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第三編火山災害対策第1章総則

第1節計画の適用

第三編「火山災害対策」は、十勝岳の噴火による災害及び噴火する恐れがある異常現象が発生した

ときに適用する。

なお、美瑛町及び防災関係機関等の処理すべき事務及び業務大綱、災害対策本部の組織及び設置等

の体制については、第一編「総論」を適用する。

第1十勝岳の 概要

1十勝岳の地形

十勝岳（標高2077ni)は、千島火山帯西端の大雪・十勝岳火山列の西南端（北緯43．25′・東経

14241')にあり、北東から美瑛富士（標高1888m)、美瑛岳（標高2052m)、十勝岳、富良野岳

（標高1912m)、前富良野岳（標高1625m)と並ぶ新旧の火山からなる。十勝岳の新しい火口群は

十勝岳の主稜線より北西側1km付近に形成され、火口、火砕丘、溶岩流などの新しい火山地形は十

勝岳の北西斜面によく見られる。

十勝岳火山群の裾野は、美瑛町、上富良野町、中富良野町、富良野市、南富良野町及び新得町へ

広がっている。

■十勝岳の地理的情報

標高

位 置

市町村

主要河川

グラウンド

火口付近か

らの直線距

雛

最高点:2077m、昭和火口：約1600m

62-2火口：約1800m、グラウンド火口:1700～1800m

北緯43．25′、東経14241
'

束 新得町 南 富良野市、南富良野町

西 上富良野町、中富良野町 北 美瑛町

東 十勝川水系十勝川

西 石狩川水系富良野川、旭野川、ヌッカクシ富良野川

南 石狩川水系シーソラプチ川

北 石狩川水系美瑛川

望岳台：約3.5km，白金温泉：約6.3k!，

美瑛町
白金ｲﾝﾌｫﾒー ｼｮﾝｾﾝﾀー ：約11.0m、美瑛滑空場：約14.Skin

美沢小学校：約17．8km，美沢橋：約22.4km

美瑛町役場：約25.0km、 JR美瑛駅：約25.5km

上富良野町役場：約18km、中富良野町役場：約21km

町外 旭川空港：約33km，旭川市役所：約46km、

新得町役場：約40km

2十勝岳の地質

十勝岳火山群は、主に安山岩（一部玄武岩）の溶岩と火山砕屑物からなる新旧多数の成層火山体

から構成されているが、これらは、更新世末期から完新世にかけての火山噴出物であり、火山活動

の変遷から古期・中期・新期の3つに区分することができるとされている。

まず、古期・中期の火山活動では、16の成層火山及び側火山が形成され、大量の玄武岩の噴出に

始まり、次第に酸性溶岩に移行､最後に酸性安山岩の小規模活動で終息した。その時代の噴出物は、

前富良野岳溶岩、富良野岳噴出物、美瑛岳溶岩、白金温泉付近の溶岩、前十勝岳付近の溶岩、前十

勝岳溶岩、十勝岳溶岩などで、十勝岳火山群の広い範囲を占めているものである。
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第三編火山災害対策第1章総則

その後、火山活動の休止期をはさんで、小規模な塩基性溶岩で特徴づけられる新期十勝岳火山群

の活動により、7の成層火山及び側火山が形成された。その時代の噴出物には、溶岩、火山岩塊、

火山磯、火山灰、泥流堆積物などがあり、十勝岳山頂の北西斜面に広がっている。また、山頂部の

北西側では、過去数千年間にグラウンド火口溶岩、摺鉢火口溶岩、北向火口溶岩、焼山溶岩、中央

火口丘溶岩なども流出しているが、これらはいずれも苦鉄質安山岩のアア溶岩で、表面にコークス

状のクリンカーがみられ、新鮮な様相をとどめている。さらに、この間に火山弾、スコリア、火山

灰の噴出や、高温のスコリア流の流下、泥流の発生も頻繁に起きている。

火山噴出物の調査によれば、十勝岳は先史時代から何度も活動していたことが解析されており、

現在も新期十勝岳火山群の活動が続いている。

■新規十勝岳火山群の火山噴出物の層序（勝井ほか、1963を一部修正）

新

1962年、1988-89年

噴火噴出物

頑函弱司
焼山溶岩

－－－r－－
北向火口噴出物

ニコニニ
摺鉢火口噴出物

中央火口丘噴出物

新
期
十
勝
岳
火
山
群

グラウンド火口噴出物

蔚冒宗 美瑛富士溶岩

古

第 2噴火の記録

十勝岳火山群は、およそ200万年にわたる数々の噴火活動によって現在の山容を形成してきている

が､十勝岳は歴史時代になってからも噴火を繰り返し、大きな災害をもたらしてきた。

中でも、十勝岳山頂北西側のグラウンド火口内では、過去150年の間に、安政4年(1857年)、明

治20～21年(1887～88年)、大正15～昭和3年(1926～28年)、昭和37年(1962年）及び昭和63~

平成元年（1988～89年）の5回の顕著な噴火記録がある。

大正15年(1926年）の噴火では主に融雪型泥流により144名が、また、昭和37年(1962年）の噴

火では火山岩塊の落下で5名が死亡しており、特に火山噴火防災対策を必要とする火山である。

火山噴出物とその放射性炭素年代、古文書、各種研究報告・資料等に基づき、次により十勝岳の噴

火など火山活動の記録が示される。
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第三編火山災害対策第1章総則

