
凡例

北海道地域防災計画の改定を反映した箇所

現行項 改訂項 編 章 節 大分類 中分類 小分類 現行 改訂後

総則－1 総則－1 Ⅰ．基本編
（総則）

第１章　総
則

第１節　基
本的事項

第１　計画
の目的

追記 　なお、本計画は、「持続可能な開発目標（ＳＤＧs）」の主に
ゴール１、11、13 の達成に資するものである。

※持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：ＳＤ
Ｇｓ）
　2015年９月に国連サミットで採択された、2030年を期限とする
先進国を含む国際社会全体の開発目標であり、17のゴール（目
標）と、それぞれの下により具体的な169のターゲットがある。
全ての関係者（先進国、途上国、民間企業、ＮＧＯ、有識者等）
の役割を重視し、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し
て、経済・社会・環境をめぐる広範囲な課題に統合的に取り組む
もの。

総則－2 総則－2 第２　計画
の構成

Ⅲ　特別災害対策編
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの防
護及び円滑な避難の確保に関する事項、緊急に整備すべき施設等
の整備に関する事項について示した計画とする。

Ⅲ　特別災害対策編
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの防
護及び円滑な避難の確保に関する事項等及び大規模停電災害に対
する予防、応急対策についてについて示した計画とする。

総則－4 総則－4 第２節　防
災理念

第２　基本
方針

１　災害に
強いまちづ
くりの推進

　浦幌町第３期まちづくり計画において、本町のまちづくり基本
目標のひとつに、「心にゆとりを持って安心して生活できるま
ち」を掲げている。

　浦幌町第４期まちづくり計画において、浦幌町のまちづくり基
本目標のひとつに、「豊かな自然環境の保全と快適に暮らせるま
ちづくり」を掲げている。

総則－4 総則－4 １　安全なまちへの基盤整備
２　防災人としくみの形成
３　生活圏での安心・安全の確保
４　災害被害を軽減する国民運動の推進

１　安全なまちへの基盤整備
２　防災人としくみの形成
３　生活圏での安心・安全の確保
４　災害被害を軽減する国民運動の推進
５　過去の災害の教訓を踏まえた対策の推進

総則－5 総則－5 第３　住民
及び事務所
の基本的責
務

　町民及び事業所は、…、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。特に、いつ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町民運動を展開する
ことが必要である。

　町民及び事業所は、…、災害時には、一般的に自分は大丈夫と
いう思い込み（正常性バイアス）が働くことを自覚しながら、自
らの身の安全を守るよう行動することが重要である。特に、いつ
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ため、災害のどのような事象
が命を脅かす危険性を持つことになるのかを認識することが必要
となる。

総則－5 総則－5 １　 住民
の責務

(1)平常時
の備え

ア 避難の方法（避難場所等）及び家族との連絡方法の確認

イ 飲料水、食糧等の備蓄（最低3日間、推奨1週間分）、救急用
品等の非常持出用品の準備

ウ 隣近所との相互協力関係の涵養
エ 災害危険区域等地域における災害の危険性の把握
オ 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
カ 避難行動要支援者への配慮
キ 自主防災組織の結成

ア 避難の方法（避難路、指定緊急避難場所等）及び家族との連
絡方法の確認
イ 「最低３日間、推奨１週間」分の食料、飲料水、携帯トイ
レ・簡易トイレ、トイレットペーパー、ポータブルストーブ等の
備蓄、非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池、携帯電
話充電器等）の準備
ウ 隣近所との相互協力関係の涵養
エ 災害危険区域等地域における災害の危険性の把握
オ 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
カ 町内会や自治会における避難行動要支援者への配慮
キ 自主防災組織の結成による備蓄や訓練の実施
ク 自動車へのこまめな満タン給油



現行項 改訂項 編 章 節 大分類 中分類 小分類 現行 改訂後

総則－5 総則－5 (2)災害時
の対策

ア 地域における被災状況の把握
イ 近隣の負傷者・避難行動要支援者の救助
ウ 初期消火活動等の応急対策
エ 避難場所での自主的活動

オ 防災関係機関の活動への協力
カ 自主防災組織の活動

ア 地域における被災状況の把握
イ 近隣の負傷者・避難行動要支援者の救助
ウ 初期消火活動等の応急対策
エ 避難場所での自主的活動や住民が主体となった避難所運営体
制の構築
オ 防災関係機関の活動への協力
カ 自主防災組織の活動

総則－7 総則－7 第４　防災
関係機関等
の処理すべ
き事務又は
業務の大綱

１　浦幌町 13）避難の準備情報、勧告、指示の通知及び避難者の収容に関す
ること。

13）避難指示等の通知及び避難者の収容に関すること。

総則－8 総則－8 ３　指定地
方行政機関

釧路地方気象台帯広測候所
１）気象、地象、水象等の観測並びにその成果の収集及び発表を
行なうこと。

釧路地方気象台帯広測候所
１）気象、地象、地動及び水象等の観測並びにその成果の収集及
び発表を行なうこと。

総則－10 総則－10 Ⅰ．基本編
(総則)

第１章　総
則

第２節　第
２節　防災
理念

第４　防災
関係機関等
の処理すべ
き事務又は

７　指定公
共機関

北海道電力㈱ 北海道電力ネットワーク㈱

総則－11 総則－11 ８　指定地
方公共機関

追記 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会

総則－13 総則－13 第３節　浦
幌町の概要

第１　自然
的条件

(3)気象及
び風土

浦幌の雨量、風速・風向の極地（アメダス浦幌） 『最新の情報に更新』

総則－14 総則－14 降水量と平均気温 『最新の情報に更新』

総則－15 総則－15 第２　災害
の概要

　四季別にみた本町の気象災害の特性は次のとおりである。 　四季別にみた浦幌町の気象災害の特性は次のとおりである。

総則－15 総則－15 過去10年間の主な災害 『最新の情報に更新』
総則－16 総則－16 第４節　防

災計画の大
綱

第１　防災
組織

１　組織 (1)防災会
議

　浦幌町防災会議は、町長を会長とし、災害対策基本法第16条第
５項の規定に基づく浦幌町防災会議条例第３条第５項に定める者
を委員として組織するものであり、本町における災害に関する基
本方針及び計画を作成し、その実施の推進を図るとともに災害情
報の収集及び機関相互間の連絡調整を行うものとする。

　浦幌町防災会議は、町長を会長とし、災害対策基本法第16条第
５項の規定に基づく浦幌町防災会議条例第３条第５項に定める者
を委員として組織するものであり、浦幌町における災害に関する
基本方針及び計画を作成し、その実施の推進を図るとともに災害
情報の収集及び機関相互間の連絡調整を行うものとする。

総則－18 総則－18 第２　災害
対策本部

１　配備体
制

対策本部員 こども子育て支援課長の追加

総則－18 総則－18 ２　組織 対策本部員 こども子育て支援課長の追加
総則－27 総則－27 第５節　被

害の想定
第２　津波 ハザードマップ 『最新のハザードマップに更新』

総則－28
～30

総則－28
～30

第３　浸水
被害・土砂
災害

浸水想定区域図 『最新のハザードマップに更新』

予防－3 予防－3 Ⅱ　自然災
害対策編

第１章　災
害予防計画

第１節　災
害予防計画
とは

第３　災害
予防計画の
構成

構成図 こども子育て支援課の追加

予防－4 予防－4 第２節　災
害に強い組
織・ひとづ
くり

第１　防災
訓練計画

　浦幌町は、災害応急対策活動の円滑な実施を図るため、防災関
係機関及び、自主防災組織と相互に協調し、防災に関する知識及
び技能の向上並びに体制の強化とともに住民に対する防災知識の
普及、啓発を図ることを目的とした防災訓練を実施する。

浦幌町は、災害応急対策活動の円滑な実施を図るため、学校、自
主防災組織、非常通信協議会、民間企業、ＮＰＯ・ボランティア
等、要配慮者を含めた地域住民等の地域に関係する多様な主体と
相互に協調協力し、防災に関する知識及び技能の向上並びに体制
の強化とともに住民に対する防災知識の普及、啓発を図ることを
目的とした防災訓練を実施する。



現行項 改訂項 編 章 節 大分類 中分類 小分類 現行 改訂後

予防－5 予防－5 ３　民間団
体等の連携

　浦幌町、北海道及び防災関係機関は、行政区・自主防災組織、
非常通信協議会、ボランティア及び地域住民等と連携した訓練を
実施するものとする。

　浦幌町、北海道及び防災関係機関は、行政区・自主防災組織、
非常通信協議会、ボランティア（外国語翻訳等）、地域住民並び
に報道関係者等と連携した訓練を実施するものとする。また、訓
練等を通じて、物資の備蓄状況や運送手段の確認を行うととも
に、災害協定を締結した民間事業者等の発災時の連絡先、要請手
続等の確認を行うよう努めるものとする。

予防－6 予防－6 第２　防災
知識の普及
計画

２　普及の
方法

(8)研修、講習会、講演会等の開催
(9)その他

(8)防災イベントや研修会、講習会、講演会等の開催
(9)学校教育の場の活用
(10)その他

予防－6 予防－6 ３　普及の
内容

(1)浦幌町
職員に対す
る防災知識
の普及、啓
発

イ 啓発内容
① 災害に関する一般的な知識
② 災害に対する防災対策
③ 浦幌町職員に課せられた役割

④ 災害が発生した場合の行動基準
⑤ 災害対策本部における各部局等の防災活動の業務及び処理方
法
⑥ 災害の課題（組織、制度、対策、施設整備）

イ 啓発内容
① 災害に関する地域の水害・土砂災害リスクなど一般的な知識
② 災害に対する防災対策
③ 浦幌町職員に課せられた役割
④ 災害発生の予測技術の取得
⑤ 災害が発生した場合の行動基準
⑥ 災害対策本部における各部局等の防災活動の業務及び処理方
法
⑦ 災害の課題（組織、制度、対策、施設整備）

予防－7 予防－7 (2)住民等
に対する防
災知識の普
及、啓発

浦幌町は、防災機関と協力して住民等に対し、地震（津波）に関
する必要な防災知識の普及、啓発をはかる。

ア 啓発内容

① 災害に関する知識

浦幌町は、防災機関と協力して地域の防災力を高めていくため、
平時から災害時の対応についてコミュニケーションをとっておく
こと等により、「顔の見える関係」を構築し信頼感を醸成するよ
う努めるとともに、一般住民向けの専門的・体系的な防災教育訓
練を地震（津波）に関する必要な防災知識の普及、啓発をはか
る。また、防災リーダーの育成等、自助・共助の取組が適切かつ
継続的に実施されるよう、水害･土砂災害・防災気象情報に関す
る専門家の活用を図るものとする。
ア　啓発内容
① 災害危険個所の把握（ハザードマップ等による自宅の位置の
確認）
② 災害に関する知識

予防－7 予防－7 (3)児童、
生徒に対す
る防災知識
の普及、啓
発

　浦幌町教育委員会は、児童、生徒等に対する防災教育の指針を
示し、その実施を指導するものとする。

　各学校は、児童、生徒等に対して地震（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の習得を推進する。

　浦幌町教育委員会は、児童、生徒等に対する防災教育の指針を
示し、防災教育の充実、防災に関する教材（副読本）の充実を図
り、その実施を指導するものとする。
　各学校は、児童、生徒等に対して地震（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の習得を推進する。特
に、水害・土砂災害のリスクがある学校においては、避難訓練と
合わせた防災教育の実施に努めるものとする。

予防－8 予防－8 第３　避難
行動要支援
者対策計画

１　安全対
策

　町民は、災害が発生した場合、災害情報を迅速にかつ的確に把
握し、自らの生命と財産の安全を確保するための適切な行動をと
らなくてはならない。
　しかし、乳幼児、妊産婦、高齢者、障がい者、在住外国人等は
自力で十分な行動がとれない。そのため、日頃から行政区や民生
（児童）委員等と連携をはかり、避難行動要支援者のプライバ
シーには十分配慮しながら、特に障がい者のみの世帯及び一人暮
らしの高齢者等の生活状況の実態調査把握に努める。

