防災思想の普及 

ア 諸行事による普及 

火災予防運動を実施し、各事業所に対し防災に関する研究会及び消防訓練の指導、防火ポ

スター、パンフレット等の防火資料を配付して、防火思想の普及徹底に努めるものとする。 

イ 民間協力機関による普及 

町内会、職域自衛消防組織等の結成促進を図るとともに、危険物安全協会等を通じ、積極

的に防火思想の普及拡大に努めるものとする。 

 

３ 警報の発令及び伝達 

(1) 火災警報の発令基準 

岩内・寿都地方消防組合管理者（以下「管理者」という。）は、後志総合振興局長から消防

法第２２条第２項による通報を受けたとき又は気象の状況が火災予防上危険であると認めたと

きは、災害に関する警報を発令することができるものとする。 

ア 実効湿度が７０％以下であって 

イ 最小湿度が４０％以下となり 

ウ 最大風速が毎秒１４ｍ以上のとき 

(2) 警報の伝達及び周知 

災害警報を発令した場合の伝達及び周知の方法は、組合計画に基づき行うものとする。 

(3) 警報の解除 

管理者は気象の状況が火災予防上危険がない状況に至ったと認めるときは速やかに火災警報



85 

 

を解除するものとする。 

 

４ 警防活動 

(1) 消防職員、消防団員の招集 

災害の規模に応じ、消防職員及び消防団員の召集並びに火災等の出動は組合計画に定めると

ころによるものとする。 

(2) 救助及び救急活動 

災害事故等による傷病者の応急処置及び医療機関に搬送するための活動は組合計画に定める

ところによるものとする。 

(3) 避難誘導 

村民等に対する避難誘導等は、組合計画に定めるところによるものとする。 

(4) 広報活動 

災害の状況、気象、その他の情報を村民に周知し、二次災害の防止に努めるものとする。 

 

５ 相互応援協定 

消防力の効率的運用な図り、災害の拡大を防止するため、近隣消防機関等と相互応援協定を締

結し、相互間の連携を密にして、防災活動を行うものとする。 

 

６ 広域消防応援体制 

村は、大規模な火災等単独では十分な災害応急対策を実施できない場合に備え、相互に応援で

きる体制を整備するとともに、災害発生時においては、必要に応じ消防機関の応援協定や第６章

第８節「広域応援・受援計画」に基づき、他の消防機関、他市町村及び国へ応援を要請するもの

とする。 

 

７ 教育訓練 

消防職員及び消防団員は、村民の生命、身体及び財産を災害から保護する重要な人的消防力で

あり、機械器具水利施設等の物的消防力の拡充強化とともに、職員、団員の物質と能力の向上を

図り、もって効率的な防災活動を遂行でき得るよう計画的に教育訓練を実施するものとする。 
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第１６節 業務継続計画の策定 

村及び事業者は、災害応急対策を中心とした業務の継続を確保するため、業務継続計画（ＢＣＰ：

Business Continuity Plan)の策定に努める。 

 

１ 業務継続計画（ＢＣＰ）の概要 

業務継続計画（ＢＣＰ）とは、災害発生時に村及び事業者自身も被災し、人員、資機材、情報

及びライフライン等利用できる資源に制約がある状況下においても、優先度の高い業務を維持・

継続するために必要な措置を事前に講じる計画として策定するものである。 

この業務継続計画には、災害に即時対応可能な要員の確保、迅速な安否確認、情報システムや

データの保護、代替施設の確保等を規定したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務継続計画の作成による業務改善のイメージ（北海道地域防災計画より） 

 

２ 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定 

(1) 村 

村は、災害応急活動及びそれ以外の行政サービスについて、継続すべき重要なものは一定の

レベルを確保するとともに、すべての業務が早期に再開できるよう、災害時においても村の各

部署の機能を維持し、被害の影響を最小限にとどめ、非常時に優先度の高い業務の維持・継続

に必要な措置を講じるための業務継続計画を策定するよう努めるとともに、策定した計画の持

続的改善に努める。 

(2) 事業者 

事業者は、事業の継続等災害時における企業の果たす役割を十分に認識し、優先度の高い業

務の維持・継続に必要な措置を講じるための業務継続計画を策定・運用するよう努める。 

(3) 庁舎等の機能確保 

村は、災害対策の拠点となる庁舎及びその機能を確保するための情報通信設備や自家発電装

置等主要な機能の充実と災害時における安全性の確保を図るとともに、物資の供給が困難な場

合を想定し、十分な期間に対応する食料、飲料水、暖房及び発電用燃料等の適切な備蓄、調達、

輸送体制の整備に努める。 
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第６章 災害応急対策計画 

災害応急対策計画は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防御し、又は

住民の早期避難の実現により災害の拡大を防止するための計画であり、災害対策基本法第５０条に定

める災害応急対策の実施責任者がその実施を図るものとする。 

災害応急対策の実施責任者は、可能な限り的確に災害の状況把握に努め、人材、物資その他の必要

な資源を適切に配分しつつ、生命及び身体の安全を守ることを最優先して災害応急対策を実施するも

のとする。 

また、実施に当たっては、要配慮者に配慮する等、被災者の年齢、性別、障がいの有無といった被

災者の事情から生じる多様なニーズに適切に対応するものとする。 

なお、災害応急対策実施責任者は、災害応急対策に従事する者の安全の確保を図るよう十分配慮す

るものとする。 

 

第１節 応急措置実施計画 

村内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、関係法令及び本計画の定めるところによ

り村、消防及び災害に関係ある施設の管理者は、所要の措置を講じ、又は村長は必要により道及び他

市町村、関係機関等の協力を求め応急措置を実施するものとする。 

 

１ 応急措置実施責任者 

基本法、水防法及び消防法等の法令上、実施責任者として定められているものは次のとおりで

ある。 

(1) 知事（基本法第 70条） 

(2) 警察官及び海上保安官、災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官（基本法第 63条第 2項） 

(3) 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長（基本法第 77条） 

(4) 指定公共機関の長及び指定地方公共機関の長（基本法第 80条） 

(5) 村長、村の委員会又は委員、公共的団体及び防災上重要な施設の管理者等（基本法第 62条） 

(6) 水防管理者（村長）、消防機関の長（水防法第 17条及び第 21条） 

(7) 消防支署長、消防団長（消防法第 29条等） 

 

２ 村の実施する応急措置 

(1) 警戒区域の設定 

村長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に

対する危険を防止するため特別に必要があると認めるときは、基本法第６３条の規定に基づき警

戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若

しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。 

 

(2) 応急公用負担の実施 

村長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に、応急措置を実施するため

の必要があると認めるときは、基本法第６４条第１項の規定に基づき村内の他人の土地、建物

その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用すること

ができる。 
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なお、この場合においては、基本法第８２条及び基本法施行令第２４条の規定に基づき措置

をとらなければならない。 

ア 工作物及び物件の占有に対する通知 

村長は、当該土地建物その他の工作物又は土石、竹木その他の物件（以下「工作物」とい

う。）を使用し、若しくは収用したときは、速やかに当該工作物等の占有者、所有者その他

当該工作物等について権限を有する者（以下「占有者等」という。）に対し、次の事項を通

知しなければならない。この場合において、占有者等の氏名及び住所を知ることができない

ときは、その通知事項を役場掲示場に掲示する等の措置をしなければならない。 

①名称又は種類 

②形式及び数量 

③所在した場所 

④処分の期間又は期日 

⑤その他必要な事項 

イ 損失補償 

村は当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。 

(3) 他の市町村長に対する応援の要請等 

ア 村長は、本村の地域に係る災害が発生したとき、本村のみでは十分な応急措置を実施でき

ない場合は「災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」に基づき、他の市

町村長に対し応援を求めることができる。 

イ 応援の種類 

①食料、飲料水及び生活必需品物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供及び斡旋 

②被災者の救出、医療及び防疫、施設の応急措置等に必要な資機材、物資の提供及び斡旋 

③災害応急活動に必要な車両等の提供及び斡旋 

④災害応急活動に必要な職員の派遣 

⑤被災者の一時収容のための施設の提供及び斡旋 

⑥前各号に定めるもののほか、応援の実施に関し必要な事項 

ウ 応援の要請の手続き 

村長は次に掲げる事項を明らかにして、道を経由して要請する。 

①被害の種類及び状況 

②イの①②に掲げるものの品名、数量等 

③イの③に掲げる車両等の種類、規格及び台数 

④イの④に掲げる職員の職種別人員 

⑤応援の期間 

⑥前各号に定めるもののほか、応援の実施に必要な事項 

エ 応援の経費の負担 

応援に要した経費は、村が負担する。 

オ 他の市町村への応援 

他の市町村で災害が発生し、応援を求められた場合は、同協定に基づき応援を行うものと

する。 
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(4) 知事に対する応援の要請等 

村長は、本村の地域に係る災害が発生した場合において、応援措置を実施するため必要があ

ると認めるときは、「災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」に基づき、

知事に対し応援を求め、又は応急措置の実施を要請することができる。 

(5) 村民等に対する緊急従事指示等 

ア 村長は、本村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、

応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、本村の住民又は当該応急措置を

実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事させることができる。（基本法第 65 条） 

イ 水防管理者及び消防神恵内支署長は、水防のためやむを得ず必要があるときは、村内に居

住する者又は水防の現場にある者を水防作業に従事させることができる（水防法第 17条）。 

ウ 消防職員又は消防団員は、緊急の必要があるときは、火災の現場付近にある者を消火若し

くは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事させることができる（消防法第 29 条

第 5項）。 

エ 救急隊員は、緊急の必要があるときは、傷病者の発生した現場付近にある者に対し、救急

業務に協力することを求めることができる（消防法第 35条の 10）。 

オ 村長等は、前各号の応急措置等の業務に協力した村民等が、そのため負傷、疾病、廃疾又

は死亡した場合は、別に定める額の補償を行う。 

 

３ 救助法適用の場合 

救助法適用の場合は本章第２５節「救助法の適用と実施」のとおりである。 
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第２節 災害対策本部の設置（動員計画） 

災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められた場合は、災害対策本部の設置については災

害対策基本法第２３条第１項の規定に基づき村長は以下の設置基準に基づいて行う。村長が不在のと

きは、副村長又は教育長が代わって災害対策本部の設置を行う。 

 

１ 配備基準 

(1) 設置及び廃止の時期 

ア 設置の時期 

「災害対策本部の設置基準」 

1.災害が発生するおそれがあり、その対策が必要な場合 

2.災害が発生し、その規模及びその範囲から特に対策が必要な場合 

3.気象等についての情報、又は警報を受け、対策の必要がある場合 

4.震度 5弱以上の地震が発生した場合（震度４で第一非常配備をとる） 

5.沿岸部に大津波警報又は津波警報が発表された場合 

なお、本部を設置した場合は、直ちにその旨を防災会議委員及び北海道知事に通知する。 
 

イ 廃止の時期 

本部の廃止の時期は村長（本部長）が以下の廃止基準に基づいて行う。 

「災害対策本部の廃止基準」 

1.予想された災害の危険性が解消したと認められたとき 

2.災害発生後における応急措置が完了したと認められるとき 

 

ウ 公表 

本部を設置したときは、ただちに本部付構成員及び各部長・班員並びに関係機関に通知す

るとともに本部標識を掲示するものとする。 

なお、廃止した場合の公表については、設置の場合に準ずるものとする。 

 

２ 職員・災害対策本部員の動員及び参集 

村長（本部長）は、地震等の災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあるとき、次の基準

に従い職員を動員し、迅速に応急対策活動を実施する。 
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災害対策本部設置前の配備体制 

種別 対策部（班） 配備基準 主な対応内容 

第 1非常配備 
（準備体制） 

（総務広報班） 
（土木給水班） 

1.気象業務法に基づく気象に
関係する情報又は警報等が
発表されたとき 

2.村内で、震度４の地震が観
測されたとき 

3.沿岸部に津波注意報が発表
され配備が必要なとき 

4.その他、災害が発生するお
それがあり、村長が必要と
認めるとき 

1.災害情報及び被害情報の収
集・伝達 

2.パトロール及び警戒 

3.災害予防措置 

4.避難準備情報の発令 

5.関係機関との連絡調整 

6.次の配備体制への移行準備 

災害対策本部設置後の配備体制 

体制 対策部（班） 配備基準 主な対応内容 

第 2非常配備 
（警戒体制） 

総務対策部 
住民対策部 

産業建設対策部 

1.気象業務法に基づく気象に
関する情報又は警報が発表
され、局地的に災害の発生
が予想される場合又は発生
したとき 

2.村内で、震度５弱又は５強
の地震が観測されたとき 

3.沿岸部に津波警報が発表さ
れたとき 

4.その他、村長が必要と認め
るとき 

1.災害情報及び被害情報の収
集・伝達 

2.関係機関との連絡調整 

3.避難勧告又は指示の発令 

4.避難所の開設と運営 

5.パトロール 

6.被害の把握と公表 

7.応急措置 

8.必要に応じた応援要請 

9.次の配備体制への移行準備 

第 3非常配備 
（非常体制） 

全対策部 

1.広域にわたる災害の発生が
予想される場合又は特に被
害が甚大であると予想され
るとき 

2.村内で、震度６弱以上の地
震が観測されたとき 

3.気象業務法に基づく気象特
別警報（大雨・暴風・高
潮・波浪・暴風雪・大雪）
が発表されたとき 

4.気象業務法に基づく気象特
別警報（大津波警報）が発
表されたとき又は沿岸部で
津波が発生したとき 

5.地震動や津波襲来により、
建物倒壊、地震火災、人的
被害等が発生したとき 

6.その他、村長が必要と認め
るとき 

1.災害情報及び被害情報の収
集・伝達 

2.関係機関との連絡調整 

3.避難勧告又は指示の発令 

4.避難所の開設と運営 

5.パトロール 

6.被害の把握と公表 

7.応援要請 

8.救助救出、医療救護 

9.応急復旧 

10.その他、村民の生命の安
全のため必要な応急対策 

備考：災害の発生規模及び特性に応じ、上記基準によりがたいと認められる場合は、臨機応変の配備体
制を整えるものとする。 

※資料編４－３：神恵内村災害対策本部配備体制 
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３ 非常配備を指示したときの措置 

各配備体制が発令された場合、動員・配備の連絡は、総務課長（対策本部設置後は総務広報班

長）が各課長（各対策部長・班長）へ配備体制と発令の理由を伝達する。 

動員・配備の連絡を受けた各課長（各対策部長）、各班長は直ちに部員・班員に連絡をし、動

員を実施する。 

※勤務時間内の伝達系統 

本部長配備  総務対策部長  各 対 策 部  各 対 策 部  

班 員 
の 決 定   

（総務課

長） 
 正 副 部 長  班 長  

夜間・休日等勤務時間外に災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合、上記基準に

照らし、相当の配備体制が発令されると考えられる状況のときは、当該配備体制の配備要員は自

発的に連絡をとり、参集しなくてはならない。 

※日直者、夜警員又は消防神恵内支署による伝達系統 

    
村    長 

     

      

日直者・夜警員 

又は消防神恵内支署 

 
総 務 課 長 

 
副 村 長 

  

      

  
関 係 課 長 

 
関 係 職 員 

   

放射性物質の大量の放出により生ずる場合の災害対策本部の設置等については、「泊発電所周

辺地域原子力防災計画」に定めるところによるものとする。 

 

４ 休日又は退庁後の伝達 

(1) 退庁後における各部員の連絡方法 

各部長及び班長は、所属部員の住所及び連絡方法を把握しておき、直ちに動員できるよう措

置するものとする。 

 

５ 職員の非常登庁 

職員は、勤務時間外、休日等に登庁の指示を受けたとき、又は災害が発生し、あるいは発生の

おそれがある情報を察知したときは、災害の状況により所属の長と連絡のうえ、又は自らの判断

により登庁するものとする。 

 

６ 配備体制確立の報告 

各部長は、所管に係る配備体制を整えたときは、直ちに総務課長を通じて本部長（村長）に報

告するものとする。 
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第３節 災害広報・情報提供計画 

災害時における報道機関、関係諸機関及び村民に対する災害情報の提供並びに広報活動は、本計画

の定めるところによる。 

 

１ 災害情報等の収集方法 

災害情報の収集については第４章「災害情報通信計画」によるほか、次の収集方法によるもの

とする。 

(1) 広報調整班派遣による災害現場の取材 

(2) 村民及び報道機関その他関係機関取材による資料の収集 

(3) その他災害の状況に応じ職員の派遣による資料の収集 

 

２ 災害情報等の発表及び広報の方法 

(1) 発表責任者 

災害情報等の発表及び広報は、本部長（村長）の承認を得て、総務対策部長（総務課長）が

これにあたる。 

(2) 村民に対する広報及び内容 

村民及び被災者に対する広報活動は、災害時の状況を見極めながら、次の方法により行うも

のとする。また、要配慮者に配慮し、多様な手段を利用して伝達に努めるものとする。 

ア 新聞、テレビ、ラジオ等の利用 

イ 広報誌（紙）、チラシの利用 

ウ 広報車の利用 

エ 緊急速報メールの利用 

オ 村ＩＰ告知放送の利用 

カ 町内会組織による広報 

(3) 広報内容は、次のとおりとする。 

ア 気象特別警報 

イ 災害に関する情報及び関係機関、村民に対する注意事項 

ウ 避難に関する情報 

エ 災害応急、恒久対策とその状況 

オ 災害復旧対策とその状況 

カ 被災地を中心とした交通に関する状況 

キ その他必要と認める事項 

(4) 報道機関に対する情報発表の方法 

収集した被害状況、災害情報等は、状況に応じ報道機関に対し、次の事項を発表するものと

する。 

ア 災害の種別、名称及び発生日時 

イ 災害発生の場所 

ウ 被害状況 

エ 応急対策の状況 

オ 村民に対する避難勧告等の発令状況 

カ 避難場所の開設状況及び村民の避難状況 
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キ 村民並びに被災者に対する協力及び注意事項 

ク 災害対策本部の設置又は解散情報 

ケ その他判明した被災地の情報 

(5) 対策本部職員に対する周知 

総務広報班は、災害状況の推移を対策本部職員に対し周知、各対策班に対して措置すべき事

項及び伝達方法を連絡する。 

(6) 各関係機関に対する周知 

総務広報班は、必要に応じて防災関係機関、公共的団体及び重要な施設の管理者に対して災

害情報を提供するものとする。 

 

３ 災害記録の作成 

災害の状況により必要がある場合は、映像記録を作成する。 

 

４ 被災者相談所の開設 

村長は、必要と認めたときは、応急対策情報等を提供するため、役場内に被災者相談所を開設

し、被災者の相談に応じるものとする。 
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第４節 避難救助救出計画 

村は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、村民の生命、身体を保護するため、

必要と認める村民に対して、安全地域への避難のための立退きを勧告し或いは指示し、避難場所を開

設するための計画及び生命若しくは、身体が危険な状態にある者又は、生死不明の状態にある者を救

助救出し、保護することに関する計画は次に定めるところによる。 

 

１ 避難計画 

(1) 避難実施責任者及び措置の内容 

風水害、火災、山（がけ）崩れ、地震、津波、高潮等の災害により、人命、身体の保護又は

災害の拡大防止のため、特に必要と認められるときは、村長等の避難実施責任者は、次により

避難の勧告等を行う。 

村は、村民の迅速かつ円滑な避難を実現するとともに、高齢化の進展等を踏まえ高齢者等の

避難行動要支援者の避難支援計画の作成等により、避難支援対策を充実・強化する必要がある。 

このため、避難勧告及び避難指示のほか、避難行動要支援者の避難に資する避難準備情報を

必要に応じて伝達する。 

ア 村長（基本法第 60条、水防法第 22・29条） 

① 村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、必要と認める地域の居住者、

滞在者、その他の者に対し、避難のための立退きの勧告（指示）、屋内での待避その他の

屋内における避難のための安全確保（以下、屋内安全確保）の指示、立退き先（指定緊急

避難場所その他の避難場所）の指示を行うとともに、避難所の開設、避難者の収容等を行

い、その旨を速やかに後志総合振興局長に報告する（避難解除の場合も同様とする）。そ

のため、的確に避難の勧告等を実施し、伝達が可能となるよう避難勧告等の判断・伝達マ

ニュアルの整備に努める。また、立退き指示等ができない場合は、警察官にその指示を要

請するものとする。 

② 村長は、警戒巡視等によって得られる情報の収集並びに過去の災害事例等を勘案した分

析を行い、その結果、村民の生命、身体に被害が及ぶおそれがあると判断される状況に至

ったときは、直ちに避難の勧告等を行う。 

③ 水防管理者が、避難のため立退き指示をする場合は、警察署長にその旨を通知する。 

避難勧告等は、村ＩＰ告知放送や広報車等の伝達手段を活用して、対象地域の村民に迅速

かつ的確に伝達する。 

イ 知事（後志総合振興局長）又はその命を受けた道の職員（基本法第 60 条・第 72 条、水防

法第 29条、地滑り等防止法第 25条） 

① 知事（後志総合振興局長）又は知事の命を受けた職員は、洪水若しくは地滑りにより著

しい危険が切迫していると認められるとき、又はその可能性が大きいと認められるときは、

避難のため立退きが必要であると認められる区域の村民に対し立退きの勧告（指示）をす

ることができる。 

② 知事は洪水、地滑り以外の災害の場合においても、村が行う避難のための立退きの勧告

（指示）について必要な指示を行うことができる。 

③ 知事は、災害の発生により村長が避難のための立退きの勧告及び指示等に関する措置が

できない場合は、村長に代わって実施する。 
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④ 後志総合振興局長は、村長から避難のための立退きの勧告及び指示、立退き先の指示及

び避難所の開設等について報告を受けた場合は、村長と情報の交換に努めるとともに、速

やかに知事にその内容を報告しなければならない。また、村長から遠距離、その他の理由

により必要な輸送手段の確保の要請があった場合は、北海道防災計画第５章第１４節「輸

送計画」の定めるところにより関係機関に協力要請する。 

ウ 警察官（基本法第 61条、警察官職務執行法第４条） 

① 警察官は、アの①により村長から要請があったとき、又は村長が立退き指示することが

できないと認めるときは、立退き指示、立退き先指示等を行うものとし、その場合直ちに

村長に通知するものとする。 

② 人の生命若しくは身体に危険を及ぼすおそれのある天災、危険物の爆発等の危険な事態

がある場合、危害を受けるおそれのある者に対し、避難等の措置をとることができる。 

エ 自衛隊（自衛隊法第 94条等） 

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は災害が発生し、又はまさに発生しようとしている

場合において、村長、警察官がその場にいないときに限り、次の措置をとることができる。 

この場合において、当該措置をとったときは、直ちに、その旨を村長に通知しなければな

らない。 

① 村民等の避難等の措置等（警察官職務執行法第 4条） 

② 他人の土地等への立入（警察官職務執行法第 6条第 1項） 

③ 警戒区域の設定等（基本法第 63条第 3項） 

④ 他人の土地等の一時使用等及び被災工作物等の除去等（基本法第 64条第 8項） 

⑤ 村民等への応急措置業務従事命令（基本法第 65条第 3項） 

(2) 避難実施責任者の職務代理者 

災害発生時における避難実施責任者である村長の職務代理者の順位は次のとおりとする。 

ア 村長が指示する暇がない時、又は村長から要請があったときの職務代理者は副村長とする。 

イ 副村長が指示する暇がない時、又は副村長から要請があったときの職務代理者は総務課長

とする。 

(3) 避難措置における連絡及び協力 

ア 連絡 

村長、知事（後志総合振興局長）、岩内警察署長は、法律又は防災計画の定めるところに

より、避難のための立退きを勧告し、若しくは指示し、又は屋内での待避等の安全確保措置

を指示しようとする場合は相互にその旨を連絡するものとする。 

イ 協力、援助 

岩内警察署長は、村長が行う避難の勧告等について、関係機関と協議し、諸般の情勢を総

合的に判断して、勧告等の時期、避難先、事後の警備措置等に必要な助言と協力を行うもの

とする。 

ウ 助言（基本法第 61条の 2） 

村長は、避難のための立退きを勧告し、若しくは指示し、又は屋内での待避等の安全確保

措置を指示しようとする場合において、必要があると認めるときは、小樽開発建設部岩内道

路事務所、札幌管区気象台及び後志総合振興局の長又は知事に対し、避難勧告又は指示に関

する事項について、助言を求めることができる。助言を求められた機関の長若しくは知事は、

必要な助言を行うものとする。 
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避難実施責任者 目的・要件 根拠法令 

村長 

（災害対策本部
長） 

又は 

村長の命令を受け
た村職員（消防吏

員を含む） 

・災害に関する予報若しくは警報の通知を
受けた場合、自ら災害に関する予報若しく
は警報を知つた場合関係機関及び村民その
他関係のある団体に伝達し、避難のための
立退きの準備その他の措置について、必要
な通知又は警告をすることができる。 

・災害が発生し、又は発生するおそれがあ
る場合、必要と認める地域の居住者、滞在
者その他の者に対し、避難のための立退き
の勧告（指示）、屋内での待避その他の屋
内における避難のための安全確保の指示、
立退き先の指示を行う。 

・避難勧告・指示を発令又は解除したとき
には、後志総合振興局長に報告しなければ
ならない。 

・立退き指示等ができない場合は、警察官
にその指示等を要請する。 

基本法第 56・60条 

水防法第 22・29条 

北海道知事 

又は 

知事の命令を受け
た道職員 

・洪水、氾濫又は地滑り等により著しい危
険が切迫していると認められるとき、又は
その可能性が大きいと認められるときは、
立退きの勧告又は指示することができる。 

・知事は上記以外の災害において、村長が
避難のための立退きの勧告又は指示に関す
る措置ができないときは、村長に代わって
実施する。 

基本法第 60・72条 

水防法第 29条 

地滑り等防止法第25条 

警察官 

・村長から要請があったとき、又は村長が
避難のための立退きの勧告（指示）ができ
ないと認めるときは、立退きの勧告（指
示）又は立退先の指示を行う。この場合直
ちに村長に通知する｡ 

・災害による危険が切迫したときは、危害
を受けるおそれのある者に対し、避難等の
措置をとることができる。この場合、公安
委員会にその旨報告する｡ 

・危害の防止、損害の拡大又は被害者の救
助のため、他人の土地や建物等に立ち入る
事ができる。 

基本法第 61条 

警察官職務執行法第 4条 

警察官職務執行法第 6条 

第 1項 

自衛官 

・災害派遣された自衛官は、災害が発生
し、又はまさに発生しようとしている場合
において、村長、警察官がその場にいない
ときに限り、次の措置を執ることができ
る｡この場合、その旨を村長に通知する。 

自衛隊法第94条等 

①村民等の避難等の措置等 

②他人の土地等への立ち入り 

③警戒区域の設定等 

④他人の土地等の一時使用等及び工作物等
の除去 

⑤村民等への応急措置業務従事命令 

基本法第 63条第3項 

基本法第 64条第8項 

基本法第 65条第3項 
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２ 避難勧告等の発令基準等 

(1) 避難勧告等と村民等に求める行動 

村長は、危険性の程度により、避難勧告等を次のように発令するものとする。また、その際

に村民に求められる行動は次のとおりである。 

 発令時の状況 村民等に求める行動 

避難準備 

情報 

・人的被害の発生する可能性が

高まった状況 

・要配慮者※1 等、特に避難行動

に時間を要する者が避難行動

を開始しなければならない段

階 

【村民】 

・要配慮者等の避難行動に時間を要する者

は避難準備を行い、速やかに立退き避難※

3、又は屋内安全確保※4を行う 

・その他の村民は、家族・隣近所等との連

絡、非常時持ち出し品の用意等、避難準

備を開始する 

【地域※2】 

・救護班と協力して、要配慮者の避難支援

を行う 

【要配慮者利用施設管理者】 

・施設利用者の安全確保に努める（屋内安全

確保を含む） 

避難勧告 

・災害が発生する可能性が極め

て高い状況 

・通常の避難行動ができる者が

避難行動を開始しなければな

らない段階 

【村民・地域・要配慮者利用施設】 

・立退き避難する。 

・ただし、やむを得ず移動できない場合は、

屋内安全確保を行う。 

避難指示 

・人的被害の発生する危険性が

非常に高いと判断された状況 

・人的被害が発生した状況 

・直ちに立退き避難する。 

・ただし、時間的余裕がなく、立退き避難に

よりかえって危険が及ぶおそれがある場合

は、屋内安全確保を行う。 

 

※1.要配慮者：高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要するもの 

※2.地域：町内会、自主防災組織、社会福祉協議会等から地域の実情に応じて設定 

※3.立退き避難：避難場所等安全な場所へ移動すること 

※4.屋内安全確保：屋内での待機、又は屋内の２階以上の安全を確保できる高さに移動すること 
 

(2) 避難勧告と発令判断の目安 

避難勧告等の発令判断を次のような目安とする。ただし、自然現象のため不測の事態等も想

定されることから、自宅等からの立退き避難だけでなく、事態の切迫した状況等に応じて、自

宅等の２階への避難等の屋内安全確保を促す場合がある。 

なお、各種災害発生時における避難勧告等の判断・伝達の詳細については、「避難勧告等の

判断・伝達マニュアル（案）」によるものとする。 
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 発令判断の目安 

避難準備 

情報 

【洪水災害】 

・大雨警報（浸水害）や洪水警報が発表された場合 

・近隣で、浸水や河川の増水が確認され、当該地域の降雨状況や降雨予測等に

より浸水の危険が高いとき 

【土砂災害】 

・大雨警報（土砂災害）が発表された場合 

・土砂災害緊急情報において避難の準備が必要とされた場合 

【高潮災害】 

・高潮注意報が発表され、今後、高潮災害が発生する可能性が高い場合 

【津波災害】 

・－ 

避難勧告 

【洪水災害】 

・大雨警報（浸水害）や洪水警報が発表された場合 

・近隣で、浸水や河川の増水が確認され、当該地域の降雨状況や降雨予測等に

より浸水の危険が高いとき 

・堤防の決壊につながるような「漏水」「亀裂」等の事象が発見されたとき 

【土砂災害】 

・土砂災害警戒情報が発表された場合 

・土砂災害の前兆現象（湧き水・地下水の濁り、渓流の水量の変化等）が発見

された場合 

【高潮災害】 

・高潮警報が発表された場合 

【津波災害】 

・－ 

避難指示 

【洪水災害】 

・堤防の亀裂等が拡大し、大量の漏水や亀裂が発生したとき 

・堤防が決壊したとき 

【土砂災害】 

・土砂災害警戒情報が発表されており、さらに記録的短時間大雨情報が発表さ

れた場合 

・土砂災害が発生した場合 

【高潮災害】 

・高潮特別警報が発表された場合 

【津波災害】 

・大津波警報、津波警報が発表された場合（浸水想定区域） 

・津波警報等を適時に受けることができない状況において、沿岸地域において

強い揺れ（震度４程度以上）又は１分程度以上のゆっくりとした揺れを感じ

た場合 

・津波注意報が発表された場合（海岸堤防等より海側の区域） 

  



100 

 

３ 避難勧告等の伝達 

村長（本部長）は、避難を実施するときは、村民等に対して、次の留意事項を正確かつ簡潔に

伝え、指示の徹底を図るものとする。 

(1) 勧告、指示事項 

ア 避難先 

イ 避難経路 

ウ 避難の理由 

エ 注意事項 

①携帯品は限られたものだけとする。（食料、水筒、タオル、着替、救急薬品、懐中電灯、

携帯ラジオ等） 

②帽子、頭巾、雨合羽、防寒用具を携行。 

③避難後の戸締り。 

④火気に注意し、火災が発生しないようにする。 

 

(2) 避難準備情報の周知事項 

避難準備情報の理由及び内容 

 

(3) 伝達方法 

村民の避難行動に確実に結びつけるため、避難勧告等について、要配慮者に配慮する等、次

にとおり多様な手段を利用して伝達に努める。 

伝達手段 伝達方法 

避難信号 

（サイレン） 
・消防信号及び水防信号に定める危険信号により、村民等に伝達する。 

ラジオ・テレビ 
・各報道機関（ＮＨＫ、民間放送局）の協力を得て、村民等に伝達す

る。 

緊急速報メール ・各種通信事業者より緊急速報メールを通じて、村民等に伝達する。 

電話 ・電話により町内会・自主防災組織、官公署及び事業所等に伝達する。 

村ＩＰ告知放送 

（告知端末屋外拡

声機） 

・村ＩＰ告知放送を利用し、村民等に伝達する。 

広報車 
・広報車及び消防車、必要に応じて、警察のパトロールカー等の出動を

要請し、村民等に伝達する。 

戸別訪問 

・上記の手段による伝達が困難なとき、又は、必要と認めるときは、戸

別訪問により、村民等に伝達する。 

・町内会・自主防災組織の連絡責任者は、村の依頼により戸別訪問によ

る伝達に協力を行う。 
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４ 避難場所及び避難所 

避難場所は、緊急避難のための一時避難場所と、収容避難のための避難所に区分し、災害の種

別、避難人口等により指定するが、災害の規模や情勢により避難が困難な場合は、他の場所、施

設を速やかに指示する。 

 