■十勝岳火山活動の記録（☆印は顕著な噴火を示す）

年号

☆〔紀元前240年頃〕

☆〔西暦1670年頃〕

☆1857(安政4)年

☆1887(明治20)年

1888(明治21)年

~~mi(明治30)年

1917(大正6)年

1923(大正12)年

1925(大正14)年

☆1926(大正15)年

1927(昭和2)年

1928(昭和3)年

1947(昭和22)年

1952(昭和27)年

1953(昭和28)年

1954(昭和29)年

1955(昭和30)年

1956(昭和31)年

1957(昭和32)年

1958(昭和33)年

1959（昭和34）年

1960(昭和35)年

1961(昭和36)年

記 事

グラウンド火口噴火、スコリア流が白金温泉付近まで流下（放射性炭素に

よる年代)。

中央火口丘噴火、溶岩が望岳台付近まで流下（放射性炭素による年代)。

4月27日（旧暦）「焼山」周辺硫気活動（松田市太郎)。5月23日（旧暦）

山半腹にして火脈熱立て黒姻刺上るを見る（松浦武四郎)。

常に黒姻を噴出、近傍に降灰（大日方伝三)。

湯沼火口出現（児玉）0 ．

平山硫黄鉱業所が事業に蒲手(1926年の噴火まで操業)。

6月湯沼に溶融硫黄の沼出現、このころ丸谷温泉温度上昇、ゆう出量増加。

8月溶融硫黄7～8m噴き上がる。

12月23日中央火口丘の中央の火口内に大噴（おおぷき）火口出現。

2月砂磯飛ばす。4月降灰、火柱。5月13～14日山漣で地震感ず。

24日大爆発、大泥流発生。死者及び行方不明144名。

9月8日爆発、行方不明2名、その後小蝿発続く

小爆発続く。

12月4日鳴動とともに噴火、その後おさまる。

旧噴火口の噴気孔増加。

昭和火口（新々噴火口）内に8月主噴気孔（直径50cm)出現＠

磯部硫黄鉱業所が大正火口（新噴出口）で硫黄採取に着手(1962年噴火ま

で操業)。昭和火口、5月主噴気孔直径1m、上方に噴気孔出現。10月主噴

気孔が直径4mに拡大。大正火口、5月火口壁東側と南側で崖くずれあり、

6月丸山側き裂あり。旧噴火口、6月噴気孔最高温度318℃

昭和火口、6月主噴気孔直径8.2m×6.8m．9月小爆発、主噴気孔直径8.7

m×8.0m・大正火口、6月き裂顕著、6～9月一部崩落。

昭和火口、6月主噴気孔直径7.0m～8.2m.

昭和火口、2月主噴気孔直径6.0m×4.0m．6月小爆発、主噴気孔直径5.1

m×4.7m、10月5.1m×5.6m・大正火口、6月き裂顕著、10月火口壁一

部崩落、12月東壁で落石。

昭和火口、2月主噴気孔直径4.9m×4.6m，上方噴気孔の下方3mに新噴

気孔出現。大正火口、1月南壁崩壊、3月温湯噴出、土砂流出。旧噴火口、

地形変化顕著。

昭和火口、6月主噴気孔直径3.0m×6.0m，9月、6.0m×6．Om．10月、

58-1噴気孔出現、直径3.2m×3.7m・大正火口、6月丸山付近火口壁崩壊。

昭和火口、3月主噴気孔直径7．Om×7.5m、上方噴気孔停止、8月、58-1

噴気孔小爆発、直径5.8m×7.3m、上方噴気孔再開、11月、58-1噴気孔

小爆発、直径12.Om×15.Om，泥流100m.

旧噴火口、硫黄の析出増加

昭和火口、3月、58-1噴気孔直径15.0m×16.0m．10月、主噴気孔直径

4.Om×5.Om｡

昭和火口、8月、58-1噴気孔直径16．Om×16.Om、主噴気孔直径7.Omx

7.0m・大正火口、6～7月、東壁一部の噴気孔自然発火。旧噴火口、8月

弱い水蒸気爆発があり、ヌッカヌシ富良野川の河水が灰色に濁った。
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☆1962(昭和37)年

1964(昭和39)年

1968(昭和43)年

-1969(昭和44)年

1969(昭和44)年

1970(昭和45)年

1974(昭和49)年

1983(昭和58)年

1985(昭和60)年

1987(昭和62)年

1988(昭和63)年

1989(平成元）年

1996(平成8)年

1997(平成9)年

1998(平成10)年

1999(平成11)年

2000(平成12)年

2002(平成14)年

2003(平成15)年

2004（平成16)年

2005（平成17)年
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昭和火口、3月、58-1噴気孔直径16.0m×16.0m，主噴気孔直径9.OmX