　町民は、災害が発生した場合、災害情報を迅速にかつ的確に把
握し、自らの生命と財産の安全を確保するための適切な行動をと
らなくてはならない。
　しかし、乳幼児、妊産婦、高齢者、障がい者、在住外国人等は
自力で十分な行動がとれない。そのため、日頃から防災（防災・
減災への取組実施機関）と福祉（地域包括支援センター・ケアマ
ネジャー）の連携により、避難行動要支援者のプライバシーには
十分配慮しながら、特に障がい者のみの世帯及び一人暮らしの高
齢者等の生活状況の実態調査把握に努め、高齢者の避難行動に対
する理解の促進を図るものとする。

予防－9 予防－9 (1)浦幌町
の対策

(4)在宅探病患者等酸素濃度器使用助成認定証… (4)在宅難病患者等酸素濃度器使用助成認定証…

予防－9 予防－9 (2)身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保険福祉手帳の交
付を受けている者

(2)身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交
付を受けている者



現行項 改訂項 編 章 節 大分類 中分類 小分類 現行 改訂後

予防－9 予防－9 （ウ） 要支援者名簿の更新
毎年内容を確認し、避難行動要支援者の死亡や住所変更などの変
更がある場合、その都度更新を行う。

（ウ） 要支援者名簿の更新
毎年内容を確認し、避難行動要支援者の死亡や住所変更などの変
更がある場合、その都度更新を行うとともに、庁舎等の被災等の
事態が生じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、
電子媒体と紙媒体の両方で保管する等、名簿情報の適切な管理に
努めるものとする。

予防－10 予防－10 エ 避難所や避難路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・啓発等に努めること。

エ　指定避難所や避難路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・啓発等に努めるこ
と。

予防－12 予防－12 ４　外国人
に対する対
策

１ 多言語による広報の充実
２ 避難場所・道路標識等の災害に関する表示板の多言語化

３ 外国人を含めた防災訓練・防災教育の実施

１ 多言語による広報の充実
２ 指定緊急避難場所・道路標識等の災害に関する表示板の多言
語化
３ 外国人を含めた防災訓練・防災教育の実施
４ 外国人観光客等に対する相談窓口等の設置
５ リアルタイムウェアラブル翻訳機などIOT技術の活用

予防－12 予防－12 ５　援助活
動

(2)指定避
難所等への
移送

(2)避難所等への移送
浦幌町は、避難行動要支援者を発見した場合は、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、避難所若しくは福祉避
難所への移動、病院への移送及び施設等への緊急入所の措置を講
ずる。

(2)指定避難所等への移送
浦幌町は、避難行動要支援者を発見した場合は、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、指定避難所若しくは福
祉避難所への移動、病院への移送及び施設等への緊急入所の措置
を講ずる。

予防－13 予防－13 第４　自主
防災組織の
育成等に関
する計画

３　組織の
活動

(1)平常時
の活動

ア 防災知識の普及
イ 地域・家庭の安全点検

ウ 避難行動要支援者の状況掌握
エ 防災訓練の実施又は浦幌町等が実施する防災訓練の参加協力
オ 地域住民の防災思想の普及及び研修会等の実施

ア 防災知識の普及
イ 地域・家庭の安全点検
ウ 自主避難所のカギ保管者等の共有
エ 避難行動要支援者の状況掌握
オ 防災訓練の実施又は浦幌町等が実施する防災訓練の参加協力
カ 地域住民の防災思想の普及及び研修会等の実施

予防－13 予防－14 (2)災害時
の活動

ア 住民の被害状況等の把握、罹災者の応急対応及び避難情報の
伝達
イ 浦幌町及び本部又は防災機関への連絡・要請活動
ウ 出火防止及び初期消火
エ 住民の避難誘導
オ 避難所での救護・協力

ア 住民の被害状況等の把握、罹災者の応急対応及び避難情報の
伝達
イ 浦幌町及び本部又は防災機関への連絡・要請活動
ウ　出火防止及び初期消火
エ　住民の避難誘導
オ　指定避難所での救護・協力

予防－14 予防－15 第６　災害
時応援体制
の整備

１　地方自
治体間の相
互応援協定
の締結

　大規模災害…。そこで、災害対策本部内に受援担当を設置し、
役割を明確にするとともに、応急活動及び復旧活動を想定し、地
方自治体間で食料、飲料水、生活必需品等の提供、応援職員の派
遣等に関する相互応援協定の締結を推進し、平常時より定期的な
情報交換の機会を設けるなど、連携の強化を図る。

　大規模災害…。そこで、災害対策本部内に受援担当を設置し、
役割を明確にするとともに、応急活動及び復旧活動を想定し、災
害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が困難な場合に、物資の
提供、人員の派遣、廃棄物処理等、相互に連携・協力し速やかに
災害対応を実施できるよう、相互応援協定の締結に努めるものと
する。

予防－15 予防－15 ３　被災市
区町村応援
職員確保シ
ステムの充
実

追記 　国〔総務省〕により、被災市区町村応援職員確保システム（災
害マネジメント総括支援員等による支援を含む。）に基づき、全
国の地方公共団体による被災市町村への応援に関する調整が実施
される。

予防－25 予防－25 第３節　災
害に強いま
ちづくり

第５　業務
継続計画の
策定

２　業務継
続計画（Ｂ
ＣＰ）の策
定

(2)事業者 　事業者は、事業の継続など災害時の企業の果たす役割を十分に
認識し、各事業者において災害時に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（事業）継続計画を
策定・運用するよう努めるものとする。

　事業者は、事業の継続など災害時の企業の果たす役割を十分に
認識し、各事業者において災害時に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（事業）継続計画を
策定・運用するよう努めるものとする。
　浦幌町及び商工会は、中小企業等による事業継続力強化計画に
基づく取組等の防災・減災対策の普及を促進するため、連携して
事業継続力強化支援計画の策定に努めるとともに、あらかじめ連
携体制を構築するなど，災害発生時に中小企業等の被害状況を迅
速かつ適切に把握できる体制の整備に努めるものとする。



現行項 改訂項 編 章 節 大分類 中分類 小分類 現行 改訂後

予防－26 予防－26 ３　庁舎等
の災害対策
本部機能の
確保

　また、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など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
料などの適切な備蓄、調達、輸送体制の整備を図るものとする。

　また、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など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
料などの適切な備蓄、調達、輸送体制の整備を図るものとする。
　さらに、本庁舎が被災した場合に備え、代替場所の確保、自家
発電機等の災害対策本部機能を維持するために必要な資材の確保
を図るものとする。

応急－2～
3

応急－2～
3

第２章　災
害応急対策

第１節　災
害応急対策
とは

第２　災害
応急対策計
画の構成

構成図 こども子育て支援課の追加

応急－4 応急－4 第２節　防
災活動体制

第１　浦幌
町の活動

　浦幌町は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にお
いて、第一義的な災害応急対策を実施する機関として、法令及び
本地域防災計画の定めるところにより、北海道、他市町村、防災
関係機関及び住民の協力を得ながら、災害応急対策を実施する。
また、災害の規模に応じて災害対策本部等を速やかに設置し、応
急対策に当たる。

　浦幌町は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にお
いて、第一義的な災害応急対策を実施する機関として、法令及び
本地域防災計画の定めるところにより、北海道、他市町村、防災
関係機関及び住民の協力を得ながら、災害応急対策を実施する。
また、災害の規模に応じて災害対策本部等を速やかに設置し、応
急対策に当たる。
　また、大規模な災害発生のおそれがある場合、事前に物資調
達・輸送調整等支援システムを用いて情報共有備を図り蓄状況の
確認を行うとともに、あらかじめ登録されている物資の輸送拠点
を速やかに開設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や
開設手続を関係者間で共有するなど、備蓄物資の提供を含め、速
やかな物資支援のための準備に努めるものとする。

応急－4 応急－4 第２　組織
及び配備体
制等

　浦幌町は、災害応急対策を遂行するため、あらかじめ災害に対
処するための組織、配備体制及び職員の動員等については、浦幌
町災害対策本部条例及び『災害時職員初動マニュアル』に基づ
き、定めておく。

　浦幌町は、災害応急対策を遂行するため、あらかじめ災害に対
処するための組織、配備体制及び職員の動員等については、浦幌
町災害対策本部条例及び『災害時職員初動マニュアル』に基づ
き、定めておく。また、災害対策本部の設置が長期にわたる場合
を想定し、ローテーションで対応できるようあらかじめ複数の
チーム編成をとりきめておくものとする。

応急－8 応急－8 第５　災害
対策本部

１　災害対
策本部の設
置及び廃止

追記 (5) 国〔内閣府〕が必要と認めるときは、国〔内閣府〕及び国立
研究開発法人防災科学技術研究所等で構成されるＩＳＵＴ（災害
時情報集約支援チーム：Information Support Team）が派遣さ
れ，災害情報を集約・整理し地図で提供することにより，浦幌町
をはじめとする自治体の災害対応支援が受けられる。

応急－9 応急－9 ２　配備体
制

対策本部員 こども子育て支援課長の追加

応急－10 応急－10 ５　災害対
策本部の所
掌事務

(3)避難勧告及び指示 (3)避難指示

応急－11 応急－11 第６　災害
広報活動

２　一般住
民に対する
広報の方法

(1)広報の
方法

ア 防災行政無線放送
イ 広報車の利用
ウ 新聞、テレビ、ラジオ、電話の利用
エ 広報紙、チラシ類の印刷物の配布
オ 登録制メール及び緊急速報メール、災害情報共有システム（L
アラート）によるテレビのデータ放送

ア 防災行政無線放送
イ 防災情報伝達システム（登録制メール、ＬＩＮＥ、電話）
ウ 緊急速報メール
エ 災害情報共有システム（Lアラート）によるテレビのデータ放
送
オ 広報車の利用
カ 新聞、テレビ、ラジオ、臨時災害放送局、電話の利用
キ 広報紙、チラシ類の印刷物の配布
ク 町のホームページ

応急－11 応急－11 (3)浦幌町
の広報

　町長は、所管区域内の防災関係機関との連絡を密にし、住民に
対し広報活動を実施する。また、避難行動要支援者への伝達に十
分配慮する。

　町長は、所管区域内の防災関係機関との連絡を密にし、住民に
対して正確かつ,きめ細やかな情報を適切に提供する。また、避
難行動要支援者への伝達に十分配慮する。

応急－14 応急－14 第３節　事
案処理に関
すること

第２　津波
災害応急対
策

３　避難勧
告

避難勧告
　避難の勧告、指示に…住民に対し避難の勧告又は指示を行う。

避難指示
　避難の指示に…住民に対し避難の指示を行う。



現行項 改訂項 編 章 節 大分類 中分類 小分類 現行 改訂後

応急－15 応急－15 ４　避難対
象地域

(1)…、避難勧告・指示を発令… (1)…、避難指示を発令…

応急－15 応急－15 ■避難対象地域一覧表 ■避難対象地域一覧表
　下浦幌地区　　静内

応急－16 応急－16 第３　避難
対策

１　避難実
施責任者

　…、避難実施責任者は次により避難の勧告又は指示を行う。 　…、避難実施責任者は次により避難の指示を行う。

応急－16 応急－16 (1)町長 　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
ため立退きを勧告し、又は急を要するときは、立退きの指示を行
うとともに、避難所を開設、避難者の収容等を行い、その旨を速
やかに十勝総合振興局長に報告する。（災害対策基本法第60条）
　また、立退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。

　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
ため立退きの指示を行うとともに、指定避難所を開設、避難者の
収容等を行い、その旨を速やかに十勝総合振興局長に報告する。
（災害対策基本法第60条）
　また、立退指示ができない場合は、警察官にその指示を要請す
るものとする。

応急－17 応急－17 ２　避難指
示等の発令
区分

　避難勧告等の発令区分は以下のとおりとする。
(1)避難準備・高齢者等避難開始
　気象予警報等が発表され、災害により人的被害の発生のおそれ
があり、避難行動要支援者等、特に避難行動に時間を要し、事前
に避難準備することが適当であると認められる者が、避難行動を
開始する必要がある場合に情報を提供する。
(2)避難勧告
　災害により人的被害の発生のおそれがあり、災害の拡大を防止
するため特に必要がある場合に、町民に対し避難のための立ち退
きを勧め又は促す。
(3)避難指示（緊急）
　災害による被害の危険が切迫している場合等で、避難勧告より
状況が悪化し緊急に避難を要すると認められる場合に、町民に対
し避難のための立ち退きを勧めるとともに指示する。