(1) 一時避難場所 

地区名 番号 名称 標高 備考 

神恵内 

① 川向地区高台 約 20ｍ  

② 新茶屋の沢地区高台 15ｍ以上  

③ 厳島神社境内 約 15ｍ  

④ 長屋地区高台 約 33ｍ  

⑤ 神恵内村総合グラウンド 約35ｍ 管理者：教育長 

⑥ 神恵内青少年旅行村 約40ｍ TEL 76-5148 

赤石 

⑦ 福原宅上 20ｍ以上  

⑧ 赤石稲荷神社 20ｍ以上  

⑨ 高浜宅上 20ｍ以上  

⑩ 阿部宅上 20ｍ以上  

⑪ 小倉宅上 20ｍ以上  

⑫ 北村宅上 20ｍ以上  

⑬ 国道 229号駐車場上 20ｍ以上  

珊内 

⑭ 珊内稲荷神社 約 25ｍ  

⑮ 珊内稲荷神社途中高台 約 25ｍ  

⑯ 珊内グラウンド 約25ｍ 管理者：教育長 

⑰ 干場宅上 約 30ｍ  

川白 ⑱ 墓地 50ｍ以上  
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(2) 指定避難所（基本法第 49の 7） 

村長は、災害が発生した場合に、避難のための立退きを行った居住者、滞在者その他の者を

避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民そ

の他の被災者を一時的に滞在させるための施設として、以下の施設を指定避難所に指定する。 

なお、指定避難所の開設は、災害発生時に全ての指定避難所を開設するのではなく、村内の

被災規模や施設の被災状況（人的・建物被害等の程度）を踏まえて行うものとする。 

 

地区名 番号 名称 構造 

収容

可能

面積 

収容

可能

人数 

階数 
建築 

年月 

電話 

番号 
管理者 

給食 

施設 

暖房 

施設 
標高 備考 

神恵内 

① 
神恵内 

中学校 

鉄筋 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 
915 458 3階 S52 76-5301 学校長 有 有 約35m 

非常用 
電源設備 

② 

神恵内村 

漁村 

センター 

鉄筋 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 
763 382 2階 S56 76-5672 管理者 有 有 約5m  

③ 

神恵内村

商工観光

センター 

鉄筋 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 
473 237 2階 H元 76-5115 

産業 

建設 

課長 

有 有 約30m  

④ 
神恵内 

小学校 

鉄筋 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 
897 408 2階 S55 76-5206 学校長 有 有 約35m 

一時 

避難所 

⑤ 
神恵内 

保育所 

鉄筋 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 
187 94 平屋 S48 76-5070 

保育 

所長 
有 有 約5m 

一時 

避難所 

赤石 ⑥ 
赤石 

集会所 

鉄筋 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 
252 126 2階 H15 76-5621 

住民 

課長 
有 有 約7m  

珊内 

⑦ 
珊内 

集会所 

鉄筋 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 
111 56 平屋 S60 77-6248 

住民 

課長 
有 有 約15m  

⑧ 
日本郷土

玩具館 

鉄筋 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 
826 413 2階 S56 77-6577 教育長 有 有 約25m  

川白 

⑨ 

川白 

ふれあい 

センター 

鉄筋 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 
208 104 3階 H6 77-6044 

住民 

課長 
無 有 約10m  

⑩ 

神恵内村 

生涯学習

館 

木造 316 158 2階 H27 76-6261 教育長 有 有 
30m 

以上 

非常用 
電源設備 
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(3) 避難場所の確保 

村内で避難所等の確保が困難な場合は、本章第１節応急措置実施計画に規定する他の市町村

に対する応援要請に基づき、近隣市町村に施設等の提供を受け、避難所等を確保する。 

また、要配慮者や男女のニーズの違い等に配慮して、被災地以外の地域にあるものを含め、

宿泊施設を避難所として借上げる等、多様な避難所の確保に努めるものとする。 

(4) 災害危険区域における一時避難場所及び避難所の指示（指定緊急避難場所） 

ア 村長は、防災施設の整備の状況、地形、地質その他の状況を総合的に勘案し、必要がある

と認めるときは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における円滑かつ迅速な避

難のための立退きの確保を図るため、以下のとおり、所定の基準に適合する施設又は場所を

災害の種類ごとの指定緊急避難場所として指定する。 

ただし、開設に当たっては、災害の発生時期や発生時刻、災害発生時の被災状況（発生の時

期、人的被害や建物被害の程度）等を踏まえ、開設可能な施設について行うものとする。 

イ (2)に規定する指定避難所のうち、災害の種類ごとに使用可能な下表の施設（災害の発生状

況や被災状況を踏まえて開設） 

 

地
区
名 

番
号 

名
称 

構
造 

収
容
可
能
面
積 

収
容
可
能
人
数 

階
数 

建
築
年
月 

電
話
番
号 

管
理
者 

給
食
施
設 

暖
房
施
設 

標
高 

緊急時の使用可否 

備
考 地

震 

津
波 

高
潮 

大
雨
・
豪
雨 

(

洪
水
・
土
砂)

 

豪
雪
等 

神
恵
内 

① 
神恵内 
中学校 

鉄筋 
ｺﾝｸﾘｰﾄ 

915 458 3階 S52 76-5301 学校長 有 有 
約
35m 

○ ○ ○ ○ ○ 
非常用 
電源設備 

② 
神恵内村 
漁村 
センター 

鉄筋 
ｺﾝｸﾘｰﾄ 

763 382 2階 S56 76-5672 管理者 有 有 
約 
5m 

○ × ○ 
○ 
2階 

○  

③ 
神恵内村
商工観光
センター 

鉄筋 
ｺﾝｸﾘｰﾄ 

473 237 2階 H元 76-5115 
産業 
建設 
課長 

有 有 
約
30m 

○ ○ ○ ○ ○  

④ 
神恵内 
小学校 

鉄筋 
ｺﾝｸﾘｰﾄ 

897 408 2階 S55 76-5206 学校長 有 有 
約
35m 

× ○ ○ ○ ○ 
一時 
避難所 

⑤ 
神恵内 
保育所 

鉄筋 
ｺﾝｸﾘｰﾄ 

187 94 平屋 S48 76-5070 
保育 
所長 

有 有 
約 
5m 

× × × × ○ 
一時 
避難所 

赤
石 

⑥ 
赤石 
集会所 

鉄筋 
ｺﾝｸﾘｰﾄ 

252 126 2階 H15 76-5621 
住民 
課長 

有 有 
約 
7m 

○ × × × ○  

珊
内 

⑦ 
珊内 
集会所 

鉄筋 
ｺﾝｸﾘｰﾄ 

111 56 平屋 S60 77-6248 
住民 
課長 

有 有 
約
15m 

○ ○ ○ ○ ○  

⑧ 
日本郷土
玩具館 

鉄筋 
ｺﾝｸﾘｰﾄ 

826 413 2階 S56 77-6577 教育長 有 有 
約
25m 

○ ○ ○ ○ ○  

川
白 

⑨ 
川白 
ふれあい 
センター 

鉄筋 
ｺﾝｸﾘｰﾄ 

208 104 3階 H6 77-6044 
住民 
課長 

無 有 
約
10m 

○ × ○ ○ ○  

⑩ 
神恵内村 
生涯学習
館 

木造 316 158 2階 H27 76-6261 教育長 有 有 
30m 
以上 

○ ○ ○ ○ ○ 
非常用 
電源整備 

※緊急時の使用可否：○使用可能であり指定緊急避難場所に指定する。×災害時に危険を伴うため使用不可。 
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ウ その他の災害（融雪害、山火事等の自然災害）発生時は(2)に規定する場所及び施設のうち、

被災地に最も近い場所及び施設 

 

５ 避難の方法 

(1) 避難誘導 

避難誘導は、村の職員、消防職員・団員、警察官、その他指示権者の命を受けた者が当たる。

避難のための立退きに当たって、避難誘導者は円滑な立退きについて適宜指導する。その際、

避難行動要支援者に関しては、その実態を把握しておくとともに、事前に援助者を定めておく

等避難支援プランの整備に努め、危険が切迫する前に避難できるよう十分配慮する。 

(2) 避難に必要な車両等 

避難等を実施するための車両及び船舶等については、本章第１５節「輸送計画」に定めると

ころによる。 

(3) 移動・移送の方法 

ア 小規模な場合 

避難は、各個人が行うことを原則とする。この場合、村民等の移動は原則として徒歩とし、

消防職（団）員又は警察官の誘導のもとに実施するものとする。ただし、避難先まで遠い場合

等徒歩による避難が困難な場合は車両等により行うものとし、避難者が自力で避難のための

立退きすることが不可能な場合は、村等において車両等により行うものとする。 

また、村長（本部長）は自力で避難できない者等の救出に特に留意するものとする。 

なお、避難経路については、「防災ガイドブック」及び「津波避難ガイドブック」による

ものとする。 

※資料編６－１：神恵内村防災ガイドブック 

※資料編６－２：神恵内村津波避難ガイドブック 

イ 大規模な場合 

被災地が広域で大規模な避難、立退き移送を要し、村において措置できないときは、村は

道に対し応援を求めて実施する。 

 

６ 避難路及び避難場所の安全確保 

村民等の避難に当たっては、村の職員、警察官、その他避難措置の実施者は、避難路、避難場

所の安全確保のため支障となるものの排除を行うものとする。 
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７ 広報及び立入制限 

村長（本部長）は避難区域以外の村民等に対して、災害の現況等必要な情報を広報するととも

に、警戒区域内に立ち入らないように指示し、テレビ、ラジオ等からの情報にも留意するよう周

知するものとする。 

警戒区域を設定できる者並びにその設定の目的及び要件については、次のとおりである。 

実施責任者 設定の目的及び要件 根拠法令 

村長 

村民の生命又は身体に対する危険を防止し、

村民の安全を確保するため、必要があると認め

るとき。 

基本法第 63条 

警察官・自衛官 
村長が現場にいないとき、警戒区域の設定を

代行する必要があると認めるとき。 
基本法第 63条 

消防吏員・消防団
員 

消防、水防活動の実施のため警戒区域の設定

の必要があると認めるとき。 

消防法第 28条 

水防法第 21条 

 

８ 避難所の運営 

避難所の運営は、関係機関の協力のもと村が適切に行うものとする。 

(1) 村は、避難の勧告（指示）をしたとき、直ちに避難所責任者を派遣する。避難所責任者は、

本部からの避難所開設の指示があった場合は直ちに避難所の開設を行い、本部との情報伝達手

段の確保及び避難者の確認が円滑に実施されるよう施設内の配置を整備する等万全の体制を整

えるものとする。避難所責任者は、次の事項を処理するものとする。 

ア 避難を完了した地区名、世帯数及び人数等について、逐次本部へ報告するとともに、その

内容を記録する。 

イ 常に本部と緊密な連携を保ち、災害状況の把握に努めるものとする。 

ウ 住民等に対しては、的確な情報の提供、適切な指示を行い、常に住民等の不安の除去に努

めるとともに、住民等の要求の把握に努めるものとする。 

エ 本部が供給する必要物資は、平等かつ能率的に給付するものとする。 

オ 避難所及び住民等の衛生の確保に努めるものとする。 

※資料編７－９：災害救助日報 

※資料編７－１０：避難所収容者名簿 

※資料編７－１１：避難所開設状況 

(2) 村は必要に応じ、避難場所の運営に関して自主防災組織、町内会及びボランティア団体等の

協力を得るものとする。 

(3) 村は、避難者の状況を早期に把握し、避難所における生活環境に注意を払うとともに、避難

の長期化等必要に応じてプライバシーの確保、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮

する。 

(4) 村は、災害の規模等に鑑みて必要に応じ避難者の健全な生活の早期確保のために、応急仮設

住宅の迅速な提供、村営住宅や空家等利用可能な既存住宅の斡旋等により、避難所の早期解消

に努めることを基本とする。 

(5) 村は、避難所における個人情報の取扱について、十分留意するものとする。 
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(6) 村民は、次の事項に留意し行動するものとする。 

ア 村民は、避難所の運営に自主的に協力及び参加を行うものとする。 

イ 村民は、避難所において、相互に扶助協力するとともに、避難所責任者の指示に従い、冷

静に行動するものとする。 

ウ 村民は、本部が必要に応じて実施する種々の措置が迅速に処理できるよう協力するものと

する。 

(7) 避難所責任者は、避難所を閉鎖するときは、施設内の清掃、火気の点検を行い、避難施設の

管理者の確認を受けるとともに本部へ直ちに報告するものとする。 

 

９ 家庭動物等の取扱い 

(1) 動物の飼い主は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律第 105 号）及び北海道動

物の愛護及び管理に関する条例（平成 13 年条例第 3 号、以下「条例」という。）に基づき、災

害発生時においても、動物の健康及び安全を保持し適正に取り扱うものとする。 

(2) 災害発生時における動物の避難は、条例第６条第１項第４号の規定により、動物の飼い主が

自己責任において行うものとする。 

(3) 災害発生時において、村（総務広報班）は、関係団体の協力を得て、逸走犬等を保護・収容

する等適切な処置を講ずるとともに、村民等に対し、逸走犬等の収容について周知を図るもの

とする。 

(4) 放浪犬を収容したときは、村（総務広報班）は、その旨を住民等に周知するとともに、放浪

犬の里親探し等をボランティア等に依頼する。 

 

１０ 北海道（後志総合振興局）に対する報告 

(1) 避難勧告等を村長等が発令したときは、次の事項を記録するとともに、後志総合振興局長に

対しその旨報告する。（村長以外の者が発令をした場合は、村長経由とする。） 

1.発令者 

2.発令の理由 

3.発令の日時 

4.避難対象区域 

5.避難先 

(2) 避難所を開設したときは、次の事項を後志総合振興局長に報告する。 

1.避難所開設の日時、場所及び施設名 

2.収容状況、収容人数 

3.炊き出し等の状況 

4.開設期間の見込み 
 

 (3) 避難の必要がなくなったときは、直ちにその旨を後志総合振興局長に報告する。 

※資料編６－３：避難所・避難場所一覧及び位置図 
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１１ 周辺市町村への避難計画 

(1) 村長（本部長）は災害の状況等により、避難所を関係町村内に設置することが困難な場合は、

知事及び周辺市町村長に対し避難所の開設、避難所の受け入れ方を要請するものとする。 

(2) 周辺市町村への避難にあたっての村長の輸送については、本部の手配した車両によるものと

する。 

なお、周辺市町村への避難については、「第１項 避難計画」に準じて実施するものとする。 

 

１２ 救助救出計画 

(1) 実施責任 

災害のため生命、身体が危険な状態にある者の救出又は、生死不明の状態にある者の救出及

び捜索等は、岩内寿都地方消防組合、岩内警察署及び本部職員で構成される救出要員により行

うものとする。また、村は、救助力が不足すると判断したときは、速やかに近隣市町村、北海

道等に応援を求め、迅速な救助救出活動の実施に努める。 

ア 村（消防機関） 

村（救助法の適用を受け、知事の委任を受けた場合を含む。）は、災害により生命、身体

が危険となった者をあらゆる手段を講じて早急に救助救出し、負傷者については、速やかに

医療機関、又は、日本赤十字社の救護所に収容する。また、村は、他の市町村等の応援が必

要と判断した場合には、隣接市町村及び北海道へ協力を求めるものとする。 

イ 北海道 

北海道は、村から救助救出について応援を求められ、必要があると認めたときは、その状

況に応じ、自衛隊等防災関係機関の協力を得て適切な措置を講ずる。また、村のみでは実施

できない場合の救助救出を実施する。 

ウ 北海道警察 

被災地域において生命、身体が危険な状態にある者の救助救出を実施する。 

(2) 救助救出を必要とする場合 

災害のため現に生命若しくは身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態の者とし、おお

むね次に該当する場合とする。 

ア 火災の際、火中に取り残された場合 

イ 地震、台風等により倒壊家屋の下敷きになった場合 

ウ 水害の際、家屋とともに流され、又は孤立した場合 

エ 山崩れ、地滑り等により生き埋めになった場合又は自動車等の大事故が発生した場合 

オ その他の大事故が発生し、多数の死傷者が生じた場合 

(3) 救助救出活動 

ア 被災地域における救助救出活動 

村、北海道及び北海道警察は、職員の安全確保を図りつつ、緊密な連携のもと被災地域を

巡回し、救助救出を要する者を発見した場合は、資機材を有効活用するとともに、救助関係

機関及び住民の協力を得て、被災者の救助救出活動を実施する。特に、発災後７２時間は、

救助を必要とする被災者が生存している可能性が高いとされることから、極めて重要な時間

帯であることを踏まえ、人命救助及びこのために必要な活動に人的・物的資源を優先的に配

分するものとする。 
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イ 救出状況の記録 

被災者を救出した場合は、記録しておかなければならない。 

ウ 負傷者の措置 

救出された者が、負傷等のため、緊急に手当てを施す必要があるときは、救出要因等によ

り応急措置を施したうえで、直ちに医療機関等に搬送するものとする。 
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第５節 応急医療・救護対策計画 

村内において、大規模災害が発生し、多数の負傷者が発生した場合、防災会議関係機関が迅速かつ

的確な応急医療措置が行える体制を確立するとともに、被害状況に応じて医療救護所を設置し、負傷

者の応急手当を行う。 

 

１ 応急医療の対象と範囲 

(1) 対象 

暴風、豪雨、暴風雪、豪雪、洪水、地震、津波、高潮その他の自然現象、又は大規模な火災、

若しくは爆発、有害物の流出、航空機等の墜落その他極端な雑踏の事故により、集団的に多数

の傷病者が生じ、関係機関による総合的救急対策が必要な事態を対象とする。 

(2) 範囲 

傷病者発生と同時に行う応急手当、初期診療及び傷病者の病状に応じて行う本格的な救急医

療を開始できるまでの応急的措置を含むものとする。 

なお、死体の検死、洗浄、縫合等の処理を含むものとする。 

 

２ 救急医療に関する体制の確立 

救急医療の円滑な実施を図るため、村長は必要に応じて救急医療体制を確立し、関係機関の協

力のもとに医療・救護活動を実施する。 

村は、災害急性期においては、必要に応じて北海道に災害派遣医療チーム（DMAT）を要請する。 

 

３ 関係機関の業務の大綱 

救急医療に対する業務の大綱は次による。 

機関名 業務の大網 

神恵内村 

1.救急医療本部の設置（災害現場） 
2.応急救護所の設置及び管理 
3.医師会に対する出動要請 
4.医療品の整備及び調達 

北
海
道 

後志総合振興局 

1.救急医療についての総合調整 
2.救急医療についての現地事故対策本部の設置 
（ただし対象地域が１市町村の場合を除く） 

3.日本赤十字社北海道支部に対する出動要請 
4.北海道医師会に対する出動要請 
5.独立行政法人国立病院機構本部 
北海道東北ブロック事務所に対する出動要請 

6.医療材料の整備 
7.自衛隊の派遣要請 

後志総合振興局保健環
境部岩内地域保健室 
（岩内保健所） 

1.医薬品、医療器具補給の斡旋 

岩内・寿都地方消防組合 
（神恵内支署・神恵内消防団） 

1.救急医療本部の運営管理 
2.傷病者等の救出、応急措置及び般送 
3.傷病者等の身元確認 
4.災害現場の警戒等救急医療に関する必要な措置 
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岩内警察署 

1.傷病者の救出及び災害現場の警備 
2.交通路の確保 
3.傷病者等の身元確認 
4.死体検視 

（社）北海道薬剤師会 1.災害時における調剤、医薬品の供給を行うこと 

（社）岩内古宇郡医師会 
1.救護隊の出動による医療の実施 
2.医療施設の確保 

 

４ 集団救急医療体制 

岩内古宇郡医師会長は、村長の要請に基づき災害医療班を編成し応急医療にあたるものとする。

なお、医療班の編成は、岩内古宇郡医師会長の定めるところによる。 

また、岩内古宇郡医師会長は、村長の要請により医療班を出動させ、救急医療活動を実施した

ときは、事後速やかに次に揚げる内容を示した報告書を村長に提出するものとする。 

(1) 要請項目 

ア 災害発生の日時 

イ 災害の発生原因及び状況 

ウ 出動を要する人員及び資機材 

エ 出動の時期及び場所 

オ その他必要な事項 

(2) 出動範囲 

岩内古宇郡医師会長は、村長の要請に基づき災害救護隊を出動させるときは、災害の規模及

び状況に応じて救護隊の範囲を決定し、出動を命ずるものとする。 

 

５ 応援要請 

災害規模等必要に応じ、知事（後志総合振興局長）に対し、次のとおり応援要請を行う。 

(1) 救護班の支援（岩内協会病院、赤十字病院） 

(2) 傷病者の救出、搬出、救急医療物資輸送の支援（自衛隊） 

 

６ 救急医療活動報告書の提出 

岩内古宇郡医師会長は、村長の要請により救護隊を出動させ救急医療活動を実施したときは、

事後速やかに、次に掲げる内容を示した報告書を村長に提出するものとする。 

(1) 出動場所及び出動機関 

(2) 出動者の種別及び人員 

(3) 受診者数（死亡、重傷、軽傷別） 

(4) 使用した薬剤、治療材料及び医療器具等の消耗、破損等の内容（数量、額） 

(5) 救急医療の概要 

(6) その他必要事項 

※資料編６－７：神恵内村医療機関一覧 
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７ 経費の負担及び損害補償 

(1) 経費の負担区分 

救急医療対策に従事した医師等に対する実費弁償及び損害補償を何れかの機関が負担するか

は、次の区分によることとする。 

ア 神恵内村 

村が対策を実施し、責務を有する災害の場合 

イ 北海道 

救助法が適用された災害の場合 

ウ 事業所等 

事業所等の施設等において発生した災害及び災害発生の原因が事業所等にある場合 

(2) 実費弁償 

要請に基づき出動した医師等に対する手当は、災害救助法施行令（昭和 22 年政令第 225 号）

第１１条の規定に基づき知事が定めた額、若しくは基本法の規定に準じた額に従う。また救急

医療活動のため使用した薬剤、医療材料、器具の消耗破損についてはその実費を時価で、それ

ぞれ前記（1）の負担区分により弁償するものとする。 

(3) 損害補償 

救急医療活動のため出動した医師等がそのため死亡、負傷若しくは疾病にかかり、又は廃疾

になったときは、これによって受ける損害を、救急医療活動のため出動した医師に係る物件が

そのために損害を受けたときは、その程度に応じた額を、それぞれ前記（1）の負担区分により

補償するものとする。 

 

８ 傷病者の把握 

傷病者の把握については、傷病者に対する識別票（トリアージ・タッグ）（様式１）を取り

付けるとともに、救急状況調書（様式２）を作成し、記録集計表（様式３）に記載するものと

する。 

※資料編７－１２：識別票（トリアージ・タッグ） 

※資料編７－１３：救急状況調書 

※資料編７－１４：記録集計表 

 

(1) トリアージは、災害発生時等に多数の傷病者が同時に発生した場合、傷病者の緊急度や重傷

度に応じて適切な措置や搬送を行うための傷病者の治療優先順位を決定することをいい、その

際に用いるタッグ（識別票）をトリアージ・タッグという。 

(2) 災害時等には、医師会、消防機関、日本赤十字社、自衛隊等複数の機関が参集する大規模災

害における混乱を避けるため、厚生労働省通知に示された様式に準じた様式を用いる。 

(3) 様式１の基準は、次のとおりである。 

ア タッグの形状及び寸法 

２３．２ｃｍ（縦）×１１ｃｍ（横）とする。 

イ タッグの紙質 

水に濡れても字が書ける等、丈夫なものとし、本体はやや厚手のもの、複写用紙は本体よ

り薄手のものとする。 
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ウ タッグ用紙の枚数 

３枚とし、１枚目は「災害現場用」、２枚目は「搬送機関用」とし、本体は「収容医療機

関用」とする。 

エ タッグの形式 

モギリ式としモギリの幅は１．８ｃｍとする。 

オ タッグに用いる色の区分 

軽処置群を緑色（Ⅲ）、非緊急治療群を黄色（Ⅱ）、最優先治療群を赤色（Ⅰ）、死亡及

び不処置群を黒色（０）とする。モギリ片の色の順番は、外側から緑色、黄色、赤色、黒色

で両面印刷とし、ローマ数字のみ記載し、模様や絵柄は記載しない。 

カ 傷病者の同定及び担当機関の同定等に係る記載内容 

傷病者の同定の項目については、「氏名」「年齢」「性別」「住所」「電話」とし、外国

人の家族や本人が記載することも想定し、これらの項目については英語を併記する。担当機

関の同定等の項目については、「（タッグの）No.」「トリアージ実施月日・時刻」「トリア

ージ実施者氏名」「搬送機関名」「収容医療機関名」とする。また、３枚目の「収容医療機

関用」の裏面の上部には「特記事項」の記入できるスペースを設けることが望ましい。 

キ タッグ製作主体の裁量部分 

地域において想定される災害の頻度や種類が異なることや、医療機関で独自に作成する場

合には簡易カルテとしても利用することが可能なよう、当該部分については、タッグ製作主

体の裁量により作成するものとする。 
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第６節 災害警備計画 

村長が警察に対し、応援を求め又は応急措置の実施を要請することにより、災害から住民の生命・

身体及び財産を保護するとともに、被災地における社会秩序の維持及び確保に関する事項については、

本計画の定めるところによる。 

 

１ 災害に関する警察の任務 

警察は、災害が発生し、又は発生するおそれのある場合においては災害の発生を防御し又は災

害の拡大を防止するために村民の避難誘導及び救助、犯罪の予防、交通規制等の応急対策を実施

して村民の生命、身体及び財産を災害から保護し、被災地における社会秩序の維持、確保にあた

ることを任務とする。 

 

２ 災害の予報及び警報の伝達に関する事項 

警察官は、基本法第５４条第１項の規定に基づき、災害が発生するおそれがある異常な現象を

発見した旨の通報を受けた場合は、速やかに村長に通報するものとする。また、岩内警察署長は、

通信回線の障害等により村長からの要請があった場合は、災害警備上必要と認められる範囲で、

予報及び警報の伝達について協力するものとする。 

 

３ 事前措置に関する事項 

(1) 村長が行う警察官の出動要請 

村長が基本法第５８条に基づき、警察官の出動を求める等、応急措置の実施に必要な準備を

することを要請し、若しくは求める場合は、岩内警察署長を経て北海道警察本部長に対して行

うものとする。 

(2) 村長からの要求により行う事前措置 

岩内警察署長は、村長からの要求により、基本法第５９条に基づき事前措置についての指示

を行ったときは、直ちにその旨を村長に通知するものとする。この場合において、当該措置の

事後処理は、村長が行うものとする。 

 

４ 情報の収集に関する事項 

(1) 岩内警察署長は、平素から災害の発生に備え、村長その他防災関係機関と緊密に連絡して、

災害警備活動上必要な災害に関する情報の収集に努めるものとする。 

(2) 岩内警察署長は、災害発生後直ちに情報の収集体制を確立し、災害警備活動に必要な情報収

集活動を行い、必要事項を村長及び関係機関へ通報するものとする。 

(3) 岩内警察署長は、災害情報の収集及び連絡等の迅速な処理を図るため、村災害対策本部に警

察幹部を派遣するものとする。 

(4) 岩内警察署長は、所属職員の中から災害情報収集報告責任者を指定した場合は、村長に対し

て通知するものとする。 

 

５ 避難に関する事項 

(1) 警察官は、基本法第６１条、又は警察官職務執行法第４条の規定に基づき、避難の指示又は

勧告を行う場合は、「本章第４節避難救助救出計画」に定める避難先を示すものとする。ただ

し災害の種別、規模、現場の状況等により本計画によりがたい場合は、適宜の措置を講ずるも
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のとする。この場合において、岩内警察署長は、速やかに村長に通知するものとし、当該避難

先の借上げ、給食等は、村長が行うものとする。 

(2) 村民の避難誘導にあたっては、村、消防機関等と協力し、安全な経路を選定して誘導すると

ともに、被災後の無人化した住宅街、商店街等におけるパトロールを行い、犯罪の予防及び取

締り等にあたるものとする。 

 

６ 交通規制に関する事項 

岩内警察署長及び道路管理者は、災害時における交通の規制等に関する基本法第７６条ほかの

規定に基づき、災害時における道路の状況により必要があると認める場合には、管轄する道路に

おける災害による交通の危険を防止するため、歩行者又は車両等の通行を禁止し、又は制限する

ものとする。また、村民の避難経路、緊急交通路の確保のため、近隣市町村管内を含めた広域的

な交通対策についての検討・協議に努めるものとする。 

なお、消防吏員は、警察官がその場にいない場合に限り、車両その他物件の占有者、所有者及

び管理者に対し、必要な措置を命じることができる。 

また、村長は規制区域の広報について協力するものとする。 

 

７ 応急措置に関する事項 

(1) 警戒区域設定に関する事項 

岩内警察署長は、警察官が基本法第６３条第２項に基づき警戒区域の設定を行った場合は、

直ちに村長に通知するものとする。 

なお、警戒区域を設定し通知を行った場合等の事後処理は村長が行うものとする。 

(2) 応急公用に関する事項 

岩内警察署長は、警察官が基本法第６４条第７項並びに同法第６５条第２項に基づき、応急

公用負担を行った場合には直ちに村長に通知するものとする。 

この場合において、村長は、当該措置による損失補償等の事後処理を行うものとする。 

 

８ 救助救出に関する事項 

岩内警察署長は、村長及び防災関係機関と協力し、被災者の救出・救助活動を実施するととも

に死体の検分に努め、状況に応じて村長の行う遺体の捜索に協力するものとするものとする。 

 

９ 海上における治安の維持 

小樽海上保安部は、海上犯罪の予防と治安維持のため、必要な措置をとるものとする。 

(1) 巡視船艇を災害発生地域の所定の海域に配備し、犯罪の予防、取り締まりを行う。 

(2) 巡視船艇により、警戒区域（災害対策基本法第 63 条）又は、重要施設周辺海域の警戒を行う。 

(3) 治安の維持に必要な情報の収集を行う。 

 

１０ 広報に関する事項 

岩内警察署長は、村民に対して必要と認める場合には、災害の状況及びその見通し、並びに避

難措置、犯罪の予防、交通の規制その他の警察活動策について、警察措置上必要と認める事項の

広報を行うものとする。 
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１１ 災害時における通信計画に関する事項 

岩内警察署長は、災害が発生し、しかも孤立が予想される地域、その他必要と認められる地域

に対しては、移動無線局、携帯無線機等を配備する等、災害時における通信連絡の確保を図るも

のとする。 
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第７節 交通応急対策計画 

災害時における道路交通の混乱を防止し、消防、避難、救助、救護等の応急対策活動を迅速に実施

するための交通の確保については、本計画の定めるところによる。 

 

１ 交通応急対策の実施 

村、警察及び道路管理者（北海道開発局、北海道）は、消防、避難、救助、救護等の応急対策

活動を迅速に実施するため、以下の交通の確保を行う。 

 