7.0m．6月、主噴気孔直径10.0m×7.Om,大正火口、3月噴気活発化、6

月東壁の温度上昇、硫気孔出現、落石、噴煙増加、き裂出現、5月から有

感地震始まる、6月次第に多くなる。6月29日、中央火口丘南側湯沼付近

で噴火、噴煙12km上昇、東方に降灰・グラウンド火口南壁に沿い62年第

0～3火口出現、第2火口に砕屑丘形成・死者および行方不明5名。

白金温泉に気象庁火山観測所設立される。‘

十勝沖地震（昭和43年5月16日117.9)直後から火山性地震増加する。

62-第2火口、噴気活動活発。

昭和火口、噴気活動衰微。

62-1火口が噴気活動を再開。

地震回数やや増加、年末から62-1火口の噴気活動が活発化。

5月、62-1火口が熱泥水を噴出、6月19～20日、62-1火口小噴火、高さ

80～100mの黒灰色の噴煙上昇。20～22日、硫黄が自然発火して燃焼。

火山性微動観測。

10月有感地震の増加・火山性微動観測(2回).11月15日、白金温泉街

等で有感地震が3回（最大震度3)o12月、火山性微動観測(9日、11~

13日）・16日噴火、南東方向約80kmまで降灰、18日小規模な噴火。19日

噴火、火柱、火砕サージ、泥流を確認、東北東約150kmまで降灰。24日噴

火、火柱、火砕サージを確認。25日噴火、火柱、火山雷、噴石、火砕サー

ジ、火砕流。泥流が確認。30日小規模な噴火。

1月1日から3月5日にかけて17回の噴火、火柱、噴石、火砕サージ、火

砕流、泥流、火映が確認、降灰は140m遠方まで達す。

5月、火山性地震増加。6月、62-1火口地中温度上昇、62-0火口西側で新

噴気｡

5月、火山性地震増加。6月、振子沢噴気孔群地中温度上昇、噴気活動再

開。6月、62－1火口新噴気。

l～2月、5月、7月、小さな火山性微動。4月17日、空振を伴う火山性地

震を観測。6月、微小地震増加、62-2火口西側内壁に新噴気孔形成414℃、

62－3火口噴気活動再開、62-0,62-1,振子沢で変色域、地熱域の拡大。8

月、62-0,62-1、振子沢で変色域、地熱域の拡大、62-3火口東側亀裂で噴

気活動再開。9月、山麓で広葉樹枯れ、62－2火口底で熱泥水（高さ約2m)

噴出。10月、熱泥水噴出継続、62-2火口から黒灰色の噴煙を2回噴出、

62-2火口底からの熱泥水噴出停止、夜間62－2火口付近が明るく見える現

象を度々確認。

1月、3～6月、8月、9月、夜間62－2火口付近が明るく見える現象を度々

確認。5月、空振を伴う火山性地震あり

1月、小さな火山性微動を観測。1月、2月、5月、6月、夜間62－2火口付

近が明るく見える現象を度々確認。8月、62－2火口底で小規模な熱泥水噴

出を確認。

1月、3月、5月、9月、小さな火山性微動を観測。

2月、37分間の火山性微動を観測。4月～6月、小さな火山性微動を観測。

2月、4月、小さな火山性微動を観測、ごく小規模な噴火。

6月、7月、9月、振幅の小さな火山性微動を観測。
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2006（平成18)年

2007（平成19)年

2008（平成20）年

2009(平成21)年

2010(平成22)年

2011(平成23)年

2012(平成24)年

2013(平成25)年
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2月、小さな火山性微動を観測。

6月、62－2火口浅部の局所的な膨張を観測。7月、小さな火山性微動を観

測 ｡

6月、7月、小さな火山性微動を観測。

4月、5月、7月、10月、小さな火山性微動を観測。

5月、大正火口の噴気量やや増加。2月、5月、7月、小さな火山性微動を

観測 ｡

1月、2月、8月、11月、小さな火山性微動を観測。

6月30日、夜間に大正火口付近が明るく見える現象を確認。以後、7月4

日まで継続。1月、7月、小さな火山性微動を観測。

12月2日、一時的に地震増加。白金温泉地区で震度1に相当する揺れがあ

ったと推定。

6月、7月、夜間に大正火口付近が明るく見える現象を確認。
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第2節噴火の想定