　避難指示等の発令区分は以下のとおりとする。
(1)高齢者等避難
　気象予警報等が発表され、災害により人的被害の発生のおそれ
がある場合に、避難に時間のかかる高齢者や障あいのある人など
の要配慮者に対して、円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう
必要な情報を提供する。
(2)避難指示
　災害により人的被害の発生のおそれがあり、災害の拡大を防止
するため特に必要がある場合に、町民に対し避難のための立ち退
きを指示する。



現行項 改訂項 編 章 節 大分類 中分類 小分類 現行 改訂後

応急－18 応急－18 ３　避難指
示等の発令
基準（具体
的な考え
方）

避難勧告等の標準的な意味合いについては次のとおりであるが、
対象とする自然災害ごとに、関係機関から提供される情報、自ら
収集する情報等を基に、退避勧告等を発令する。

全面改訂

応急－18 応急－18 ■運用上の注意事項
・重要な情報については、情報を発表した気象庁、河川管理者等
との間で相互に情報交換を行う。
・関係機関との情報交換を密に行いつつ、河川の上流部でどのよ
うな状況になっているか、暴風雨はどのあたりまで接近している
か、近隣で災害や前兆現象が発生していないか等、広域的な状況
把握に努める。
・想定を超える規模の災害が発生することや、想定外の事象が発
生することもあることから、堤防の異常や土砂災害の前兆現象
等、巡視等により自ら収集する現地情報、レーダ観測でとらえた
強い雨の地域、避難行動の難易度（夜間や暴風の中での避難）
等、必ずしも数値等で明確にできないものを含めて、総合的な判
断を行う。
なお、各災害の判断基準及び避難勧告等の伝達手段については、
『避難指示等の判断・伝達マニュアル』を参照すること。

■運用上の注意事項
・重要な情報については、情報を発表した気象庁、河川管理者等
との間で相互に情報交換を行う。
・関係機関との情報交換を密に行いつつ、河川の上流部でどのよ
うな状況になっているか、暴風雨はどのあたりまで接近している
か、近隣で災害や前兆現象が発生していないか等、広域的な状況
把握に努める。
・想定を超える規模の災害が発生することや、想定外の事象が発
生することもあることから、堤防の異常や土砂災害の前兆現象
等、巡視等により自ら収集する現地情報、レーダ観測でとらえた
強い雨の地域、避難行動の難易度（夜間や暴風の中での避難）
等、必ずしも数値等で明確にできないものを含めて、防災事務に
従事する者の安全確保を前提に総合的な判断を行う。
なお、各災害の判断基準及び避難指示等の伝達手段については、
『避難指示等の判断・伝達マニュアル』を参照すること。



現行項 改訂項 編 章 節 大分類 中分類 小分類 現行 改訂後

応急－19 応急－19 ４　避難指
示等伝達方
法

（追加） ■防災気象情報と警戒レベル・警戒レベル相当情報との関係

応急－19 応急－19 町長は、避難の勧告、指示又は避難準備に当たっては、消防機関
等関係機関の協力を得て、防災行政無線、サイレン、広報車両、
登録制メール等あらゆる伝達手段の複合的な活用を図り、当該地
域の住民等に対して、速やかに次の事項について周知徹底を図
る。
(1) 避難の勧告、指示又は避難準備の理由及び内容
(2) 避難場所及び経路（垂直避難が可能な箇所はその周知）
(3) 火災、盗難の予防措置等
(4) 携行品等その他の注意事項

町長は、避難の指示又は高齢者等避難に当たっては、消防機関等
関係機関の協力を得て、防災行政無線、サイレン、広報車両、登
録制メール等あらゆる伝達手段の複合的な活用を図り、当該地域
の住民等に対して、速やかに次の事項について周知徹底を図る。
(1) 避難の指示又は高齢者等避難の理由及び内容
(2) 指定緊急避難場所及び経路（垂直避難が可能な箇所はその周
知）
(3) 火災、盗難の予防措置等
(4) 携行品等その他の注意事項

応急－19 応急－20 ５　避難指
示要領

(1)指示要
領

ア　伝達事項
　③　避難勧告・指示の理由

ア　伝達事項
　③　避難指示の理由

応急－19 応急－20 (3)避難指
示の報告

町長は、避難勧告及び指示を行ったときは、次の事項を十勝総合
振興局長及び池田警察署長並びに避難所の管理者に報告するもの
とする。

町長は、避難指示を行ったときは、次の事項を十勝総合振興局長
及び池田警察署長並びに指定緊急避難場所及び指定避難所の管理
者に報告するものとする。

応急－21 応急－21 ６　各種災
害の特性

ウ　真に切迫した状況では、生命を守る最低限の行動の選択
※自然現象のため不測の事態等も想定されることから、避難行動
は、計画された指定緊急避難場所等に避難することが必ずしも適
切ではなく、事態の切迫した状況等に応じて自宅や隣接建物の２
階等に避難することもある。

ウ　真に切迫した状況では、生命を守る最低限の行動の選択
※自然現象のため不測の事態等も想定されることから、避難行動
は、計画された指定緊急避難場所等に避難することが必ずしも適
切ではなく、事態の切迫した状況等に応じて自宅や隣接建物の２
階等に避難することもある。
また、居住する地域の災害リスクや住宅の条件等を考慮したうえ
でとるべき行動や適切な避難先を判断できるよう周知に努めると
ともに、安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要がない

応急－22 応急－22 (2)水害
（河川の氾
濫等）

ウ 浸水により避難所までの歩行等が危険な状態になった場合に
は、生命を守る最低限の行動として、自宅や隣接建物の２階等へ
緊急的に避難するなどの行動をとること。

ウ 浸水により指定緊急避難場所までの歩行等が危険な状態に
なった場合には、生命を守る最低限の行動として、自宅や隣接建
物の２階等へ緊急的に避難するなどの行動をとること。

応急－22 応急－22 (3)土砂災
害（急傾斜
地の崩壊、
土石流、地
すべり）

　そのため浦幌町は、降雨指標に基づく土砂災害発生予測のみで
なく、住民等からの通報により速やかに前兆現象の発生事実を把
握し、同事実及び避難勧告等を速やかに周知・伝達する。

ア 避難所へ避難する際は、他の土砂災害危険区域内の通過は避
けること、土石流に関しては渓流に直角方向にできるだけ渓流か
ら離れること、渓流を渡っての対岸への避難は避けることなどに
留意すること。
イ 避難所への避難が困難な場合には、生命を守る最低限の行動
として、周囲の建物より比較的高い建物の２階以上（斜面と反対
側の部屋）に避難することを心がけること。

　そのため浦幌町は、降雨指標に基づく土砂災害発生予測のみで
なく、住民等からの通報により速やかに前兆現象の発生事実を把
握し、同事実及び避難指示等を速やかに周知・伝達する。

ア 指定緊急避難場所へ避難する際は、他の土砂災害危険区域内
の通過は避けること、土石流に関しては渓流に直角方向にできる
だけ渓流から離れること、渓流を渡っての対岸への避難は避ける
ことなどに留意すること。
イ 指定緊急避難場所への避難が困難な場合には、生命を守る最
低限の行動として、周囲の建物より比較的高い建物の２階以上
（斜面と反対側の部屋）に避難することを心がけること。



現行項 改訂項 編 章 節 大分類 中分類 小分類 現行 改訂後

応急－22 応急－23 ７　避難
路・避難経
路

　避難目標地点あるいは避難場所まで、最短でかつ安全に到達で
きる主要道路で浦幌町が指定するものを避難路といい、この避難
路や避難目標地点及び避難場所までの経路として住民が日頃から
考えておく経路を避難経路という。避難路の安全性においては、
橋梁点検結果を踏まえた耐震化等について、道路管理者（国・北
海道）へ直接的に要請するとともに、町道に関わる橋梁等におい
ても事業を推進するものとする。

　指定緊急避難場所あるいは指定避難所まで、最短でかつ安全に
到達できる主要道路で浦幌町が指定するものを避難路といい、こ
の避難路や指定緊急避難場所あるいは指定避難所までの経路とし
て住民が日頃から考えておく経路を避難経路という。避難路の安
全性においては、橋梁点検結果を踏まえた耐震化等について、道
路管理者（国・北海道）へ直接的に要請するとともに、町道に関
わる橋梁等においても事業を推進するものとする。

応急－22 応急－23 ８　避難方
法

　避難目標地点まで相当な距離がある避難対象地域においては自
動車での避難を行うものとする。ただし、次のことに留意するも
のとする。

　指定緊急避難場所まで相当な距離がある避難対象地域において
は自動車での避難を行うものとする。ただし、次のことに留意す
るものとする。

応急－24 応急－24 ９　指定緊
急避難場
所・指定避
難所

　各地区別の避難所、避難場所、避難目標地点は、次のとおりで
ある。
　なお、避難所における目安となる１人当たりの面積は、通路部
分を除いて最低でも２㎡は確保すべきとされている（日本防災士
機構）。そのため、収容人数は、1人当りの有効面積（通路部分
を含む）を３㎡として算出した。
　浦幌町は、災害の規模や被災者の受入状況、避難の長期化等の
必要に応じ、旅館やホテル等への移動を避難者に促すように努め
る。特に、要支援者に対しては良好な生活環境の提供に活用する
など、「災害発生時等における宿泊施設の活用に関する協定」の
締結を検討する。

　各地区別の指定緊急指定避難場所は、次のとおりである。
　なお、指定緊急避難場所における目安となる１人当たりの面積
は、通路部分を除いて最低でも２㎡は確保すべきとされている
（日本防災士機構）。そのため、収容人数は、１人当りの有効面
積（通路部分を含む）を３㎡として算出した。
　浦幌町は、災害の規模や被災者の受入状況、避難の長期化等の
必要に応じ、旅館やホテル等への移動を避難者に促すように努め
る。特に、要支援者に対しては良好な生活環境の提供に活用する
など、「災害発生時等における宿泊施設の活用に関する協定」の
締結を検討する。また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症
対策について、感染症患者が発生した場合の対応を含め、平常時
から防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、様々な対応を
検討するよう努めるものとする。
　指定避難所については、本町は、被災者を滞在させるために必
要となる適切な規模を有し、速やかに被災者等を受け入れること
等が可能な構造又は設備を有する施設であって、想定される災害
による影響が比較的少なく、災害救援物資等の輸送が比較的容易
な場所にあるものを指定するものとする。なお、福祉避難所とし
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、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おり、ま
た、災害が発生した場合において要配慮者が相談等の支援を受け
ることができる体制が整備され、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ものを指定するものと
する。

応急－24 応急－24 【避難所】
　災害により住宅に危険が予想される場合や住宅が損壊した場合
など、生活の場が失われた場合に、一時的な生活の本拠地として
滞在する施設。
【避難場所】
　災害が発生、又は発生するおそれがある場合、その危険から逃
れるため一時的に避難し身の安全を確保する場所。
【避難目標地点】
　津波の危険から、とりあえず生命の安全を確保するための場
所。
【福祉避難所】
　一般の避難所において、避難所生活が困難な高齢者や障がいの
ある人など、何らかの特別な配慮を必要とする方が避難する施
設。

【指定緊急避難場所】
　居住者等が災害から命を守るために緊急的に避難する施設又は
場所
【指定避難所】
　避難した居住者等が災害の危険がなくなるまで一定期間滞在
し、又は災害により自宅へ戻れなくなった居住者等が一時的に滞
在する施設

【福祉避難所】
　一般の避難所において、避難所生活が困難な高齢者や障がいの
ある人など、何らかの特別な配慮を必要とする方が避難する施設

応急－25 応急－25 〈避難所・避難場所・避難目標地点・福祉避難所一覧表〉 〈指定緊急避難場所一覧表〉
全面改訂

応急－26
～27

削除 避難所等位置図 削除



現行項 改訂項 編 章 節 大分類 中分類 小分類 現行 改訂後

応急－28 応急－26
～27

(1)指定避
難所の開設
及び運営管
理

ア　災害発生時には、町長は直ちに避難所を開設する。避難所の
開設基準、開設期間等については、市外救助法が発動されたとき
は同法により、また同法が適用されない災害の場合は同法に準じ
て行うものとする。
ただし、町長がその必要を認めたときは、その期間を延長するこ
とができる。
また、地域住民等の事前避難が必要と判断される場合には、必要
に応じ、住民等が避難するための施設を開放し、住民等に対し周
知徹底を図るものとする。