(1) 北海道公安委員会（岩内警察署） 

ア 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、道路（高速道路を含む。）

における危険を防止し、交通の安全と円滑化を図るため必要があると認めるとき、また、災

害応急対策上緊急輸送を行うため必要があると認められるときは、区域及び道路の区間を指

定して緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限する。 

イ 通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の妨害となることにより災害

応急対策の実施に著しい支障があると認められるときは、当該車両その他の物件の占有者、

所有者、管理者に対し、当該車両その他の物件の移動等の措置をとることを命ずることがで

きる。 

ウ イによる措置を命ぜられた者が当該措置をとらないとき、又は、その命令の相手方が現場

にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、自らその措置をとるこ

とができる。この場合において、当該措置をとるためやむを得ない限度において車両その他

の物件を破損することができる。 

(2) 北海道開発局（小樽開発建設部岩内道路事務所） 

ア 国道の路線に係る道路の構造の保全と交通の危険を防止するため、障害物の除去に努める

ものとし、必要と認められるときは、車両等の通行を禁止し、又は制限するとともに迂回路

等を的確に指示し、交通の確保を図る。 

イ 通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の妨害となることにより災害

応急対策の実施に著しい支障があると認められるときは、基本法第７６条の６による道路区

間の指定を行い当該車両その他の物件の占有者、所有者、管理者に対し、当該車両その他の

物件の移動等の措置をとることを命ずることができる。 

ウ イによる措置を命ぜられた者が当該措置をとらないとき、又は、その命令の相手方が現場

にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、自らその措置をとるこ

とができる。この場合において、当該措置をとるためやむを得ない限度において車両その他

の物件を破損することができる。 

(3) 北海道（後志総合振興局小樽建設管理部共和出張所） 

ア 道が管理している道路が災害による被害を受けた場合、速やかに被害状況や危険箇所等を

把握するとともに、障害物の除去に努めるものとする。 

イ 交通の危険を防止するため、必要と認めるときは、車両等の通行を禁止し、又は制限する

とともに迂回路等を的確に指示し、関係機関との連絡を密にしながら、交通の確保に努める。 

ウ 通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の妨害となることにより災害

応急対策の実施に著しい支障があると認められるときは、基本法第７６条の６による進路区

間の指定を行い当該車両その他の物件の占有者、所有者、管理者に対し、当該車両その他の
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物件の移動等の措置をとることを命ずることができる。 

エ ウによる措置を命ぜられた者が当該措置をとらないとき、又は、その命令の相手方が現場

にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、自らその措置をとるこ

とができる。この場合において、当該措置をとるためやむを得ない限度において車両その他

の物件を破損することができる。 

オ 道が管理している緊急通行車両のガソリン等の確保に努めるものとするとともに、ガソリ

ン等について、村長等の要請に基づき斡旋及び調達を行うものとする。 

(4) 神恵内村（消防機関） 

ア 村が管理している道路で災害が発生した場合は、道路の警戒に努めるとともに、交通の危

険を防止するため必要と認めるときは、その通行を禁止し、又は制限するとともに迂回路等

を的確に指示し、関係機関との連絡を密にし、交通の確保に努める。 

また、村が管理している緊急通行車両のガソリン等の確保に努めるものとする。 

イ 通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の妨害となることにより災害

応急対策の実施に著しい支障があると認められるときは、基本法第７６条の６による進路区

間の指定を行い当該車両その他の物件の占有者、所有者、管理者に対し、当該車両その他の

物件の移動等の措置をとることを命ずることができる。 

ウ イによる措置を命ぜられた者が当該措置をとらないとき、又は、その命令の相手方が現場

にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、自らその措置をとるこ

とができる。この場合において、当該措置をとるためやむを得ない限度において車両その他

の物件を破損することができる。 

エ 消防吏員は、警察官がその場にいない場合に限り、通行禁止区域等において、車両その他

の物件が緊急通行車両の妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障があると認

められるときは、当該車両その他の物件の占有者、所有者、管理者に対し、当該車両その他

の物件の移動等の措置をとることを命ずることができる。 

オ 消防吏員は、エによる措置を命ぜられた者が当該措置をとらないとき、又は、その命令の

相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、自らその

措置をとることができる。この場合において、当該措置をとるためやむを得ない限度におい

て車両その他の物件を破損することができる。 

 

２ 道路の交通規制 

(1) 道路交通網の把握 

災害が発生した場合、道路管理者及び北海道公安委員会は、相互に綿密な連携を図るととも

に、村及びその他防災関係機関の協力を得て、次の事項を中心に本村における被災地内の道路

及び交通の状況について、その実態を把握する。 

ア 損壊し、又は通行不能となった路線名及び区間 

イ 迂回路を設定し得る場合はその路線名、分岐点及び合流点 

ウ 緊急に通行の禁止又は制限を実施する必要の有無 

(2) 交通規制の実施 

道路管理者及び北海道公安委員会は、次の方法により交通規制を実施するものとする。 

ア 交通規制を実施するときは、道路標識等を設置する。 

イ 緊急を要し道路標識等を設置するいとまがないとき、又は道路標識等を設置して行うこと
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が困難なときは、現場警察官等の指示によりこれを行う。 

(3) 関係機関との連携 

道路管理者及び北海道公安委員会が交通規制により通行の禁止制限を行った場合には、村及

びその他防災関係機関に連絡するとともに、多様な広報媒体を通して広報の徹底を図る。 

 

３ 緊急輸送のための交通規制 

災害が発生し、災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送、その他

応急措置を実施するための緊急輸送を確保する必要があると認めるときは、区域又は道路の区間

を指定し、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限する。 

(1) 通知 

北海道公安委員会は、緊急輸送のための交通規制をしようとするときは、予め、当該道路の

管理者に対し、禁止又は制限の対象、区域、区間、期間及び理由を通知する。なお、緊急を要

し、予め通知できない場合は、事後、直ちに通知する。 

(2) 緊急通行車両の確認手続 

ア 緊急通行車両の確認 

知事（後志総合振興局長）又は北海道公安委員会（岩内警察署）は、車両の使用者等の申

出により当該車両が、応急対策に必要な物資の輸送等の緊急通行車両であることを確認する。 

イ 確認場所 

緊急通行車両の確認は、道（後志総合振興局）又は警察本部、方面本部、警察署及び交通

検問所で行う。 

ウ 証明書及び標章の交付 

緊急通行車両であると確認したものについては、各車両ごとに「緊急通行車両確認証明

書」、「標章」を交付し、当該車両の前面に標章を掲示させる。 

※資料編７－１５：緊急通行車両の標章及び確認証明書 

エ 緊急通行車両 

①緊急通行車両は、基本法に規定する災害応急対策を実施するために使用される車両で次

の事項について行うものとする。 

・特別警報･警報の発表及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項 

・消防、水防その他の応急措置に関する事項 

・被災者の救難、救助その他保護に関する事項 

・災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項 

・施設及び設備の応急の復旧に関する事項 

・清掃、防疫その他の保健衛生に関する事項 

・犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項 

・緊急輸送の確保に関する事項 

・その他災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置に関する事項 

②指定行政機関等が保有し、若しくは、指定行政機関等との契約等により常時指定行政機

関等の活動のために専用に使用される車両又は災害時に他の関係機関・団体等から調達

する車両であること。 

オ 事前届出制度の普及等 

道、村及びその他防災関係機関は、発災後、当該車両に対して緊急通行車両標章を円滑に

交付されるよう、輸送協定を締結した事業者等に対し、緊急通行車両標章交付のための事前
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届出制度の周知を行うとともに、自らも事前届出を積極的にする等、その普及に努める。 

(3) 通行禁止又は制限から除外する車両 

北海道公安委員会は、業務の性質上、村民の日常生活に欠くことのできない車両等、公益上

又は社会生活上通行させることがやむを得ないと認められる車両については、緊急通行車両の

通行に支障を及ぼさない限り、規制対象除外車両として通行を認める。 

ア 確認手続 

①除外車両の確認 

北海道公安委員会（岩内警察署）は、車両の使用者等の申出により当該車両が、規制対象

除外車両であることの確認を行うものとする。 

②確認場所 

規制対象除外車両の確認は、警察本部、警察署及び交通検問所で行う。 

③証明書及び標章の交付 

規制対象除外車両であると確認したものについては、車両ごとに「規制対象除外車両通行

証明書」、「標章」を交付し、当該車両の前面に標章を掲示させる。 

イ 規制対象除外車両等 

①傷病者の救護又は医師の緊急患者の診断、治療のため現に使用中の車両 

②報道機関の緊急取材のために使用中の車両 

③他の都道府県公安委員会又は知事の標章及び証明書の交付を受け、緊急輸送のため現に使

用中の車両 

④次に掲げる車両のうち規制対象除外車両として、標章の交付を受け、かつ当該目的のため

使用中の車両 

・道路維持作業用自動車 

・通学通園バス 

・郵便物の収集又は配達のため使用する車両 

・電報の配達のため使用する車両 

・廃棄物の収集に使用する車両 

・伝染病患者の収容又は予防のため使用する車両 

・その他公益上又は社会生活上、特に通行させる必要があると認められる車両 

 

４ 緊急輸送道路ネットワーク 

(1) 概要 

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、耐震性を有し、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。 

このため、北海道開発局、北海道等の道路管理者と北海道警察等の防災関係機関からなる北

海道緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会では、緊急輸送を確保するため必要な「緊急

輸送道路」を定め、北海道緊急輸送道路ネットワーク計画を策定している。 

各道路管理者は、この計画に基づき緊急輸送道路の整備を計画的に推進することとしている。

北海道緊急輸送道路ネットワーク計画の概要は次のとおりである。 

(2) 緊急輸送道路の区分及び道路延長 

道内における緊急輸送道路ネットワークは、災害発生後の利用特性により、次のとおり区分

しているが、北海道の広域性を反映して、緊急輸送道路総延長は１０，７１０㎞に上っている。 
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ア 第１次緊急輸送道路ネットワーク〈道路延長 6,908㎞〉 

道庁所在地（札幌市）、地方中心都市及び重要港湾、空港、総合病院、自衛隊、警察、消

防等を連絡する道路 

イ 第２次緊急輸送道路ネットワーク〈道路延長 3,560㎞〉 

第１次緊急輸送道路と市町村役場、主要な防災拠点（行政機関、公共機関、主要駅、港湾、

ヘリポート、災害医療拠点、備蓄集積拠点、広域避難地等）を連絡する道路 

ウ 第３次緊急輸送道路ネットワーク〈道路延長 243㎞〉 

第１次及び第２次緊急輸送道路とその他の防災拠点を連絡する道路 

(3) 地震時に通行を確保すべき道路の位置づけ 

本計画では、下表及び次頁の図のとおり、北海道が緊急輸送道路ネットワークにおいて、第

２次緊急輸送道路に指定している地震時に通行を確保すべき道路に加え、「神恵内村耐震化促

進計画」で位置づけている避難所や診療所を接続する村道茶屋町線等７線を地震時に通行を確

保すべき道路として位置づける。 

 

地震時に通行を確保すべき道路 

特に重要な地震時に通行を確

保すべき道路 
指定なし 

地震時に通行を確保すべき道

路（道指定） 
①国道 229号 ②道道古平神恵内線 

地震時に通行を確保すべき道

路（村指定） 

(1)茶屋町線 (2)東雲町線 (3)神恵内中学校線 (4)神恵内小学校線 

(5)赤石海岸線 (6)珊内小学校線 (7)川白小学校線 
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地震時に通行を確保すべき道路① 
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（村指定詳細図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震時に通行を確保すべき道路② 
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５ 輸送計画 

災害時において、災害応急対策・復旧対策等の万全を期するため村民の避難、災害応急対策要

員の移送及び救援、救助のための資材器具、物資の輸送（以下「災害時の輸送」という。）を迅

速的確に行うための方法等は、次に定めるところによる。 

(1) 実施責任者 

ア 災害時の輸送は、災害応急対策を実施する機関の長が行うものとする。 

イ 災害時の輸送の総括は、救護班が行うものとする。 

(2) 災害時輸送の方法 

ア 車両による輸送 

災害時の輸送は、一時的には実施機関の所有する車両等を使用し、被災地までの距離、被

害の状況等により、実施機関の所有する台数で不足する場合は、他の機関に応援を要請し、

又は民間の車両の借上を行う等、災害の時輸送に支障のないようにする。 

イ 人力輸送 

災害の状況により、車両による輸送が不可能な事態が生じた時は、労務者による人力輸送

を行うものとする。 

ウ 空中輸送 

地上輸送のすべてが不可能な事態が生じた場合、又は緊急輸送の必要性がある場合には、

北海道消防防災ヘリコプター及び自衛隊へリコプターによる輸送を要請するものとする。 

※資料編６－５：ヘリポート適地一覧及び位置図 

※資料編１－８：ヘリポート作成要領 

(3) 緊急輸送の範囲 

災害時における緊急輸送の範囲は次のとおりとする。 

ア 被災者を避難させるための輸送 

イ 医療及び助産で緊急を要する者の輸送 

ウ 被災者救出のため必要な人員、資機材等の輸送 

エ 飲料水の輸送 

オ 救助、救援物資及び器材の輸送 

カ 遺体の捜索及び処理のための輸送 

キ その他特に緊急を要する輸送 
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第８節 輸送計画（交通輸送、物資供給等） 

災害時における被災者の避難、負傷者の収容並びに隔離、災害応急対策要員の移送、応急対策用機

材の輸送及び生活必需品物資等物資の輸送を迅速的確に行うための方法等は、本計画に定めるところ

による。 

 

１ 実施責任者 

(1) 災害時の緊急輸送の確保は、村長（本部長）が行う。ただし、村長（本部長）は本部におい

て輸送が可能な場合は、防災関係機関及び民間に協力を要請して行うものとする。 

(2) 災害時の輸送の総括は、総務広報班が行うものとする。 

 

２ 輸送の方法 

(1) 道路輸送 

災害時の輸送は、一時的には神恵内村の所有する車両を使用し、被災地までの距離、被害の

状況等により、神恵内村の所有する台数では不足する場合は、他の関係機関に応援を要請し、

又は民間の車両を借上げる等、的確な輸送を行うものとする。 

※資料編６－１８：村・防災関係機関所有車両の状況一覧 

※資料編６－１９：バス・タクシー調達先一覧 

(2) 人力輸送 

災害の状況により車両による輸送が不可能な事態が生じたときは、本章第２５節「労務供給

計画」の定めるところによる輸送を行うものとする。 

(3) 海上輸送 

災害により、道路が使用できない、あるいは復旧に時間を要する場合等海上輸送を必要とす

る場合は、小樽海上保安部に巡視船の出動を要請し、又は、古宇郡漁業協同組合に漁船の借上

げ等応援を求めるものとする。 

(4) 空中輸送 

ア 災害により、ヘリコプター等による空中輸送を必要とする場合は、北海道防災消防課に対

してヘリコプター等の出動を要請する。また、必要に応じて自衛隊等の協力を要請する。 

イ ヘリコプター離着陸、物資投下の可能地点の表示は次のとおりである。 

①吹流し等による風向を表示する。 

②着地点には、ほぼ中央に石灰等で直径１０ｍの円を書き、中央にＨと表示する。 

③発着地点の目印となるものを後志総合振興局に報告する。 

④夜間の場合は、着地予定地の四方に赤色回転灯を設置する等の方法を講ずるものとする。 

※資料編６－５：ヘリポート適地一覧及び位置図 

※資料編１－８：ヘリポート作成要領 
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３ 緊急輸送の範囲 

災害時における緊急輸送の範囲は次のとおりとする。 

(1) 被災者を避難させるための輸送 

(2) 医療及び助産で緊急を要する者の輸送 

(3) 被災者救出のため必要な人員、資機材等の輸送 

(4) 飲料水の輸送 

(5) 救助、救援物資及び器材の輸送 

(6) 遺体の捜索及び処理のための輸送 

(7) その他特に緊急を要する輸送 
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第９節 自衛隊派遣要請計画 

災害時における人命救助、財産保護のため必要があり、円滑な応急対策活動の実施を図るため自衛

隊の派遣が必要と認めるときは、知事（後志総合振興局長）に自衛隊の派遣要請を行う。 

 

１ 災害派遣要請基準 

災害派遣の要請は、人命又は財産の保護のため必要があると認められる場合に行うものとし、

その基準はおおむね次のとおりとする。 

(1) 人命救助のための応援を必要とするとき。 

(2) 水害、高潮、津波等の災害又は、災害の発生が予想され緊急の措置に応援を必要とする場合。 

(3) 大規模な災害が発生し、応急措置のため応援を必要とするとき。 

(4) 救助物資の輸送のため応援を必要とするとき。 

(5) 主要道路の応急復旧を必要とするとき。 

(6) 応急措置のため医療、防疫、給水及び通信等の応援を必要とするとき。 

 

２ 災害派遣の要請要領 

(1) 派遣要請方法 

村長は、自衛隊の災害派遣を要請する場合は、次の事項を明らかにした文書をもって後志総

合振興局長を経由し、知事に要求するものとする。 

ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話等で要請し、事後速やかに文書を提出するもの

とする。 

ア 災害の状況及び派遣を要請する事由 

イ 派遣を希望する期間 

ウ 派遣を希望する人員、車両、船舶、航空機等の概数 

エ 派遣を希望する区域及び活動内容 

オ その他参考事項（作業用資材、宿舎の準備状況、現地の連絡責任者等） 

※資料編７－２：自衛隊派遣要請書 

(2) 知事（後志総合振興局長）に依頼できない場合の対応 

村長は、人命の緊急救助に関し、要請権者に依頼するいとまがないとき、又は通信の途絶等

により要請権者と指定部隊との連絡が不能である場合等については、直接指定部隊等の長に通

知することができる。ただし、この場合、速やかに要請権者に連絡し、上記（１）の手続きを

行うものとする。 

(3) 担当の対策班及び要請先 

自衛隊の災害派遣要請は、本部の総務対策部総務広報班が行い、後志総合振興局へ連絡及び

書類の提出を行う。 
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派遣要請系統図 

 

３ 災害派遣部隊の受け入れ体制 

(1) 部隊本部設置場所 

部隊本部の設置場所は災害対策本部内におくものとする。 

(2) 宿泊所、車両、機械等の保管場所 

村所有の施設を提供する。 

(3) 連絡職員の指名 

村長（本部長）は、派遣部隊及び後志総合振興局との連絡職員を指名し連絡にあたらせるも

のとする。 

(4) 作業計画の樹立 

災害対策本部会議において、応援を求める作業の内容、所要人員、各種資機材等の確保、そ

の他必要な計画を樹立して、派遣部隊の到着と同時に作業が開始できるよう準備しておくもの

とする。 

 

４ 派遣部隊到着の措置 

(1) 派遣部隊到着による作業計画等の協議 

村長（本部長）は、関係各部、班長及び派遣部隊の責任者と応援作業計画について協議し、

必要な措置をとるものとする。 

(2) 知事（後志総合振興局）への報告 

本部の総務対策部総務広報班は、派遣部隊到着後必要に応じて、次の事項を後志総合振興局

長を経由して知事へ報告するものとする。 

ア 派遣部隊の長の官職氏名 

イ 部隊数 

ウ 到着日時 

エ 従事している作業の内容及び進歩状況 

オ その他参考となる事項 

 

 

[派遣要請系統図] 

報告 命令 

要請 

連絡 

要 請 権 者 

北 海 道 知 事 

(事務手続きは振興局長に委任) 

後 志 総 合 

振 興 局 長 

 (０0152-41-0625) 

神恵内村長 

(神恵内村総務課長) 

災 害 派 遣 部 隊 

第 18 普通科連隊 

担当：第 3科 

(011-581-3191)内線 2582（課業中） 

内線 3419（課業外） 

神恵内村担当：第１普通科中隊 

第 11旅団長 北部方面総監部 

連絡調整 

報告 

依頼 
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(3) 経費 

ア 次の費用は、村において負担する。 

①資材費及び機器借上費 

②電話料及びその施設費 

③電気料 

④水道料 

⑤し尿処理料 

イ その他の経費については、自衛隊と協議のうえ定める。 

ウ 派遣部隊は、関係機関又は民間から宿泊・給食の施設、設備等の提供を受けた場合は、こ

れを利用することができる。 

(4) 自衛隊との情報交換 

自衛隊は、収集した情報を必要に応じ関係機関に伝達するとともに、村等においても災害情

報について自衛隊に提供するものとする。 

 

５ 派遣部隊の撤収要請 

村長（本部長）は、災害派遣要請の目的を達成したとき、又はその必要がなくなったときは、

速やかに文書をもって後志総合振興局長を経由して知事に報告するものとする。 

ただし、文書による報告が日時を要する場合は、口頭又は電話等で行い、事後速やかに文書を

提出するものとする。 

※資料編７－３：自衛隊撤収要請書 

 

６ 自衛隊との連携強化 

村長は、災害時に自衛隊との相互連絡が迅速に行えるよう、予め要請手順、連絡調整窓口、連

絡方法を定める等、情報収集・連絡体制の確立に努めるものとする。 

 

７ 派遣部隊の権限 

災害派遣時の自衛官の権限行使は、自衛隊法及び基本法並びにこれらに基づく政令、総理府令

及び訓令の規定によるものとし、警察官等職権を行う者がその場にいない場合に限り、次の措置

を行うことができる。この場合において、当該措置をとったときは、直ちにその旨を村長に通知

しなければならない。 

(1) 村民等の避難等の措置等（警察官職務執行法第 4条、自衛隊法第 94条） 

(2) 他人の土地等への立入り（警察官職務執行法第 6条第１項、自衛隊法第 94条） 

(3) 警戒区域の設定等（基本法第 63条第 3項） 

(4) 他人の土地等の一時使用等及び被災工作物の除去等（基本法第 64条第 8 項） 

(5) 村民等への応急措置業務従事命令（基本法第 65条第 3項） 

(6) 自衛隊用緊急運行車両の通行の確保のための車両等の移動等の措置命令等（基本法第 76 条の

3第 3項） 
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第１０節 広域応援・受援計画 

大規模災害発生時等、救助・救出活動、医療活動及び食料や水の供給等の応急対策活動につい

て、村単独では対応することが難しいと判断した時は、各法令、協定に基づき周辺自治体、防災

関係機関及び事業者等に対し応援を要請するとともに、迅速な応急対策活動の実施を図る。 

 

１ 実施責任 

村（村長）は、大規模災害が発生し、村単独の応急対策活動で対応することが難しいと判断し

たときは、法令又は協定に基づいて応援要請を行う。また、災害発生都府県知事や災害発生市町

村長の応援を求められた場合、応援協力に努める。 

 

２ 法令に基づく応援要請（災害対策基本法 29、30、31条） 

(1) 指定地方行政機関による応援 

指定地方行政機関は、各防災業務計画や神恵内村地域防災計画に基づく各種応援対策活動を

実施する。また、村から要請があったときは、各防災関係機関は職員を派遣し、情報の収集・

伝達等の応急対策活動を支援する。 

(2) 自衛隊による応援（災害対策基本法 68条の２、自衛隊法第 83条） 

村は、大規模災害が発生し、救助・救出活動及び救援物資の供給等、円滑な応急対策活動の

実施を図るため自衛隊の派遣必要であると認めるときは、知事（後志総合振興局長）に文書を

もって依頼する。知事（後志総合振興局長）は自衛隊に部隊の派遣を要請する。 

(3) 日赤北海道支部による応援（災害救助法第 31条の２） 

日赤北海道支部は、災害救助法が適用されたとき、又は災害により医療活動や生活必需品の

供給等に対して応援が必要であると認めるときは、自主的に被災地へ応援部隊を派遣し、応急

医療や生活必需品の供給を実施し、被災者の安全の確保を図る。 

 

３ 協定に基づく応援要請 

村（村長）は、大規模災害が発生し、救助・救出活動や医療活動、食料や水の供給等の応急対

策活動において、応援が必要であると認めるときは、次の協定に基づき応援要請を行い、迅速な

応急対策の実施を図る。 
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※追加又は資料編参照の旨を記載 

協定名 協定締結先 協定の概要 

北海道広域消防相互応援

協定 

(平成 3年 4月 1 日) 

北海道内の市、町、村 

及び 

消防の一部事務組合 

・陸上応援 

（消防隊、救助隊、救急隊又は支援隊） 

・航空応援（航空隊による応援） 

災害時等における北海道

及び市町村相互の応援に

関する協定 

(平成 20年 6月 10日) 

北海道及び 

道内 180市町村 

・食料、生活必需品等及びその供給に必要な

資機材の提供 

・被災者の救出、医療及び防疫等に関する提

供 

・災害応急対策活動に必要な職員の派遣 

北海道消防防災ヘリコプ

ター応援協定 

(平成 8年 6月 25 日) 

北海道 

北海道内の市、町、村 

及び 

消防の一部事務組合 

・消防防災業務 

・災害応急対策活動 

・救急活動 

・救助活動 

・火災防御活動 

・その他の防災活動 

日本水道協会北海道支部

道央地区協議会 

災害時相互応援に関する

協定 

(平成 11年 1月 1日) 

北海道地方支部 

道央地区 

・応急給水作業 

・応急復旧作業 

・応急復旧用資機材の提供 

・工事業者の斡旋 

・その他 

災害発生時における神恵

内郵便局と神恵内村との

協力に関する協定 

(平成 20年 6月 5日) 

神恵内郵便局 
・情報の相互交換 

・広報活動 

※資料編５－１：災害時応援協定締結事業者等一覧 

 

４ 国、道、市町村間の応援・受援活動 

(1) 国による応援・代行 

大規模災害が発生し、従来の地方公共団体間の応援できない事態が発生した場合、国は、災

害応急対策を応援するものとする。さらに、村又は北海道の指揮系統が失われ、事務の全部又

は大部分が実施不能となった場合、国は、応急措置を代行するものとする。 

(2) 道、他市町村に対する応援（受援） 

ア 大規模災害等が発生し、村単独では十分に被災者の救援等の災害応急対策を実施できない

場合は、「災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」のほか、市町村間

の各種相互応援協定等に基づき応援・受援の実施を図る。 

※資料編５－３：災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定 

イ 村長は、災害応急対策を実施するに当たり必要があると認めるときは、他の市町村長及び

知事（後志総合振興局長）に対し、応援を求めることができる。この場合において、応急措

置を実施するための応援を求められた市町村長は、正当な理由がない限り、応援を拒んでは

ならないものとする。 

ウ 知事（後志総合振興局長）は、村の行う災害応急対策の的確かつ円滑な実施を確保するた

め、特に必要があると認めるときは、村長に対し、災害応急対策の実施を求め、又は「災害

時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」に基づき、市町村相互間の応援に

ついて必要な指示又は調整・要求を行う。 
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※資料編５－３：災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定 

エ 知事（後志総合振興局長）は、村長から応援の求め又は災害応急対策の実施を要請された

ときは、適切に応援又は災害応急対策を実施する。この場合において、道は、正当な理由が

ない限り、応援又は災害応急対策の実施を拒んではならないものとする。 

オ 知事（後志総合振興局長）は、村と連絡が取れない又は緊急を要する場合であって必要と

認めるときは、村の被災状況等に関する情報収集を行うとともに、当該情報に基づく応援を

行うものとする。 

(3) 道から他の都府県に対する応援の要求 

知事は、道及び市町村相互間の応援の要求等のみによっては、災害応急対策に係る応援が円

滑に実施されないと認めるときは、内閣総理大臣に対し、他の都府県知事に対して知事又は村

長の応援を要請するよう求めるものとする 

(4) 道から指定行政機関等に対する応援の要求 

北海道において大規模災害が発生し、災害応急活動を的確かつ円滑に実施するため必要があ

ると認めるとき、知事は、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、応援を求め、

又は災害応急対策の実施を要請することができる。この場合において、応援を求められ、又は

災害応急対策の実施を要請された指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、正当な理由

がない限り、応援又は災害応急対策の実施を拒んではならないこととされている。 

(5) 他の都府県等からの応援要求への対応 

村長は、知事が、災害発生都府県知事又は内閣総理大臣から、都府県の災害発生市町村長の

応援を求められたことにともない、知事から当該災害発生市町村長の応援について求められた

場合、必要と認める事項について応援協力に努める。 

 

５ 消防機関の応援・受援活動 

(1) 大規模災害が発生し、被災地域の消防機関単独では十分に被災者の救援等の災害応急対策を

実施できない場合は、道等に応援を要請するほか、「北海道広域消防相互応援協定」に基づき

他の消防機関に応援を要請するとともに、必要に応じ、村長を通じ、道に対して広域航空消防

応援（ヘリコプター）、他都府県の緊急消防援助隊による応援等を要請するよう依頼する。 

※資料編５－４：北海道広域消防相互応援協定 

(2) 他の消防機関等の応援が円滑に行なわれるよう、日頃から災害対策上必要な資料の交換を行

なうほか、他の消防機関等の応援の受入体制を確立しておく。 

(3) 大規模災害時における緊急消防援助隊の応援要請や受入れは、「緊急消防援助隊北海道隊応

援等実施計画」及び「緊急消防援助隊受援計画」に基づき、迅速かつ的確に対処する。 

※資料編５－５：緊急消防援助隊北海道隊応援等実施計画 

※資料編５－６：緊急消防援助隊受援計画 

 

６ 北海道警察の応援・受援活動 

北海道公安委員会は、大規模災害が発生し、単独では十分に被災者の救助救出活動等を実施で

きない場合は、都府県公安委員会に警察災害派遣隊の部隊、装備資機材等の援助要求を行う。 

  



132 

 

第１１節 ヘリコプター等活用計画 

災害時におけるヘリコプター等の活用については、本計画の定めるところによる。 

 

１ 基本方針 

北海道は、道内において地震・風水害等の災害が発生し、迅速・的確な災害応急対策の実施の

ために必要がある場合は、広域的・機動的に活動できる消防防災ヘリコプターの有効活用を図る

こととしており、本村において地震・津波・風水害等の災害が発生し、本村の消防力等によって

災害応急対策が著しく困難な場合又はヘリコプターによる活動が最も有効と認められる場合に要

請する。 

 

２ 運航体制 

消防防災ヘリコプターは、「北海道消防防災ヘリコプター運航管理要綱」、「北海道消防防災

ヘリコプター緊急運航要領」及び「北海道消防防災ヘリコプターによる救急患者の緊急搬送手続

要領」の定めるところにより運航する。 

※資料編１－５：北海道消防防災ヘリコプター運航管理要綱 

※資料編１－６：北海道消防防災ヘリコプター緊急運航要領 

※資料編１－７：北海道消防防災ヘリコプターによる救急患者の緊急搬送手続 

 

３ 応援要請 

消防防災ヘリコプターの要請は、「北海道消防防災ヘリコプター応援協定」に基づき知事に対

し要請するものとする。 

※資料編５－２：北海道消防防災ヘリコプター応援協定 

(1) 要請の要件 

村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、次の各号のいずれかに該当する

場合に、知事に応援を要請する。 

ア 災害が隣接する市町村に拡大し、又は影響を与えるおそれがある場合 

イ 村の消防力等によっては災害応急対策が著しく困難な場合 

ウ その他消防防災ヘリコプターによる活動が最も有効と認められる場合 

(2) 要請方法 

知事（危機対策局危機対策課防災航空室）に対する要請は、電話により次の事項を明らかに

して行うとともに、速やかにＦＡＸにより消防防災ヘリコプター緊急運航伝達票を提出する。 

ア 災害の種類 

イ 災害発生の日時及び場所並びに災害の状況 

ウ 災害現場の気象状況 

エ 災害現場の最高指揮者の職・氏名及び災害現場との連絡方法 

オ 消防防災ヘリコプターの離着陸場の所在地及び地上支援体制 

カ 応援に要する資機材の品目及び数量 

キ その他必要な事項 

※資料編７－５：消防防災ヘリコプター緊急運航伝達票 

(3) 要請先 

北海道総務部危機対策局危機対策課防災航空室  電話 011-782-3233 FAX 011-782-3234 
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４ 消防防災ヘリコプターの活動内容 

消防防災ヘリコプターは、次に掲げる活動で、ヘリコプターの特性を十分に活用することがで

き、その必要性が認められる場合に運航する。 

(1) 災害応急対策活動 

ア 被災状況の偵察、情報収集活動 

イ 救援物資、人員、資機材等の搬送 

(2) 救急活動 

ア 傷病者、医師等の搬送 

(3) 救助活動 

ア 被災者の救助・救出 

(4) 火災防御活動 

ア 空中消火 

イ 消防隊員、資機材等の搬送 

(5) 広域航空消防防災応援活動 

(6) その他 
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第１２節 障害物除去計画 

災害により道路、住民又はその周囲に運ばれた土砂、樹木等で日常生活に著しい障害を及ぼしてい

るものを除去し、罹災者の保護と交通道路の確保については、本計画の定めるところによる。 

 

１ 実施責任者 

(1) 障害物の除去は、村（土木給水班）が行う。ただし、災害救助法が適用された場合は、知事

の委任を受けて村長（本部長）が実施する。 

(2) 道路、河川その他公共施設に障害を及ぼすおそれのある場合は、道路法（昭和 27 年法律第

180 号）、河川法（昭和 39 年法律第 137 号）その他関係法令に定めるそれぞれの施設の管理者

がこれを行うものとし、災害の規模及び障害の内容等により、各管理者は相互に協力し交通の

確保を図るものとする。 

 

２ 障害物の除去の対象 

災害時における障害物の除去は、村民の生活に著しい支障及び危険を与え、又は与えると予想

される場合並びにその他公共的立場から必要と認めたときに行うものとするが、その概要は、次

に掲げる場合に行うものとする。 

(1) 住民の生命、財産等を保護するため、速やかに障害物の排除を必要とするとき。 

(2) 交通の安全と、物資の輸送の確保に必要なとき。 

(3) 河川氾濫、護岸決壊等を防止する必要があるとき。 

(4) その他公共的立場から除去を必要とするとき。 

 