第1十勝岳火山噴火の特徴

十勝岳の火山発達史､火山構造､過去約2000年から歴史時代の噴火及び噴出物などの検討によると、

十勝岳は次のような噴火の特徴をもっている。

1 噴 火 地 点

十勝岳火山群は、北東から南西へ配列しており、新期の火山活動は火山列の北西側に偏して行わ

れてきた。噴気孔や温泉の分布も北西側に限定されている。これは、火山群の地下に火山構造性大

陥没地が伏在し、その南東縁沿いにマグマが上昇するという地下モデルによるものである。過去数

千年間に噴出した場所は、グラウンド火口内（中央火口丘、62火口群）とその周辺（播鉢火口、北

向火口）及び焼山などである。

今後20～30年間に起こる噴火の場所として最も可能性が高いのは中央火口丘を含むグラウンド

火口である。歴史時代の噴火はすべてこの火口内で発生した。

2 噴 火 時 期

十勝岳は過去2000年の間にしばしば噴火し、歴史時代に入り安政4年(1857年）以降も、5回

の顕著な噴火を記録している。この間の噴火の発生間隔は約30～40年であった。ただ、詳細に検討

すると、これまでの噴火規模や性質が全く同一ではないので､規則的な噴火時期の予測のためには、

各種の火山観測結果の解析を必要とする。

3マグマの性質

過去約2000年の本質噴出物（直接マグマに由来したスコリア・溶岩など）は、すべてケイ酸の少

ない(510,50～54%)苦鉄質安山岩であった。ただし、多少長い休止期のあとに放出したスコリア

には、ややケイ酸の多い(SiO,58%)安山岩質軽石が混じった縞状軽石もみられる（例:2200年
前のスコリア流堆積物)。将来20～30年以内に噴火がおきた場合、そのマグマの組成は主に苦鉄質

安山岩と予測される。

4噴火様式

過去約2000年間の活動では、次のような様式の噴火が発生している。

○水蒸気爆発一火山岩塊・火山灰の放出

○山体崩壊一岩屑雪崩・泥流の発生

○マグマ噴火一火山弾・スコリア・火山灰の放出、火砕流（スコリア流）の発生、溶岩の流出

第2噴火の想定

火山噴火対策の対象となる噴火及びそれに伴う災害（影響範囲）は、「十勝岳火山噴火警戒避難対策

計画検討委員会」（北海道旭川土木現業所、財団法人砂防・地すべり技術センター：平成11～13年度）

の各資料に基づき想定したものである。

1水蒸気爆発

十勝岳の歴史噴火記録及び地質調査結果等から､本格的なマグマ噴火に移行する準備段階として、

水蒸気爆発が発生する傾向が認められているが、水蒸気爆発のみで活動が終息する場合もあると考

えられている。また、水蒸気爆発は、地表の岩石を噴き飛ばして起こるため、降灰や噴石が発生す

るとともに、場合によっては岩屑なだれや、降灰が厚く堆積する流域では、降雨に伴い土石流の発

生が想定されるほか、積雪があれば急速な触雪により泥流が発生することも考えられる。
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なお、噴石の到達範囲は、昭和63年（1988年）～平成元年(1989年）に発生した噴火活動規模