イ　避難所には、町民課の指名する運営管理者及び補助者若干名
をおく。
ウ　避難所の施設管理者は、町長あるいはその命を受けたものの
指示に従い、速やかに施設を避難所に供するよう措置する。

エ　運営管理者は、町民課及び当該施設の管理者との連絡並びに
避難住民の収容等にあたるとともに、関係機関と緊密な連絡を保
ち、民間団体の協力を得て、その運営にあたる。
オ　高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦等災害時要救護者に配慮
して、被災地以外の地域にあるものを含め、旅館等を避難場所と
して借り上げる等、多様な避難場所の確保に努めるものとする。

ア　災害発生時には、町長は直ちに指定避難所を開設する。な
お、開設にあたっては、施設の被害の有無を確認するとともに、
施設の構造や立地場所など安全性の確保に努め、避難者の過密抑
制など感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する。指定
避難所の開設基準、開設期間等については、災害救助法が発動さ
れたときは同法により、また同法が適用されない災害の場合は同
法に準じて行うものとする。
ただし、町長がその必要を認めたときは、その期間を延長するこ
とができる。
また、地域住民等の事前避難が必要と判断される場合には、必要
に応じ、住民等が避難するための施設を開放し、住民等に対し周
知徹底を図るものとする。
イ　避難者台帳（名簿）を速やかに作成するため、あらかじめ様
式を定め印刷の上、各避難所に保管する。
ウ　指定避難所には、町民課の指名する運営管理者及び補助者若
干名をおく。
エ　指定避難所の施設管理者は、町長あるいはその命を受けたも
のの指示に従い、速やかに施設を指定避難所に供するよう措置す
る。
オ　運営管理者は、町民課及び当該施設の管理者との連絡並びに
避難住民の収容等にあたるとともに、関係機関と緊密な連絡を保
ち、民間団体の協力を得て、その運営にあたる。
カ　高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦等災害時要救護者に配慮
して、被災地以外の地域にあるものを含め、旅館等を避難場所と
して借り上げる等、多様な避難場所の確保に努めるものとする。

カ　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
ｽﾞの違い当男女双方の視点等に配慮する。

キ　避難者の健全な住生活の早期確保のために、応急仮設住宅の
迅速な提供、公営住宅や空家等利用可能な既存住宅のあっせん等
により、避難場所の早期解消に努める。
ク　避難所の運営にあたっては、男女共同参画を推進するととも
に、特に女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営に努
める。
ケ　車中泊避難者については、医師や保健師などが定期的に巡回
するなど、エコノミー症候群の予防に努める。

コ　避難者の受付、避難スペースの割当ては屋外避難者、ペット
同伴者の対応も含む。

キ　避難の長期化等必要に応じてプライバシーを確保するための
資材の早期導入や衛生面において、優れたコンテナ型のトイレの
整備等に努める。
ク　避難者の健全な住生活の早期確保のために、応急仮設住宅の
迅速な提供、公営住宅や空家等利用可能な既存住宅のあっせん等
により、避難場所の早期解消に努める。
ケ　指定避難所の運営にあたっては、男女共同参画を推進すると
ともに、特に女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営
に努める。
コ　避難生活における健康状態について、医師や保健師などが定
期的に巡回するものとする。特に車中泊避難者については、トイ
レの確保や、エコノミークラス症候群や一酸化炭素中毒への予防
の周知、冬期間の寒さ対策など健康への配慮を行うものとする。
サ　避難者の受付、避難スペースの割当ては屋外避難者、ペット
同伴者の対応も含む。また、獣医師会や動物取扱業者等から必要
な支援が受けられるよう、連携に努めるものとする。
シ　指定避難所における食事については、食物アレルギー等に配
慮し、避難生活が長期化した場合には、メニューの多様化や栄養
バランス等を考慮して、適温食提供できるよう、管理栄養士等の
協力を得ながら、ボランティア等による炊き出しや地元事業者か
らの食料等の調達の他、給食センターを活用するなど、体制の構
築に努めるものとする。
ス　必要に応じ指定避難所の電力容量の拡大に努めるものとす
る。

応急－31 応急－30 第６　医
療、医療救
護及び助産
活動

２　実施方
法

(1) 浦幌町立診療所の医師、看護師及びその他の職員、保健福祉
課保健予防係をもってあたり、災害の実態に応じて必要により町
内医療機関の協力を得て診療に当たる。

(1) 浦幌町立診療所の医師、看護師及びその他の職員、保健福祉
課保健予防係をもってあたり、災害の実態に応じて必要により町
内医療機関の協力を得て診療に当たる。本町は、医療施設の診療
状況等の情報を広域災害・救急医療情報システム等に入力し、応
援の依頼等を行うものとする。



現行項 改訂項 編 章 節 大分類 中分類 小分類 現行 改訂後

応急－31 応急－30 追記 (3) 長期間の停電に備え、要配慮者施設や医療機関等、継続的な
電源確保が必須の施設においては、あらかじめ非常用発電機等の
整備のほか積雪・寒冷期において発生した場合の対策として、暖
房器具（ポータブルストーブ）・燃料等の整備に努め、道及び関
係機関は、市町村の整備の取組を支援し、補完する。発災後72時
間の事業継続が可能となる非常用電源を確保するよう努めるもの
とする。

応急－34 応急－34 第７　行方
不明者の捜
索及び遺体
の収容処
理、埋葬

３　遺体を
発見した場
合の処理

(1) 作業中又は死体捜索中において死体を発見したときは、速や
かに警察官に届け出て警察官の検視（見分）及び医師の検案を受
け、身元が判明しない死体は速やかに死体収容所に連絡し、引き
渡すものとする。

(1) 作業中又は遺体捜索中において死体を発見したときは、速や
かに警察官に届け出て警察官の検視（見分）及び医師の検案を受
け、身元が判明しない死体は速やかに死体収容所に連絡し、引き
渡すものとする。

応急－34 応急－34 第３　住民
及び事務所
の基本的責
務

４　遺体の
収容

(1) 収容は、死体を到着順にすること。
(2) 死体の遺品を整理し、納棺のうえ、その性別、推定年齢、遺
品等を死体処理台帳に記録し、死体安置所に掲出する。

(1) 収容は、遺体を到着順にすること。
(2) 遺体の遺品を整理し、納棺のうえ、その性別、推定年齢、遺
品等を遺体処理台帳に記録し、遺体安置所に掲出する。

応急－34 応急－34 ５　遺体の
処理

(1)対象者 　災害の際死亡した者で災害による社会混乱のため、その遺族等
が死体の処理を行うことができない者

　災害の際死亡した者で災害による社会混乱のため、その遺族等
が遺体の処理を行うことができない者

応急－34 応急－34 (2)処理の
範囲

ア　死体の洗浄、縫合、消毒等の処置（日本赤十字社北海道支
部）
イ　死体の一時保存（町長）
ウ　検案（日本赤十字社北海道支部）
エ　検視（警察官）

ア　遺体の洗浄、縫合、消毒等の処置（日本赤十字社北海道支
部）
イ　遺体の一時保存（町長）
ウ　検案（日本赤十字社北海道支部）
エ　検視（警察官）

応急－35 応急－35 ６　遺体の
埋葬

(1)対象者 　災害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ない死体

　災害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ない遺体

応急－35 応急－35 (2)埋葬の
方法

ア　町長は、死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、現場給付をもって行うものとする。
イ　身元不明の死体については、警察、その他関係機関に連絡
し、その調査にあたるとともに埋葬にあたっては土葬とする。
ウ　被災地以外に漂着した死体のうち身元が判明しない死体は、
行旅死亡人取り扱いとする。

ア　町長は、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、現場給付をもって行うものとする。
イ　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、その調査にあたるとともに埋葬にあたっては土葬とする。
ウ　被災地以外に漂着した遺体のうち身元が判明しない遺体は、
行旅死亡人取り扱いとする。

応急－37 応急－36 第８　障害
物除去対策

１　実施責
任者

　道路及び河川に障害を及ぼしているものの除去は、道路法及び
河川法に定めるそれぞれの管理者が行うものとし、災害の規模及
び障害の内容により、各管理者は相互に協力し、交通の確保をは
かるものとする。

　道路及び河川に障害を及ぼしているものの除去は、道路法及び
河川法に定めるそれぞれの管理者が行うものとし、災害の規模及
び障害の内容により、各管理者は相互に協力し、交通の確保をは
かるものとする。また、平時より随意契約の活用による速やかな
災害応急対策ができるよう、建設業団体等との災害協定の締結を
推進するものとする。

応急－40 応急－39 第９　災害
警備活動

２　災害警
備

(4)避難に
関する事項

ア　池田警察署長は、避難の指示、避難経路、避難所及び避難先
における給食等について、あらかじめ町長と連絡しておくものと
する。
イ　警察官が、避難の指示又は警告を行う場合は、本章第３節第
３「避難対策」に定める避難所を示すものとする。ただし、災害
の種別、規模、態様現場の状況等により「避難対策」によりがた
い場合は適宜の処置を講ずるものとする。この場合において、警
察官が当該施設を管轄する町長に通知したときは、当該避難先の
借上げ給食等は町長が行うものとする。

ア　池田警察署長は、避難の指示、避難経路、指定避難所及び避
難先における給食等について、あらかじめ町長と連絡しておくも
のとする。
イ　警察官が、避難の指示又は警告を行う場合は、本章第３節第
３「避難対策」に定める指定緊急避難場所を示すものとする。た
だし、災害の種別、規模、態様現場の状況等により「避難対策」
によりがたい場合は適宜の処置を講ずるものとする。この場合に
おいて、警察官が当該施設を管轄する町長に通知したときは、当
該避難先の借上げ給食等は町長が行うものとする。

応急－42 応急－41 第10　防疫
対策

３　防疫の
種別と実施
方法

(1)消毒活
動

イ　避難所及び避難場所の便所その他の不潔場所の消毒は、クレ
ゾール水、フォルマリン水等を用い１日１回以上実施する。

イ　指定避難所の便所その他の不潔場所の消毒は、クレゾール
水、フォルマリン水等を用い１日１回以上実施する。

応急－43 応急－42 (4) 指定避
難所の防疫
指導

町長は、避難所等の応急施設について、次のとおり防疫指導等を
実施するものとする。

町長は、指定避難所の応急施設について、次のとおり防疫指導等
を実施するものとする。



現行項 改訂項 編 章 節 大分類 中分類 小分類 現行 改訂後

応急－44 応急－43 第11　廃棄
物処理活動

１　実施責
任者

(1)災害廃
棄物

町長が実施する。ただし、浦幌町のみで処理することが困難であ
る場合は、近隣町村及び北海道に応援を求めて実施するものとす
る。

町長が実施する。発生した災害廃棄物の種類、性状（土砂、ヘド
ロ、汚染物等）等を勘案し、その発生量を推計した上で、事前に
策定しておいた災害廃棄物処理計画等に基づき、仮置場、最終処
分地を確保し、必要に応じて広域処理を行うこと等により、災害
廃棄物の計画的な収集，運搬及び処分を行い、災害廃棄物の円滑
かつ迅速な処理を図る。また、廃棄物処理施設については、災害
廃棄物を処理しつつ、電力供給や熱供給等の拠点としても活用す
ることとする。ただし、浦幌町のみで処理することが困難である
場合は、近隣町村及び北海道に応援を求めて実施するものとす
る。加えて、ボランティア、ＮＰＯ等の支援を得て災害廃棄物等
の処理を進める場合には、社会福祉協議会、ＮＰＯ等と連携し、
作業実施地区や作業内容を調整、分担するなどして、効率的に災
害廃棄物等の搬出を行うものとする。