３ 障害物の除去の方法 

(1) 除去作業に対し、機材、労力が不足する場合は、適宜、防災関係機関及び関係業者の協力の

もとに障害物の除去を行うものとする。 

(2) 村長（本部長）は障害物の除去に際して、自衛隊の協力を必要と判断した場合は、知事に対

し自衛隊の派遣を要請するものとする。 

(3) 障害物の除去の方法は、原形回復でなく応急的な除去に限るものとする。 

 

４ 障害物の集積保管場所 

障害物は、村民の日常生活に支障にない次のような場所に一時的に集積する。また、障害物及

び周囲の状況により、その都度村長（本部長）が指定する。 

(1) 廃棄するものは、村有地その他廃棄に適当な場所 

(2) 保管するものは、その保管する工作物に対応する適当な場所 

※資料編６－１７：障害物除去機械・器具一覧 

 

５ 放置車両の除去 

放置車両の除去については、本章第７節「交通応急対策計画」の定めるところによる。 
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第１３節 生活救援対策計画（応急給水・食料供給・生活必需品等） 

 

１ 応急給水 

災害により給水施設が被災し、飲料水の供給が不可能となった場合、住民に最小限の飲料水を

供給するための応急給水は、本計画の定めるところによる。 

 

(1) 実施責任者 

村（土木給水班）は、災害が発生したとき、水道施設が被災し飲料水・生活用水の確保が困

難となった被災者に対し、生命・健康の維持のため、応急給水を実施する。 

また、村は、必要に応じて自治体等との応援協定、基本法や自衛隊法に基づく派遣要請等に

より、円滑な応急給水を実施する。 

災害救助法が適用された場合は知事が行い、村長はこれを補助する。ただし、災害救助法第

３０条第１項の規定により委任された場合は、村長が行う。 

なお、村は、常時から各家庭が３日程度の飲用水を各家庭内備蓄するよう指導する。 

(2) 対象者 

災害時における応急給水の提供の対象は次のとおりとする。 

・避難所へ避難している罹災者 

・家屋の被害により、直ちに日常生活を営むことが困難な者 

・災害応急対策活動に従事している者 

・その他村長が必要と認めた者 

(3) 給水方法 

土木給水班は後志総合振興局保健環境部岩内地域保健室の指示に基づき、関係機関に協力を

求め、被災地域への給水を行う。 

ア 水道施設に被害のない場合 

給水用資器材により、上水道の水を給水する。 

イ 水道施設のうち給配水管にのみ被害のあった場合 

被災区域の全域にわたるよう適宜給水所を設け、給水車、又は容器に水を入れ、トラック

輸送にあたっては、広報車を配置する。 

ウ 水源地を含む水道施設全部が被災した場合 

① 被災地付近の家庭用井戸水、湧水等をろ水器によりろ水し、消毒薬で滅菌処理して水質

検査の結果、飲料水として適当と認めたときは、その付近の住民に飲料水として給水する。 

② 被災地において水源を確保することが困難なときは、道又は隣接市町村に依頼して、そ

の水源地から給水用資器材により搬送給水するほか、必要に応じて自衛隊の出動の要請に

より行う。 

※資料編６－ ９：給水施設一覧 

※資料編６－１０：浄水装置による給水の依頼先一覧 

※資料編６－１１：給水車両一覧 

※資料編６－１２：給水資器材調達先一覧 

(4) 村民への周知 

給水に際しては、給水時間、給水場所を事前に住民に対して周知する。 
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(5) 給水施設の応急復旧 

水道施設の復旧については、共用栓、消火栓及び医療施設等民生安定と緊急を要するものを

優先的に行うものとする。 

 

２ 食料の供給 

災害時における被災者並びに災害応急対策に従事している者に対する主要食料及び副食調味料

の供給、並びに炊き出し時は本計画の定めるところによる。 

(1) 主要食料の供給 

ア 実施責任者 

村（物資班）は、災害が発生したとき、食料の確保が困難となった村民に対し、食料の供

給を行う。また、村（物資班）は、食料供給協定の締結業者及び北海道農政事務所地域第三

課等と連携をとり、パンや弁当等の食料を確保し、村民へ配布する。 

災害救助法が適用された場合は、知事が行い、村長はこれを補助する。ただし災害救助法

第３０条第１項の規定により委任された場合は、村長が行う。 

イ 供給品目 

供給品目は原則として米穀とするが、災害の状況により炊き出しができず、乾パンによる

給食が必要な場合は、「災害時における乾パンの取扱要領」に基づき知事に要請し、政府保

有の乾パンの供給を受けるものとする。 

ウ 供給の対策 

主要食糧の供給は、次の場合に行うものとする。 

① 被災者に対し、炊き出しによる給食を行う必要がある場合。 

② 被災により供給機関が通常の供給を行うことができないため、その機関を通じないで供

給を行う必要がある場合。 

③ 被災地における救助作業、急迫した災害の防止及び緊急復旧作業に従事する者に対して

供給を行う必要がある場合。 

エ 応急用米穀の供給の方法及び手続等 

村（物資班）は、食料の供給に用する応急用米穀を購入により調達できないときは、その

確保について後志総合振興局長を通じて知事に要請し、知事の指示に基づいて北海道農政事

務所地域第三課又はその他から食料を調達する。 

※資料編６－１３：応急用米殻調達先一覧 

(2) 副食及び調味料の供給 

ア 実施責任者 

村長は、副食及び調味料の調達を行うものとする。ただし、村において調達が困難な場合、

知事に要請するものとする。 

イ 供給の方法及び手続等 

副食、調味料の村内における調達が不可能であり、又は必要数量を確保できない場合にあ

っては、後志総合振興局長を経由して知事に対してその斡旋を要請する。 

(3) 乳幼児に対する食料品の供給 

乳児への給食は人工栄養とするが、その確保が困難な場合は、村内の取扱い業者から調達す

るものとする。 
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(4) 炊き出し計画 

ア 実施責任者 

罹災者及び災害応急対策に従事している物に対する炊き出しは、物資班を中心として、村

内社会福祉団体等の協力を得ながら学校等の給食施設等、既存の施設を利用して行う。実施

にあたっては、炊き出し現場に責任者を配置する。責任者はその実施に関し指揮するととも

に、関係事項を記録しておく。 

なお、町内会及び自主防災組織、ボランティア等の協力により、避難所等で炊き出しを実

施する。 

※資料編６－８：炊き出し施設一覧 

イ 炊き出しの対象者 

①避難所に収容された者 

②住家に被害を受けて炊事のできない者 

③災害応急対策に従事している者 

ウ 業者からの購入 

村において直接炊き出しをすることが困難な場合で、米飯提供業者で注文することが可能

と認められるときは、炊き出しの基準等を明示して、村内の米飯提供業者より購入して供給

する。 

※資料編６－１３：応急用米殻調達先一覧 

エ 炊き出し等の費用及び期間 

費用及び期間は、災害救助法（昭和 22 年 10 月 18 日 法律第 118 号。以下「救助法」とい

う。）の定めるところによる。 

ただし、期間内においって打ち切ることができないときは、期間を延長することができる。 

(5) 食料輸送計画 

食料の輸送等にあたっては、車両によるものとし、本章第８節「輸送計画」及び第２５節

「労務供給計画」により措置する 

 

３ 生活必需品等の供給 

災害時における被災者に対する被服その他生活必需品の供給確保に関する事項は、この計画の

定めるところによる。 

(1) 実施責任者 

ア 救助法が適用された場合の被災者に対する被服その他生活必需品の供給確保については、

知事の委任において村長が実施する。 

イ 救助法が適用されない場合における被災者に対する物資の供給は、村長（物資班）が行う

ものとし、物資の調達が困難なときは、知事に斡旋又は調達を要請する。 

(2) 実施の方法 

次に掲げるものについては、災害状況に応じて給与又は貸与を行うものとする。 

ア 災害により住宅が全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水の被害を受けた者。 

イ 災害により被服、寝具その他生活必需物資を失い、日常生活を営むことが困難と思われる

者。 
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(3) 物資の購入及び配分計画 

物資班は救護班の協力を得て、世帯構成員別被害状況を把握し、救助物資購入及び配分計画

を樹立して、これに基づいて物資を購入し、給与又は貸付する。 

(4) 物資の調達 

物資の調達は、救護班において商工会等の関係団体の協力を得て行い、調達が困難な場合は

近隣町村又は道に依頼し調達するものとする。 

(5) 救助物資の集積場所 

調達した物資又は道からの救助物資の集積場所は、住民対策部長の指示によりこれを定める。 

(6) 物資の給与又は貸付の方法 

ア 取扱責任者 

物資の給与又は貸付にあたって、住民対策部は区域ごとに支給の責任者を定め、各区域の

地区責任者の協力を求めて迅速かつ的確に実施するものとする。 

なお、この場合給与又は貸付の状況が明確に分るよう台帳を整え、整理するものとする。 

イ 給与又は貸与台帳 

救援物資の給与又は貸与にあたり、次の簿冊を備えその経過を明らかにして処理するもの

とする。 

①世帯構成員別被害状況（様式１） 

②物資購入（配分）計画書（様式２） 

③物資受払簿（様式３） 

④物資給与及び受領簿（様式４） 

※資料編７－１７：生活必需物資給付（貸与）簿 

(7) 給与又は貸付物資の種類 

物資は次の品目の範囲内で、現物をもって給与又は貸付する。 

ア 寝具 

イ 外衣 

ウ 肌着 

エ 身の回品 

オ 炊事用具、食器 

カ 日用品 

キ 光熱材料 

(8) 給与又は貸付物資の費用及び給（貸）与の期間 

費用及び期間は、救助法の定めるところによるものとする。 

 

４ 要配慮者への配慮 

村（土木給水班）は、救護班及び社会福祉協議会と協力し、給水活動にあたっては、幼児、高

齢者及び障がい者等の要配慮者に配慮する。また、食料の供給にあたっては、以下の内容につい

て配慮する。 

1.柔らかく食べやすい食事の供給 

2.乳児食・ミルク等の供給 

3.配布方法に関する措置 
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村（物資班）は、社会福祉協議会と協力し、生活必需品の供給にあたっては、幼児、高齢者及

び障がい者等の要配慮者に可能な限り配慮する。 

1.配布方法に関する措置 

2.被災者個々の状況に適した物資の配布 
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第１４節 石油類燃料供給計画 

災害時の石油類燃料（ＬＰＧを含む）の供給については、本計画の定めるところによる。 

 

１ 実施責任 

(1) 神恵内村 

村長は、村が管理している緊急通行車両のガソリン等の確保に努めるものとする。また、災

害対策上重要な施設、避難所、医療機関及び社会福祉施設における暖房用燃料の確保に努める

ものとする。 

ア 地域内で調達できる石油類燃料の調達先及び集積場所等の状況を把握しておくものとする。 

イ 地域の卸売組合、協同組合、主要業者と事前に協定を締結しておく等、石油類燃料を迅速

に調達できる方法を定めることとする。 

ウ 地域内において調達が不能となったときは、道に協力を求めることができる。 

エ ＬＰＧについては、北海道エルピーガス災害対策協議会と迅速に調達できるよう連絡調整

を行う。 

(2) 北海道 

知事は、道が管理している緊急通行車両のガソリン等の確保に努めるとともに、災害時にお

ける石油類燃料について、村長の要請に基づき斡旋及び調達を行うものとする。 

また、村の要請に備え、北海道石油業協同組合連合会と迅速に調達できるよう連絡調整を行

うとともに、石油備蓄の確保に関する法律の規定に基づく経済産業大臣からの勧告がなされた

場合、石油連盟に対し、道が指定する重要施設への円滑な供給が行われるよう要請を行う。 

 

２ 石油類燃料の確保 

(1) 災害応急対策実施責任者は、石油類燃料の確保を図るものとし、卸売組合、協同組合、主要

業者に対し協力を要請し、又は斡旋を求めるものとする。 

知事は、石油類燃料の確保を図るため、卸売組合、協同組合、主要業者に対し、物資確保の

ための協力要請又は斡旋依頼を行う。 

(2) また、北海道石油業協同組合連合会との協定に基づき、石油類燃料の安定供給体制の確立を

図る。 

※資料編５－１：災害時応援協定締結事業者等一覧 
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第１５節 水道施設等ライフライン対策計画 

ライフラインの応急対策は、各ライフライン機関があらかじめ定めた防災業務計画等に基づき実施

する。神恵内村は、各ライフライン機関から施設の被害、供給状況等の情報を収集の上、各ライフラ

イン機関に対して、重要施設等の復旧要請を行う。 

 

１ 上水道施設 

(1) 応急活動体制の確立 

村（土木給水班）は、洪水や地震等により災害が発生又は発生するおそれがあるときは、水

道工事店等の協力を求めて、応急活動体制を確立する。 

また、水道施設が被災するおそれがあるときは、適宜被害を最小にするための措置をとると

ともに、施設が破損した場合は衛生被害が発生しないよう適切な措置をとる。 

(2) 応急活動 

村（土木給水班）は、水道施設の被害を調査し、総務広報班に報告するとともに、被災状況

及び被災の範囲等により復旧方針及び必要な場合は給水計画を作成する。総務広報班は、報道

機関や広報紙等により地域住民等に情報を提供する。 

(3) 資機材の確保と応援要請 

村（総務広報班）は、水道施設の応急復旧にあたり、資機材や人員が不足するときは、災害

時相互応援に関する協定等に基づき、復旧用資機材や人員等の派遣要請を行い、迅速な応急復

旧活動の実施を図る。 

(4) 上水道の復旧対策 

土木給水班は、被害状況を調査し、復旧計画を作成する。復旧計画に基づき次のような復旧

作業を実施する。 

・管類等の資機材の確保 

・復旧に必要な人員の確保 

・被害状況、復旧の見込み等の広報 

・他水道事業者の応援要請 等 

(5) 施設の復旧優先順位 

村（土木給水班）は、医療・福祉、避難所及び消防用施設等の施設の優先的な応急復旧に努

める。 

 

２ 電力施設 

北海道電力㈱は、電力の円滑な供給を確保するために必要な災害応急復旧対策を講じる。 

(1) 非常体制の確立 

非常災害が発生すると予想される場合又は非常災害が発生した場合は、必要な人員を動員し、

非常体制を確立する。 

(2) 応急復旧対策 

非常災害が発生した場合は、関係機関から情報収集を行うとともに、電力設備の被害状況を

把握し、速やかに応急復旧対策をたてる。 

(3) 応急復旧作業 

電力施設の被害状況及び重要度、被害復旧の難易度を勘案し関係機関と協議を図るとともに、

連携をとり安全を確認しながら応急復旧を行い、極力送電の確保に努める。 
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(4) 情報連絡 

非常災害時における電力設備の被害状況等の情報連絡を関係機関に行うとともに、復旧状況

の通報及び報告を行う。 

 

３ 通信施設 

東日本電信電話㈱北海道事業部は、災害が発生した場合は、電気通信設備の予防措置、災害応

急対策、災害復旧等に対する適切な措置をとる。 

(1) 災害時の活動体制 

災害が発生した場合は、非常態勢を発令し対処する。この場合、北海道、村及び各防災機関

と密接な連携を保ち相互協力に努める。 

(2) 設備、資機材の点検及び出動準備 

災害が発生した場合、設備、資機材の点検等を行う。 

(3) 応急措置 

電気通信設備に被害が発生した場合、当該設備及び回線の復旧に関し応急措置をとる。この

場合、重要通信の確保に留意し、災害の状況、電気通信設備の被害状況に応じて、電気通信事

業法に定められた復旧順位に従って実施する。 

(4) 広報 

災害が発生し、通信が途絶若しくは利用の制限を行ったときは、利用制限の措置状況及び被

災した設備の復旧状況を、テレビ、ラジオ、新聞及び広報車により地域の住民に周知する。 

 

４ 公共施設 

各施設管理者は、所管施設の被災状況を調査し、施設利用者等の安全確保を図るため、避難誘

導措置を行うとともに、二次災害の防止等の応急措置を行う。 

冬期に災害が発生した場合、重要施設の暖房・給油設備等の被害状況を調査し、応急工事等を

手配する。また、暖房に必要な燃料を販売業者から調達する。 

 

５ 施設の復旧優先順位 

村（土木給水班）は、医療・福祉、避難所及び消防用施設等の施設の優先的な応急復旧に努め

る。 
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第１６節 道路・河川施設等応急土木対策計画 

道路・河川及び海岸等の公共施設の応急対策計画は本計画に定めるところによる。 

 

１ 実施責任者 

村及び各施設管理者は、各種災害が発生したときは、被害情報を収集し、道路・河川等の巡視

及び各施設の応急復旧活動を実施する。 

災害時には、避難並びに救助・救出を実施するために必要な人員及び物資の輸送を迅速かつ確

実に行うことが必要であり、道路交通の確保は特に重要な災害対策である。このため、緊急輸送

に使用する路線及び区間を優先的に啓開・復旧し交通を確保する。 

道路施設 

対策実施責任者 

国道：小樽開発建設部岩内道路事務所 

道道：小樽建設管理部共和出張所 

村道：土木給水班 

 

河川施設 

対策実施責任者 
２ 級 河 川：小樽建設管理部共和出張所 

その他河川：土木給水班 

 

砂防・治山施設 

対策実施責任者 

砂防施設：小樽建設管理部共和出張所 

治山施設：後志森林管理署（国有林） 

そ の 他：農林水産班 

 

２ 応急活動体制の確立（土木給水班） 

村（土木給水班）は、災害が発生又は発生するおそれがあるときは、建設業者等と協力して応

急活動体制を確立し、被害の拡大防止、緊急措置、応急復旧活動を実施する。 

その他各施設管理者は、防災計画に基づき応急活動体制を確立し応急対策を実施する｡ 

 

３ 被害状況復旧状況の伝達（土木給水班・総務広報班） 

村（総務広報班）は、報告をもとに公共施設の被害状況・復旧状況を報道機関や広報紙等によ

り村民等へ情報を提供する。また、各施設管理者は、独自に復旧の状況、復旧の見込み等の広報

活動を行い村民等へ周知する。 

 

４ 資機材の確保と応援派遣要請（土木給水班・総務広報班） 

各施設管理者は施設の応急復旧にあたり、資機材や人員が不足するときは、防災業務計画に基

づき復旧用資機材や人員等の応援派遣要請を行い、迅速な応急復旧活動を実施する。 
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第１７節 行方不明者の捜索及び遺体の収容・安置、埋葬計画 

災害により行方不明の状態にあり、かつ周囲の事情によりすでに死亡していると推定される者の捜

索及び遺体の処理並びに応急的な埋葬の実施については、本計画の定めるところによる。 

 

１ 実施責任者 

災害による行方不明者及び死体がある場合の捜索処理は、救助法が適用された場合、知事の委

任を受けて村長（救護班）が実施するが、遺体の処理のうち、洗浄等の処置及び検案については、

知事の委託を受けた日本赤十字社北海道支部が行うものとする。また、救助法が適用されない場

合でも村長は警察官、自衛隊、あるいは民間協力団体等の協力を得て実施する。 

 

２ 捜索・処理の実施組織 

捜索・処理は、総務部又は民生部があたることとするが、このほか消防・警察機関をはじめ、

あらゆる機関・団体等の協力を得て、事情に応じ遺体捜索班、遺体収容班、埋葬班を編成して行

うものとする。 

 

３ 行方不明者の捜索 

(1) 捜索の対象 

捜索の対象は、災害により現に行方不明の状態にあり、かつ周囲の状況により既に死亡して

いると推定される者とする。 

(2) 実施の方法 

行方不明者の捜索は、村長が警察官、消防機関及び村民の応援を得て遺体捜索班を編成し、

被災の状況によって自衛隊、民間協力団体等の協力を得て実施するものとする。 

(3) 捜索の要請 

村内において被災した行方不明者が流失等により他市町村に漂着していると考えられる場合

は、関係市町村に対し、次の事項を明示して捜索を要請する。 

ア 氏名・性別・年齢・特徴・着衣等 

イ その他身元判明の参考に供する事項 

 

４ 遺体を発見した場合の処理 

作業中又は、捜索において死体を発見したときは、直ちに警察官に届け出て、警察官の検分及

び医師の検案を受けるものとし、遺体処理は検死後に行うものとする。 

 

５ 遺体の収容処理方法 

(1) 遺体収容班は、遺体収容所への遺体到着順に収容すること。 

(2) 遺体収容班は遺体の遺品を整理し、納棺の上その性別、推定年齢、遺品等を遺体処理台帳に

記載すること。 

(3) 遺体の処理は身元が判明している場合は、原則として遺族、親族に連絡のうえ引渡すものと

する。 

(4) 災害による社会混乱のため遺族等が遺体の処理を行うことができないもの又は、遺族等のい

ない遺体等、身元が判明しないもので、一定期間経過後、引取り人のない場合は行旅死亡人と

して取扱うこととし、住民課に連絡して火葬許可書の交付を受け死体埋葬班に引継ぐものとす
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る。 

(5) 遺体の収容処理 

ア 遺体識別のため遺体の洗浄、縫合、消毒をし、また遺体の撮影により身元確認の措置をと

るものとする。 

イ 遺体の一時保存 

遺体の身元識別のため相当の時間を必要とし、又は死亡者が多数のため短時間に埋葬がで

きない場合は、遺体を特定の場所（村内寺院、公共建物、病院又は公園等遺体収容に適当な

場所）に安置し、埋葬の処理をするまで一時保存する。 

ウ 検案 

遺体について、死因その他医学的検査を行う。 

エ 死体見分 

死体見分について、警察官が行う。 

 

６ 遺体の埋葬 

災害時の混乱の際に死亡した者及び災害のため埋葬を行うことが困難な場合又は遺族のいない

遺体で村長が必要と認めた場合は、応急的に遺体を埋葬するものとする。埋葬に当り次の事項に

留意する。 

(1) 埋葬の対象者 

災害時の混乱の際に死亡した者及び災害のため埋葬を行うことが困難な場合又は遺族のいな

い遺体とする。 

(2) 埋葬の方法 

ア 事故死の遺体については、警察機関から引継ぎを受けた後埋葬する。 

イ 村長は、遺体を土葬又は火葬に付し、又は棺、骨つぼ等を遺族に支給する等現物給付をも

って行うものとする。 

ウ 身元不明の遺体については、警察その他関係機関に連絡して、その調査に当たるとともに

埋葬に当たっては土葬又は火葬にするものとする。 

エ 被災地以外に漂着した遺体のうち、身元が判明しないものの埋葬は、行旅死亡人扱いとす

る。 

オ 埋葬の実施が村において実施できないときは、関係機関や協定による協力を得て行う。 

※資料編６－１６：火葬場一覧 

 

７ 行方不明者の捜索、遺体の収容及び埋葬のための、費用及び期間 

救助法が適用された場合に準じて行うものとする。 
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第１８節 防疫計画 

災害時における被災地の防疫については、本計画の定めるところによる。 

 

１ 実施責任者 

(1) 被災地の防疫は、村長（本部長）が北海道の指導指示に基づき行う。 

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 11 年法律第 114 号）に基づ

くねずみ族、昆虫等の駆除及び消毒等の措置を知事の指示に従い実施する。 

(3) 岩内保健所の指導のもと、避難所等において村民に対する保健指導等を実施する。 

 

２ 防疫の実施組織 

災害防疫実施のための作業実施組織として村長（本部長）は、防疫班を編成する。防疫班は、

概ね衛生技術者１名、事務職員１名、作業員２～３名をもって編成する。 

 

３ 感染症の予防 

知事は、感染症予防上必要があると認めるときは、村の災害規模、態様に応じ、その範囲、期

間を定めて次の事項について指示及び命令を行う。 

(1) 消毒方法の施行に関する指示（感染症法第 27条第２項） 

村長は、感染症法第２７条第２項の規定に基づく知事の指示があったときは、感染症法施行

規則第１４条及び「一類感染症、二類感染症、三類感染症の消毒・滅菌に関する手引きについ

て」（平成 11 年、健医感発第 51 号）の規定に基づき薬剤の所要量を確保したうえ、速やかに

これを実施する。 

(2) ねずみ族、昆虫等の駆除に関する指示（感染症法第 28条第２項） 

村長は、感染症法第２８条第２項の規定に基づく知事の命令があったときは、感染症法施行

規則第１５条の規定に基づき薬剤の所要量を確保したうえ、速やかにこれを実施する。 

(3) 物件に係る措置に関する指示（感染症法第 29条第２項） 

(4) 生活用水の供給に関する指示（感染症法第 31条第２項） 

村長は、感染症法第３１条第２項の規定に基づく知事の指示があったときは、その期間中継

続して容器により搬送、ろ水機によりろ過給水等実情に応じ、特に排水器具等は衛生的に処理

して実施する。なお、供給量は１日１人当り約２０リットルとすることが望ましい。 

(5) 公共の場所の清潔方法に関する指示 

(6) 臨時予防接種に関する指示（予防接種法第６条及び第９条） 

 

４ 防疫の種別及び方法 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感染症法」という。）に基

づき、被災地の防疫については後志総合振興局保健環境部岩内地域保健室（以下「岩内保健所」

という。）の指導を得て、次の要領により速やかに実施するものとする。 

(1) 救護班の消毒活動 

ア 浸水家屋、下水、その他不衛生な場所の消毒を被災後直ちに実施する。 

イ 避難所、その他不衛生場所の消毒を少なくとも１日１回以上実施する。 

ウ 井戸の消毒を実施する。 

エ なお、水害等で汚水が直接入った場合、又は病毒に汚染されたおそれが強いときは、消毒



147 

 

の上、井戸替えを施さないと使用させないものとする。 

オ 状況によっては、ねずみ、昆虫等の駆除について地域及び期間を定めて実施する。 

(2) 各世帯における家屋等の消毒 

ア 床上浸水地域に対しては、被災直後に各戸にクレゾール、クロール石灰等の消毒剤を配布

して床、壁の洗浄、便所の消毒、手洗い設備の設置、その他不衛生な場所の消毒、汚染度の

強い野菜の投棄等、衛生上の指導を行う。 

イ 家屋内の汚染箇所の洗浄、手洗水、便所の消毒は、クレゾール石けん液等で行う。 

(3) 患者等に対する措置 

村長は、感染症患者が発生したときは、感染症法に基づき速やかに岩内保健所と連携して対

応するものとする。 

(4) 臨時予防接種 

村長は、被災地の感染症発生を予防するため必要があるときは、知事（岩内保健所）の指示

を受け、対象者の範囲及び期日を指定して予防接種を実施するものとする。 

(5) 避難所等の防疫指導 

村長は、避難所等の応急施設については、次により防疫指導等を実施するものとする。 

ア 検病調査等 

避難者に対しては少なくとも１日１回検病調査を実施するものとし、調査の結果必要が生

じたときは、検便等による健康診断（感染症法第 17 条の規定による）を受けるよう指導する。 

イ 消毒の実施 

避難者に衣服等の日光消毒を行うよう指導するとともに、必要があるときは、クレゾール

等による消毒、ノミ等の発生防止のための薬剤散布を行い、便所、炊事場、洗濯場等を消毒

するほか、クレゾール石けん液、逆性石けん液を適当な場所に配置し、手洗いの励行等につ

いて十分指導徹底させるものとする。 

ウ 集団給食の衛生管理 

給食従事者は、原則として健康診断を終了した者をもってあて、できるだけ専従させるも

のとする。また、配膳等の衛生保持及び残廃物、生ごみ等の衛生的処理についても、十分徹

底させるものとする。 

エ 飲料水の管理 

飲料水については、水質検査を実施するとともに、使用の都度消毒させるものとする。 

※資料編６－７：神恵内村医療機関一覧 

 

５ 清潔方法 

家屋周辺の清潔方法は、各個人において実施するものとし、村長は知事の指示により道路溝渠、

公園等の公共の場所を中心に実施する。 

 

６ 一般飲用井戸等の管理等 

村長は、飲用水に飲用井戸等を利用している場合において、当該井戸の設置者に対し、「北海

道飲用井戸等衛生対策要領」に基づく水質検査及び汚染が判明した場合の措置について十分指導

徹底する。 
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第１９節 被災宅地安全対策計画 

村において災害対策本部が設置されることとなる規模の地震又は降雨等の災害により、宅地が大規

模かつ広範囲に被災した場合に、被災宅地危険度判定士（以下「判定士」という）を活用して、被災

宅地危険度判定（以下「危険度判定」という）を実施し、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、

二次災害を軽減、防止し住民の安全を図る。 

 

１ 危険度判定の実施の決定 

村長は、災害の発生後に宅地の被害に関する情報に基づき、危険度判定の実施を決定し、危険

度判定実施本部を設置する。 

 

２ 危険度判定の支援 

知事は村長から支援要請を受けたときは、危険度判定支援本部を設置し、北海道被災宅地危険

度判定連絡協議会（以下「道協議会」という）等に対し、判定士の派遣等を依頼する。 

 

３ 判定士の業務 

判定士は次により被災宅地の危険度判定を行い、判定結果を表示する。 

(1) 「被災宅地の調査・危険度判定マニュアル」に基づき、宅地ごとに調査票へ記入し判定を行

う。 

(2) 宅地の被害程度に応じて、「危険宅地」、「要注意宅地」、「調査済宅地」の３区分に判定

する。 

(3) 判定結果は、当該宅地の見やすい場所（擁壁、のり面等）に判定ステッカーを表示する。 

 

区分 表示方法 

危険宅地 赤のステッカーを表示する。 

要注意宅地 黄のステッカーを表示する。 

調査済宅地 青のステッカーを表示する。 

 

４ 危険度判定実施本部の業務 

「被災宅地危険度判定業務実施マニュアル」（以下「実施マニュアル」という）に基づき、危

険度判定実施本部は次の業務を行う。 

(1) 宅地に係る被害情報の収集 

(2) 判定実施計画の作成 

(3) 宅地判定士・判定調整員の受入れ及び組織編成 

(4) 判定の実施及び判定結果の現地表示並びに住民対応 

(5) 判定結果の調整及び集計並びに関係機関への報告 

 

５ 事前準備 

道及び村は災害の発生に備え、実施マニュアルに基づき次に努める。 

(1) 道と村は相互支援体制を充実し、連絡体制を整備する。 

(2) 道は国、近隣県、被災宅地危険度判定連絡協議会（全国協議会）、及び道協議会との相互支

援体制を確保するため、連絡調整体制を整備する。 
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(3) 道は村及び関係機関の協力を得て、被災宅地危険度判定実施要綱（全国要綱）で定める土

木・建築又は宅地開発の技術経験を有する者を対象とした、判定士の養成、登録及び更新等に

関する事務を行う。 

(4) 村は、道と協力して危険度判定に使用する資機材の備蓄を行う。 
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第２０節 住宅対策計画 

地震等の災害により、多数の建物被害が発生する事態が予想される。被災した住宅が居住できるか

どうかの判断を専門家に依頼し、二次災害を防止することが重要である。 

村は、地震等の災害が発生し、住居を失った被災者で、自己の資力では応急処理することができな

い者に対し、応急修理を実施する。 

災害救助法が適用された場合は知事が行い、村長はこれを補助する。ただし、災害救助法第３０条

第１項の規定により委任された場合は、村長が行う。 

 

１ 実施責任者 

(1) 北海道 

救助法を適用し、応急仮設住宅の設置（賃貸住宅の居室の借上げを含む。）が必要な場合は、

その建設は原則として知事が行う。 

(2) 神恵内村 

村長は、災害のため住宅に被害を受け、自己の資力により住宅の応急修理をすることのでき

ない被災者に対しては、大工あるいは技術者を動員して応急修理を実施するものとし、必要に

より賃貸住宅の斡旋に努めるものとする。また、救助法が適用された場合は、知事からの委任

を受けて、避難所の設置及び応急仮設住宅の建設を行うものとする。 

 

２ 被災者の住宅対策 

村（土木給水班）は、災害のため住家に被害が生じた場合、応急仮設住宅の建設及び住宅被災

に対する応急処理に必要な被害状況を調査する。 

 