から想定すると、粒径がおよそ1mのもので、最大で約l.7kBまで到達すると考えられる。

2 小 規 模 な 噴火

水蒸気爆発からマグマ水蒸気爆発段階を経て、本格的なマグマ噴火に至る際、噴石、降下火砕物

（数皿以上の粒径を含む）及び火砕流・火砕サージの現象が発生するおそれがある。また、火口溢

出型塾泥流の発生も考えられる。

昭和63年(1988年）の噴火では、62-2火口からの火砕サージを伴う小噴火の後、再び噴火し小

型火砕流が発生､火砕流は北斜面を2つに分かれて流下､北方面は大正火口を越え約500mで停止、

北西方面の火砕流は約700mで停止したが、その直後に再び火砕流が発生、前十勝北麓の谷を噴煙

を上げながら約Ikm流下し、先端は標高約1350m地点まで達した。

なお、火口付近で火砕流や火砕サージが発生した場合の影響範囲は、火口から2～4kmと想定され

るが、火山灰は風下側に堆積し、降灰域では降雨による土石流が発生する恐れがある。

3中規模な噴火

水蒸気爆発からマグマ水蒸気爆発段階を経て、本格的なマグマ噴火に至る際、多量の火山灰や岩

塊を噴出する。火山灰が風下側に堆積し、降雨による土石流が発生する恐れや、火砕流・火砕サー

ジの現象が発生する恐れがある。

昭和37年(1962年）の噴火では、突如、大秘音とともに大正火口南側から周辺200～300mに人

頭大の噴石、600～700mあたりまではこぶし大の火山弾が嵐のごとく落下、その後本格的な火山活

動により、暗紫色で団塊状の噴煙が12000mもの上空を黒一色に染めた。噴出された火山灰．火山

砂は上層風にのって700kmも遠く択捉島にまでおよんだとの記録がある。

また、1100年前に発生した火山活動規模を基に想定すると､火砕流･火砕サージが発生した場合、

北西方向の斜面を流下し、その先端は白金温泉の近く（火口から約5km)まで到達する可能性があ

る。さらに、2200年前の火山活動規模を基に想定すると、白金温泉より3km下流まで到達する可能

性がある。溶岩が噴出した場合は、火口から北西側の斜面を流下するが、数km程度流下した地点で

停止すると考えられる。

なお、積雪期に火砕流・火砕サージが発生した場合、融雪型泥流が発生する可能性が高く、山麓

部から美瑛町市街地まで到達することも想定される。

4大規模な噴火

水蒸気爆発からマグマ水蒸気爆発段階を経て、大規模なマグマ噴火に至る際、多量の火山灰や岩

塊を噴出する。火山灰が風下側に堆澗し、降雨による土石流が発生する恐れがある。噴煙の高さが

1万数千m以上に及び、多量の火山灰が風下側に流れ、火口から3～4km離れたところでも、lOcrn

以上の厚さの火山灰が堆槻、火口から3kmの範囲内には直径約1m程度の噴石が落下し、溶岩が発

生した場合には、火口から北西側の斜面を4～5km流下する可能性がある。

また､3500年前に発生した火山活動規模を基に想定すると、火砕流.火砕サージが発生した場合、

北西方向の斜面を流下し、白金温泉より4km下流まで流下する可能性がある。3500年前の噴火によ

るグラウンド火口火砕流の噴出鼠は、グラウンド火口群の活動のなかで最大規模であったとされて

いる。溶岩が噴出した場合は、火口から北西側の斜面を4～5km流下する。

積雪期に火砕流・火砕サージが発生した場合、融雪型泥流が発生する可能性が高く、山麓部から

美瑛町市街地まで到達することも想定される。また、火砕サージが美瑛川流域に流れ込んだ場合、

美瑛町美沢美生地区まで達する可能性がある。
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5まれな現象