応急－44 応急－43 (2)被災建
築物

所有者が実施する。ただし、浦幌町は所有者に対して指導及び助
言をし、浦幌町のみで処理することが困難である場合は、近隣町
村および北海道に応援を求めて実施するものとする。

所有者が実施する。ただし、浦幌町は所有者に対して指導及び助
言をし、損壊家屋の解体を実施する場合には、解体業者、廃棄物
処理業者、建設業者等と連携した解体体制を整備するとともに、
浦幌町のみで処理することが困難である場合は、近隣町村及び北
海道に応援を求めて実施するものとする。

応急－47 応急－46 第12　文教
対策

２　応急教
育対策

(3)教育の
要領

④　学校が避難所にあてられた場合には、特に児童生徒の健康管
理に注意し、収容による授業の効率低下にならないよう留意す
る。

④　学校が指定避難所にあてられた場合には、特に児童生徒の健
康管理に注意し、収容による授業の効率低下にならないよう留意
する。

応急－50 応急－49 第13　応急
住宅等の確
保

３　応急仮
設住宅

(1)実施責
任者

災害救助法が適用された場合の避難所の設置や応急仮設住宅の建
設は知事が行い、町長はこれを補助する。

災害救助法が適用された場合の指定避難所の設置や応急仮設住宅
の建設は知事が行い、町長はこれを補助する。

応急－50 応急－49 (2)応急仮
設住宅の建
設

ウ　規模、構造、存続期間
①　応急仮設住宅は、原則として軽量鉄骨組立方式又は木造によ
り、2～6戸の連続建て又は共同建てとし、北海道の気候に適した
仕様とする。

ウ　規模、構造、存続期間
①　応急仮設住宅は、原則として軽量鉄骨組立方式又は木造によ
り、2～6戸の連続建て又は共同建てとし、積雪寒冷仕様とする。

応急－54 応急－53 第４節　情
報作戦に関
すること

第１　気象
警報等の伝
達

■記録的短
時間大雨情
報

追記 　北海道予報区内で、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、北
海道気象情報の一種として発表する情報。
　この情報が発表されたときは、土砂災害や低地の浸水、中小河
川の増水・氾濫といった災害発生につながるような猛烈な雨が
降っている状況であり、実際に災害発生の危険度が高まっている
場所については、警報の「危険度分布」で確認することができ
る。
※ 大雨警報（土砂災害）の危険度分布（土砂災害警戒判定メッ
シュ情報）：https://www.jma.go.jp/jp/doshamesh/index.html
※ 大雨警報（浸水害）の危険度分布：
https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/inund.html
※ 洪水警報の危険度分布：
https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/flood.htm

応急－54 応急－53 ■土砂災害
警戒情報

北海道と釧路地方気象台が共同で発表する情報で、大雨警報発表
中に、大雨による土砂災害の危険度が高まった時、避難の参考と
なるよう市町村を対象に発表する。

北海道と釧路地方気象台が共同で発表する情報で、大雨警報発表
中に、大雨による土砂災害の危険度が高まった時、避難の参考と
なるよう市町村を対象に発表する。なお、これを補足する情報で
ある気象庁の土砂災害警戒判定メッシュ情報
（https://www.jma.go.jp/jp/doshamesh/）で、実際に危険度が
高まっている場所を確認することができる。



現行項 改訂項 編 章 節 大分類 中分類 小分類 現行 改訂後

応急－54 応急－53
～54

■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
に発表する。この情報の有効期間は、発表から１時間である。

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
に発表する。この情報の有効期間は、発表から１時間である。
なお、実際に危険度が高まっている場所については竜巻発生確度
ナウキャストで確認することができる。
※ 高解像度降水ナウキャスト（竜巻発生確度ナウキャスト）：
https://www.jma.go.jp/jp/highresorad/

応急－60 応急－60 第２　地
震、津波等
の種類及び
内容

４　浦幌町
の措置

(1)海面監
視

　浦幌町では、強い地震（震度４以上）を感じたときは、直ちに
海面状態の変化を監視する。
　監視に当たっては、安全な場所から監視できる体制を確立して
おくものとする。

　津波襲来に備えた海面監視に当たっては、安全な場所から監視
できる体制を確立しておくものとする。

応急－60 応急－60 (2)避難の
指示

　大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報が発表された
とき、又は海面監視により異状現象を発見したときは、直ちに沿
岸海域住民等に対し、避難の勧告、指示を行うとともに、その周
知徹底を図る。
　町長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
きない場合は、知事が避難のための立ち退きの勧告及び指示に関
する措置の全部又は一部を町長に代わって実施することができ
る。
　津波警報の伝達に当たっては、防災行政無線、サイレン等多様
な手段を活用して行う。

　大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報が発表された
ときは、直ちに沿岸海域住民等に対し、避難の指示を行うととも
に、その周知徹底を図る。
　町長が災害の発生により、避難の指示を行うことができない場
合は、知事が避難のための立ち退きの指示に関する措置の全部又
は一部を町長に代わって実施することができる。
　なお、避難指示の発令基準、伝達方法などについては、『浦幌
町津波避難計画』を参照すること。

応急－61 応急－61 ５　気象予
報、警報並
びに情報等
の伝達系統
及び方法

■防災及び予報（注意報を含む）、警報並びに情報等伝達一般系
統図
各保育所、各幼稚園

■防災及び予報（注意報を含む）、警報並びに情報等伝達一般系
統図
こども園、保育園

応急－62 応急－62 第３　急傾
斜地の警戒
情報

１　警戒体
制

(1)警戒体
制の基準

非常体制　(3)避難準備情報、避難勧告又は避難指示を発令する
必要があるとき

非常体制　(3)高齢者等避難又は避難指示を発令する必要がある
とき

応急－63 応急－63 ３　地区別
情報等連絡
責任者

(1)連絡責
任者の任務

イ　災害情報の収集及び伝達についての協力 イ　災害情報、指定避難所の開設・収容者数・健康状態の収集及
び伝達についての協力

応急－65 応急－65 第４節　情
報作戦に関
すること

第４　災害
情報等の収
集、伝達

５　異常現
象発見時に
おける措置

(2)町長の
各機関への
通報

北海道電力㈱釧路支店(厚内･直別方面)
お客様センター　0155-23-1111

北海道電力㈱帯広支店(上記以外)

北海道電力ネットワーク㈱釧路支店(厚内･直別方面)
お客様センター　0154-23-5811

北海道電力ネットワーク㈱帯広支店(上記以外)応急－65 応急－65 ５　異常現
象発見時に
おける措置

(4)住民に
対する周知
徹底

　住民に対する災害情報等の周知は、広報車、防災行政無線、報
道機関等により徹底を図るとともに、避難行動要支援者にも配慮
した多様な手段の整備に努めるものとする。

　住民に対する災害情報等の周知は、防災行政無線放送、防災情
報伝達システム（登録制メール、ＬＩＮＥ、電話）、緊急速報
メール等あらゆる伝達手段の複合的な活用により徹底を図るとと
もに、避難行動要支援者にも配慮した多様な手段の整備に努める
ものとする。

応急－66 応急－66 ７　通信施
設の整備の
強化

　防災関係機関は、災害時において円滑な災害情報の収集及び伝
達が実施できるよう通信施設の整備強化を図るものとする。

　防災関係機関は、災害時において停電の発生も想定し、円滑な
災害情報の収集及び伝達が実施できるよう通信施設の整備強化を
図るものとする。
　また、災害時でも情報通信手段の維持・確保ができるよう、応
急復旧対策のために必要となった場合に提供する場所の選定に努
めるものとする。
　なお、その場合において、様々な災害に対応できるよう、複数
箇所の選定に努めるものとする。

応急－67 応急－67 第５　交通
応急対策

１　交通応
急対策の実
施

(1) 道路、橋梁等の被害状況及び危険箇所を速やかに把握し、関
係機関に連絡するとともに道路の通行に支障を及ぼす障害物を除
去し、交通の確保に努める。

(1) 発災後の道路啓開、応急復旧を迅速に行うため、関係機関及
び道路管理者相互の連携の下、あらかじめ道路啓開等の計画を立
案するなど事前の備えを推進する。

応急－67 応急－67 (3)…、イによる措置を… (3)…、(2)による措置を…



現行項 改訂項 編 章 節 大分類 中分類 小分類 現行 改訂後

応急－69 応急－69 第５節　資
源管理に関
すること

第１　災害
通信系統等

　被災地における情報の迅速かつ正確な収集・連絡を行うため通
信手段の多重化・多様化及び情報の収集・連絡システムのＩＴ化
などに努めるものとする。特に、被災者等への情報伝達手段とし
て、町防災行政無線（戸別受信機を含む。）等の無線通信システ
ムの整備を図るとともに、有線通信システムや携帯電話、衛星携
帯電話等の無線通信システムも含め、避難行動要支援者にも配慮
した多様な手段の整備に努めるものとする。

　被災地における情報の迅速かつ正確な収集・連絡を行うため通
信手段の多重化・多様化及び情報の収集・連絡システムのＩＴ化
などに努めるものとする。特に、被災者等への情報伝達手段とし
て、町防災行政無線（戸別受信機を含む。）等の無線通信システ
ム、有線通信システムや携帯電話、衛星携帯電話等の無線通信シ
ステムも含め、避難行動要支援者にも配慮した多様な手段の整備
に努めるものとする。また、災害対応経験者をリスト化するな
ど、災害時に活用できる人材を確保し、即応できる体制の整備に
努めるものとする。
訓練等を通じて、実効性の確保に留意するものとする。

応急－69 応急－69 １　災害通
信系統

(1)災害発
生等緊急事
態に対処す
る場合の本
部に対する
連絡

第２系統～無線通信施設使用（携帯型３局、車載型３本） 第２系統～衛星携帯電話（可搬型２台、車載型２台）

応急－69 応急－69 (2)本部か
ら十勝総合
振興局他関
係機関に対
する連絡

第３系統～伝令（自動車又は自転車使用）
第４系統～伝令（徒歩）

第３系統～衛星携帯電話（可搬型２台、車載型２台）
第４系統～伝令（自動車又は自転車）

応急－70 応急－70 ３　専用通
信施設の利
用

(1)無線通
信移設

ア　浦幌町
　・浦幌町防災行政無線親局（１局）
　・浦幌町防災行政無線中継局（７局）
　・浦幌町防災行政無線固定局（屋外拡声子局24局及び役場庁
舎）
　・超短波無線電話（車載型陸上移動局３局、携帯型陸上移動局
３局）

ア　浦幌町
　・浦幌町防災行政無線役場本局（１局）
　・浦幌町防災行政無線親局（１局）
　・浦幌町防災行政無線中継局（１局）
　・浦幌町防災行政無線再送信・拡声子局（４局）
　・浦幌町防災行政無線屋外拡声子局25局

応急－75 応急－75 第３　輸送
対策

２　災害時
輸送の方法

(1)輸送方
法

災害時輸送は、次のうち最も効果的な方法によるものとする。 災害時輸送は、次のうち最も効果的な方法によるものとする。そ
の際、物資の輸送拠点から指定避難所等までの輸送手段を含めた
体制が速やかに確保できるよう、あらかじめ、適切な物資の輸送
拠点を選定しておくよう努めるものとする。

応急－77 応急－77 第４　衣
料、生活必
需品等の物
資供給活動

３　調達の
方法

(2)給与又
は貸与物資
の種類

ア～ク　（省略）
（追加）
ケ　（省略）

ア～ク　（省略）
ケ　感染症対策資材（マスク、消毒液等）
コ　（省略）

応急－78 応急－78 第４　衣
料、生活必
需品等の物
資供給活動

３　調達の
方法

(3)調達方
法

エ　町内で自ら調達困難な場合は、近隣市町村又は北海道に依頼
し、調達する。

エ　備蓄物資の状況等を踏まえ、町内で自ら調達困難な場合は、
近隣市町村又は北海道に依頼し、調達する。

応急－79 応急－79 第５　食糧
供給活動

１　主要食
糧配給計画

 浦幌町は、家庭内備蓄等を携行できなかった町民や要配慮者に
対し、供給活動を行う。

 浦幌町は、家庭内備蓄等を携行できなかった町民や要配慮者に
対し、供給活動を行うとともに、道路等が寸断された場合、長期
にわたり孤立が予測される箇所には、備蓄を行うものとする。