３ 実施の方法 

(1) 避難所 

村長は、災害により住家が被害を受け居住の場所を失った者を収容保護するため、公共施設

等を利用し、避難所を開設するものとする。 

(2) 公営住宅等の斡旋 

村は、災害時における被災者用の住居として利用可能な公営住宅、民間賃貸住宅及び空家等

の把握に努め、災害時に斡旋できるよう、あらかじめ体制を整備するものとする。 

また、村（土木給水班）は、住宅の供給・修理に関する相談窓口を設置し、被災者の相談に

応じるとともに報道機関や広報紙を利用し、実施の時期・基準等について、十分な情報を提供

する。 

(3) 応急仮設住宅（賃貸住宅の居室の借上げを含む） 

救助法が適用された場合の応急仮設住宅の建設等に関する基本的事項は、次のとおりである。 

ア 次の入居対象者の条件に該当していなければならない。 

①住宅が全壊、全焼又は流出した者であること。 

②居住する住宅がない者であること。 

③自らの資金で住宅を確保できない者で、次に該当する者であること。 

・生活保護法の被保護者及び要保護者 

・特定の資産のない失業者、寡婦、母子世帯、病弱者、身体障がい者、勤労者、小企業者等 
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イ 入居者の選定 

応急仮設住宅の入居者の選定については、村が行う。 

ウ 応急仮設住宅の建設 

原則として応急仮設住宅の設置は、知事が行う。 

エ 建設戸数（借上げを含む。） 

①建設戸数は、本村での全壊、全焼及び流出世帯数以内とする。 

②被害の程度、深刻さ、住民の経済能力、住宅事情等により特に必要な場合は、厚生労働大

臣の承認を得て限度戸数を引き上げることがある。 

オ 規模、構造、存続期間及び費用 

①応急仮設住宅の標準規模は、１戸当り２９．７㎡を基準とする。構造は、原則として軽量

鉄骨組み立て方式による２～３戸の連続建て若しくは共同建てとし、その仕様は、「応急

仮設住宅仕様基準」のとおりとする。 

ただし被害の程度その他必要と認めた場合は、一戸建て又は木造住宅により実施する。 

②応急仮設住宅の存続期間は、その建築工事（又は借上げに係る契約を締結）を完了した後、

３箇月以内であるが、北海道の許可を受けて、２年以内とすることができる。 

ただし、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特定措置に関する法律に

基づき、政令で指定されたものに係る応急仮設住宅については、更に期間を延長すること

ができる。 

③費用は救助法及び関係法令の定めるところによる。 

カ 維持管理 

知事が設置した場合、その維持管理は、村長に委任する。 

キ 運営管理 

応急仮設住宅の運営管理に当たっては、安心・安全の確保、孤独死や引きこもり等を防止

するための心のケア、入居者によるコミュニティの形成及び運営に努めるとともに、女性の

参画を推進し、女性を始めとする生活者の意見を反映できるよう配慮する。 

また、必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受入れに配慮する。 

(4) 住宅の応急修理 

ア 応急修理を受ける者 

①住宅が半壊又は半焼し、当面日常生活を営むことができない者であること。 

②自らの資力で応急修理ができない者であること。 

イ 応急修理実施の方法 

応急修理は、応急仮設住宅の建設に準じて行う。 

ウ 修理の範囲と費用 

①応急修理は、居室、炊事場及び便所等日常生活に欠くことのできない部分で必要最小限と

する。 

②費用は、救助法及び関係法令の定めるところによる。 

(5) 資材の調達 

村長は、建築資材等の調達が困難な場合は、道に斡旋を依頼するものとする。 
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 手段 基準 

災害救助法

の適用なし 
公営住宅の空室供給 

・高齢者、障がい者及び外国人等の要配慮者を優先し

て、公営住宅の空室を供給する。 

災害救助法

の適用あり 

住宅の応急修理 

・住宅が半壊又は半焼し、当面日常生活を営むことが

できない者 

・自らの資力で、応急修理ができない者 

応急仮設住宅の建設 

・建設戸数は、本村での全会、全勝及び流出世帯数以

内とする。 

・被害の程度、深刻さ、住民の経済能力、住宅事情等

により特に必要な場合は、厚生労働大臣の承認を得て

限度戸数を引き上げることがある。 

 

４ 住宅の応急復旧活動 

道及び村は、必要に応じて、住宅事業者の団体と連携して、被災しながらも応急対策をすれば

居住を継続できる住宅の応急修繕を推進するものとする。 
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第２１節 文教対策計画 

災害時における学校施設の被災又は児童生徒が罹災した場合、施設の確保等教育活動の早期再開に

向けた対策を実施する。 

 

１ 実施責任者 

(1) 村・教育委員会 

村内小中学校における応急教育及び村内文教施設の応急復旧対策は、村長（本部長）と教育

委員会（教育班）の緊急協議により行う。 

ただし、救助法が適用された場合は、児童・生徒に対する教科書、文房具等の給与等知事の

委任を受けて村長（教育委員会）が実施する。 

(2) 学校管理者 

学校毎の災害発生に伴う適切な措置については、学校長が具体的な応急計画を立てて行うも

のとする。 

ア 防災上必要な体制の整備 

災害発生時に迅速かつ適切な対応を図るために、各学校では平素から災害に備え職員等の

任務の分担、相互の連携、時間外における職員の参集等についての体制を整備する。 

イ 児童・生徒等の安全の確保 

①在校（園）中の安全の確保 

在校（園）中の児童・生徒等の安全を確保するため、児童・生徒等に対して防災上必要な

安全教育を行うとともに、災害発生時に迅速かつ適切な行動をとることができるよう防災

訓練等の実施に努める。 

②登下校時の安全確保 

登下校時の児童・生徒等の安全を確保するため、情報の収集や伝達の方法、児童・生徒等

の誘導方法、保護者との連携方法、緊急通学路の設定及びその他登下校時の危険を回避す

るための方法等について計画を立てるとともに、あらかじめ教職員、児童・生徒等、保護

者及び関係機関に周知徹底を図る。 

ウ 施設の整備 

文教施設、設備等を災害から防護するため、日常点検や定期点検を行い、危険箇所あるい

は要補修箇所の早期発見に努めるとともに、これらの改善を図る。 

 

２ 被害状況の把握 

応急教育の計画のため、教育対策部は学校施設の被害、児童・生徒の罹災等、被害状況を速や

かに把握し、本部へ報告するものとする。 

 

３ 応急教育対策 

(1) 休校措置 

災害が発生し、又は発生が予想される気象条件となったときは、学校長は教育委員会と協議

し、必要に応じて休校措置をとるものとする。 

ア 休校措置を登校後に決定したときは、帰宅させる場合等、十分注意事項を徹底させるもの

とし、低学年にあっては、教師が地域別に付き添う等児童・生徒の安全、保護に留意するも

のとする。 
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イ 休校措置を登校前に決定したときは、直ちにその旨を各学校があらかじめ定める伝達方法

（電話、報道機関）により周知するものとする。 

(2) 応急教育施設の確保 

被害の程度により応急修理できる場合は、速やかに修理を行うものとし、授業実施のための

校舎等施設の確保は、災害の規模、被災者の程度により次の方法によるものとする。 

ア 校舎の一部が使用できない場合 

特別教室、屋内体育施設等を利用するものとする。 

イ 校舎の全部又は大部分が使用不能の場合 

最寄りの学校又は公共施設を利用するものとする。なお、利用する施設がないときは、応

急仮校舎を建設する等の対策を講じ、又は後志教育局を通じ北海道教育委員会に対し、施設

の斡旋を要請する。 

※資料編６－２０：応急教育の予定施設一覧 

(3) 教職員の確保 

被災学校の教職員は、学校長の指示により授業を実施するものとする。また、教育委員会は、

教職員の被災状況を把握するとともに、当該学校の教職員のみで実施が困難と認めるとき、北

海道教育庁、後志教育局と連絡を密にして教育に支障をきたさないようにするものとする。 

 

４ 教育の要領 

(1) 災害状況に応じた特別教育計画を立て、できるだけ授業の確保に努める。特に授業の実施が

不可能な場合にあっても家庭学習の方法等について指導し、学力の低下を防ぐように努める。 

(2) 特別教育計画による授業の実施に当たっては、次の点に留意する。 

ア 教科書、学用品等の損失状況を考慮し、学習の内容、方法が児童・生徒の過度の負担にな

らないよう配慮する。 

イ 教育活動の場所が寺院、公民館等学校以外の施設を利用する場合は、授業の効率化、児

童・生徒の安全確保に留意する。 

ウ 通学路その他の被害状況に応じ、通学の安全について遺漏のないよう指導する。（集団登

下校の際は、村民、関係機関、団体、父母の協力を得るようにする。） 

エ 学校に避難所が開設された場合には、特に児童・生徒の指導・管理に注意するとともに、

避難収容が授業の支障とならないよう留意する。 

オ 教育活動の実施に当たっては、被災による精神的な打撃によって児童・生徒に生じやすい

心理的な障害に十分配慮する。 

(3) 災害復旧については、教育活動に支障のない限り可能な協力をするものとする。 

 

５ 教科書・学用品の調達及び支給 

(1) 支給対象者 

村（教育対策部）及び学校等の管理者は、住宅が全焼、全壊、流失、半焼、半壊又は床上浸

水等の被害を受けた世帯の児童・生徒で、教科書・学用品を減失又はき損した者に対して支給

する。 

(2) 支給品名 

 被害状況に応じて次の品目を現物支給する。 

ア 教科書及び教材（準教科書、ワークブック、補充問題集等） 



156 

 

イ 文房具（ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵の具、下敷き、定規等） 

ウ 通学用品（運動靴、雨具、カバン、ゴムぐつ等） 

(3) 調達方法 

ア 教科書の調達 

被災学校別、学年別、使用教科書別にその所要数量を速やかに調査し、北海道教育委員会

に報告するとともに、教科書供給書店に連絡して供給を受けるものとする。また、村内の他

の学校及び他の市町村に対し、使用済み教科書の供与の依頼をするものとする。 

イ 学用品の調達 

北海道教育委員会の指示により調達する。 

(4) 支給方法 

教育委員会は、学校長と緊密な連絡を保ち、支給の対象となる児童・生徒を調査把握し、各

学校長を通じて対象者に支給する。 

(5) 救助法が適用されない場合 

被災の状況により、救助法が適用された場合に準じて行う。 

 

６ 被災教職員・児童・生徒の健康管理 

災害の状況により、被災学校の教職員・児童・生徒について予防接種、健康診断等を岩内保健

所に依頼して実施するものとする。 

 

７ 学校給食等の措置 

(1) 給食施設設備が被災したときは、できる限り給食の継続が図られるよう応急措置を講じるも

のとする。 

(2) 応急修理等の措置にあたっては、施設整備並びに食品取扱等衛生管理に十分留意し、給食に

起因する伝染病、食中毒の発生のないよう努めるものとする。 

(3) 給食用物資が被災したときは、米穀、小麦粉、脱脂粉乳及び牛乳について、関係機関と連絡

の上、緊急配送を行うものとし、その他の物資については応急調達に努めるものとする。 

 

８ 施設の衛生管理等 

学校及びその他の文教施設が被災者避難所として使用される場合は、次の事項に留意をして保

健管理をするものとする。 

(1) 水飲み場、便所等の衛生管理が必要なところは常に清潔にして消毒に万全を期すること。 

(2) 施設の一部に被災者を収容して授業を継続する場合は、必要に応じ衛生及び環境を考慮して

収容場所との間をできるだけ隔絶すること。 

(3) 収容施設として使用が終わったときは、校舎全体の清掃及び消毒を行うこと。 

(4) 必要に応じて児童・生徒の健康診断を実施すること。 

 

９ 学校教育及び社会教育施設の応急復旧措置 

(1) 施設の管理者は速やかに被害の状況を把握し、施設の機能回復のための応急復旧措置を講ず

る必要がある。 

(2) 学校教育施設については、道との協議の上、速やかに復旧工事を行う。 
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(3) 社会教育施設については、被害状況調査を実施し、道との協議の上復旧計画を策定し、当該

復旧計画に基づいて速やかに復旧工事を行う。 

 

１０ 文化財の保全対策 

災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、教育対策部は、文化財保護法、北海

道文化財保護条例及び神恵内村文化財保護条例による文化財並びに村の文化資料の保全保護にあ

たるものとする。 
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第２２節 家庭動物等対策計画 

災害時における被災地の家庭動物等の取扱いについては、本計画の定めるところによる。 

 

１ 実施責任者 

村長は、被災地における逸走犬等の管理を行うものとし、救護班が実施する。 

 

２ 家庭動物等の取扱い 

(1) 動物の飼い主は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律第 105 号）及び北海道動

物の愛護及び管理に関する条例（平成 13 年条例第３号、以下「条例」という。）に基づき、災

害発生時においても、動物の健康及び安全を保持し適正に取り扱うものとする。 

(2) 災害発生時における動物の避難は、条例第６条第１項第４号の規定により、動物の飼い主が

自己責任において行うものとする。 

(3) 災害発生時において、村は、関係団体の協力を得て、逸走犬等の保護・収容する等適切な処

置を講ずるとともに、村民等に対し、逸走犬等の収容について周知を図るものとする。 
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第２３節 廃棄物等処理計画 

災害時における被災地のごみ収集、し尿のくみ取り、災害に伴い生じた廃棄物の処理処分及び死亡

獣畜の処理等については、本計画の定めるところによる。ただし、住居又はその周辺に運ばれた土石、

竹木等の除去については、本章第 12節「障害物除去計画」によるものとする。 

 

１ 実施責任者 

(1) ごみ及びし尿処理 

ア 被災地におけるごみ収集、し尿のくみ取り、災害に伴い生じた廃棄物の処理処分は村民及

び岩内地方衛生組合の協力を得て、村長（救護班）が実施するものとする。 

イ 村長は、災害により被害甚大で村のみで処理することが困難な場合は、隣接市町村又は知

事に応援を求め実施するものとする。 

(2) 死亡獣畜の処理（牛、馬、豚、めん羊、やぎ等の死んだもの） 

ア 死亡獣畜の処理は、所有者が行うものとする。ただし所有者が判明しないとき、又は所有

者において処理することが困難なときは、村（救護班）が関係機関と協議し処理する。 

イ 放浪犬の処理は、岩内保健所の指示により村（救護班）が実施する。 

 

２ 廃棄物等の処理方法 

(1) 廃棄物の収集、運搬及び処分の基準 

村長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）第６条の２第２項及

び第３項、第１２条第１項並びに第１２条の２第１項に規定する基準に従い所要の措置を講ず

るものとする。 

なお、村長は、基本法に基づき環境大臣が「廃棄物処理特例地域」に指定した場合には、基

本法第８６条の５の規定に従い必要な措置を講ずるものとする。 

(2) ごみ処理班 

ア ごみの収集、し尿のくみ取り、災害に伴い生じた廃棄物の処理処分及び死亡獣畜の処理等

の作業を効果的に実施するため、ごみ処理班を編成するものとする。 

イ ごみ処理班の班長には住民課を、班員には各町内会衛生部員をもってあてるものとする。 

(3) ごみ収集処理の方法 

ア 収集 

①被災地の村民に協力を要請して生ごみ類を優先的に収集し、一般のごみはその後に収集す

るものとする。 

②災害の状況により現有車両による処理が困難な場合は、一般車両の出動を要請し実施する

ものとする。 

イ 処理 

岩内地方衛生組合のじん芥処理場を利用して完全処理に努めるが、災害の状況によっては

神恵内村に一時保管し、後日処理することとする。また、リサイクル等の資源再利用にも配

慮を行う。 

※資料編６－１４：じん芥処理施設一覧 

(4) し尿の収集処理の方法 

ア 収集 

被災地のし尿収集は委託業者により、バキューム車を借上げ、業者作業員の協力を得て実
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施するものとする。また、便所の崩壊、溢水等によりし尿が他に散乱しないように被害程度

の大きな所から収集し、短時間に処理するものとする。 

イ 処理 

岩内地方衛生組合の衛生処理場を利用して完全処理に努めるが、災害の状況により必要に

応じて簡易処理場を設置するものとする。 

※資料編６－１５：し尿処理施設一覧 

 

３ 野外仮設共同便所の設置 

村は、便所が倒壊、溢水等の被害を受けた場合、必要に応じ野外に仮設共同便所を設置するも

のとする。実施にあたっては、立地条件等を考慮し漏洩等により地下水の汚染が無いよう必要箇

所に最小限度の仮設便所を設ける。 

 

４ 死亡獣畜の処理方法 

死亡獣畜の処理は、死亡獣畜取扱場において処理するものとし、取扱場が災害等により処理が

困難な場合は、後志家畜保健衛生所と協議し処理する。 

(1) 環境衛生上他に影響を及ぼさないよう配慮して、埋却及び焼却の方法で処理。 

(2) 移動できないものについては、岩内保健所長の指導を受け臨機の措置を講ずるものとする。 

(3) （1）及び（2）において埋却する場合にあっては、１ｍ以上覆土するものとする。 

 

５ 被災家畜舎等の防疫 

被災した家畜舎等の防疫活動は、救護班が農林水産班の協力を得て、後志家畜保健衛生所等関

係機関と協議し、必要に応じて実施する。 
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第２４節 防災ボランティアとの連携計画 

村は、災害発生時において、奉仕団体又は各種ボランティア団体からの自発的な協力の申入れに対

して受入れが円滑に行われるよう体制を整えるともに、ボランティアの活動を支援するため、ボラン

ティアグループに対し積極的に情報を提供する。 

 

１ ボランティア団体・ＮＰＯの協力 

道、村及び防災関係機関等は、日本赤十字社北海道支部又は各種ボランティア団体・ＮＰＯか

らの協力の申入れ等により、災害応急対策の実施について労務の協力を受ける。 

 

２ ボランティア等の受入れ 

災害発生初期の混乱期においてボランティアの受入れを円滑に行うため、道、村及び関係団体

は、防災ボランティア活動指針に基づいて相互に協力し、ボランティアに対する被災地のニーズ

の把握に努めるとともに、ボランティアの受入れ、調整等その受入れ体制を確保するよう努める。 

道、村及び関係団体は、ボランティアの受入れに当たって、高齢者介護との会話力等ボランテ

ィアの技能等が効果的に活かされるよう配慮するとともに、必要に応じてボランティア活動の拠

点を提供する等、ボランティア活動の円滑な実施が図られるよう支援に努める。 

災害時における一般ボランティアの受入れは、住民対策部を窓口として行う。また、住民対策

部は神恵内村女性団体連絡協議会と協力し、ボランティアの受入窓口を開設する。なお、神恵内

村女性団体連絡協議会は、ボランティア団体と協力して窓口の運営を行う。 

 

３ ボランティア団体・ＮＰＯの活動 

ボランティア団体・ＮＰＯに依頼する活動の内容は、主として次のとおりとする。 

(1) 災害・安否・生活情報の収集・伝達 

(2) 炊出し、その他の災害救助活動 

(3) 高齢者、障がい者等の介護、看護補助 

(4) 清掃及び防疫 

(5) 災害応急対策物資、資材の輸送及び配分 

(6) 被災建築物の応急危険度判定 

(7) 応急復旧現場における危険を伴わない軽易な作業 

(8) 災害応急対策事務の補助 

(9) 救急・救助活動 

(10)医療・救護活動 

(11)非常通信 

(12)被災者の心のケア活動 

(13)被災母子のケア活動 

(14)被災動物の保護・救助活動 

(15)ボランティア・コーディネート 
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４ ボランティアの活動支援 

(1) ボランティア団体の活動支援 

村は、災害時のボランティア活動を支援するため必要と認められるときは、被害の状況等を

考慮して、適当な公共的施設をボランティア活動拠点として提供する。 

(2) ボランティア団体への情報提供 

村は、災害時のボランティア活動を支援するため、神恵内村女性団体連絡協議会を通じて災

害の状況の他、ボランティアの活動に必要な情報を提供する。 
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第２５節 労務供給計画 

災害時における災害応急対策を実施する際に人材が不足するときは、一般労働者を雇用し、災害応

急対策の円滑な実施に必要な人員を確保する。 

 

１ 実施責任者 

災害応急対策の実施に必要な労働者の確保は、村長（財政班）が行う。 

 

２ 労働者の確保の方法 

(1) 村内の建設業者及び民間団体等の協力を得て確保するものとするが、不足する場合には、岩

内公共職業安定所長に対し斡旋、要請を行うものとする。 

(2) 前項により労働者の求人申込みをする場合は、次の事項を明らかにするものとする。 

ア 職業別、性別、所要労務者数 

イ 作業場所及び作業内容 

ウ 期間及び賃金等の労働条件 

エ 宿泊施設等の状況 

オ その他必要な事項 

 

３ 賃金の支給 

(1) 労働者に対する費用は、救助法が適用されるもののほかは、村において負担する。 

(2) 賃金の基準は、災害の事情を勘案して、平常時における民間の雇用賃金を上回るよう努める

ものとする。 
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第２６節 災害救助法の適用と実施 

災害救助法が適用されたときは、知事が災害救助法に基づく対策を実施する。ただし、災害救助法

第３０条第１項の規程により委任された救助については村長がこれを行う。 

 

１ 災害救助法の適用基準 

北海道及び神恵内村において、大規模災害が発生したときは、次に示す基準に従い災害救助法

が適用される。 

指標となる被害項目 適用の基準 該当条項 

村内の住家が滅失（罹災）した世帯の数 村 30 以上 第１項の１ 

道内の住家が滅失（罹災）した世帯の数そのうち

村内の住家が滅失（罹災）した世帯の数 

道 2,500 以上 
第１項の２ 

町 15 以上 

道内の住家が滅失（罹災）した世帯の数そのうち

村内の住家が滅失（罹災）した世帯の数 

道 12,000 以上 

第１項の３※ 
村の被害状況が特に救

助を必要とする状態に

あると認められたとき 

多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受ける

おそれが生じた場合 

知事が厚生労働大臣と

協議 
第１項の４※ 

※第１項の３に係る事例 

・被災者世帯を含む被害地域が他の集落から隔離又は孤立等のため生活必需品等の補給が極

めて困難な場合で、被災者の救助に特殊の補給方法を必要とするものであること等 

※第１項の４に係る事例 

住家の被害の程度に係わらず、多数の者の生命、身体に被害を及ぼす災害が社会的混乱を

もたらし、その結果、人心の安定及び社会秩序維持のために迅速な救助を必要とする場合

に相当する。 

・山崩れ、がけ崩れにより多数の住家に被害が生じ、かつ多数の者が死傷した場合 

・豪雪により多数の者が危険状態となる場合等 

※資料編２－３：災害救助法の適用基準 

 

２ 住家被害の認定基準 

土木対策班は、被害住家の調査を行い、被害程度の認定を行う。被害滅失、半壊等の認定は、

「被害状況判定基準」によるが、住家被害については、以表のとおりである。 

※資料編２－２：被害状況判定基準 

※資料編１－４：災害情報等報告取扱要領 

住家が滅失した世帯の数の算定は、住家の「全壊（全焼・流失）」した世帯を基準とする。そ

こまで至らない半壊等については、災害救助法施行令第１条第２項の規定により次頁の表のとお

り換算を行う。 
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住家被害の判定基準 

１.住家被害の判定基準 

全壊 

 

・全焼、全流失（１世帯で滅失１世帯に該当） 

・住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部

が、 

倒壊、流出、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が甚だしく、補修によ

り元通りに再使用する事が困難なもの、具体的には、住家の損壊、焼失も

しくは流出した部分の床面積がその住家の延面積の 70％以上に達した程度

のもの又は主要な構成要素経済的被害を住家全体に占める損害割合で表

し、その住家の損害割合が 50％以上に達した程度のもの。 

半壊・半焼 ・２世帯で滅失 1 世帯に換算 

・住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住

家 

の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具

体的には、損壊部分がその住家の延床面積の 20％以上 70％未満のもの、又

は主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その

住家の損害割合が 20％以上 50％未満のものとする。 

床上浸水 ・３世帯で滅失 1 世帯に換算 

・床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態とな

ったもの。 

２.世帯の判定 

 ・生計を１つにしている実際の生活単位をいう。 

・寄宿舎、下宿等に宿泊するもので共同生活を営み、各個人の生計の独立性

が認められないものはその寄宿舎等の全部をもって１世帯とする。 

・旅館の住込等単身で他の家族と同居し、その者の独立性が認められないと

きは、当該家族と同一の世帯員とする。 

 

３ 災害救助法の適用手続き 

(1) 救助法の適用要請 

村長は、村の災害が救助法の適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込みであるとき

は、直ちにその旨を後志総合振興局長に報告し、災害救助法適用を知事に要請する。 

その場合には、次に掲げる事項について、口頭又は電話をもって要請し、後日文書によりあ

らためて処理する。 

ア 災害発生の日時及び場所 

イ 災害の原因及び被害の状況 

ウ 適用を要請する理由 

エ 適用を必要とする期間 

オ 既に取った救助措置及び取ろうとする救助措置 

カ その他必要な事項 

(2) 適用要請の特例 

村長は、災害の事態が急迫して、知事による救助の実施の決定を待つことができない場合に

は、救助法の規定による救助に着手し、その状況を直ちに後志総合振興局長に報告し、その後
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の処置に関して指導を受けなければならない。 

また、災害救助の対象数量及び期間については、特別な基準の適用を申請できる。申請は知

事に対して行うが、期間延長については救助期間内に行う。 

 

４ 救助の実施 

(1) 救助の実施者 

災害救助法による救助は、知事が行い（法定受託事務）、村長がこれを補助する。知事は、

村が実施した者がより迅速に災害に対処できると判断される次に掲げる救助の実施について、

村長へ個別の災害ごとに救助に関する事務を通知により委任する。 

なお、この法律の適用以外の災害については、基本法第５条に基づき村長が応急措置を実施

する。 

(2) 救助の内容 

災害救助法による内容等は、以下の表のとおりとする。 

 

救助の種類 実施期間 実施者区分 

避難所の設置 ７日以内 村 

応急仮設住宅の供与 

20 日以内に着工 
建設工事完了後 3箇月以内 
※特定行政庁の許可を受けて 2
年以内に延長可能 

対象者、対象箇所の選定～村設
置～道（ただし、委任したと
きは村） 

炊き出しその他による食品の
給与 

７日以内 村 

飲料水の供給 ７日以内 村 
被服、寝具その他生活必需品 
の給与又は貸与 

10 日以内 村 

医療 14 日以内 
救護班～道・日赤道支部（た
だし、委任したときは村） 

助産 分娩の日から７日以内 
救護班～道・日赤道支部（た
だし、委任したときは村） 

被災者の救出 ３日以内 村 
住宅の応急修理 １箇月以内 村 

学用品の給与 
教科書等 １箇月以内 
文房具等 15日以内 

村 
村 

埋葬 10 日以内 村 
遺体の捜索 10 日以内 村 
遺体の処理 10 日以内 村・日赤道支部 
障害物の除去 10 日以内 村 
生業資金の貸与  現在運用されていない 

 

（注）期間については、すべて災害発生の日から起算することとし、厚生労働大臣の承認を得て実施期間を延長す

ることができる。 
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第７章 地震・津波災害対策計画 

第１節 神恵内村における地震・津波の概要 

 

１ 地震・津波の発生状況 

神恵内村では、平成５年７月１２日の北海道南西沖地震において甚大な被害を受けている。被

害状況は、下表のとおり、死者２名の人的被害をはじめとし、住家被害２１棟、港湾河川等の土

木被害、さらに漁船・漁港被害等で被害額は約２億６百万円になる。このときの避難者は３５６

名に及んだ。 

なお、昭和５８年５月に秋田沖を震源とする日本海中部地震において、神恵内海岸に２ｍの津

波が観測されたがこのときは、漁船等への被害は確認されていない。 

 

地震名 項目 細目 内容 

昭和 58年

（1983年） 

日本海 

中部 

地震 

地震概要 

地 震 発 生 

震 源 地 

 

深   さ 

規   模 

震   度 

（気象庁観測） 

昭和 58年（1983年）５月 26日 11:59頃 

秋田県能代市西方沖 

北緯 40度 21.6分、東経 139 度 4.4分 

14km 

マグニチュード 7.7 

5 青森県深浦町・むつ市、秋田県秋田市 

4 森町、江差町等 

津波概要 津 波 高 最大約 2ｍ 

被害状況 
人 的 被 害 

物 的 被 害 

なし 

漁船、漁具等に被害なし 

平成 5年 

（1993年） 

北海道 

南西沖 

地震 

地震概要 

地 震 発 生 

震 源 地 

 

深   さ 

規   模 

震   度 

（気象庁観測） 

平成 5年（1993年）7月 12 日 22:17頃 

北海道南西沖 北緯 42度 46.9分、東経

139度 10.8分 

35km 

マグニチュード 7.8 

5 小樽 寿都 江差 

4 函館 苫小牧 室蘭 倶知安 

津波情報 

津波警報発表 

津波警報解除 

22:22 北海道の日本海沿岸（オオツナ

ミ） 

日本海沿岸 7月 13日 7:00 

津波概要 津 波 高 最大約 4ｍ 

被害状況 

人 的 被 害 

物 的 被 害 

 

 

避 難 状 況 

死者 2人 

全壊・半壊・一部損壊・浸水被害等住家被

害 21棟、非住家被害４棟 

漁船、漁具、公共施設等大被害 

避難住民 356人 
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２ 地震・津波の想定 

(1) 想定地震の概要 

ア 北海道防災会議想定地震 

北海道防災会議では、既往の研究成果、特に海溝型地震と内陸活断層に関する最新の研究

成果等から、北海道に被害を及ぼすと考えられる地震を整理している。 

北海道の地震は、千島海溝や日本海溝から陸側へ潜り込むプレート境界付近やアムールプ

レートの衝突に伴って日本海東縁部付近で発生する海溝型地震と、その結果圧縮された陸域

で発生する内陸型地震の２つに大別される。 

海溝型地震は、プレート境界そのもので発生するプレート間の大地震と１９９３年釧路沖

地震のようなプレート内部のやや深い地震からなっている。 

内陸型地震は、主に内陸に分布する活断層や地下に伏在していると推定される断層による

地震、過去に発生した内陸地震等である。 

日本海沿岸の想定地震の概要は概要は以下のとおりである。 

①海溝型地震（日本海東縁部：T7～T10）※次頁の図参照 

日本海の東縁部にもプレート境界があると考えられており、その境界には東西方向の圧縮

力のために「歪み集中帯」と呼ばれる活断層・活褶曲帯が形成されている。ここでは，北

海道南西沖、積丹半島沖及び留萌沖の領域で歴史地震があり、逆断層型の地震が起きてい

る。これらの領域とサハリン西方沖の間の北海道北西沖は歴史的に大地震が知られていな

い領域である。なお、これらは太平洋側の海溝型地震に比べ発生間隔は長いと考えられて

いる。 

ａ）北海道南西沖(T7) 

北海道南西沖では、１９９３年にＭ７．８の地震が発生している。地震に由来する海底

堆積物の解析等から、地震は５００年～1４００年程度の間隔で発生すると想定されてい

る。 

ｂ）積丹半島沖(T8) 

積丹半島沖では、1９４０年にＭ７．５の地震が起きている。地震に由来する海底堆積物

の解析等から、１４００年～３９００年程度の間隔で発生すると想定されている。北海

道南西沖及び積丹半島沖の地震は直近の発生からの経過時間が短いため、切迫性は小さ

いとみられている。 

ｃ）留萌沖(T9) 

留萌沖では、１９４７年にＭ７．０の地震が起きている。また、１７９２年後志の津波

（M7.1）もこの地域で発生した可能性が大きいと考えられ、Ｍ７クラスの地震が発生す

る領域とみられている。 

d）北海道北西沖(T10) 

北海道北西沖は，歴史地震等の記録はなく、具体的な地域の特定が難しいが、利尻トラ

フの地震性堆積物（タービダイト）の解析から３９００年程度の間隔で発生すると想定さ

れている。直近の発生は２１００年程度前とされ、Ｍ７．８程度の地震が発生すると考えら

れている。 

②内陸型地震 

道内の主要起震断層として地震調査研究推進本部が評価を発表している地震のうち神恵内

村に影響を及ぼす地震として、石狩低地東縁断層帯主部が挙げられ、Ｍ７以上の浅い
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（20km以浅）逆断層型の地震が想定される。 

ａ）石狩低地東縁断層帯主部(N1)※下図参照 

石狩低地東縁断層帯主部は、美唄市から岩見沢市、千歳市等を経て安平町にいたる東

に傾く逆断層で、全体としてＭ７．９程度の地震が想定され、３０年以内の地震発生確率

は、ほぼ０％とされている。北部に比べ南部の方で平均変位速度が大きく、別に活動し

ている可能性も指摘されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、今後、北海道による日本海沿岸の想定地震の見直しが行われる予定であり、そ

の見直しに合わせて、本計画の想定地震及び津波想定の見直しを行うものとする。 

 