噴火規模とは対応しないが、水蒸気爆発や地震動などによる山体の一部崩壊に伴う岩屑なだれが

発生する恐れがある。岩屑なだれは、大正15年(1926年）の大正噴火で発生したが、数千年間に

数回程度の比較的低頻度の現象とされている。大正噴火の火山活動規模等を基に想定すると、岩屑

なだれが発生した場合の到達範囲を想定すると、北西斜面を流下し、その先端は白金温泉の近く（火

口から約5km)まで到達する可能性がある。また、積雪期に発生した場合は、大正泥流のような火

山泥流（融雪泥流）を発生させる可能性がある。

■噴火の想定

噴火の規模 災害要因

水蒸気爆発
火山灰

噴石

火山灰

噴石

小規模
火口噴出型熱泥流

火砕流・火砕サージ，

融雪型泥流

降灰型泥流（土石流）

火山灰

噴石

中規模
火砕流・火砕サージ‘

溶岩流

融雪型泥流

降灰型泥流（土石流）

火山灰

噴石

大規模
火砕流・火砕サージ．

溶岩流

融雪型泥流

降灰型泥流（土石流）

まれな現象 岩屑なだれ

影響範囲

風下側数km

火口から最大1.7kmの範囲に直径約1m程度の噴石が落下

無風時で最大2.5kmの範囲にlOciD以上の火山灰が堆積

火口から最大1.5kmの範囲に直径約1.5m程度の噴石が落下

火口から谷沿い

火口から2～-Ikra程度

美瑛川沿いの低地（山麓部まで）

火山灰に覆われた渓流

無風時で3～4km離れたところでも10cm以上の火山灰が堆積

火口から最大3kmの範囲に直径約1.5m程度の噴石が落下

最大で先端が白金温泉より3km下流まで流下

火口から北西斜面を流下するが、数km程度

美瑛川沿いの山麓部から美瑛町市街地まで到達

火山灰に覆われた渓流

無風時で3～4km離れたところでもlOcra以上の火山灰が堆積

火口から最大4kmの範囲に直径約1.5m程度の噴石が落下

最大で先端が白金温泉より3km下流まで流下

火口から北西側の斜面を4～5m流下

美瑛川沿いの山麓部から美瑛町市街地まで到達

火山灰に覆われた渓流

北西斜面を流下し、その先端は白金温泉の近くまで到達する

可能性がある。また、積雪期に発生した場合は火山泥流を発

生させる可能性がある
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第3節用語の定義・解説

地域防災計画火山災害対策編で用いる用語の定義は次のとおりである。

※火山噴火災害危険区域予測図作成指針（平成4年国土庁）等による。

用 語

火山活動

火山現象

噴火活動

噴火現象

終息

火口噴出型熱泥流

火砕流

火砕サージ

火山ガス

火山性地震

火山性微動

火山弾

岩屑なだれ

空振

降下火砕物

融雪型泥流

定 義

平常時から噴火時まで火山における活動をいう。

平常時から噴火時まで火山で発生する全ての現象をいう。

異常現象の発生から終息に至るまでの火山対策にかかわる火山活動をいう。

一般には噴火発生時の現象を示すが、本計画では、異常現象の発生から終息

に至るまでの期間の火山における現象をいう。

終息したかどうかの判断は難しいため、本計画では火山噴火予知連の見解を

受けて気象庁が「噴火活動はほぼ終息した」との内容を発表した時を終息と

する 、

山体にある地下水が火口内に溜まり、噴火によって火口からあふれ出して流

れた温度の高い泥流。

広義には、種々の火砕物が一団となって高速で地表を流下する現象であり、

狭義には、高温の火砕物と火山ガス・空気が一団となって急速に流下する現

象のこと。堆祇物は一般に細粒物質が多く、分級（淘汰）の悪いことが特徴

である。

火山斜面に沿う高速の流れで、火山磯や火山灰を主体とする。火砕流に比べ

て流れの見掛けの密度がはるかに小さく、砂嵐のような現象である。しかし、

構造物を破壊するほどの威力があり、高温の場合は、火災を引き起こすこと

もある。

地表に噴出されるマグマ中の揮発成分のことで、噴火口・噴気孔・温泉湧出

孔などから定常的に噴出されている。成分は、大部分が水蒸気であり、二酸

化イオウ、硫化水素、二酸化炭素等を含んでいる。

火山体又は火山付近の比較的浅いところを霞源とし、マグマや火山ガスが移

動又は体祇が変化したため地殻が破壊され発生する地震。

火山活動に関連して発生する地面の連続した震動。マグマやガス・熱水など

地下での流体の移動等が原因として考えられており、噴火活動期に観測され

ることがあるため極めて璽要視されている。なお、火山灰などの噴出活動に

連続して発生することもある。

マグマの破片が半固結のまま火口から放出されるもので、完全に固まらない

うちに空中を飛行し着地するために独特の形となる。その形から紡錘形火山

弾、パン皮火山弾、牛糞形火山弾などと呼ばれるものがある。

火山噴火や地震動などが引き金となって、山体斜面が大規模に崩壊し、急速

に滑り落ちる現象。

爆発的噴火によって発生する空気の疎密を伝える波のことで、窓ガラスなど

を破壊することがある。

火口から高く噴き上げられ、降下した火砕物のこと。火砕物は上層風に流さ

れて火口の周辺や風下側に降下し、人々の生活や経験活動に大きな打撃を与

える 。

火山から噴出した高温の噴出物（火砕流）が周囲の積雪や氷河などを溶かし、

噴出物と山腹の堆禎物を大量に取り込み流下する大規模な泥流のこと。
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降雨型泥流

(土石流）

水蒸気爆発

スコリア

スコリア流

ストロンボリ式

噴火

プリニー式噴火

ブルガノ式噴火

噴煙

噴気

粉体流

マグマ溜り

マグマ水蒸気爆発

マグマ噴火

溶岩ドーム

溶岩流
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火山やその周辺で、火山補を栂成する火砕流や新しい火山灰が降雨等の気象

現象によって流出し、発生する泥流のこと。土石流と比較して泥流の方が含

まれる岩塊の大きさは小さい。

地下に蓄えられているマグマから伝わってきた熱が、火山体内部に滞留する

地下水を加熱し、気化させることにより新たに火口を作って水蒸気と火山灰

を放出する爆発的な噴火活動。火山灰にはマグマ本体の物質は含まれない。

火砕物の一種。多孔質で暗色、鉄・マグネシウムに富むものをいう。

狭義の火砕流の一種で、スコリアが多く含まれるもの。中規模の火砕流であ

ることが多い。

比較的短い間隔で、周期的に火口からマグマの破片や火山弾等を放出する噴

火。流動性の大きい玄武岩質マグマの活動に伴うことが多い。

大量の軽石や火山灰が火山ガスとともに垂直に吹き上げる大規模な噴火で、

高度10km以上に達する噴煙柱が特徴的である。

固結した溶岩によって塞がれていた火口が、マグマから分離したガスの圧力

によって開かれ、火山弾・火山岩塊・火山灰等を爆発的に放出する形式の噴

火。安山岩質マグマのように、中程度の粘性をもつマグマの活動に特徴的で

ある 。

細粒物質（エアロゾル）や火山ガス・火山灰、細粒火山岩片等が濃縮し、煙

状を呈したもの。また、火山噴火の際に、火口から立ち上る噴煙を噴煙柱を

いう ｡

火口や山腹の岩石の割れ目等の隙間（噴気孔）から噴出している水蒸気、火

山ガス、あるいはその噴出している状態。

地表面に沿う乾いた状態での土砂・石礎などの流れ。固体と気体の混じり合

った流れで、火砕流、岩屑なだれ、乾雪表層雪崩等がこれにあたる。

火山体の地下にあって相当量のマグマが蓄えられている所。大型火山の直下

では地下数mにあり、そこからマグマが地表に噴出すると考えられている。

高温のマグマが地表近くで水と直接接触して起こす強い爆発。多量の水が一

度に気化して大量の水蒸気を発生し、マグマが急速に冷却破壊されて高速放

出される。

マグマ物質が放出される本格的噴火をいう。

粘性の大きな溶岩が広く拡がらず、噴出口の上にもり上ったドーム状の火山

体をいう。

溶岩の流れのことで、溶岩の化学組成や温度、流下場所の地形によって流れ

の形態や速度が変わる。
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第三編火山災害対策第2章災害予防計画