応急－79 応急－79 (2)応急配
給の対象者

ア　避難所に収容された者 ア　指定避難所に収容された者

応急－80 応急－80 ２　炊き出
しの方法

 炊き出しは、町立学校給食センター、各避難所の施設を利用
し、浦幌町女性団体連絡協議会、浦幌町婦人ボランティア等の協
力を求めて行う。

 炊き出しは、町立学校給食センター、各指定避難所の施設を利
用し、浦幌町女性団体連絡協議会、浦幌町婦人ボランティア等の
協力を求めて行う。

応急－80 応急－80 ３　その他 (2) 町長は、災害時に必要とされる資機材の整備充実を図るとと
もに、積雪、寒冷地期間において発生した場合の対策として暖房
器具等の整備に努める。

(2) 町長は、災害時に必要とされる資機材の整備充実を図るとと
もに、積雪、寒冷地期間において発生した場合の対策として防寒
用品や発電機などの整備、備蓄に努める。なお、燃料について
は、あらかじめ、石油販売業者と、燃料の優先供給について協定
の締結を推進するとともに、平時から受注機会の増大などに配慮
するよう努めるものとする。



現行項 改訂項 編 章 節 大分類 中分類 小分類 現行 改訂後

応急－83 応急－83 第７　上下
水道施設対
策

２　下水道
施設

(1)応急復
旧

　下水道施設の被害に対し、汚水の流下に支障のないように応急
措置を講じ、排水の万全を期するものとする。

　下水道施設の被害に対し、汚水の流下に支障のないように応急
措置を講じ、排水の万全を期するものとする。
　なお、冬期における屋外トイレは、寒さなどにより利用環境が
悪化するとともに、水道凍結も予想されることから、冬期間でも
使用可能なトイレの調達方法を検討し、民間事業者との協定の締
結などにより、必要な台数の確保に努める。

応急－87 応急－87 第６節　財
務管理に関
すること

第２　広域
応援体制

１　防災相
互応援体制
の確立

(1) 大規模災害が発生し、浦幌町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、町長は、「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」等に基づき、北海
道や他の市町村に応援を要請する。

(1) 大規模災害が発生し、浦幌町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、被災市区町村応援職員確
保システムを活用するとともに、町長は、「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」等に基づき、北海道や他
の市町村に応援を要請する。

応急－87 応急－87 (2) 町長は、他の市町村等の応援が円滑に行われるよう、日頃か
ら災害対策上必要な資料の交換を行うほか、他の市町村等の応援
の受入体制を確立しておく。

(2) 町長は、他の市町村等の応援が円滑に行われるよう、日頃か
ら災害対策上必要な資料の交換を行うほか、応援職員等を迅速・
的確に受け入れて情報共有や各種調整等を行うための受援体制の
整備に努めるものとする。特に、庁内全体及び各業務担当部署に
おける受援担当者の選定や応援職員等の執務スペースの確保を行
うものとする。

応急－88 応急－88 第３　ボラ
ンティアの
受入れ

１　ボラン
ティア団体
等の協力

　浦幌町及び防災関係機関等は、社会福祉協議会、日本赤十字社
北海道支部又は各種ボランティア団体・ＮＰＯ等からの協力申し
入れ等により、災害応急対策の実施について協力を受ける。

　浦幌町及び防災関係機関等は、社会福祉協議会、日本赤十字社
北海道支部又は各種ＮＰＯ・ボランティア等からの協力申し入れ
等により、災害応急対策の実施について協力を受ける。

応急－88 応急－88 ２　ボラン
ティア団体
の受入れ

応急－88 応急－88 ３　ボラン
ティア団体
等の活動

　ボランティア団体等に依頼する内容は、主として次のとおりと
する。

　ボランティア等に依頼する内容は、主として次のとおりとす
る。

応急－89 応急－89 ４　ボラン
ティア活動
の環境整備

　北海道、浦幌町及び社会福祉協議会は、ボランティア活動の必
要性や役割等についての共通理解のもと、平常時から相互に連携
し、関係機関・団体とのネットワークを構築するとともに、ボラ
ンティア活動に関する住民への受援・支援等の普及啓発を行う。

　浦幌町及び社会福祉協議会は、市町村災害ボランティアセン
ターの設置・運営に関する規定等の整備やコーディネーター等の
確保・育成に努める。
　災害時においては、ボランティア活動が迅速かつ円滑に行われ
るよう、社会福祉協議会等と連携し、災害ボランティアセンター
の早期設置を進めるとともに、ボランティア活動の調整を行う体
制や活動拠点の確保等に努める。

　北海道、浦幌町及び社会福祉協議会は、ボランティア活動の必
要性や役割等についての共通理解のもと、平常時から中間支援組
織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う組織）
を含めたネットワークを構築するとともに、ボランティア活動に
関する住民への受援・支援等の普及啓発を行う。また、被災者の
ニーズや支援活動の全体像を把握するものとする。
　浦幌町及び社会福祉協議会は、市町村災害ボランティアセン
ターの設置・運営に関する規定等の整備やコーディネーター等の
確保・育成に努める。
　災害時においては、ボランティア活動が迅速かつ円滑に行われ
るよう、社会福祉協議会等と連携し、災害ボランティアセンター
の早期設置を進めるとともに、ボランティア活動の調整を行う体
制や活動拠点の確保等に努める。また、災害の状況及びボラン
ティアの活動予定を踏まえ、片付けごみなどの収集運搬を行うよ
う努める。
　これらの取組により、連携のとれた支援活動を展開するよう努
めるとともに、ボランティアの生活環境について配慮するものと
する。

応急－91 応急－91 第４　災害
救助法の適
用

４　救助の
実施

(1) 避難所の設置 (1) 指定避難所の設置



現行項 改訂項 編 章 節 大分類 中分類 小分類 現行 改訂後

応急－93 応急－93 第７節　ラ
イフライン
関係機関に
関すること

第１　電力
施設応急対
策

　暴風雨、洪水、地震、火災、豪雪等により、電力施設に災害の
発生のおそれがある場合又は災害が発生した場合においては、人
命、住民生活の確保のため必要な電力施設災害応急計画は次の定
めによる。また、北海道電力株式会社は、各設備に有効な予防対
策、二次災害発生の防止対策及び速やかな応急復旧対策を講じ、
公共施設としての機能を維持することに努めるものとする。

　暴風雨、洪水、地震、火災、豪雪等により、電力施設に災害の
発生のおそれがある場合又は災害が発生した場合においては、人
命、住民生活の確保のため必要な電力施設災害応急計画は次の定
めによる。また、北海道電力ネットワーク株式会社は、各設備に
有効な予防対策、二次災害発生の防止対策及び速やかな応急復旧
対策を講じ、公共施設としての機能を維持することに努めるもの
とする。また、停電時にインターネット等を使用できない被災者
に対する被害情報等の伝達に係る体制の整備に努めるものとす
る。

応急－93 応急－93 １　北海道
電力ネット
ワーク株式
会社

　北海道電力株式会社は「防災業務計画」等に基づいて、応急対
策人員の確保、関係機関への通報連絡、被害状況及び復旧予定等
の広報等、電力施設の被害の軽減及び早期復旧を図るものとす
る。

　北海道電力ネットワーク株式会社は「防災業務計画」等に基づ
いて、応急対策人員の確保、関係機関への通報連絡、被害状況及
び復旧予定等の広報等、電力施設の被害の軽減及び早期復旧を図
るものとする。

応急－93 応急－93 ２　応急対
策

(1) 電力施設の復旧は、原則として対策の中枢である官公署、医
療施設、公共機関、避難所等に供給する施設について優先的に復
旧計画を立てるが、災害状況、各施設の被害状況及び被害復旧の
難易度を勘案して、行うものとする。

(1) 電力施設の復旧は、原則として対策の中枢である官公署、医
療施設、公共機関、指定避難所等に供給する施設について優先的
に復旧計画を立てるが、災害状況、各施設の被害状況及び被害復
旧の難易度を勘案して、行うものとする。

応急－94 応急－94 第２　ガス
施設応急対
策

１　非常災
害の事前対
策

(2) 災害発生前の情報交換、その他の連絡をかねて一定時間毎に
関係機関と確認しておくものとする。

(2) 災害発生前の情報交換、その他の連絡をかねて一定時間毎に
関係機関と確認しておくものとする。また、地震発災後、病院等
の重要施設の臨時供給を迅速かつ確実に実施するために、北海道
とあらかじめ需要家情報を共有し、平時から連携強化を図る。

応急－94 応急－94 ２　応急対
策

(1)災害時
の点検

　また、ＬＰガス販売事業者、保安機関、容器検査所等の相互協
力体制を確立し、一般家庭、避難所、公共施設や老人ホーム等に
おけるＬＰガス設備の安全総点検を実施するものとする。

また、ＬＰガス販売事業者、保安機関、容器検査所等の相互協力
体制を確立し、一般家庭、指定避難所、公共施設や老人ホーム等
におけるＬＰガス設備の安全総点検を実施するものとする。

応急－95 応急－95 第３　通信
施設サービ
ス応急対策

災害が発生した場合には、全国から被災地に集中する電話を制御
し、１１０番・１１９番等の緊急通信や重要通信を守るととも
に、避難所には市町村と連携し無料の特設公衆電話を設置し通信
を確保する。

災害が発生した場合には、全国から被災地に集中する電話を制御
し、１１０番・１１９番等の緊急通信や重要通信を守るととも
に、指定避難所には市町村と連携し無料の特設公衆電話を設置し
通信を確保する。

応急－95 応急－95 １　ＮＴＴ
東日本等の
災害対策

(2)重要通
信の確保

イ　浦幌町からの要望により、避難所へ無料の特設公衆電話を設
置する。

イ　浦幌町からの要望により、指定避難所へ無料の特設公衆電話
を設置する。

応急－96 応急－96 (4)広報活
動

ウ　災害用伝言ダイヤル等を提供した場合、交換機よりの輻輳
トーキ案内、避難所等での利用案内を実施する他、必要に応じて
報道機関との協力体制によりテレビ、ラジオ等で利用案内を実施
する。

ウ　災害用伝言ダイヤル等を提供した場合、交換機よりの輻輳
トーキ案内、指定避難所等での利用案内を実施する他、必要に応
じて報道機関との協力体制によりテレビ、ラジオ等で利用案内を
実施する。
エ　災害時における通信量の増加を抑制するため、災害時の不要
不急な通信は控えるよう周知に努めるものとする。

復旧－1 復旧－1 第３章　災
害復旧計画

第１節　基
本方針

　また、被災者等の復旧に対する援助等の措置にあたっては、関
係機関等は相互に緊密なる連絡をとり、迅速に被害状況等を把握
し、適切、公平な対策を実施するものとする。

　また、被災者等の復旧に対する援助等の措置にあたっては、関
係機関等は相互に緊密なる連絡をとり、迅速に被害状況等を把握
し、適切、公平な対策を実施するものとする。情報収集で得た航
空写真・画像、地図情報等については、ライフライン施設等の被
害状況の早期把握のため、ライフライン事業者等の要望に応じ
て、ＧＩＳの活用等による情報提供に努めるものとする。

復旧－2 復旧－2 第２節　被
災者生活再
建支援

　被災者の生活再建を支援するために、罹災証明を発行し、住宅
の確保に関しては迅速かつ適正な対応を図る。
　発災後早期に罹災証明の交付体制を確立し、被災者に罹災証明
を交付する。

　被災者の生活再建を支援するために、罹災証明を発行し、住宅
の確保に関しては迅速かつ適正な対応を図る。
　住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局と応急危険度判
定担当部局とが非常時の情報共有体制についてあらかじめ検討
し、必要に応じて、発災後に応急危険度判定の判定実施計画や判
定結果を活用した住家被害の調査・判定を早期に実施できるよう
努めるものとする。