イ 神恵内村耐震促進化計画（平成２２年３月）における想定地震 

神恵内村耐震促進化計画では、海溝型の地震が主である北海道及び中央防災会議による想

定地震と内陸型の地震が主である地震調査研究推進本部による想定地震を考慮している。 

また、内閣府による過去の事例や防災上の観点から、マグニチュード６台の最大である６．

９を想定した全国どこでも起こりうる直下の地震が想定され、各地震動による地震を想定した、

「揺れやすさマップ」が北海道（北方建築総合研究所）により作成されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道及び中央防災会議の想定地震の位置（海溝型の地震） 

想定地震名 位置 規模 

北海道東部地震 
北緯 42.50度 
東経 146度 

Ｍ8.25 

釧路北部地震 
北緯 43.50度 
東経 144.5度 

Ｍ6.50 

日高中部地震 
北緯 42.25度 
東経 142.5度 

Ｍ7.25 

石狩地震 
北緯 43.25度 
東経 141.25度 

Ｍ6.75 

留萌沖地震 
北緯 44.00度 
東経 141度 

Ｍ7.00 

後志沖地震 
北緯 43.00度 
東経 139度 

Ｍ7.75 

十勝沖・釧路沖の
地震 

面震源：十勝・
釧路沖の断層域 

Ｍ8.20 

根室沖・釧路沖の
地震 

面震源：根室・
釧路沖の断層域 

Ｍ8.30 



170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震調査研究推進本部の想定地震の位置（内陸型の地震） 

 

①神恵内村で想定される地震 

神恵内村で想定される地震は、海溝型の地震では「後志沖地震」が役場周辺の震度で４．

１、内陸型の地震では、「黒松内低地断層帯」で４．４と最も大きい揺れが予想されてい

る。 

 

北海道、中央防災会議の想定地震による震度（役場周辺） 

想定 

地震名 
石狩地震 

北海道 

東部地震 

釧路北部 

地震 

日高中部 

地震 

留萌沖 

地震 

後志沖 

地震 

十勝沖・釧

路沖の地震 

根室沖・釧

路沖の地震 

計測震度 

(役場周辺) 
3.7 2.0 0.8 2.9 3.5 4.1 3.5 2.3 

 

地震調査研究推進本部の想定地震による震度（役場周辺） 

断層の 

名称 

標津 

断層帯 

十勝平野 

断層帯主部 

富良野 

断層帯 

増毛山地 

東縁断層帯 

当別 

断層 

石狩低地 

東縁断層帯 
黒松内

低地断

層帯 

函館

平野

西縁

断層

帯 

十勝平

野断層

帯主部 

光地園

断層 

富良野

断層帯

西部 

富良野

断層帯

東部 

増毛山

地東縁

断層帯 

沼田－

砂川付

近の断

層帯 

石狩低

地東縁

断層帯

主部 

石狩低

地東縁

断層帯

南部 

計測震度 

(役場周辺) 
2.0 3.0 2.2 3.0 2.8 4.1 3.5 3.6 3.8 3.3 4.4 3.2 

 

気象庁の震度階級と計測震度との関係 

気象庁の 

震度階級 
震度４以下 震度５弱 震度５強 震度６弱 震度６強 震度７ 

計測震度 ～4.5未満 4.5～5.0 未満 5.0～5.5 未満 5.5～6.0 未満 6.0～6.5 未満 6.5～ 

 

以上を踏まえて、「神恵内村耐震促進化計画」では、対象とする影響の大きいと考えら

れる地震として、「後志沖地震」、「黒松内低地断層帯による地震」、さらにどこでも

起こる可能性がある「全国どこでも起こりうる直下型の地震」の３種類と想定し、各地

震の震度分布の想定と、それによる被害予測を行っている。 

断層の名称 断層モデル 規模 

標津断層帯 標津断層帯 Ｍ7.7 

十勝平野断
層帯 

十勝平野断層帯主部 Ｍ8.0 

光地園断層 Ｍ7.2 

富良野断層
帯 

富良野断層帯西部 Ｍ7.2 

富良野断層帯東部 Ｍ7.2 

増毛山地東
縁断層帯 

増毛山地東縁断層帯 Ｍ7.8 

沼田－砂川付近の断層帯 Ｍ7.5 

当別断層 当別断層 Ｍ7.0 

石狩低地東

縁断層帯 

石狩低地東縁断層帯主部 Ｍ8.0 

石狩低地東縁断層帯南部 Ｍ7.1 

黒松内低地

断層帯 
黒松内低地断層帯 Ｍ7.3 

函館平野西

縁断層帯 
函館平野西縁断層帯 Ｍ7.3 
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想定地震とマグニチュード、平均震度 

想定地震 内容 
平均震度 

（役場周辺） 

①後志沖地震 
・北海道及び中央防災会議の想定地震 

・海溝型、面震源、マグニチュード 7.8 
4.1 

②黒松内低地断層帯に 

よる地震 

・地震調査研究推進本部の想定地震 

・内陸型、線震源、マグニチュード 7.3 
4.4 

③全国どこでも起こり 

うる直下型の地震 

・中央防災会議想定の直下型地震 

・直下型、マグニチュード 6.9 
6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神恵内村で想定される地震 

 

②神恵内村の地震被害予測 

ａ）震度 

神恵内村で想定される地震による震度分布は次頁の図のとおりである。 
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後志沖地震による震度分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒松内低地断層帯による地震 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国どこでも起こりうる直下型の地震 

 

0 4 8

kilometers

震度階級

震度７   (0)
震度６強   (0)
震度６弱   (0)
震度５強   (0)
震度５弱   (1)
震度４以下  (2)

地震時に通行を確保すべき道路

特に重要な地震時に通行を確保すべき道路
地震時に通行を確保すべき道路

0 4 8

kilometers

震度階級

震度７   (0)
震度６強   (0)
震度６弱   (0)
震度５強   (0)
震度５弱   (1)
震度４以下  (2)

地震時に通行を確保すべき道路

特に重要な地震時に通行を確保すべき道路
地震時に通行を確保すべき道路

0 4 8

kilometers

震度階級

震度７   (0)
震度６強   (1)
震度６弱   (2)
震度５強   (0)
震度５弱   (0)
震度４以下  (0)

地震時に通行を確保すべき道路

特に重要な地震時に通行を確保すべき道路
地震時に通行を確保すべき道路
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字名 震度 木造建築物 非木造建築物 建築物(合計) 死者数 負傷者数

全壊棟数 半壊棟数 全壊棟数 半壊棟数 全壊棟数 半壊棟数 重傷者数 軽傷者数

大字珊内村 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大字赤石村 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大字神恵内村 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
(平均)4.3

ｂ）地震による被害予測 

神恵内村で想定される地震による被害予測は以下のとおりである。建物被害及び人的

被害は、「後志沖地震」「黒松内低地断層帯による地震」では発生しない。また、「全

国どこでも起こりうる直下の地震」では、建物被害では全壊が約３９棟程度（全壊率

4.6％、半壊率 15.4％）、負傷者数は約２２名（総人口の 2.1％）と予想されている。 

 

（単位：棟、人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①後志沖地震（字別）                     （単位：棟、人） 

 

 

 

 

 

 

②黒松内低地断層帯による地震（字別）             （単位：棟、人） 

 

 

 

 

 

 

③全国どこでも起こりうる直下の地震（字別）          （単位：棟、人） 

 

 

 

 

 

 

  

字名 震度 木造建築物 非木造建築物 建築物(合計) 死者数 負傷者数

全壊棟数 半壊棟数 全壊棟数 半壊棟数 全壊棟数 半壊棟数 重傷者数 軽傷者数

大字珊内村 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大字赤石村 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

大字神恵内村 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
(平均)4.5

字名 震度 木造建築物 非木造建築物 建築物(合計) 死者数 負傷者数

全壊棟数 半壊棟数 全壊棟数 半壊棟数 全壊棟数 半壊棟数 重傷者数 軽傷者数

大字珊内村 5.7 3.4 47.1 0.2 1.2 3.5 48.3 0.0 1.1 0.1 1.0

大字赤石村 5.7 1.0 14.5 0.0 0.1 1.0 14.5 0.0 1.1 0.1 1.0

大字神恵内村 6.1 32.8 61.5 1.7 5.1 34.5 66.6 0.3 20.2 1.0 19.2

合計 37.2 123.1 1.9 6.4 39.1 129.4 0.4 22.5 1.2 21.3

構成比 4.4% 14.6% 0.2% 0.8% 4.6% 15.4% 0.04% 2.1% 0.1% 2.0%
(平均)5.8

地震 平均震度 死者数 負傷者数

全壊棟数 半壊棟数 全壊棟数 半壊棟数 全壊棟数 半壊棟数

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

37.2 123.1 1.9 6.4 39.1 129.4 0.4 22.5

4.4% 14.6% 0.2% 0.8% 4.6% 15.4% 0.04% 2.1%

木造建築物 非木造建築物 建築物(合計)

 ①後志沖地震

 ②黒松内低地断層帯に
   よる地震

 ③全国どこでも
   起こりうる直下型の
   地震

4.3

4.5

5.8
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(2) 津波予測の概要 

北海道では、１９９３年の北海道南西沖地震や２００３年の十勝沖地震をはじめ、津波によ

る多くの犠牲者と甚大な被害を被っており、津波発生時における住民の避難対策及び津波対策

の促進を図るため、最大地震津波に対応した詳細な津波浸水予測及び被害想定を行っている。 

また、２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災を踏まえ、津波堆積物調査等の科学的

知見により、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの津波の想定を行い、太平洋沿岸から想定

の見直しに取り組んでいるところである。 

北海道が平成２２年３月に公表した津波シミュレーション及び被害想定結果によると、神恵

内村に影響を及ぼす地震のうち、影響の大きい地震として、北海道北西沖（沖側）（下図①）、

北海道北西沖（沿岸側）（下図②）、北海道南西沖（下図⑤）を震源とする地震が挙げられる。 

各地点の最大遡上高及び第１波到達時間等は下表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
地名 

影響開始時間
(分) 

陸域被害 
警戒時間(分) 

第 1波到達 
時間(分) 

最大遡上高(ｍ) 

北
海
道
北
西
沖

(

沖
側) 

オブカル石 30 － 33 1.8 

川白漁港 30 － 32 1.2 

珊内漁港 31 138 33 1.3 

赤石漁港 33 － 36 1.5 

神恵内漁港 34 － 37 2.4 

北
海
道
北
西
沖 

(

沿
岸
側) 

オブカル石 39 81 42 3.1 

川白漁港 43 － 67 0.9 

珊内漁港 45 － 68 1.2 

赤石漁港 66 － 71 1.6 

神恵内漁港 67 102 72 3.2 

北
海
道
南
西
沖 

オブカル石 13 14 15 3.5 

川白漁港 12 13 13 2.1 

珊内漁港 13 14 15 4.0 

赤石漁港 15 15 17 4.8 

神恵内漁港 16 16 16 5.8 

 

なお、今後、北海道による日本海沿岸の「日本海における大規模地震に関する調査検討会報

告書（国土交通省・内閣府・文部科学省：平成 26 年８月）」に基づく津波想定の見直しが行わ

れる予定であり、その見直しに合わせて、本計画の津波想定の見直しを行うものとする。 
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第２節 地震・津波災害予防計画 

地震・津波による災害の発生及び拡大の防止を図ることを目的に、道、村及び防災関係機関は、災

害予防対策を積極的に推進するとともに、村民及び事業者は、平常時より災害に対する備えを心掛け

るよう努めるものとする。 

 

１ 村民の心構え 

平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災や平成２３年３月の東日本大震災の経験を踏まえ、

村民は、自らの身の安全は自らが守るのが基本であるとの自覚を持ち、平常時より災害に対する

備えを心掛けるとともに、災害時には自らの身の安全を守るよう行動することが重要である。 

地震・津波発生時に、村民は、家庭又は職場等において、個人又は共同で、人命の安全を第一

として混乱の防止に留意しつつ、地震・津波災害による被害の発生を最小限にとどめるために必

要な措置をとるものとし、その実践を促進することが必要である。 

 

(1) 家庭における措置 

ア 平常時の心得 

①避難場所・避難経路及び家族の集合場所や連絡方法を確認する。 

②がけ崩れ、津波に注意する。 

③建物の補強、家具の固定をする。 

④火気器具の点検や火気周辺の可燃物に注意する。 

⑤飲料水や消火器の用意をする。 

⑥３日分の食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持出品（救急箱、

懐中電灯、ラジオ、乾電池等）を準備する。 

⑦防災訓練に進んで参加する。 

⑧隣近所と地震時の協力について話し合う。 

イ 地震発生時の心得 

①まずわが身の安全を図る。 

②特に緊急地震速報を見聞きしたときには、まわりの人に声をかけながら周囲の状況に応じ

て、あわてずに、まず身の安全を確保する。 

③火の始末は地震の揺れが収まってから速やかに確実に行う。 

④火が出たらまず消火する。 

⑤あわてて戸外に飛び出さず出口を確保する。 

⑥狭い路地、塀のわき、がけ、川べりには近寄らない。 

⑦山崩れ、がけ崩れ、津波、浸水に注意する。 

⑧避難は徒歩で、持物は最小限にする。 

⑨みんなが協力し合って、応急救護を行う。 

⑩正しい情報をつかみ、流言飛語に惑わされない。 

⑪秩序を守り、衛生に注意する。 

(2) 職場における措置 

ア 平常時の心得 

①消防計画、予防規程等を整備し、各自の役割分担を明確にする。 

②消防計画により避難訓練を実施する。 
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③とりあえず身を置く場所を確保し、ロッカー等重量物の転倒防止措置をとる。 

④重要書類等の非常も出品を確認する。 

⑤不特定かつ多数の者が出入りする職場では、入場者の安全確保を第一に考える。 

イ 地震発生時の心得 

①火の始末は地震の揺れが収まってから速やかに確実に行う。 

②職場の消防計画に基づき行動すること。 

③職場の条件と状況に応じ、安全な場所に避難すること。 

④正確な情報を入手すること。 

⑤近くの職場同士で協力し合うこと。 

⑥エレベーターの使用は避けること。 

⑦マイカーによる出勤、帰宅等は自粛すること。また、危険物車両等の運行は自粛すること。 

(3) 屋外でとるべき措置 

①ブロック塀の倒壊や自動販売機の転倒に注意し、これらのそばから離れること。 

②壁、看板、割れたガラスの落下に備え、その建物のそばから離れること。 

③丈夫な建物のそばであれば、建物の中に避難すること。 

(4) 運転者のとるべき措置 

ア 走行中のとき 

①走行中に車内のラジオ等で緊急地震速報を聞いたときは、後続の車が緊急地震速報を聞い

ていないおそれがあることを考慮し、ハザードランプを点灯する等周りの車に注意を促し

た後、緩やかに停止させること。 

②走行中に大きな揺れを感じたときは、急ハンドル、急ブレーキを避ける等、できるだけ安

全な方法により、道路の左側に停止させること。 

③停止後は、ラジオ等で地震情報や交通情報を聞き、その情報や周囲の状況に応じて行動す

ること。 

④車を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておくこと。やむを得ず道

路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを切り、エンジンキ

ーを付けたままとし、窓を閉め、ドアはロックしないこと。駐車するときは、避難する人

の通行や災害応急対策の実施の妨げとなるような場所には駐車しないこと。 

イ 避難するとき 

被災地では、道路の破壊、物件の散乱等のほか、幹線道路等に車が集中することにより交

通が混乱するので、やむを得ない場合を除き、避難のため車を使用しないこと。 

（第６章第４節「避難救助救出計画」を参照） 

(5) 津波に対する心得 

ア 村民 

①強い揺れ又は弱くても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは迅速かつ自主的にでき

るだけ高い場所に避難する。 

②「巨大」の定性的表現となる大津波警報が発表された場合は最悪の事態を想定して最大限

の避難等防災対応をとる。 

③津波の第一波は引き波だけでなく押し波から始まることもある。 

④津波は第二波・第三波等の後続波の方が大きくなる可能性や数時間から場合によっては一

日以上にわたり継続する可能性がある。 
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⑤強い揺れを伴わず、危険を体感しないままに押し寄せる、いわゆる津波地震や遠地津波の

発生の可能性がある。 

⑥大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報の意味や内容、地震発生直後に発表され

るこれら津波警報等の精度には一定の限界がある。 

⑦大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報の発表時にとるべき行動について知って

おく。 

⑧正しい情報をラジオ、テレビ、無線等を通じて入手する。 

⑨津波注意報でも、海水浴や磯釣りは危険なので行わない。 

⑩津波は繰り返して襲ってくるので、大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報の解

除まで気をゆるめない。 

イ 船舶関係者 

船舶関係者は、地震の発生状況（震度、揺れの長さ、地震発生時の滞在場所等）や津波警

報等の発表状況（津波警報の種類、予想される津波の高さ、津波の到達時間等）を踏まえ、

自己の判断に基づき、以下を参考にしつつ、高台又は港外への避難等、自らの身の安全を第

一とした行動を取るものとする。 

①強い揺れ（震度４程度以上）を感じたとき又は弱い揺れであっても、長い時間ゆっくりと

した揺れを感じたときは、直ちに高台又は港外(※1、※2)に避難する。 

②揺れを感じなくても、大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報が発表されたら、

直ちに高台又は港外(※1、※2)に避難する。 

③正しい情報をラジオ、テレビ、無線等を通じて入手する。 

④港外(※2)避難できない小型船は、高い所に引き上げて固縛する等最善の措置をとる。 

⑤津波は繰り返して襲ってくるので、大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報の解

除まで警戒をゆるめず、海浜等に近づかない。 

※1港外：水深の深い、広い海域 

※2港外退避、小型船の引き揚げ等は、時間的余裕がある場合のみ行う。 

 

２ 地震・津波に強いまちづくり推進計画 

道、村及び防災関係機関は、建築物、土木構造物、通信施設、ライフライン施設、防災関連施

設等構造物、施設等の耐震性を確保するため、地盤状況の把握等地域の特性に配慮し、地震に強

いまちづくりを推進するとともに、地域の実情を踏まえつつ、できるだけ短時間で避難が可能と

なるようなまちづくりを目指すものとする。 

 

(1) 地震に強いまちづくり 

ア 道、村及び防災関係機関は、避難路、避難地、延焼遮断帯、防災活動拠点となる幹線道路、

一時避難地としての都市公園、河川、港湾、空港等骨格的な都市基盤施設、消防活動困難区

域の解消に資する街路及び防災安全街区の整備等による市街地の面的な整備、建築物や公共

施設の耐震・不燃化、水面・緑地帯の計画的確保等防災に配慮した計画や土地利用の誘導に

より、地震に強いまちづくりを図る。 

イ 国、道及び村は、避難路、緊急輸送道路等防災上重要な経路を構成する道路について、災

害時の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を

行うとともに、無電柱化の促進を図るものとする。 
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(2) 建築物の安全化 

ア 道及び村は、耐震改修促進計画において設定された建築物の耐震改修等の具体的な目標の

達成のために、既存建築物の耐震診断・耐震改修を促進する施策を積極的に推進する。 

イ 道及び村は、防災拠点や学校等公共施設の耐震診断を速やかに行い、その結果を公表する

とともに、特に学校施設の耐震化については、できるだけ早い時期に完了させ、施設の耐震

性の向上を図る。 

ウ 国、道及び村は、老朽化した社会資本について、その適切な維持管理に努めるものとする。 

エ 道及び村は、住宅をはじめとする建築物の耐震性の確保を促進するため、建築基準法等の

遵守の指導等に努める。 

オ 道、村、防災関係機関及び施設管理者は、建築物における天井の脱落防止等の落下物対策、

ブロック塀の転落防止、エレベーターにおける閉じ込め防止等総合的な地震安全対策を推進

する。 

カ 国、道及び村は、文化財保護のための施設・設備の整備等の耐震対策に努めるものとする。 

(3) 主要交通の強化 

道、村及び防災関係機関は、主要な道路、港湾等の基幹的な交通施設等の整備に当たって、

耐震性の強化や多重性・代替性を考慮した耐震設計やネットワークの充実に努める。 

(4) 通信機能の強化 

道、村及び防災関係機関は、主要な通信施設等の整備に当たっては、災害対応に必要なネッ

トワークの範囲を検討するとともに、設備の耐震性の確保や通信手段の多様化、多重化に努め

る等して、耐災害性の強化に努めるものとする。 

(5) ライフライン施設等の機能の確保 

ア 道、村、防災関係機関及びライフライン事業者は、上水道、電気、ガス、電話等のライフ

ライン施設等の代替施設の機能確保を図るため、主要設備の耐震化、震災後の復旧体制の整

備、資機材の備蓄等に努める。 

特に、医療機関等の人命に関わる重要施設への供給ラインの重点的な耐震化を進めるもの

とする。 

イ 道、村及び防災関係機関は、関係機関と密接な連携を取りつつ、ライフライン共同収容施

設としての共同溝、電線共同溝等の整備等に努める。 

ウ 道、村及び防災関係機関においては、自ら保有するコンピューターシステムやデータのバ

ックアップ対策を講じるとともに、事業所等における安全確保に向けての自発的な取組みを

促進する。 

エ 道及び防災関係機関は、廃棄物処理施設について、大規模災害時に稼働することにより、

電力供給や熱供給等の役割も期待できることから、始動用緊急電源のほか、電気・水・熱の

供給設備を設置するよう努めることとする。 

(6) 復旧対策基地の整備 

道及び村は、震災後の復旧拠点基地、救援基地となる公園等の整備に努める。 

(7) 液状化対策等 

ア 道、村、防災関係機関及び公共施設等の管理者は、施設の設置に当たって、地盤改良等に

より液状化の発生を防止する対策や液状化が発生した場合においても施設の被害を防止する

対策等を適切に実施するほか、開発に当たって十分な連絡・調整を図る。 
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イ 個人住宅等の小規模建築物についても、液状化対策に有効な基礎構造等についてパンフレ

ット等による普及を図る。 

ウ 国、道及び村は、地震による破損等で決壊した場合に大きな被害をもたらすおそれのある

ため池について、防災ガイドブック更新等により、適切な情報提供を図る。 

(8) 危険物施設等の安全確保 

道、村及び防災関係機関は、危険物施設等及び火災原因となるボイラー施設等の耐震性の確

保、緩衝地帯の整備及び防災訓練の積極的な実施等を促進する。 

(9) 災害応急対策等への備え 

道、村及び防災関係機関は、災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うために必要な備えを行う

こととする。 

また、村は、地震等が発生した場合に備え、災害応急対策活動拠点として、災害対策車両や

ヘリコプター等が十分活動できるグランド・公園等を確保し、周辺村民の理解を得る等環境整

備に努めること。 

(10)地震防災緊急事業五箇年計画の推進 

ア 道は、地震防災対策特別措置法に基づき、道及び村地域防災計画に定められた事項のうち、

地震防災対策上緊急に整備すべき施設等について、全道を対象とする地震防災緊急事業五箇

年計画を作成し、道及び村等は、その整備を重点的・計画的に進めることとする。 

イ 計画対象事業 

①避難地 

②避難路 

③消防用施設 

④消防活動用道路 

⑤緊急輸送道路、交通管制施設、ヘリポート、港湾・漁港施設、共同溝等 

⑥医療機関、社会福祉施設、公立幼稚園、公立小中学校、公立特別支援学校、公的建造物等

の改築・補強 

⑦津波避難確保のための海岸保全施設、河川管理施設 

⑧砂防設備、森林保安施設、地滑り等防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、農業用用排水施設

であるため池のうち地震防災上必要なもの 

⑨地域防災拠点施設 

⑩防災行政無線施設、設備 

⑪飲料水確保施設、電源確保施設等 

⑫非常用食料、資機材等備蓄倉庫 

⑬負傷者の一時収容、設備、資機材（応急救護設備等） 

⑭老朽住宅密集市街地に係る地震防災対策 

(11)津波に強いまちづくり 

ア 津波からの迅速かつ確実な避難を実現するため、やむを得ない場合を除き、徒歩による避

難を原則として、地域の実情を踏まえつつ、できるだけ短時間で避難が可能となるようなま

ちづくりを目指すものとする。 

イ 国及び道は、津波災害のおそれのある区域について、各沿岸地域の自然特性、社会経済特

性等の現状を把握するための基礎調査を行う。道は、その結果を踏まえ、津波浸水想定を設

定するものとする。 
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ウ 国、道及び村は，浸水の危険性の低い地域を居住地域とするような土地利用計画、できる

だけ短時間で避難が可能となるような指定緊急避難場所・津波避難ビル等及び避難路・避難

階段等の整備等、都市計画と連携した避難関連施設の計画的整備や民間施設の活用による避

難関連施設の確保，建築物や公共施設の耐浪化等により，津波に強いまちの形成を図るもの

とする。 

エ 道及び村は，地域防災計画等の計画相互の有機的な連携を図るため，関係部局による共同

での計画作成、まちづくりへの防災専門家の参画等，津波防災の観点からのまちづくりに努

めるものとする。また、総合計画等を担当する村職員に対して，防災ガイドブック等を用い

た防災教育を行い，日常の計画行政の中に防災の観点を取り入れるよう努めるものとする。 

オ 国、道及び村は、老朽化した社会資本について、その適切な維持管理に努めるものとする。 

 

３ 地震・津波に関する防災知識の普及・啓発 

道、村及び防災関係機関は、地震・津波災害を予防し、又はその拡大を防止するため、職員に

対して地震・津波防災に関する教育、研修、訓練を行うとともに、村民に対して地震・津波に係

る防災知識の普及・啓発を図り、防災活動の的確かつ円滑な実施に努める。 

防災知識の普及・啓発に当たっては、要配慮者に十分配慮し、地域において要配慮者を支援す

る体制が確立されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分

配慮するよう努める。 

また、地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの中で防災に関する教育の普及推進を図

るものとする。 

 

(1) 防災知識の普及・啓発 

ア 道、村及び防災関係機関は、職員に対して防災（地震・津波）に関する体制、制度、対策

等について講習会等の開催、訓練の実施、防災資料の作成配布等により防災知識の普及・啓

発の徹底を図る。 

イ 道及び村並びに防災関係機関は、村民に対し次により防災知織の普及・啓発を図る。 

①啓発内容 

ａ）地震・津波に対する心得 

ｂ）地震・津波に関する一般知識 

ｃ）非常用食料、飲料水、身の回り品等、非常持出品や緊急医療の準備 

ｄ）建物の耐震診断と補強、家具の固定、ガラスの飛散防止 

ｅ）災害情報の正確な入手方法 

ｆ）出火の防止及び初期消火の心得 

ｇ）自動車運転時の心得 

ｈ）救助・救護に関する事項 

ｉ）避難場所、避難路及び避難方法等避難対策に関する事項 

ｊ）水道、電力、ガス、電話等の地震災害時の心得 

ｋ）要配慮者への配慮 

ｌ）各防災関係機関が行う地震災害対策 

②普及方法 

ａ）テレビ、ラジオ、新聞及びインターネットの利用 
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ｂ）広報誌（紙）、広報車両の利用 

ｃ）村ＩＰ告知放送の利用 

ｄ）映画、スライド、ビデオ等による普及 

ｅ）パンフレットの配布 

ｆ）講習会、講演会等の開催及び訓練の実施 

③道及び村並びに防災関係機関は、村民が緊急地震速報を受けたときの適切な対応行動を含

め、緊急地震速報について普及、啓発に努めるものとする。 

(2) 学校等教育関係機関における防災思想の普及 

ア 学校においては、児童生徒等に対し、地震・津波の現象、災害の予防等の知識の向上及び

防災の実践活動（地震・津波時における避難、保護の措置等）の習得を積極的に推進する。 

イ 児童生徒等に対する地震・津波防災教育の充実を図るため、教職員等に対する地震・津波

防災に関する研修機会の充実等に努める。 

ウ 地震・津波防災教育は、学校等の種別、立地条件及び児童生徒等の発達段階等の実態に応

じた内容のものとして実施する。 

エ 社会教育においては、ＰＴＡ、成人学級、青年団体、女性団体等の会合や各種研究集会等

の機会を活用し、災害の現象、防災の心構え等の防災知識の普及に努める。 

(3) 普及・啓発の時期 

防災の日、防災週間、水防月間、土砂災害防止月間、山地災害防止キャンペーン、津波防災

の日及び防災とボランティアの日、防災とボランティア週間等、津波防災の日等、普及の内容

により最も効果のある時期を選んで行うものとする。 

 

４ 津波災害予防計画 

地震による津波災害の予防及び防止に関する計画は、次のとおりである。 

(1) 基本的な考え方 

津波災害対策の検討に当たっては、以下の２つのレベルの津波を想定することを基本とする。 

最大クラスの津波に対しては、村民等の生命を守ることを最優先として、避難を軸に、そのた

めの村民の防災意識の向上及び海岸保全施設等の整備、浸水を防止する機能を有する交通イン

フラ等の活用、土地のかさ上げ、指定緊急避難場所や避難路・避難階段の整備・確保等の警戒

避難体制の整備、津波浸水想定を踏まえた土地利用・建築規制等を組み合わせるとともに、臨

海部の産業・物流機能への被害軽減等、地域の状況に応じた総合的な対策を講じるものとする。 

また、比較的頻度の高い一定程度の津波に対しては、人命保護に加え、住民財産の保護、地

域の経済活動の安定化、効率的な生産拠点の確保の観点から、海岸保全施設等の整備を進める

ものとする。 

発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波。 

最大クラスの津波に比べて発生頻度が高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波

の二つのレベルの津波。 

(2) 津波災害に対する予防対策 

津波の発生を予知し、防ぎょすることは極めて困難なことであるが、この予防対策として過

去の被害状況や道が調査研究した「津波浸水予測図」、国が調査した「浸水予測図」等を参考

として、国は、津波予測の高精度化のための観測体制を整備すること、国、道及び村等は、護

岸・防潮堤等の施設の整備を図るものとし、村は、指定緊急避難場所・経路や同報系防災行政
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無線等村民への多重化、多様化された情報伝達手段の整備を図るとともに、村民が安全かつ迅

速な避難行動を取れるよう、津波避難計画や津波ハザードマップの作成周知徹底に努めるほか、

地震・津波防災上必要な教育及び広報を継続的に推進するものとする。 

また、道は可能な限り村が行うこれらのことに対し支援を図るものとする。 

ア 津波等災害予防施設の整備 

国、道及び村等は、次により災害予防施設の整備を実施するとともに、地震発生後の防ぎ

ょ機能の維持のため、耐震診断や補強による耐震性の確保を図るものとする。 

①海岸保全対策 

国、道及び村等は、高波、高潮及び津波による災害予防施設として、防潮堤防、防潮護

岸等の海岸保全施設事業を実施する等、津波発生時における迅速、的確な開閉に万全を

期するものとする。 

②港湾及び漁港対策 

港湾及び漁港整備事業港湾管理者及び漁港管理者は、高波、高潮及び津波による災害予

防施設としての効果を有する防波堤、防潮堤等、外郭施設の整備事業を実施する。 

③監視観測体制に関する事業 

国は、海域での観測の充実を図るとともに、潮位等の観測情報の提供を実施する。 

ａ）国土交通省所管 海底地震計、ケーブル式沖合水圧計、ＧＰＳ波浪計等 

ｂ）文部科学省所管（独立行政法人防災科学技術研究所）【観測データ提供先（予定）：

気象庁】日本海溝海底地震津波観測網(ケーブル一体型観測網／地震計、水圧計) 

イ 津波警報等、避難指示等の伝達体制の整備 

①津波警報等の迅速かつ確実な伝達 

ａ）札幌管区気象台等の関係機関は、所定の伝達経路及び伝達手段を点検整備し、村等へ

の大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報の迅速な伝達を図るとともに、休日、

夜間、休憩時等における、これら津波警報等の確実な伝達を図るため、要員の確保等の

防災体制を強化する。 

また、津波発生時における海面監視等の水防活動、その他危険を伴う水防活動に当た

っては、従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。 

ｂ）道は、防災情報システム（北海道総合行政情報ネットワーク回線により伝送）により、

津波災害情報の伝達体制を整備する。 

ｃ）国、道及び村は、沖合を含むより多くの地点における津波即時観測データを充実し、

関係機関等で共有するとともに公表を図るものとする。 

※第４章第１節気象警報等伝達系統図に基づき情報伝達を行う。 

②伝達手段の確保 

村は、村民等に対する大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報の伝達手段として、

走行中の車両、船舶、海水浴客、釣り人、観光客等にも確実に伝達できるよう、防災行政

無線、北海道防災情報システム、全国瞬時警報システム（J-ALERT）、テレビ、ラジオ、村

ＩＰ告知放送、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ワンセグ等のあらゆる手段活

用を図るとともに、海浜地での迅速かつ確実な伝達を確保するため、サイレン、広報車等

多様な手段を整備する。 

また、船舶については、特に小型漁船を重点として無線機の設置を促進する。 
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③伝達協力体制の確保 