第1節災害に強いまちづくり

項 目 担当

第1火山砂防施設の整備 総務課

第2観測監視体制の充実 総務課

第3火山監視機関等との連挽強化 総務課

第1火山砂防施設の整備

融雪型泥流の発生による被害の軽減を図るため、各関係機関に対し火山砂防施設等の整備の継続を

要請する。

第2観測監視体制の充実

火山噴火、地震予知のための観測・監視装侭の充実を図るとともに、観測・監視体制の整備充実を

各関係機関に要請する。

第3火山監視機関等との連携強化

札幌管区気象台技術部地霞火山課火山監視・情報センター（以下「札幌火山監視・情報センター」

という｡)、北海道大学等の火山専門家等から定期的に悩報提供を受ける機会を設ける。また、火山噴

火災害の予防、応急及び復旧対策の総合的運営を図るため専門事項を調査する必要があるときは、こ

れらの専門家を専門委員として、防災会凝に樋くものとする。

第2節避難体制

項 目 担当

第1避難計画 の作成 総務課

第2避難所の 指定 総務課

第3広域避難への対応 総務課

第1避難計画 の作成

ハザードマップや地域防災計画の修正に伴って、避難区域、避難所の指定、新たな避難区域の見直

し等を行い、避難計画を作成する。また、避難行動要支援者に対する避難計画及び支援策及び噴火が

長期化した場合に備えた環境整備について検討する。

第2避難所の 指定

避難区域の見直し、避難施設の新設等に合わせて、避難所の指定を見直し、住民に周知する。

第3広域避難への対応

融雪型泥流の発生等により、町内では被災者を収容することができない場合に備えて、近隣市町村

への事前要請等の連携を強化する。
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第3節災害に強い組織・人の形成

第二編「風水害等対策｣、第2章「災害予防計画｣、第3節「災害に強い組織・人の形成」を参照

する。

第4節避難行動要支援者対策のための環境整備

第二編「風水害等対策｣、第2章「災害予防計画｣、；｢風水害等対策｣、第2章「災害予防計画｣、第7節

を参照する。整備」
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第三編火山災害対策第3章基本方針

第1節基本シナ リ オ

火山災害対策は、異常現象の発生から終息までの噴火活動の推移に対応した対策を取ることが必要

とされる。そのため、十勝岳の火山活動の特徴、災害履歴、噴火の想定等から発生することが予想さ

れる事態とその推移を災害対策シナリオとして想定し、この想定にしたがって対策を行うことを基本

方針としている。

■災害対策シナリオ
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噴火シナリオ 噴火現象・火山情報 対策の基本方針

異
常
現
象
発
生
期

小
噴
火
期

：

ロー●B●■ー■●｡■ーー~ゆり●ー●●●ー｡●｡●呼■。｡一■一一■■巳｡＝■■■■一画。■＝Epe■巳色＝■巳｡■①■＝“色ロー■巳ﾛロ2

9
■

■

■

1

2-4 ゆ'1親織な

されたとき

可

p

2-3 火口付近の4規蝿

mt>溌生したとき

･火山性地震増加

･頃気温度の上昇等の観

測データの異常

･火山観測傭報発衷

．
．
《
癖
岬

・噴煙増大､火柱､火口付近：

I瀬I極画k口噴出"遊瀧
発生

・卿誹山|鱗偲譲

．
》
大

．…き↓味榊置

(′j…マー池

･噴石伏口から1.5km)

･山頂付近必蹄i､火砕サー

鷲こ岩圃な漏れ

・マグマ噴火の可能性大との見

解発麦

、
・
ダ

ダ
ご

『
・
ン

ヤ.

ﾛ正一

一I，〆〆.”
し津

、!､－，へ、

'X〆"

1－､、
ﾛ■

、

ぎ

し〃

一 夕 － 0 画 一 ヴ ー グ ロ 『 訂 官 … ー 菅

●グラワンド火口I司辺の 壷

立ち入り規制

●十勝岳－4掴…

醒岳台への立ち入り規制

●火山砂防悩報センターに監

認蝿

ーｰ……J

膨箇期】

一声。－匹D町

鰯 耀驚
お蝉

“徴

““こより齢“



第三編火山 災害対策第3章基本方針

137

噴火シナリオ 噴火現象・火山情報 対策の基本方針
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第2節異常現象発生期