現行項 改訂項 編 章 節 大分類 中分類 小分類 現行 改訂後

特別－3 日本海溝
－3

Ⅲ　特別災
害対策編

第１章　日
本海溝・千
島海溝周辺
海溝型地震
防災対策

第３節　地
震発生時の
応急対策等

第１　地震
発生時の応
急対策

１　情報の
収集・伝達

　浦幌町は、防災関係機関と連携し、災害の状況及びこれに対し
てとられた措置に関する情報を収集するものとする。
　情報の収集・伝達は、Ⅱ 自然災害対策編 第２章第４節第２
「地震、津波情報の伝達」、第４「災害情報等の収集、伝達」を
準用する。
　また、町長は、大津波警報（特別警報）・津波警報が発表され
た場合又は海面監視により異常現象を発見した場合、海浜等にあ
る者、海岸付近の住民等に対して、直ちに退避し、安全な場所に
避難するよう避難指示（緊急）を行う。また、津波注意報が発表
された場合は、海浜等にある者に対し直ちに退避し、安全な場所
に避難するよう勧告又は指示を行う。地震発生後、報道機関から
津波警報が放送されたときも、同様の措置をとるものとする。
　また、津波来襲が切迫している場合にあっては、必要に応じ最
寄りのできるだけ高い場所などに緊急避難するよう指示するもの
とする。
　浦幌町は、強い地震（震度４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、海浜
等にある者、海岸付近の住民等に対し、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ものとし、町長
は、必要と認める場合には、直ちに退避し、安全な場所に避難す
るよう避難指示（緊急）を行うものとする。

　浦幌町は、防災関係機関と連携し、災害の状況及びこれに対し
てとられた措置に関する情報を収集するものとする。
　情報の収集・伝達は、Ⅱ 自然災害対策編 第２章第４節第２
「地震、津波情報の伝達」、第４「災害情報等の収集、伝達」を
準用する。
　また、町長は、大津波警報（特別警報）・津波警報が発表され
た場合は、海浜等にある者、海岸付近の住民等に対して、直ちに
退避し、安全な場所に避難するよう指示を行う。また、津波注意
報が発表された場合は、海浜等にある者に対し直ちに退避し、安
全な場所に避難するよう指示を行う。地震発生後、報道機関から
津波警報が放送されたときも、同様の措置をとるものとする。
　
　また、津波来襲が切迫している場合にあっては、必要に応じ最
寄りのできるだけ高い場所などに緊急避難するよう指示するもの
とする。
　浦幌町は、強い地震（震度４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、海浜
等にある者、海岸付近の住民等に対し、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ものとし、町長
は、必要と認める場合には、直ちに退避し、安全な場所に避難す
るよう指示を行うものとする。

特別－7 日本海溝
－7

第４節　津
波からの防
護及び円滑
な避難の確
保に関する
事項

３　避難対
策等

(1) 地震発生時において津波による避難の勧告又は指示の対象と
なる地区は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基
本計画により次のとおりである。
字直別、字直別基線、字直別西１線、
字厚内、字厚内１条通２丁目、字厚内１条通３丁目、字厚内１条
通４丁目、
字厚内１条通５丁目、字厚内２条通２丁目、字厚内２条通３丁
目、
字厚内２条通４丁目、字厚内２条通５丁目、字厚内２条通６丁
目、
字厚内３条通２丁目、字厚内３条通５丁目、字厚内３条通６丁
目、
字厚内大通、字厚内大通１丁目、字厚内大通２丁目、
字チプネオコッペ、字オコッペ、字昆布刈石、字十勝太、字チャ
ロ、
字十勝太北１条東３丁目、字十勝太北１条東４丁目、
字十勝太北１条東５丁目、字十勝太北１条東６丁目、
字十勝太北２条東４丁目、字十勝太北２条東５丁目、
字十勝太北２条東６丁目、字十勝太大通東１丁目、
字十勝太大通東２丁目、字十勝太大通東３丁目、字十勝太大通東
４丁目、
字十勝太大通東５丁目、字十勝太南１条東１丁目、字十勝太南１
条東２丁目、
字十勝太南１条東３丁目、
字十勝、字下浦幌、字下浦幌東４線南、字下浦幌東５線南、
字下浦幌東６線南、字ヌタベット、字トイトッキ

(1) 地震発生時において津波による避難の指示の対象となる地区
は、次のとおりである。
厚内一・三区
厚内二区
厚内四区
厚内五区
直別
十勝太
吉野一区
吉野二区
吉野三区
共栄
統太
愛牛
生剛
養老
朝日
豊北
静内



現行項 改訂項 編 章 節 大分類 中分類 小分類 現行 改訂後

特別－8 日本海溝
－8

(2) 浦幌町は、(1)に掲げる地区ごとに、次の事項について関係
地区住民にあらかじめ十分周知をするものとする。
ア　地区の範囲
イ　想定される危険（浸水域）の範囲
ウ　避難場所
エ　避難の勧告又は指示の伝達方法
オ　避難場所にある設備、物資等及び避難場所において行われる
救護の措置等
カ　その他避難に関する注意事項（集団避難、防火、防犯、持出
品、服装、車の使用の禁止等）

(2) 浦幌町は、(1)に掲げる地区ごとに、次の事項について関係
地区住民にあらかじめ十分周知をするものとする。
ア　地区の範囲
イ　想定される危険（浸水域）の範囲
ウ　指定緊急避難場所
エ　避難指示の伝達方法
オ　指定緊急避難場所にある設備、物資等及び指定緊急避難場所
において行われる救護の措置等
カ　その他避難に関する注意事項（集団避難、防火、防犯、持出
品、服装、車の使用の禁止等）

特別－8 特別－8 (3) 浦幌町は、避難場所を開設した場合は、当該避難場所に必要
な設備及び資機材の配備、食料等生活必需品の調達、確保並びに
職員の派遣を行うものとする。

(3) 浦幌町は、指定避難所を開設した場合は、当該指定避難所に
必要な設備及び資機材の配備、食料等生活必需品の調達、確保並
びに職員の派遣を行うものとする。

(4) 地域の行政区・自主防災組織及び施設又は事業所の自衛消防
組織は、避難指示（緊急）があったときは、あらかじめ定めた避
難計画及び町災害対策本部の指示に従い、住民、従業員、入場者
等の避難誘導のため必要な措置をとるものとする。

(4) 地域の行政区・自主防災組織及び施設又は事業所の自衛消防
組織は、避難指示があったときは、あらかじめ定めた避難計画及
び町災害対策本部の指示に従い、住民、従業員、入場者等の避難
誘導のため必要な措置をとるものとする。

特別－8 日本海溝
－8

(5)…
イ　津波の発生のおそれにより、町長より避難指示（緊急）が行
われたときは、アに掲げる者の避難場所までの介護及び担送は、
原則として本人の親族又は本人が属する消防団・行政区・自主防
災組織が指定する者が担当するものとする。

(5)…
イ　津波の発生のおそれにより、町長より避難指示が行われたと
きは、アに掲げる者の指定緊急避難場所までの介護及び担送は、
原則として本人の親族又は本人が属する消防団・行政区・自主防
災組織が指定する者が担当するものとする。

特別－9 日本海溝
－9

(7) 浦幌町は、避難場所へのアクセス道路の除雪・防雪・凍雪害
防止のため必要な措置を講ずるものとする。

(7) 浦幌町は、指定緊急避難場所へのアクセス道路の除雪・防
雪・凍雪害防止のため必要な措置を講ずるものとする。

特別－9 日本海溝
－9

(8) 避難場所での救護に当たっては、次の点に留意するものとす
る。
ア　浦幌町が避難場所において避難者に対し実施する救護の内容
は次のとおりとする。

(8) 指定緊急避難場所での救護に当たっては、次の点に留意する
ものとする。
ア　浦幌町が指定緊急避難場所において避難者に対し実施する救
護の内容は次のとおりとする。

特別－10 日本海溝
－10

５　上下水
道、電気、
ガス、通
信、放送関
係

(2)電気 イ　指定公共機関北海道電力株式会社帯広支店、同北海道電力株
式会社釧路支店が行う措置は、別に定めるところによる。

イ　指定公共機関北海道電力ネットワーク株式会社帯広支店、同
北海道電力ネットワーク株式会社釧路支店が行う措置は、別に定
めるところによる。

特別－11 日本海溝
－11

(5)放送 ア　放送事業者は、地震・津波等に伴う避難勧告・指示等につい
ての…、放送を通じた避難勧告・指示等の情報伝達に努めるもの
とする。

ア　放送事業者は、地震・津波等に伴う避難指示についての…、
放送を通じた避難指示の情報伝達に努めるものとする。

特別－11 日本海溝
－11

６　交通対
策

(1)道路 イ　道路管理者は、避難場所へのアクセス道路等について、除
雪・防雪・凍雪害防止等のための必要な措置を講ずるものとす
る。

イ　道路管理者は、指定緊急避難場所へのアクセス道路等につい
て、除雪・防雪・凍雪害防止等のための必要な措置を講ずるもの
とする。

特別－11 日本海溝
－11

(2)海上 海上保安部、海上保安署及び漁港管理者は、海上交通の安全を確
保するための必要に応じた船舶交通の制限、漂流物発生対策等の
措置を講ずるとともに、津波による危険が予想される地域から安
全な海域へ船舶を退避させる等の措置に係る具体的な実施要領を
定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。

海上保安部、海上保安署及び漁港管理者は、海上交通の安全を確
保するための必要に応じた船舶交通の制限、漂流物発生対策等の
措置を講ずるとともに、津波による危険が予想される地域から安
全な海域へ船舶を退避させる等の措置に係る具体的な実施要領を
定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。また、走錨
等に起因する事故の可能性がある海上施設周辺海域等において、
監視体制の強化を図るとともに、必要に応じて、巡視船艇による
指導、船舶交通の規制を行うものとする。

特別－12 日本海溝
－12

７　浦幌町
が自ら管理
又は運営す
る施設に関
する対策

(2)災害応
急対策の実
施上重要な
建物に対す
る措置

イ　この推進計画に定める避難場所又は応急救護所がおかれる学
校等の管理者は (1)のアの掲げる措置を講ずるとともに、浦幌町
が行う避難場所又は応急救護所の開設に必要な資機材の搬入、配
備に協力するものとする。

イ　この推進計画に定める指定緊急避難場所又は応急救護所がお
かれる学校等の管理者は (1)のアの掲げる措置を講ずるととも
に、浦幌町が行う指定緊急避難場所又は応急救護所の開設に必要
な資機材の搬入、配備に協力するものとする。



現行項 改訂項 編 章 節 大分類 中分類 小分類 現行 改訂後

特別－13 日本海溝
－13

第５節　地
震防災上緊
急に整備す
べき施設等
の整備計画

(2)指定緊
急避難場所
へのアクセ
ス道路の整
備

避難場所へのアクセス道路の安全を確保するため、維持補修に努
める。

　指定緊急避難場所へのアクセス道路の安全を確保するため、維
持補修に努める。

特別－14 日本海溝
－14

第６節　防
災訓練計画

(4)浦幌町は、…
エ　災害の発生の状況、避難勧告・指示、自主避難による各避難
場所等への避難者の人数等について、迅速かつ的確に北海道及び
防災関係機関に伝達する訓練

(4)浦幌町は、…
エ　災害の発生の状況、避難指示、自主避難による各指定緊急避
難場所等への避難者の人数等について、迅速かつ的確に北海道及
び防災関係機関に伝達する訓練

大規模－1 第２章　大
規模停電災
害対策計画

第１節　基
本方針

追記 大規模停電災害により、町民の生命、身体、財産に被害が生じた
場合、または生じるおそれがある場合に、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。

大規模－1 第２節　災
害予防

追記 関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に協力するとともに、
大規模停電災害を未然に防止し、または被害を軽減するため、必
要な対策を実施するものとする。

大規模－1 １　実施事
項

(1) 北海道
電力㈱

追記 ア　電力施設及び設備被害の軽減、復旧の迅速化を図るため、別
に定める「防災業務計画」によって災害予防措置を講ずるものと
する。
イ　電力設備については、国の基準等に基づく耐震性を確保する
ことはもとより、設備構成の多重化や系統監視・制御システム等
により電力供給システム全体としての耐災性機能を確保する。
ウ　災害対策を円滑かつ適切に推進するため、関係機関と連携し
防災訓練を実施するなど、災害発生時に対策が有効に機能するこ
とを確認する。