村長は、沿岸部に多数の人出が予想される施設の管理者（漁業協同組合、海水浴場の管理

者等）、事業者（工事施工管理者等）、町内会及び自主防災組織の協力を得て、大津波警

報（特別警報）・津波警報・津波注意報の伝達協力体制を確保する。 

④津波警報等災害情報伝達訓練の実施 

村及び防災関係機関は、大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報を迅速かつ的確

に伝達するため、北海道防災会議が行う災害情報伝達訓練に積極的に参加するほか、独自

に訓練を企画し実施するものとする。 

⑤神恵内村 

村は、村民等に対し、各種講演会等各種普及啓発活動を通じ、津波に対する防災意識の高

揚を図るとともに、防災関係機関、村民、事業所等が一体となり要配慮者にも配慮した大

津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報の伝達、避難誘導、避難援助等の実践的な

津波防災訓練を実施する。 

⑥学校等教育関係機関 

学校等教育関係機関は、児童生徒が津波の特性を正しく理解するため、防災教育の一環と

して、津波防災教育を行うとともに津波避難訓練を実施する。 

ウ 津波警戒の周知徹底 

道、村及び防災関係機関は、広報誌（紙）等を活用して津波警戒に関する次のような事項

についての周知徹底を図る。 

①村民に対し、周知を図る事項 

ａ）強い揺れ又は弱くても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、迅速かつ自主的に

できるだけ高い場所に避難する。 

ｂ）「巨大」の定性的表現となる大津波警報（特別警報）が発表された場合は、最悪の事態

を想定して最大限の避難等の防災対応をとる。 

ｃ）津波の第一波は、引き波だけでなく、押し波から始まることもある。 

ｄ）津波は、第二波・第三波等の後続波の方が大きくなる可能性や数時間から場合によって

は、一日以上にわたり継続する可能性がある。 

ｅ）強い揺れを伴わず、危険を体感しないままに押し寄せる、いわゆる津波地震や遠地地震

の発生の可能性がある。 

ｆ）大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報の意味や内容、地震発生直後に発表さ

れる、これら津波警報等の精度には、一定の限界がある。 

ｇ）大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報の発表時にとるべき行動について知っ

ておく。 

ｈ）沖合の津波観測に関する情報の意味や内容、この情報が発表されてから避難するのでは

なく、避難行動開始のきっかけは、強い揺れや大津波警報（特別警報）・津波警報・津波

注意報である。 

ｉ）正しい情報をラジオ、テレビ、無線等を通じて入手する。 

ｊ）津波注意報では、海水浴や磯釣りは危険なので行わない。 

ｋ）津波は繰り返して襲ってくるので、大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報の

解除まで気をゆるめない。 
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②船舶関係者に対し、周知を図る事項 

ａ）強い揺れ（震度４程度以上）を感じたとき又は弱い揺れであっても、長い時間ゆっくり

とした揺れを感じたときは、直ちに港外（※1、※2）に避難する。 

ｂ）揺れを感じなくても、大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報が発表されたら、

直ちに港外（※1、※2）に避難する。 

ｃ）正しい情報をラジオ、テレビ、無線等を通じて入手する。 

ｄ）港外（※2）避難できない小型船は、高い所に引き上げて固縛する等最善の措置をとる。 

ｅ）津波は繰り返して襲ってくるので、大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報の

解除まで警戒をゆるめず、海浜等に近づかない。 

※1港外：推進の迂回、広い海域 

※2港外退避、小型船の引き上げ等は、時間的余裕がある場合のみ行う。 

③漁業地域において、周知を図る事項 

ａ）陸上・海岸部にいる人は、陸上の指定緊急避難場所に避難する。決して漁船や海を見に

行かない。漁港にいる漁船等の船舶の乗船者も陸上の指定緊急避難場所に避難する。 

ｂ）漁港周辺にいる漁船等の船舶で避難海域に逃げる方が早い場合、又は沖合にいる漁船等

の船舶は、直ちに水深概ね５０ｍ以深の海域（一次避難海域）へ避難する。一次避難海域

に避難するまでの間に気象庁からの津波情報を入手し、「大津波警報」が出された場合、

更に水深の深い海域（二次避難海域）へ避難する。 

ｃ）避難判断は、独自の判断では行わず、大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報

が解除されるまで避難海域で待機する。 

※ただし、避難海域はあくまでも目安であるため、より深い海域まで避難するものとする。 

 

５ 液状化災害予防計画 

地震に起因する地盤の液状化による災害を予防するための計画は、次のとおりである。 

 

(1) 現況 

液状化現象による災害は、過去の地震においてもしばしば認められていたが、新潟地震(1964

年)を契機として、認識されたところである。平成７年（1995 年）兵庫県南部地震においても、

埋立地等を中心に大規模な液状化による被害が発生している。近年、埋立等による土地開発が

進み、砂質地盤地域への拡大に伴い以前にも増して液状化被害が発生しやすい傾向にある。 

北海道においては、1968 年十勝沖地震による液状化被害が大規模かつ広範囲に記録されてい

る。平成５年（1993 年）釧路沖地震、平成５年（1993 年）北海道南西沖地震、平成６年（1994

年）北海道東方沖地震においても、道南及び道東の広い地域で発生し、大きな被害をもたらし

た。 

最近では、平成１５年（2003 年）十勝沖地震において、豊頃町～浦幌町に被害の集中がみら

れたほか、札幌市や標津町等遠地においても液状化による被害が発生した。 

(2) 液状化対策の推進 

ア 道及び村並びに防災関係機関は、液状化による被害を最小限にくい止めるため、公共事業

等の実施にあたって、現地の地盤を調査し、発生する液状化現象を的確に予測することによ

り、現場の施工条件と、効果の確実性、経済性等を総合的に検討・判断し、効果的な液状化

対策を推進する。 
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（政策の体系）           液状化対策についての調査研究 

液状化対策の推進   建設物等に対する液状化対策 

液状化対策に関する知識の普及・啓発 

イ 液状化対策の調査・研究 

道及び村並びに防災関係機関は、大学や各種研究機関との連携のもと、液状化現象に関す

る研究成果を踏まえ、危険度分布や構造物への影響を予測し、液状化対策についての調査・

研究を行う。 

ウ 液状化の対策 

液状化の対策は、大別すると以下のとおりである。 

①地盤自体の改良等により液状化の発生を防ぐ対策 

②発生した液状化に対して施設の被害を防止、軽減する構造的対策 

③施設のネットワーク化等による代替機能を確保する対策 

（手法の体系） 

液状化発生の防止（地盤改良） 

液状化の対策   液状化による被害の防止（構造的対応） 

代替機能の確保（施設のネットワーク化） 

エ 液状化対策の普及・啓発 

道及び村並びに防災関係機関は、液状化対策の調査・研究に基づき、村民・施工業者等に

対して知識の普及・啓発を図る。 

 

６ 港湾施設等整備計画 

地震・津波災害時における、港湾施設等の活用や防御するための計画は、次のとおりである。 

 

(1) 災害時においては、道路網の損壊が予想され、陸上輸送に支障を及ぼすおそれが大きいこと

から、海上輸送に備え、耐震強化された岸壁による港湾設備の推進を図る。 

(2) 災害時での海上輸送が必要とされる場合、大型船での輸送が予想されることから、水深の設

定についても十分考慮し、計画するものとする。 

(3) 港湾緑地公園の整備にあたっては、大規模火災、多発火災等の最悪の災害状況を考慮し、村

民の安全な避難場所となりうる施設としての整備を図る。 

 

７ 積雪・寒冷対策計画 

積雪・寒冷期において地震が発生した場合、他の季節に発生する地震災害に比べて、積雪によ

る被害の拡大や避難所・避難路の確保等に支障を生じることが懸念される。 

このため、道、村及び防災関係機関は、積雪・寒冷対策を推進することにより、積雪・寒冷期

における地震災害の軽減に努める。 

 

(1) 積雪対策の推進 

積雪期における地震対策は、除排雪体制の整備、雪に強いまちづくり等、総合的・長期的な

雪対策の推進により確立される。 

このため、道、村及び防災関係機関は、「北海道雪害対策実施要綱」に基づき、相互に連携

協力して実効ある雪対策の確立と雪害の防止に努める。 
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(2) 交通の確保 

ア 道路交通の確保 

地震発生時には、防災関係機関の行う緊急輸送等の災害応急対策の円滑な実施を図るため、

道路交通の緊急確保を図ることが重要である。 

このため、北海道開発局、道及び村等道路管理者は、除雪体制を強化し、日常生活道路の

確保を含めた面的な道路交通確保対策を推進する。 

①除雪体制の強化 

ａ）道路管理者は、一般国道、道道、村道の整合のとれた除雪体制を強化するため、相互の

緊密な連携の下に除雪計画を策定する。 

ｂ）道路管理者は、除雪の向上を図るため、地形や積雪の状況等自然条件に適合した除雪機

械の増強に努める。 

②積雪寒冷地に適した道路整備の推進 

ａ）道路管理者は、冬期交通の確保を図るための道路の整備を推進する。 

ｂ）道路管理者は、雪崩や地吹雪等による交通障害を予防するため、雪崩防止柵や防雪柵等

防雪施設の整備を推進する。 

イ 航空輸送の確保 

道及び防災関係機関は、地震による道路交通の一時的なマヒにより、孤立集落の発生が予

想されることから、ヘリコプター等による航空輸送の確保を図る。 

そのため、道及び村は、孤立が予想される集落のヘリポート確保を促進するとともに、除

雪体制の強化を図る。 

(3) 雪に強いまちづくりの推進 

ア 家屋倒壊の防止 

道及び村は、住宅の耐震性を確保し、屋根雪荷重の増大による地震時の家屋倒壊等を防止

するため、建築基準法等の遵守の指導等に努める。 

また、自力での屋根雪処理が不可能な世帯に対して、ボランティアの協力体制等、地域の

相互扶助体制の確立を図る。 

イ 積雪期における避難所、避難路の確保 

道、村及び防災関係機関は、積雪期における避難所、避難路の確保に努める。 

(4) 寒冷対策の推進 

ア 避難所対策 

村は、避難所における暖房等の需要の増大が予想されるため、電源を要しない暖房器具、

燃料のほか、積雪期を想定した資機材（長靴、防寒具、スノーダンプ、スコップ、救出用ス

ノーボード等）の備蓄に努める。 

また、電力供給が遮断された場合における暖房設備の電源確保のため、非常電源等のバッ

クアップ設備等の整備に努める。 

イ 被災者及び避難者対策 

村は、被災者及び避難者に対する防寒用品の整備、備蓄に努める。また、応急仮設住宅は、

積雪のため早期着工が困難となることや避難生活が長期化することが予想されることから、

被災者、避難者の生活確保のための長期対策を検討する。 

なお、地震・津波災害に対するその他の予防計画については、第５章の災害予防計画の各

節によるものとする。  
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第３節 地震・津波災害応急対策計画 

地震・津波災害による被害の拡大を防止するため、道、村及び防災関係機関は、それぞれの計画に

基づき災害応急対策を実施する。 

 

１ 津波災害応急対策計画 

大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報が発表され、又は津波発生のおそれがある場

合の警戒並びに津波が発生した場合の応急対策についての計画は、次のとおりである。 

 

(1) 津波警戒体制の確立 

村及び防災関係機関は、札幌管区気象台の発表する大津波警報（特別警報）・津波警報・津

波注意報によるほか、強い地震（震度４程度以上）を感じたとき又は弱い地震であっても長い

時間ゆっくりとした揺れを感じたときには、津波来襲に備え警戒態勢をとる。 

ア 神恵内村 

海浜等にある者に対し、海岸等からの退避、テレビ、ラジオの聴取等警戒体制をとるよう

周知するとともに、安全な場所からの海面監視等警戒にあたる。 

イ 北海道 

津波情報の収集、村との連絡調整等を行う。さらに、漁港、海岸等の警戒にあたるととも

に、潮位の変化等津波情報の収集、伝達を行う。 

ウ 北海道警察 

札幌管区気象台が大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報を発表した場合等は、

速やかに警察署を通じて村にこれら警報等の内容を伝達するとともに、警戒警備等必要な措

置を実施する。 

エ 第一管区海上保安本部、小樽海上保安部 

緊急通信等により、船舶に対し、大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報を伝達

するとともに、巡視船艇により、付近の在港船舶及び沿岸部の船舶に対し、沖合等安全な海

域への避難、ラジオ、無線の聴取等警戒体制をとるよう周知する。 

 (2) 村民等の避難・安全の確保 

大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報が発表された場合もしくは海面監視により

異常現象を発見した場合、村及び防災関係機関は、津波来襲時に備え、次の対策を実施する。 

ア 神恵内村 

村長は、村民等に対して、直ちに退避・避難するよう勧告・指示を行うとともに、勧告等

の解除に当たっては、十分に安全性の確認に努めるものとする。 

また、津波来襲が切迫している場合、最寄りの高い建物や避難階段等に緊急避難するよう

伝達する。 

イ 北海道 

村が災害の発生により、避難の勧告及び指示を行うことができない場合、知事は、避難の

ための勧告及び指示に関する措置の全部又は一部を村長に代わって実施する。 

また、村から求めがあった場合には、勧告及び指示の対象地域、判断時期等について助言

するものとする。 

ウ 北海道警察 

札幌管区気象台が大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報を発表した場合等は、
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速やかに警察署を通じて村にこれら警報等の内容を伝達するとともに、沿岸を管轄する警察

署長は、避難誘導、交通規制等必要な措置を実施する。 

エ 小樽海上保安部 

津波による危険が予想される海域に係る港及び海岸付近にある船舶に対し港外、沖合等安

全な海域への避難を勧告するとともに、必要に応じて入港を制限し、又は港内の停泊中の船

舶に対して移動を命ずる等の規制を行う。 

(3) 災害情報の収集 

道、北海道警察及び小樽海上保安部は、航空機又は船艇を派遣し、災害状況の把握及び情報

収集を実施するとともに、防災関係機関相互に情報の共有化を図る。 

 

２ 被災建築物安全対策計画 

被災建築物の余震等による倒壊及び部材の落下等から生ずる二次災害を防止するための安全対

策に関する計画は、次のとおりである。 

 

(1) 応急危険度判定の実施 

地震により被災した建築物等の当面の使用の可否を判定し、所有者等に知らせる応急危険度

判定を実施する。 

ア 活動体制 

道及び村は、「北海道震災建築物応急危険度判定要綱」に基づき、建築関係団体等の協力

を得て、応急危険度判定士による被災建築物の応急危険度判定活動を行う。 

判定活動の体制は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 基本的事項 

①判定対象建築物原則として、全ての被災建築物を対象とするが、被害の状況により判定対

象を限定することができる。 
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②判定開始時期、調査方法地震発生後、できる限り早い時期に、主として目視により、被災

建築物の危険性について、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の構造種別ごとに調査表に

より行う。 

③判定の内容、判定結果の表示被災建築物の構造駆体等の危険性を調査し、「危険」、「要

注意」、「調査済」の３段階で判定を行い、３色の判定ステッカー（赤「危険」、黄「要

注意」、緑「調査済」）に対処方法等の所要事項を記入し、当該建築物の出入り口等の見

やすい場所に貼付する。なお、３段階の判定の内容については、次のとおりである。 

・危険:建築物の損傷が著しく、倒壊等の危険性が高い場合であり、使用及び立ち入りがで

きない。 

・要注意:建築物の損傷は認められるが、注意事項に留意することにより立ち入りが可能で

ある。 

・調査済:建築物の損傷が少ない場合である。 

④判定の効力 

行政機関による情報の提供である。 

⑤判定の変更 

応急危険度判定は応急的な調査であること、また、余震等で被害が進んだ場合あるいは適

切な応急補強が行われた場合には、判定結果が変更されることがある。 

(2) 石綿飛散防災対策 

被災建築物からの石綿の飛散による二次被害を防災するため、道は、村と連携し、「災害時

における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」に基づき、建築物等の被災状況の把握、建築

物等の所有者等に対する応急措置の指導等を実施する。 

 

なお、地震・津波災害に対するその他の応急対策計画については、第６章の災害応急対策計

画の各節によるものとする。 
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第８章 事故災害対策計画 

第１節 海上災害対策計画（海難対策計画） 

海上における船舶火災等の火災等から人命及び財産を保護するため、次により防止及び救助対策を

行うものとする。 

 

１ 基本方針 

船舶の衝突、乗揚、転覆、火災、爆発、浸水、機関故障等の海難の発生による多数の遭難者、

行方不明者、死傷者等が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に、早期に初動体制を確

立して、被害の軽減を図るため、防災関係機関が実施する各種の予防、応急対策については、本

計画の定めるところによる｡ 

 

２ 災害予防 

村及び関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に協力し、海難の発生を未然に防止し、又は

被害を軽減するため必要な予防対策を実施するものとする｡ 

(1) 実施事項 

ア 船舶所有者等（船舶所有者、管理者等を含む｡以下この章において同じ）、漁業協同組合 

①気象情報の把握に努め、海難を未然に防止するため必要な措置を講ずるものとする｡ 

②職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアル作成等、応急体制を整備するものとす

る｡ 

③関係機関と相互に連携して実践的な防災訓練を実施し、海難発生時の活動手順、関係機関

との連携等について徹底を図るとともに、体制の改善等、必要な措置を講ずるものとする｡ 

④船舶の火災等に備え、必要な消防力を整備するとともに自衛消防隊の組織化に努めるもの

とする｡ 

イ 北海道運輸局、小樽海上保安部、北海道、北海道警察、市町村(消防機関) 

①迅速、かつ、的確な災害情報の収集・連絡を行うための体制の整備を図るものとする。 

②海難発生時における緊急情報連絡を確保するため、平常時から災害対策を重視した通信設

備の整備・充実に努めるものとする｡ 

③職員の非常参集体制・応急活動のためのマニュアル作成等、応急体制を整備するものとす

る｡ 

④海難発生時における応急活動等に関し、予め協定の締結を行う等、平常時から関係機関相

互の連携体制の強化を図るものとする｡ 

⑤海難発生時の救急、救助、救護に備え、資機材等の整備促進に努めるものとする。 

⑥関係機関と相互に連携して実践的な防災訓練を実施し、海難発生時の活動手順、関係機関

との連携等について徹底を図るとともに、体制の改善等、必要な措置を講ずるものとする｡ 

⑦船舶所有者及び船長に対し、次により気象情報の把握に努め荒天に際しては、早期避難、

避泊を図ることを指導するとともに、漁業協同組合に対し、気象情報の常時把握と組合員

に対する迅速な伝達組織の確立を図ることを指導するものとする｡ 

ａ）漁業気象通報及び天気予報等の放送を聴取し、周辺海域の気象状況の把握に努める｡ 

ｂ）漁業無線局の気象通報は、各出漁船に対し、最も適切にその状況を伝えるので、必ず聴

取するとともに、荒天に対処する小樽海上保安部からの警告指導が出た場合は、速やかに
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適切な措置を講ずる｡ 

ｃ）漁業協同組合は、小樽海上保安部から気象情報を入手した場合、速やかに出漁中の漁船

及び所属組合員等の関係者へ周知するとともに、事故の未然防止について指導する。 

⑧法令の定めるところにより適切な予防対策を講ずるほか、公益社団法人北海道海難防止・

水難救済センターとともに、船舶所有者及び乗組員に対し次の事項を指導するものとする｡ 

ａ）船体、機関、救命設備(救命用具、信号用具、消防設備等)及び通信施設の整備 

ｂ）気象状況の常時把握と適正な準備体制の確立 

ｃ）漁船乗務員の養成と資質の向上 

ｄ）小型漁船の集団操業の励行と相互救護体制の強化 

ｅ）海難防止に対する意識の高揚 

⑨小樽海上保安部及び北海道運輸局は、次の事項に留意し、随時立入検査等を行い、船舶所

有者及び船長に対し、適切な指導を行うものとする｡ 

ａ）海技従事有資格者の乗船確認 

ｂ）無線従事有資格者の乗船確認 

ｃ）救命器具並びに消火器具等の設備の確認 

(2) 海難防止指導講習会の開催 

漁業協同組合、北海道漁船海難防止センター等の主催により、関係機関へ講師を依頼し、現

地指導講習会を開催する。 

 

３ 災害応急対策 

(1) 情報通信 

海難が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の情報の収集及び通信等は次により実

施するものとする｡ 

ア 情報通信連絡系統 

海難が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の連絡系統は下図のとおりとする。 

イ 実施事項 

各関係機関は、情報収集に努めるとともに、把握した情報について迅速に他の関係機関に

連絡し、情報の共有化、応急対策の調整等を行うものとする｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

遭難船舶、所有者等 北海道運輸局 

北海道 

国(消防庁) 

北海道警察 

関係機関・団体 

総合振興局 市町村(消防機関) 

第一管区海上保安本部 

小樽海上保安部 
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(2) 広域海難発生時の広報 

第６章第３節「災害広報・情報提供計画」の定めによるほか、次により実施する。 

ア 実施機関 

船舶所有者等、漁業協同組合、北海道運輸局、小樽海上保安部、村(消防機関)、北海道、

北海道警察 

イ 実施事項 

①被災者の家族等への広報 

関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制を整えるほか、被災者の

家族等に役立つ次の情報について、正確に、きめ細かく、適切に提供するものとする｡ 

ａ）海難の状況 

ｂ）家族等の安否情報 

ｃ）医療機関等の情報 

ｄ）関係機関の応急対策に関する情報 

ｅ）その他必要な事項 

②村民等への広報 

関係機関は、報道機関を通じ、又は広報車の利用及び広報板の掲示等により次の事項につ

いて広報を実施する｡ 

ａ）海難の状況 

ｂ）旅客及び乗組員等の安否情報 

ｃ）医療機関等の情報 

ｄ）関係機関の応急対策に関する情報 

ｅ）その他必要な事項 

 

４ 応急活動体制 

(1) 神恵内村 

村長は、海難が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて応急活動体制を

整え、その地域に係る災害応急対策を実施する｡ 

(2) 北海道 

知事は、海難が発生し、又は発生するおそれがある場合、応急活動体制を整え、災害応急対

策を実施する｡ 

(3) 防災関係機関 

関係機関の長は、海難が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて応急活

動体制を整え、関係機関と連携をとりながら、その所管に係る災害応急対策を実施する｡ 

(4) 災害対策現地合同本部の設置 

関係機関は、円滑、迅速な応急対策の実施を図るため、必要に応じて協議のうえ、｢災害対策

現地合同本部設置要綱｣に基づき現地合同本部を設置し、災害応急対策を行うこととする｡ 

 

５ 捜索活動 

海難船舶の捜索活動は、関係機関が相互に密接に協力のうえ、漁業協同組合、水難救難所（神

恵内救難所）の協力を得て、それぞれ船舶、ヘリコプター等を活用して行うものとする｡ 
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６ 救助救出活動 

海難発生時における救助救出活動については、第６章第４節｢避難救助救出計画｣の定めによる

ほか次によるものとする。 

(1) 実施事項 

ア 小樽海上保安部（海上保安庁法第５条） 

①海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合におけ

る援助を行うこと。 

②船舶交通の障害の除去に関すること。 

③海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うもの並びに船舶交通

に対する障害を除去するものの監督に関すること。 

④警察庁及び北海道警察、税関、検疫所その他関係行政庁との間における協力、共助及び連

絡に関すること。 

神恵内村（基本法第 62条、水難救護法第１条） 

⑤遭難船舶を認知した市町村は、小樽海上保安部及び岩内警察署に連絡するとともに、市町

村計画に基づき直ちに現場に臨み、救護措置を行うこと｡ 

⑥救護のため必要があるときは、住民を招集し、船舶車馬その他の物件を徴用し、又は他人

の所有地を使用し、救助の指揮を行うこと｡ 

イ 北海道警察、岩内警察署（水難救護法第４条） 

警察官は、救護の事務に関し、村長を助け、村長が現場にいない場合は、村長に代ってそ

の職務を行う｡ 

ウ 漁業協同組合 

常時所属出漁船の動静を把握し、海難発生時には、適切な指示を与えるとともに、関係機

関に対する連絡に当たるものとする｡ 

エ 水難救難所（神恵内救難所） 

関係機関の実施する海難による人命、船舶及び積荷の救済に協力する｡ 

(2) 救助救出対策 

ア 最低２隻以上の同性能の僚船による集団操業を励行し、つとめて出入港まで行動を共にす

る等海難発生時においては僚船間の相互救助対策を強化する。 

イ 常に自船の位置及び操業状況を組合に連絡し、遭難及び避難等の緊急通信にあたっては、

その旨を迅速かつ的確に行うこと。 

ウ 漁業協同組合は、所属出漁漁船の動静を把握し、海難発生時には、適切な指示を与えると

ともに、直ちに関係機関に連絡する。 

エ 海難事故の発生しやすい時期においては、小樽海上保安部の協力を得て巡視船及び海上保

安官の派遣等により、迅速な救助ができる体制をつくるよう努めるものとする。 

オ 海難事故が発生した場合は、小樽海上保安部、日本水難救済会神恵内救難所、消防団等の

関係機関に出動を要請し、協力のうえ早期救助にあたるものとする。 

 

７ 消防活動 

領海内における船舶等火災の消火活動については、当該地域の海上保安部署と消防機関が締結

した船舶消火に関する業務協定に基づき実施する。 
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８ 医療救護活動 

海難発生時の医療救護活動については、第６章第５節「応急医療・救護対策計画｣の定めるとこ

ろにより実施するものとする。 

 

９ 行方不明者の捜索及び遺体の収容等 

海難発生時における行方不明者の捜索、遺体の収容、埋葬等について村等各関係機関は、第６

章第１７節「行方不明者の捜索及び遺体の収容処理埋葬計画｣の定めるところにより実施するもの

とする｡ 

 

１０ 交通規制 

海難発生時における交通規制については、第６章第７節｢交通応急対策計画｣の定めるところに

より実施するものとする｡ 

 

１１ 自衛隊派遣要請 

海難発生時における自衛隊派遣要請については、第６章第９節により実施するものとする。 

 

１２ 広域応援 

道、村及び消防機関は、海難の規模によりそれぞれ単独では十分な災害応急対策を実施できな

い場合は、第６章第１０節｢広域応援・受援計画｣の定めるところにより他の消防機関、他の市町

村、他都府県及び国へ応援を要請するものとする｡ 
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第２節 海上災害対策計画（流出油等対策計画） 

海上における油の流出、臨海地区における危険物施設等の火災等から人命及び財産を保護するため、

次により防止及び救助対策を行うものとする。 

 

１ 基本方針 

船舶に衝突、乗揚、転覆、火災、爆発、浸水、機関故障等の海難事故により船舶からの油等の

大量流出等による著しい海洋汚染、火災、爆発等が発生し、又はまさに発生しようとしている場

合に、早期に初動体制を確立して、被害の軽減を図るため、防災関係機関が実施する各種の予防、

応急対策については、本計画の定めるところによる｡ 

 

２ 災害予防 

村及び関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に協力し、海難事故による油等の海上流出等

を未然に防止し、又は被害を軽減するため必要な予防対策を実施するものとする｡ 

(1) 関係行政機関の共通実施事項(北海道開発局、北海道運輸局、小樽海上保安部、北海道、北海

道警察、村(消防機関)) 

ア 迅速、かつ、的確な災害情報の収集・連絡を行うための体制の整備を図るものとする｡ 

イ 災害時における緊急情報連絡を確保するため、平常時から災害対策を重視した通信設備の

整備・充実に努めるものとする｡ 

ウ 職員非常参集体制、応急活動のためのマニュアル作成等、応急体制を整備するものとする｡ 

エ 災害時における応急活動等に関し、予め協定の締結を行う等、平常時から関係機関相互の

連携体制の強化を図るものとする｡ 

オ 災害時の油等の大量流出等に備え、消防艇、化学消火剤、油処理剤、オイルフェンス等の

資器材の整備促進に努めるとともにその整備状況等について関係機関と情報を共有するもの

とする｡ 

カ 関係機関と相互に連携して実践的な防災訓練を実施し、災害時の活動手順、関係機関との

連携等について徹底を図るとともに、体制の改善等、必要な措置を講ずるものとする｡ 

(2) 各行政機関の個別の実施事項 

ア 北海道開発局 

港湾及び航路の直轄工事の計画、施工に関して防災上留意すべき事項について十分配慮す

る｡ 

イ 小樽海上保安部 

①防災活動を適切かつ効果的に実施するため、次に掲げる防災関係資料の収集及び調査研究

を行う｡ 

ａ）油等大量流出事故による災害発生の予想に関する資料(各種原因による災害発生時期及び

程度の予想並びに判断のための諸資料) 

ｂ）港湾状況(特に避難港、避難地、危険物の荷役場所、貯木場、はしけ溜まり等の状況) 

ｃ）防災施設、器材等の種類、分布の状況等救助に必要な器材能力の基礎調査(曳船、サルベ

ージ、消火及び油除去作業、潜水作業） 

②北海道沿岸海域排出油等防除計画の普及及び排出油等の防除に関する協議会の育成強化 

③防災に関し関係機関、報道機関等と緊密な連絡をとり次の方法により関係者を指導啓発す

るものとする。 
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ａ）海難防止運動、防災の日等の諸行事における防災に関する講習会の開催、防災参考資料

の配布等 

ｂ）船舶に対する訪船指導 

④海事関係法令違反は、海難の発生に直接結び付くものであり、海事関係法令の遵守の徹底

を図るため、日常業務において一般船舶、特にタンカー及び危険物積載船舶等に対する立

入検査を実施して、次の事項の励行を図り、海難の未然防止に努める｡ 

ａ）船舶安全法に基づく安全基準の励行 

ｂ）船舶職員及び小型船舶操縦者法、船員法等乗組員に関する法令の遵守 

ｃ）港則法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律並びに危険物船舶運送及び貯蔵規

則等に関する法令の遵守 

ウ 北海道 

①村の流出油等対策計画の樹立及び必要な資材の備蓄について指導する｡ 

②村等の港湾及び航路の計画、施行に関して防災上留意すべき事項について十分配慮するよ

う指導する。 

③村及び関係機関が行う予防対策の連絡調整を実施する。 

エ 神恵内村（消防機関） 

①油類積載船舶の接岸荷役の安全を確保するため、岸壁及びその付属施設(防舷材、けい船

柱)等の改修、岸壁水深の維持に努める｡ 

②大量の危険物荷役中の警備及び監視を厳重にし、火気及び立入禁止の徹底を図る。 

③船舶所有者等、漁業協同組合に対し、荷役について次のとおり指導する｡ 

ａ）荷役は油槽所等の保安担当職員の指導監督のもとに行うこと｡ 

ｂ）消火器具の配備。 

ｃ）油流出事故の予防対策及び化学消火剤等の配備。 

ｄ）立入禁止、火気厳禁の標示の徹底 

④入港船舶の危険物積載の状況等、消防活動上、予め掌握しておくことが必要と認められる

資料及び情報について関係機関と相互に交換する｡ 

(3) 船舶所有者等、漁業協同組合の実施事項 

ア 気象情報等の把握に努め、海上等における流出油等災害を未然に防止するため必要な措置

を講ずるものとする｡ 

イ 職員非常参集体制は、応急活動のためのマニュアル作成等、応急体制を整備するものとす

る｡ 

ウ 災害時の油等の大量流出等に備え、化学消火剤、油処理剤、オイルフェンス等の資機材の

整備推進に努めるものとする｡ 

エ 関係機関と相互に連携して実践的な防災訓練を実施し、災害時の活動手順、関係機関との

連携等について徹底を図るとともに、体制の改善等、必要な措置を講ずるものとする｡ 

 

３ 災害応急対策 

(1) 情報通信 

油等の大量流出事故が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の情報の収集及び通信

等は次により実施するものとする｡ 

ア 情報通信連絡系統 
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油等の大量流出事故が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の連絡系統は下図のと

おりとする。 

イ 実施事項 

村及び関係機関は、情報収集に努めるとともに、把握した情報について迅速に他の関係機関

に連絡し、情報の共有化、応急対策の調整等を行うものとする｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 災害広報 

油等大量流出事故災害時の広報は、第６章第３節｢災害広報・情報提供計画｣の定めによるほ

か、次により実施する。 

ア 実施機関 

船舶所有者等、漁業協同組合、危険物関係施設管理者、港湾管理者、北海道運輸局、小樽

海上保安部、村(消防機関)、北海道、北海道警察 

イ 実施事項 

①村民等への広報 

関係機関は、報道機関を通じ、又は広報車の利用及び広報板の掲示等により次の事項につ

いて広報を実施する｡ 

ａ）油等大量流出事故災害の状況 

ｂ）関係機関の災害応急対策に関する情報 

ｃ）海上輸送復旧の見通し 

ｄ）避難の必要性等、地域に与える影響 

ｅ）その他必要な事項 

 

４ 応急活動体制 

(1) 神恵内村 

村長は、油等大量流出事故災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じ

て応急活動体制を整え、その地域に係る災害応急対策を実施する｡ 

(2) 北海道 

知事は、油等大量流出事故災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、応急活動体制を

整え、災害応急対策を実施する｡ 

(3) 防災関係機関 

関係機関の長は、油等大量流出事故災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状

況に応じて応急活動体制を整え、関係機関と連携を取りながら、その所管に係る災害応急対策

を実施する｡ 

事故の原因者等 北海道運輸局 

北海道 

国(消防庁) 

北海道警察 

関係機関・団体 

総合振興局 市町村(消防機関) 

第一管区海上保安本部 

小樽海上保安部 
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(4) 災害対策現地合同本部の設置 

関係機関は、円滑、迅速な応急対策の実施を図るため、必要に応じて協議のうえ、｢災害対策

現地合同本部設置要綱｣に基づき現地合同本部を設置し、災害応急対策を行うこととする｡ 

 

５ 油等の流出又は流出するおそれがある場合の防除活動 

海難発生時における救助救出活動については、第６章第４節｢避難救助救出計画｣の定めによる

ほか次によるものとする。 

(1) 事故の原因者等 

速やかに第一管区海上保安本部又は小樽海上保安部に通報するとともに、油等が流出した場

合は、汚染の拡大を防ぎ、引き続く流出を止め、除去する。また、油等が流出するおそれがあ

るときは、流出を防止する等の防除活動を実施しなければならない。 

(2) 小樽海上保安部 

ア 巡視船艇、航空機又は海上保安官により、流出油等の汚染拡散範囲及び性状の変化状況等

を調査するとともに、関係機関に情報を提供する。 

イ 周辺海域の警戒を行い、必要に応じて船舶交通の整理、指導又は制限の措置を講ずる。特

に必要が認められるときは、区域を設定し、船舶等に対し、区域外への退去及び入域の制限

又は禁止の指示を行う。 

ウ 防除活動等の必要な措置を行うべき事故原因者等の防除措置義務者の対応が不十分なとき

は、指導又は命令を行い、緊急に防除措置を講ずる必要があると認めるときは、巡視船艇等

により応急の防除措置を講じる。 

エ 緊急を要し、かつ、必要と認めるられるときは、海上災害防止センターに対し流出油防除

のための必要な措置を講ずることを指示する｡ 

オ 排出油等の防除に関する協議会等関係機関に対し、それぞれの立場に応じた防除活動や協

議会相互の連携ができるように調整を行う。 

カ 船艇等による油防除作業、船舶からの油の抜き取り、オイルフェンスの展張、油処理剤の

使用等防除作業の実施に必要な事項について指導を行う。 

キ 小樽海上保安部は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共

団体の長その他の執行機関に対し、排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物の除去、

排出のおそれがある油若しくは有害液体物質の抜取り又は沈没し、若しくは乗り揚げた船舶

の撤去、その他の海洋の汚染を防止するため必要な措置を講ずることを要請することができ

る。 

(3) 北海道開発局 

流出油等の海岸等への漂着に対処するため、ヘリコプター等による流出油の情報収集及び関

係機関への情報提供並びに必要に応じ、関係市町村に必要な防除資機材の応援措置を講ずるも

のとする｡ 

(4) 北海道、神恵内村（消防機関） 

ア 北海道はヘリコプターにより流出油の漂流状況等の情報収集を行うとともにその情報を関

係機関へ提供するものとする。 

イ 油流出等の海岸等への漂着に対処するため、直ちに関係機関と協力のうえ、必要に応じて、

流出油等の防除、環境モニタリング等必要な措置を講ずるものとする｡防除措置を実施するに

当たっては、必要な資機材を迅速に調達するものとし、流出油等による被害の軽減に努める
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ものとする｡ 

(5) 北海道警察 

ア 油等大量流出等の災害が発生した場合には、警察用航空機、警察船舶等を活用するととも

に、沿岸における警ら活動を行い、漂着物の状況等を把握する。 

イ 油等大量流出等の災害が発生した場合には、関係機関と緊密に連携し、必要により地域住

民等の避難誘導、立入禁止区域警戒、交通規制等を実施する。 

 

６ 消防活動 

流出油等の海上火災等発生時における消防活動は次により実施するものとする。 

(1) 小樽海上保安部 

速やかに巡視船艇により消火活動を行うとともに、必要に応じて村(消防機関)に協力を要請

するものとする｡ 

(2) 神恵内村（消防機関） 

村は、火災状況等の情報収集に努め、小樽海上保安部の消火活動に協力するものとする｡なお、

消防活動にあたっては、沿岸部の危険物等に留意する。 

※資料編６－２２：危険物等一覧 

 

７ 避難措置 

流出油等による火災、爆発により住民の生命及び身体の安全、保護を図るため必要がある場合

は第６章第４節「避難救助救出計画」の定めるところにより実施するものとする｡ 

 

８ 交通規制 

海上災害時における交通規制については、第６章第７節｢交通応急対策計画｣の定めるところに

より実施するものとする｡ 

 

９ 自衛隊派遣要請 

海難発生時における自衛隊派遣要請については、第６章第９節により実施するものとする。 

 

１０ 広域応援 

道、市町村及び消防機関は、流出油等事故災害の規模によりそれぞれ単独では十分な災害応急

対策を実施できない場合は、第６章第１０節｢広域応援・受援計画｣の定めるところにより他の消

防機関、他の市町村、他都府県及び国へ応援を要請するものとする｡ 

 

１１ 危険物関係施設管理者及び水難救難所の協力 

危険物関係施設管理者及び水難救難所（神恵内救難所）は、流出油等防災対策上関係機関から

要請があった場合、保有する諸資機材等をもって協力を行うものとする｡ 

 

１２ 防災ボランティアとの連携 

流出油の防除作業等には多くの労働力が必要となる｡それらの作業を実施する防災ボランティア

団体等の受け入れ等については、第６章第２４節｢防災ボランティアとの連携計画｣の定めるとこ

ろによる｡  
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第３節 道路災害対策計画 

地震等により道路構造物の被災又は道路における車両事故等による道路災害が発生し、又は発生し

ようとしている場合、早期に初動体制を確立して大規模な救急救助活動や消火活動等を実施し、被害

の軽減を図る必要がある。 

 

１ 災害予防 

村及び関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に協力し、道路災害を未然に防止するため必

要な予防対策を実施するものとする｡ 

(1) 実施事項 

ア 道路管理者 

①トンネルや橋梁等、道路施設の点検体制を強化し、施設等の現況の把握に努めるとともに

異常を迅速に発見し、速やかな応急対策を図るために情報の収集、連絡体制の整備を図る

ものとする。また、異常が発見され、災害が発生するおそれがある場合に、道路利用者に

その情報を迅速に提供するための体制の整備を図るものとする。 

②道路災害を予防するため、必要な施設の整備を図るとともに、道路施設の安全を確保する

ため必要な体制の整備に努めるものとする。 

③道路災害を未然に防止するため、安全性・信頼性の高い道路ネットワーク整備を計画的か

つ総合的に実施するものとする｡ 

④職員非常参集体制、応急活動のためのマニュアル作成等、災害応急体制を整備するものと

する｡ 

⑤関係機関と相互に連携して実践的な防災訓練を実施し、道路災害等の情報伝達、活動手順

等について徹底を図るとともに、必要に応じ体制の改善等の必要な措置を講ずるものとす

る｡ 

⑥道路災害時に、施設、設備の被害情報の把握及び応急復旧を行うため、予め体制、資機材

を整備するものとする｡ 

⑦道路利用者に対して道路災害時の対応等の防災知識の普及・啓発を図るものとする。 

⑧道路災害の原因究明のための総合的な調査研究を行い、その成果を踏まえ再発防止対策を

実施するものとする｡ 

イ 北海道警察 

道路交通の安全のための情報の収集を図るものとし、異常が発見され、災害が発生するお

それのある場合には、通行の禁止等必要な措置を行い、道路利用者に周知するとともに、被

災現場及び周辺地域等において、交通安全施設の点検を実施する等必要な措置を講ずるもの

とする｡ 

 

２ 応急活動体制の確立 

村は、道路災害が発生又は発生するおそれがあるときは、円滑・迅速な応急対策の実施を図る

ため、「第６章第２節 災害対策本部の設置（動員計画）」の定めるところにより応急活動体制

を確立するとともに、必要に応じて協議の上、北海道地域防災計画「災害（事故）対策現地合同

本部設置要綱」に基づき現地合同本部を設置し、災害応急対策を行う。 
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３ 情報通信 

村は、道路災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の情報の収集及び通信等は、

「第４章第４節 災害情報等の報告、収集及び伝達計画」により実施し、災害発生時に直ちに災

害情報連絡のための通信手段を確保するとするとともに、災害情報の収集に努める。 

把握した情報については、迅速に他の関係機関に連絡し、相互に緊密な情報交換を行い、情報

の確認、共有化、応急対策の調整等を行う。 

 

情報通信連絡系統 

（1） 国道の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 道の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 村道の場合 

災害対策本部における各班において災害情報の収集に努め情報交換を行うとともに、国道

及び道道管理者との情報共有を行い、応急対策等の道路災害対策を行う。 

岩内道路 

事 務 所 
北海道開発局 

北海道（総務部） 

神恵内村 

岩内・寿都地方消防組合 

岩内警察署 北海道警察本部 

北海道運輸局 小樽開発建設部 

情報交換 

後志総合振興局 

（地域政策課） 

国（消防庁） 小樽建設管理部 
共和出張所 

小樽建設管理部 

共和出張所 
北海道（建設部） 

北海道（総務部） 

神恵内村 
岩内･寿都地方消防組合 

岩内警察署 北海道警察本部 

北海道運輸局 

情報交換 

後志総合振興局 

（地域政策課） 

国（消防庁） 

小樽開発建設部 
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４ 災害広報 

(1) 被災者の家族への広報 

災害応急対策の実施に当たり、正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を図るた

め、被災者の家族及び地域住民等に対する災害広報は、「第５章第２節第７項 災害時の情報

収集及び広報」により実施する。 

(2) 道路利用者等への広報 

道路利用者等への広報は、報道機関、広報車、掲示板等により実施する。 

 

５ 災害広報 

災害応急対策の実施に当たり、正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を図るため、

被災者の家族等、道路利用者及び地域住民等に対して行う災害広報は、第６章第３節｢災害広報・

情報提供計画｣の定めによるほか、次により実施するものとする｡ 

(1) 実施機関 

道路管理者、市町村(消防機関)、北海道、北海道警察 

(2) 実施事項 

ア 被災者の家族等への広報 

関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制を整えるほか、被災者の

家族等に役立つ次の情報について、正確に、きめ細かく適切に提供するものとする｡ 

①道路災害の状況 

②家族等の安否情報 

③医療機関等の情報 

④関係機関等の災害応急対策に関する情報 

⑤その他必要な事項 

イ 道路利用者及び地域住民等への広報 

関係機関は、報道機関を通じ、又は広報車の利用及び広報板の掲示等により、次の事項に

ついての広報を実施する。 

①道路災害の状況 

②被災者の安否情報 

③医療機関等の情報 

④関係機関の災害応急対策に関する情報 

⑤施設等の復旧状況 

⑥避難の必要性等、地域に与える影響 

⑦その他必要な事項 

 

６ 救助救出活動 

道路災害時における救助救出活動については、道路管理者が行う初期救助活動のほか、第６章

第４節｢避難救助救出計画｣の定めにより実施する。 

 

７ 医療救護活動 

道路災害時における医療救護活動については、第６章第９節｢応急医療・救護対策計画｣の定め

によるもののほか、道路管理者も、関係機関による迅速、かつ、的確な救護の初期活動が行われ
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るよう協力するものとする｡ 

 

８ 消防活動 

道路災害時における消防活動は、次により実施するものとする｡ 

(1) 道路管理者 

道路災害による火災の発生に際しては、消防機関による迅速、かつ、的確な初期消火活動が

行われるよう協力するものとする。 

(2) 消防機関 

ア 消防機関は、速やかに道路災害による火災の発生状況を把握するとともに、迅速に消防活

動を実施するものとする｡ 

イ 消防機関の職員は、道路災害による火災が発生した場合において、消防活動の円滑化を図

るため、必要に応じて消防警戒区域を設定するものとする｡ 

 

９ 行方不明者の捜索及び遺体の収容等 

村及び関係機関は、第６章第１７節｢行方不明者の捜索及び遺体の収容処理埋葬計画｣の定めに

より行方不明者の捜査、遺体の収容、埋葬等を実施するものとする｡ 

 

１０ 交通規制 

道路災害時における交通規制については、第６章第７節｢交通応急対策計画｣の定めによるほか、

次により実施するものとする｡ 

(1) 北海道警察 

道路災害発生地に通じる道路及び周辺道路等において、災害の拡大防止及び交通の確保のた

め必要な交通規制を行うものとする｡ 

(2) 道路管理者 

自己の管理する道路において、災害の拡大防止及び交通の確保のため必要な交通規制を行う｡ 

 

１１ 危険物流出対策 

道路災害により危険物が流出し、又はそのおそれがある場合は、速やかに対処し、危険物によ

る二次災害の防止に努めるものとする｡ 

 

１２ 自衛隊派遣要請 

村及び関係機関は、災害の規模や収集した被害情報から判断し、必要がある場合には、第５章

第６節｢自衛隊派遣要請及び派遣活動計画｣の定めにより自衛隊に対し災害派遣を要請するものと

する｡ 

 

１３ 広域応援 

道、村及び消防機関は、災害の規模により、それぞれ単独では十分な災害応急対策を実施でき

ない場合は、第６章第１０節｢広域応援・受援計画｣の定めるところにより、他の消防機関、他の

市町村、他都府県及び国へ応援を要請するものとする｡ 
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１４ 災害復旧 

道路管理者は、その公共性に鑑み、下記に留意して迅速な道路施設の復旧に努めるものとする。 

(1) 道路の被災に伴う障害物の除去、仮設等の応急復旧を迅速、かつ、的確に行い、早期の道路

交通の確保に努めるものとする｡ 

(2) 関係機関と協力し、予め定められた物資・資材の調達計画、人材の応援計画等を活用する等

して、迅速かつ円滑に被災施設の復旧を行うものとする｡ 

(3) 類似の災害の再発防止のために、被災箇所以外の道路施設について緊急点検を行うものとす

る｡ 

(4) 災害復旧に当たっては、可能な限り復旧予定時期を明確化するよう努めるものとする。 

 

第４節 原子力防災計画 

電気事業者が設置する原子力発電所における放射性物質の大量放出により生ずる災害の防災対策に

関する計画は、地域防災計画の別冊である「泊発電所周辺地域原子力防災計画」による｡ 

 

第５節 林野火災対策計画 

広範囲にわたる林野の焼失等の災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に、早期に初

動体制を確立して、その拡大を防御し被害の軽減を図るため、防災関係機関が実施する予防、応急対

策については、本計画の定めるところによる｡ 

 

１ 予防対策 

(1) 実施事項 

林野火災発生原因のほとんどが人為的なものであることを踏まえ、国、道、市町村及び関係

機関は次により対策を講ずるものとする｡ 

ア 北海道森林管理局、北海道、市町村 

北海道森林管理局、北海道、市町村は、次の事項を実施するものとする。 

①一般入林者対策 

登山、ハイキング、山菜採取、魚釣等の入林者への対策として、次の事項を実施する｡ 

ａ）タバコ、たき火の不始末による出火の危険性について、報道媒体、標語、ポスター、広

報車、看板・標識、ホームページ等を活用するとともに、関係機関の協力を得ながら広く

周知する｡ 

ｂ）入林の承認申請や届出等について指導する。 

ｃ）火災警報発令又は気象条件が急変した際は、必要に応じて入林の制限を実施する。 

ｄ）観光関係者による予防意識の啓発を図る｡ 

②火入対策 

林野火災危険期間（おおむね 3 月～6 月｡以下「危険期間」という。)中の火入れは極力避け

るようにするとともに、火入れを行おうとする者に対して次の事項を指導する｡ 

ａ）森林法（昭和 26 年 6 月 26 日法律第 249 号)及び市町村条例の規定に基づく市町村長の許

可を取得させ、火入れ方法を指導し、許可附帯条件を遵守させる。 

ｂ）火災警報発令又は気象状況急変の際は、一切の火入れを中止させる｡ 

ｃ）火入れ跡地の完全消火を図り、責任者に確認させる｡ 

ｄ）火入れ(造林のための地ごしらえ、害虫駆除等)に該当しないたき火等の焼却行為につい
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ても、特に気象状況に十分留意するよう指導する｡ 

③消火資機材等の整備 

ａ）林野火災消火資機材等は、地域に適合した機材を配備し、常に緊急時に対処できるよう

整備点検する｡ 

ｂ）ヘリコプターによる空中消火を積極的に推進するため、空中消火薬剤の備蓄に努めると

ともに、ヘリコプター離発着の適地をあらかじめ選定する｡ 

イ 森林所有者 

森林所有者は、自己の所有林野における失火を防ぐため、次の事項を実施するよう努める

ものとする。 

①入林者に対する防火啓発 

②巡視 

③無断入林者に対する指導 

④火入れに対する安全対策 

ウ 林内事業者 

林内において、森林施業、鉱山、道路整備等の事業を行う者は、危険期間中、事業区域内

における火災発生を防止するため、森林所有者と協議し、特に次の事項について留意のうえ、

適切な予防対策を講じるものとする｡ 

①火気責任者の選任、事業区域内の巡視員の配置 

②火気責任者の指定する喫煙所等の設置、標識及び消火設備の完備 

③林野火災発生時の連絡系統及び周知方法の確立 

エ 自衛隊 

自衛隊は、危険期間中、演習地における火災発生を防止するため、特に次の事項について

留意のうえ、適切な予防対策を講じるものとする｡ 

①演習地出入者に対する防火啓発 

②演習地及び近隣地における林野火災発生時の連絡系統及び周知方法の確立 

③危険区域の標示 

④防火線の設定 

⑤巡視員の配置 

オ 林野火災予消防対策協議会 

林野火災の予消防対策を推進するため、次の林野火災予消防対策協議会において、相互の

連絡、情報交換、指導等を行うものとする。 

①全道協議会 

②地区協議会 

後志総合振興局又は後志振興局区域毎の予消防対策については、当該地域を管轄する地方

部局及び関係機関により構成する地区林野火災予消防対策協議会が推進する｡ 

③村の組織 

市町村区域毎の予消防対策については、当該地域を管轄する関係機関により構成された神

恵内村林野火災予消防対策協議会が推進する。 

(2) 気象情報対策 

林野火災の発生及び広域化は、気象条件が極めて大きな要因であるため、「第４章第２節 

気象等特別警報・警報・注意報並びに気象情報等の種類及び発表基準」等を的確に伝達し、予
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防の万全を期するものとする。 

 

(3) 山火事警防思想の普及 

林野火災による関心をより一層向上せしめるため、警防思想の普及を図る。 

ア 広報誌（紙）による啓発 

イ 広報車等の運行及びパトロール活動の強化 

ウ 小・中学校生徒による協力（標識、ポスターの募集） 

 

２ 応急対策 

(1) 情報通信 

ア 情報通信連絡系統 

広範囲にわたる林野の焼失等の災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の連

絡系統は、次のとおりとする｡ 

イ 実施事項 

①関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保するものとする｡ 

②関係機関は、災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報について迅速に他の関係機

関に連絡するものとする｡ 

③関係機関は、相互に緊密な情報交換を行い、情報の確認、共有化、応急対策の調整等を行

うものとする｡ 

④村及び後志総合振興局においては、「林野火災被害状況調書の提出について(昭和 54 年 2

月 26 日付け林政第 119 号)」に基づく林野火災被害状況調書の提出を速やかに行うものと

する｡ 

 

(2) 災害広報 

災害応急対策の実施に当たり、正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を図るた

め、市町村等各関係機関が被災者の家族等、地域住民等に対して行う広報は、第６章第３節

「災害広報・情報提供計画」の定めによるほか、次により実施するものとする。 

ア 被災者の家族等への広報 

関係機関は、被災者の家族等から問い合わせ等に対応する体制を整えるほか、被災者の家

族等に役立つ次の情報について、正確に、きめ細かく、適切に提供するものとする。 

①災害の状況 

②家族等の安否情報 

③医療機関等の情報 

④関係機関の実施する応急対策の概要 

⑤その他必要な事項 

イ 村民等への広報 

関係機関は、報道機関を通じ、又は広報車の利用等により、次の事項についての広報を実

施する｡ 

①災害の状況 

②被災者の安否情報 

③医療機関等の情報 
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④関係機関の実施する応急対策の概要 

⑤避難の必要性等、地域に与える影響 

⑥その他必要な事項 

(3) 応急活動体制 

ア 神恵内村 

村長は、広範囲にわたる林野の焼失等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、

その状況に応じて応急活動体制を整え、その地域に係る災害応急対策を実施する｡ 

イ 北海道 

知事は、広範囲にわたる林野の焼失等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、

必要に応じ応急活動体制を整え、災害応急対策を実施する。 

ウ 防災関係機関 

関係機関の長は、広範囲にわたる林野の焼失等の災害が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合、災害の状況に応じて応急活動体制を整え、その所管に係る災害応急対策を実施する。 

エ 災害対策現地合同本部の設置 

関係機関は、円滑・迅速な応急対策の実施を図るため、必要に応じて協議の上、「災害対

策現地合同本部設置要綱」に基づき現地合同本部を設置し、災害応急対策を実施する｡ 

(4) 消防活動 

消防機関は、人命の安全確保と延焼防止を基本として、次により消防活動を実施するものと

する｡ 

ア 林野火災防御図の活用、適切な消火部隊の配置、森林愛護組合の出動協力等により、効果

的な地上消火を行うものとする｡ 

イ 住家への延焼拡大の危険性がある場合、林野火災が広域化する場合等には、第６章第１１

節「ヘリコプター等活用計画」に基づくヘリコプターの要請等により空中消火を実施する｡ 

(5) 避難措置 

村及び関係機関は、人命の安全を確保するため、第６章第４節「避難救出救助計画」の定め

るところにより、必要な避難措置を実施するものとする｡ 

(6) 交通規制 

北海道警察等各関係機関は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、第６章第７節「交通応

急対策計画」の定めにより必要な交通規制を実施するものとする｡ 

(7) 自衛隊派遣要請 

知事等法令で定める者は、第６章第９節「自衛隊派遣要請計画」の定めにより、林野火災の

規模や収集した被害情報から判断し、必要がある場合には、自衛隊に対し災害派遣を要請する

ものとする。 

(8) 広域応援 

道、村及び消防機関は、災害の規模によりそれぞれ単独では十分な災害応急対策を実施でき

ない場合は、第６章第１０節「広域応援・受援計画」の定めによるところにより、他の消防機

関、他の市町村、他都府県及び国へ応援を要請するものとする｡ 
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第９章 災害復旧復興・被災者援護計画 

第１節 災害復旧復興計画 

（実施責任者、復旧事業計画、災害復旧予算措置、激甚災害に係る財政援助措置） 

災害復旧に当たっては、災害の再発を防止するため、公共施設等の復旧は単なる原形復旧にとどま

らず、必要な改良復旧を行う等将来の災害に備える計画とし、本部による応急復旧終了後、各担当課、

係は本部各部班から十分な引継ぎを受け、被害の程度を十分検討して計画し、早期復旧を目標にその

実施を図るものとする。 

また、本部の活動が長期にわたる場合は、応急対策活動と平行し、担当各課において、災害復旧計

画の策定を行うものとする。 

 

１ 実施責任者 

村長、その他の執行機関、指定行政機関の長、指定公共機関及び指定地方公共機関、その他法

令の規定により災害復旧の実施について責任を有する者が実施するものとする。 

 

２ 復旧事業計画の概要 

村は、道、国と連携して災害の再発を防止し、単なる原形復旧にとどまらず、必要な改良を行

う等将来の災害に備えるため、法律に基づいて次のような災害復旧事業計画を策定し復旧事業に

あたる。 

(1) 公共土木施設災害復旧事業計画 

ア 河川公共土木施設災害復旧事業計画 

イ 海岸公共土木施設災害復旧事業計画 

ウ 砂防設備災害復旧事業計画 

エ 林地荒廃防止施設災害復旧事業計画 

オ 地滑り防止施設災害復旧事業計画 

カ 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧事業計画 

キ 道路公共土木施設災害復旧事業計画 

ク 漁港公共土木施設災害復旧事業計画 

ケ 公園公共土木施設災害復旧事業計画 

(2) 農林水産業施設災害復旧事業計画 

(3) 上水道災害復旧事業計画 

(4) 住宅災害復旧事業計画 

(5) 社会福祉施設災害復旧事業計画 

(6) 公立医療施設、病院等災害復旧事業計画 

(7) 学校教育施設災害復旧事業計画 

(8) 社会教育施設災害事業計画 

(9) その他の災害復旧事業計画 

 

３ 災害復旧予算措置 

災害復旧事業、その他関係事業に要する費用は、別に法律に定めるところにより、予算の範囲

内において、国及び道が全部、又は一部負担し、又は補助して行われる。 



209 

 

なお、事業別の国庫負担及び補助率は、おおむね「北海道地域防災計画本編第１０章別表」の

とおりである。 

※資料編８-１：事業別国庫負担及び補助率等一覧 

 

４ 激甚災害に係る財政援助措置 

著しく激甚である災害が発生した場合には、村は、被害の状況を速やかに調査把握し、早期に

激甚災害の指定が受けられるよう措置して、公共施設の災害施設の災害復旧事業が円滑に行われ

るように努めるものとする。 

 

５ 応急金融対策 

(1) 農林業の応急融資 

被災農林業者に対し、次のとおり融資制度の導入を積極的に推進し、農林業経営の維持安定

を図る。 

ア 天災による被害農業者に対する資金の融資は「天災融資法」を適用し低利の経営資金の融

資を円滑にして、農業経営の維持経営を図る。 

イ 「㈱日本政策金融公庫資金」の活用を図り、さらに「自作農維持資金」の長期低利資金の

導入を行い、農業経営の維持安定を図る。 

ウ 農地等の災害復旧資金として、「土地改良（災害対策）資金」3の積極的導入を図る。 

(2) 生活確保資金の融資 

被災者の速やかな立直りのため、次の必要な事業資金、その他小額融資の貸付金の確保を図

る。 

ア 世帯厚生資金 

イ 母子及び募婦福祉資金 

ウ 災害救護貸付金 

エ 災害復興住宅建設補修資金 

(3) 被災者生活再建支援金 

被災者生活再建支援法（平成 10 年法律第 66 号）に基づき、自然災害により生活基盤に著し

い被害を受けた対象世帯に対し、生活必需品等の購入資金として被災者生活再建支援金の支給

に努めるものとする。 
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第２節 被災者援護計画 

（罹災証明書の交付、台帳の作成及び利用・提供、応急金融対策、災害義援金募集（配分）計画） 

 

１ 罹災証明書の交付 

(1) 村 

ア 村は、被災者に対する各種支援措置を早期に実施するため、災害の状況を迅速かつ的確に

把握するとともに、災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付の体制を確立

する。 

イ 村長は、災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があったときは、遅滞

なく、住家の被害その他村長が定める種類の被害の状況を調査し、罹災証明書を交付しなけ

ればならない。 

(2) 消防機関 

ア 村長は、罹災証明書のうち火災に起因するものの交付に関する事務について、必要に応じ

て、消防長等に、消防法による火災損害調査の結果に基づき行わせることとすることができ

るものとする。 

イ 消防事務の共同処理に関して複数の市町村が、一部事務組合や広域連合を設立している場

合において、その規約上、火災に起因する罹災証明書の交付についても共同処理の対象とさ

れている場合には、当該一部事務組合等が火災に係る罹災証明書の交付を行うものとする。 

※資料編７－１８：罹災証明 

 

２ 被災者台帳の作成及び台帳情報の利用・提供 

(1) 被災者台帳の作成 

ア 村長は、災害が発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実

施するため必要があると認めるときは、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施

状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の援護の総合的

かつ効率的な実施に努めるものとする。 
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イ 被災者台帳には、被災者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。 

1.氏名 

2.生年月日 

3.性別 

4.住所又は居所 

5.住家の被害その他村長が定める種類の被害の状況 

6.援護の実施の状況 

7.要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由 

8.電話番号その他の連絡先 

9.世帯の構成 

10.罹災証明書の交付の状況 

11.村長が台帳情報を本村以外の者に提供することに被災者本人が同意している場合に

は、その提供先 

12.11の提供先に台帳情報を提供した場合には、その旨及びその日時 

13.被災者台帳の作成に当たり、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第５項に規定する個人番号を利用する

場合には、当該被災者に係る個人番号 

14.その他被災者の援護の実施に関し村長が必要と認める事項 

※資料編７－１９：被災者台帳 

 

ウ 村長は、被災者台帳の作成に必要な限度で、その保有する被災者の氏名その他の被災者に

関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用す

ることができる。 

エ 村長は、必要に応じて、被災者台帳の作成のため、道や他の市町村等に対して被災者に関

する情報の提供を求めることができる。 

(2) 台帳情報の利用及び提供 

ア 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、台帳情報を、その保有に当たっ

て特定された利用の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することができる。 

 

1.本人（台帳情報によって識別される特定の個人をいう。以下この号において同じ。）の

同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

2.村が被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部で利用するとき。 

3.他の地方公共団体に台帳情報を提供する場合において、台帳情報の提供を受ける者が、

被災者に対する援護の実施に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき。 
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イ 台帳情報の提供を受けようとする申請者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を村

長に提出しなければならない。 

 

1.申請者の氏名及び住所（法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主た

る事務所の所在地） 

2.申請に係る被災者を特定するために必要な情報 

3.提供を受けようとする台帳情報の範囲 

4.提供を受けようとする台帳情報に申請者以外の者に係るものが含まれる場合には、その

使用目的 

5.その他台帳情報の提供に関し、村長が必要と認める事項 

 

ウ 村長は、イの申請があった場合において、当該申請が不当な目的によるものと認めるとき

又は申請者が台帳情報の提供を受けることにより知り得た情報が不当な目的に使用されるお

それがあると認めるときを除き、申請者に対し、当該申請に係る台帳情報を提供することが

できる。ただし、その場合、提供する台帳情報には、当該被災者に係る行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号（本

節２の（1）のイの⑬）を含めないものとする。 

 

３ 融資・貸付等による金融支援 

被災した村民等の生活再建や経営安定等を図るため、次の融資・貸付等の金融支援を行う。 

1.生活福祉資金 

2.母子・寡婦福祉資金 

3.災害援護資金貸付金 

4.災害弔慰金 

5.災害障害見舞金 

6.住家被害見舞金等（都道府県見舞金・災害対策交付金を含む） 

7.災害復興住宅資金 

8.農林漁業セーフティネット資金 

9.天災融資法による融資 

10.農林漁業施設資金（主務大臣指定施設（災害復旧）） 

11.農林漁業施設資金（主務大臣指定施設）水産業施設資金（災害復旧） 

12.造林資金 

13.樹苗養成施設資金 

14.林道資金 

15.主務大臣指定施設資金 

16.共同利用施設資金 

17.備荒資金直接融資資金 

18.中小企業総合振興資金「セーフティネット貸付（災害貸付）」 

19.勤労者福祉資金 

20.「被災者生活再建支援法」に基づく支援 
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４ 災害義援金の受付及び配分 

(1) 義援金の受付 

村長（財政対策班）は、災害発生後速やかに金融機関の協力を得て、義援金受入れ窓口を開

設する。また、義援金の受入れにあたっては、寄託者へ受領書を発行し、保管する。 

(2) 義援金の配分 

村長（財政対策班）は、集まった義援金の配分方法について、必要に応じて、日本赤十字社

北海道支部、神恵内村社会福祉協議会等と協議し決定する。村長（財政対策班）は、この決定

に基づき、適切かつ速やかに被災者に配分する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



214 

 

 

 

 

神恵内村地域防災計画（本編） 

発 行：平成 ５年 ３月 

修 正：平成 ７年１２月 

修 正：平成２１年１２月 

修 正：平成２７年１２月 

発行人：神恵内村防災会議 