大規模－1 (2) 北海道
経済産業局

追記 ア　電力に関する需給状況を鑑み、情報提供・節電要請等必要な
取組を行うものとする。

大規模－1 (3) 北海道
産業保安監
督部

追記 ア　電気事業法に基づく立入検査等を通じ、自主保安体制確立の
ための指導及び指示を行うものとする。
イ　電気事故の原因究明と分析を行い、未然・再発防止のための
講習会開催やホームページ、関係機関を通じた広報・啓発を行う
ものとする。

大規模－2 (4) 防災関
係機関

追記 ア　災害時における応急活動等に関し，あらかじめ協定の締結を
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。
イ　非常用電源を整備するとともに、その燃料を満量にしておく
など、停電時に対応できる電源を確保するものとする。
ウ　町民に向けて、通電火災といった大規模停電時に起こりうる
事故等について周知を行うものとする。
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。
オ　関係機関と相互に連携して、電力供給がひっ迫した際の連絡
体制や節電対策を整備するものとする。

大規模－2 (5) 病院等
の防災上重
要な施設

追記 病院等の医療機関その他の防災上重要な施設は、非常用電源を整
備するとともに、その燃料を満量にしておくなど、停電時に対応
できる電源の確保に努めるものとする。

大規模－3 第３節　災
害応急対策

１　 情報
通信

追記 大規模停電災害が発生し、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、次により実施するものとする。

大規模－3 (1) 情報通
信連絡系統

追記 大規模停電災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合
の連絡系統は、別記１のとおりとする。



現行項 改訂項 編 章 節 大分類 中分類 小分類 現行 改訂後

大規模－3 (2) 実施事
項

追記 ア　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。
イ　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。
ウ　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。

大規模－3 ２　災害広
報

追記 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、停電地域の住民に対して行う災害
広報は、Ⅱ編第２章第２節第６「災害広報活動」の定めによるほ
か、次により実施するものとする。

大規模－3 (1) 実施機
関

追記 浦幌町、北海道、北海道警察、北海道電力㈱

大規模－3 (2) 実施事
項

追記 実施機関は、地域住民や帰宅困難者などからの問い合わせ等に対
応する体制を整えるほか、地域住民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。また、情
報提供は多言語で実施するなど、外国人に対して十分に配慮する
ものとする。

大規模－3 追記 ア　停電及び停電に伴う災害の状況
イ　関係機関の災害応急対策に関する情報
ウ　停電の復旧の見通し
エ　避難の必要性等、地域に与える影響
オ　その他必要な事項

大規模－4 ３　応急活
動体制

(1) 浦幌町 追記 浦幌町長は、大規模停電災害が発生し、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。

大規模－4 (2) 北海道 追記 知事は、大規模停電災害が発生し、又は発生するおそれがある場
合、その状況に応じ災害応急対策を実施する。

大規模－4 (3) 防災関
係機関

追記 関係機関の長は、大規模停電災害が発生し、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
連携をとりながら、その所管に係る災害応急対策を実施する。

大規模－4 (4) 北海道
電力㈱

追記 ア　電力施設及び設備被害の軽減、復旧の迅速化を図るため、別
に定める「防災業務計画」によって災害応急対策を講ずるものと
する。
イ　早期の停電復旧活動を行うために、防災体制を発令、対策要
員を招集し、非常事態対策組織本部を設置して非常災害対策活動
を実施する。
ウ　大規模な災害が発生し北海道電力㈱単独で早期停電解消が困
難な場合に備え、関係機関及び他電力会社との連携・協力体制も
整備する。

大規模－4 ４　消防活
動

追記 大規模停電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。
ア　エレベーターの閉じ込め事故に対し施設管理者、保守業者等
と連携した救助
イ　火災発生に対する迅速な消火活動
ウ　医療機関との連携による円滑な救急搬送

大規模－5 ５　医療救
護活動

追記 浦幌町は、医療機関、福祉施設における患者、入所者の対応状況
の確認を行い、必要な措置を実施するものとする。その他、大規
模停電災害時における医療救護活動については、第２章第３節第
６「医療、医療救護及び助産活動」の定めにより実施する。

大規模－5 ６　交通対
策

追記 災害の拡大防止及び交通の確保のため、第２章第４節第５「交通
応急対策」の定めによるほか、次の必要な交通対策を行うものと
する。



現行項 改訂項 編 章 節 大分類 中分類 小分類 現行 改訂後

大規模－5 (1) 北海道
警察

追記 信号機の停止により、交通事故の発生や、人命救助のための人員
輸送及び緊急物資輸送等に支障を来すことを防止するため、交通
整理員を適切に配置すること。

大規模－5 (2) 道路管
理者

追記 ロードヒーティング停止による路面凍結に起因する事故を防止す
るため、道路パトロールの強化、除雪や凍結防止剤の散布による
通行の確保や、必要に応じ必要に応じた交通規制を行うととも
に、関係機関との道路情報の共有を行うものとする。

大規模－6 ７　避難所
対策

追記 大規模停電災害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Ⅱ編第２章第３節第３「避難対策」の定める
ところにより実施するものとする。

大規模－6 ８　応急電
力対策

(1) 緊急的
な電力供給

追記 北海道電力㈱は、道や市町村等と優先度を協議のうえ、防災関係
機関、避難施設等へ発電機車などによる緊急的な電力供給を行う
ものとする。

大規模－6 (2) 通信機
器等の充電
対策

追記 関係機関は、必要に応じて、スマートフォンや携帯電話、その他
充電が必要となる機器等を有してる被災者に対して、庁舎や管理
施設などを開放し、電源の提供や民間事業者等と連携して充電機
器等の提供に努めるものとする。

大規模－6 ９　給水対
策

追記 浦幌町（水道管理者）は、水道水を供給するポンプの停止などに
よる断水地域（高台や集合住宅）への給水活動を行うものとす
る。また、必要に応じて、近隣市町村や日本水道協会北海道地方
支部に対し応援を要請するものとする。

大規模－6 10　石油類
燃料の供給
対策

追記 大規模停電災害時における石油類燃料の供給について、浦幌町
は、浦幌町が管理している緊急通行車両のガソリン等に努めるも
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
社会福祉施設等における石油類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潤井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
ておく当、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になったときは、道に協力を求め
るものとする。

大規模－7 11　防犯対
策

追記 北海道警察は、巡回、警ら等の警戒活動による防犯対策を行うも
のとする。

大規模－7 12　自衛隊
派遣要請

追記 知事等法令で定める者は、第２章第６節第１「自衛隊の派遣要
請」の定めにより、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、自衛隊に対し災害派遣を要請するものとす
る。

大規模－7 13　広域応
援

追記 浦幌町及び消防機関は、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２章第６節第２「広
域応援体制」の定めるところにより、他の消防機関、他の市町
村、道及び国へ応援を要請するものとする。

大規模－8 別記１ 追記 情報通信連絡系統図

事故－12 予防－12 第６節　林
野火災予消
防計画

第１　林野
火災予消防
計画

１　林野火
災消火班編
成表

こども子育て支援課の追加

事故－13 予防－13 ２　浦幌町
山火事消防
本部編成表

こども子育て支援課長、こども子育て支援課の追加

資料編－1 資料編－1 １　条例等 1-1浦幌町
防災会議条
例

最終改正：平成27年９月11日条例第35号 最終改正：平成30年12月５日条例第28号



現行項 改訂項 編 章 節 大分類 中分類 小分類 現行 改訂後

資料編－5
～6

資料編－5
～6

２　協定等 2-1浦幌町
締結防災協
定締結一覧

平成30年度末時点 更新：令和３年度末時点

資料編－7
～11

資料編－7
～13

2-2北海道
における防
災関係の協
定締結一覧

平成29年度末時点 更新：令和３年度末時点

資料編－
22～25

資料編－
24～28

3-2災害救
助法による
救助の内容
等

最終改正：平成26年5月30日号外法律第42号 最終改正：令和3年5月10日号外法律第30号

資料編－
26

資料編－
29～30

3-3被災者
生活再建支
援法に基づ
く支援

最終改正：平成23年6月24日号外法律第74号 最終改正：令和2年12月4日法律第69号

資料編－
31

資料編－
31

3-5気象に
関する注意
報、警報及
び特別警報
の発表基準

１　警報・注意報発表基準　平成30年5月30日現在 １　警報・注意報発表基準　令和3年6月8日現在

資料編－
32

資料編－
35

２　特別警報の発表基準
大雨の基準　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、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

２　特別警報の発表基準
大雨の基準　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

資料編－
46

資料編－
42

４　災害対
策資料

4-1浦幌町
における過
去の主な災
害の概況

平成30年度末時点 更新：令和3年度末時点

資料編－
50

資料編－
51

4-2浦幌町
の気温

平成30年度末時点 更新：令和3年度末時点

資料編－
52

資料編－
55

4-3浦幌町
の降雨量

平成30年度末時点 更新：令和3年度末時点

資料編－
53

資料編－
57～67

4-4災害危
険箇所一覧

平成30年度末時点 更新：令和3年度末時点

資料編－
65

資料編－
68

4-5災害危
険区域内の
要配慮者利
用施設一覧

１　要配慮者利用施設一覧
　特別養護老人ホームはまなす園
　浦幌町養護老人ホームラポロ
　グループホーム五つのパンと二匹の魚
　有料老人ホームグループリビン麦
　グループホームいと小さき者たちの家
　しらかば保育園
　浦幌幼稚園
　浦幌町立診療所

１　要配慮者利用施設一覧
　グループホーム五つのパンと二匹の魚
　有料老人ホームグループリビン麦
　浦幌中学校

資料編－
65

資料編－
68

２　水防法に基づき定める情報伝達事項及び伝達系統
避難情報の伝達内容
　・避難準備・高齢者等避難開始
　・避難勧告
　・避難指示（緊急）

２　水防法に基づき定める情報伝達事項及び伝達系統
避難情報の伝達内容
　・高齢者等避難
　・避難指示

資料編－
68

資料編－
69

4-6防災関
係機関一覧

２　官公庁
十勝総合振興局地域政策部地域政策課
十勝総合振興局保健環境部保健福祉室保健福祉企画課
十勝総合振興局林務課

２　官公庁
十勝総合振興局地域創生部地域政策課
十勝総合振興局保健環境部保健行政室企画総務課
十勝総合振興局産業振興部林務課



現行項 改訂項 編 章 節 大分類 中分類 小分類 現行 改訂後

資料編－
71

資料編－
71

７　ライフ
ライン

北海道電力㈱帯広支店
北海道電力㈱池田ネットワークセンター
北海道電力㈱足寄ネットワークセンター
北海道電力㈱釧路支店

北海道電力ネットワーク㈱帯広支店
北海道電力ネットワーク㈱池田ネットワークセンター
北海道電力ネットワーク㈱足寄ネットワークセンター
北海道電力ネットワーク㈱釧路支店

資料編－
73

資料編－
74

4-7災害時
優先電話一
覧

　浦幌幼稚園
　しらかば保育園
　厚内幼稚園

　認定こども園

資料編－
74

資料編－
75

4-8所掌事
務

３　町民課
衛生に関すること
・町民生活係
・介護保険係
・国民健康保険係

３　町民課
衛生に関すること
・町民生活係
・保険医療係

資料編－
75

資料編－
76

４　保健福祉課
福祉に関すること
・社会福祉係
・高齢者福祉係
・包括支援センター
・児童保育係
・子育て支援センター
・しらかば保育園
・上浦幌ひまわり保育園
・浦幌幼稚園
・厚内幼稚園

４　保健福祉課・こども子育て支援課
福祉に関すること
・社会福祉係
・高齢者福祉係
・包括支援センター
・児童保育係
・子育て支援センター
・認定こども保育園
・上浦幌ひまわり保育園

資料編－
79

資料編－
79

4-10除雪機
械一覧

平成30年度末時点 更新：令和3年度末時点

資料編－
80

資料編－
80

4-11車両一
覧

平成30年度末時点 更新：令和3年度末時点

資料編－
80

資料編－
80

4-12塵芥及
びし尿処理
車両一覧

平成30年度末時点 更新：令和3年度末時点

資料編－
82

4-15アマ
チュア無線
局一覧

（削除）