1異常現象発生期の定義と期間

異常現象発生期の定義と期間は、次のとおりとする。

■異常現象発生期の定義と期間

●異常現象

火山性地震、火山性微動の発生・増加、噴気の増大、噴気温度の上昇、地殻変動等の平常時と

は異なる状況を示すことをいう。ただし、この時点では噴火に至る徴候かどうかは判断すること

はできない。

●異常現象発生期の期間

異常現象が観測されその情報を受理したときから、噴火が予想されるとの情報を受理した直前

（または噴火が発生したとき）までとする。

2詳細シナリオ

異常現象発生期の対応は、次のとおりである。

1－1火山活動の活発化の徴候があるとき

予想される噴火 ○平常時と比べ火山性地震が増加する。

現象・情報 ○平常時と比べ噴気温度が上昇、噴気が増大するなどの変化がみられる。

○異常現象について噴火予報が発表される。また、札幌火山監視・情報セ

ンター、その他の観測機関から、これらの異常現象の情報が報告される。

対策の基本方針 ○火山活動の状況確認

実施すべき対策 ○旭川地方気象台又は札幌火山監視・情報センター等への火山活動状況等

の問い合わせ

○住民等からの問い合わせへの対応

【説明】

噴火の前には火山性地震の増大等の異常現象が観測される｡札幌火山監視･情報センターからは、

これらの観測データに関する噴火予報が発表され、今後の情報に注意することが求められる。この

段階においては、異常現象は観測機器に記録されるのみで、体感できるものではなく、今後噴火に

至るかどうかはわからない。この段階においては、特別な災害対策を実施する必要はなく、旭川地

方気象台又は札幌火山監視・情報センター等から、現在の状況と今後の推移等の解説を受けること

が必要である。

また、この情報は札幌火山監視・情報センター等から報道機関を通じて知らされるので、住民等

からの問い合わせに対応して、適切な情報を提供することが重要となる。
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1－2火山活動が活発化したとき

予想される噴火

現象・情報

対策の基本方針

実施すべき対策

○火山性地震の振幅が大きくなる。発生間隔も短くなる。

○火山性微動が増加する。

○白金温泉では、震度1～2程度の有感地震が発生する。

○その他噴気温度上昇、噴気増大など顕著な異常現象が観測される。

○続けて火口周辺警報が発表される。また、札幌火山監視・情報センター、

その他の観測機関からも異常現象の情報が報告される。

○登山者、温泉従業員等から異常現象の通報が寄せられる。

○グラウンド火口周辺の一般立ち入り規制（登山規制）

○又は十勝岳一帯の一般立ち入り規制（登山規制）

○札幌火山監視・情報センター等への火山活動状況等の問い合わせ

○グラウンド火口・十勝岳一帯の一般立ち入り規制（登山規制）のための

関係機関協議

○登山規制の広報、関係機関への連絡

○ 看 板 等 の 設 置

○住民等からの問い合わせへの対応、住民広報

【説明】

異常現象がさらに顕著になる。火山性地震、火山性微動の増大、有感地震の発生等の異常現象が

認められるようになる。噴火に至る過程においては、さらにこの状態が顕著になる。札幌火山監視・

情報センターからは、これらの異常現象の増大に関して防災対策が必要な場合は、火口周辺警報が

発表され､また､登山者や観光施設の従業員等から有感地震等の発生の通報が役場にも寄せられる。

この段階では、火山ガスの発生や急な水蒸気爆発による噴石等に備えて、グラウンド火口周辺の

登山規制又は状況に応じてそれを拡大し、十勝岳避難小屋から上部の十勝岳一帯の登山規制を実施

する。この実施には、札幌火山監視・情報センター等の助言を受けて、関係機関の協議が必要とな

る。

さらに、噴火への注意を喚起するとともに、過剰反応が無いように住民等に対して適切な広報を

行う。
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第3節小噴火 期

1小噴火期の定義と期間

小噴火期の定義と期間は次のとおりとする。

■小噴火期の定義と期間

● 小噴 火

噴火現象が火口周辺のみに影響する小規模の噴火とする。基本的に水蒸気爆発を想定するが、

噴火様式はマグマ水蒸気爆発、マグマ噴火となる場合がある。

噴火の規模は、①火口付近の小規模の噴火、②本格的な水蒸気爆発（昭和63年の噴火規模）

の2段階に区分する。

●小噴火期 の 期 間

開始：小規模な噴火が予想されたとき

小規模な噴火が発生したとき

終了：小規模な噴火が継続しさらに大きい規模の噴火が予想されたとき

噴火活動が縮小し終息したとき

2噴火シナリオ

小噴火期の対応は次のとおりである。

2-1－爽百符蚕而不窺霞憲扇叉万序預言玩充Zョ

予想される噴火 ○火山性微動が増加する。

現象・情報 ○有感地震が増大する。

○噴火を予想した臨時火山情報が発表される。また、小規模な噴火が発生

する恐れがあるとの情報が伝達される。

対策の基本方針 ○望岳台の立ち入り規制

実施すべき対策 ○災害対策本部の設置

○旭川地方気象台又は札幌火山監視・情報センター等への火山活動状況等

の問い合わせ

○避難区域、立ち入り禁止区域（警戒区域）の設定

○検問所などの設腫、警戒活動

○住民等からの問い合わせへの対応

【説明】

噴火直前になると火山性微動、火山性地震が増大し、有感地賎も頻発するようになる。この段階

で臨時火山情報や気象庁等の見解により、火口周辺に被害を与える小規模な噴火が予想された場合

は、望岳台から観光客、観光施設従業員を避難させ、白金温泉から望岳台への通行を規制する。

この段階で想定するのは、火口周辺の火山ガスの噴出量の増大や噴石である。しかし、噴火前で

あり、どのような噴火規模になるかは明確ではないため、予想より大きな噴火になった場合に備え

て、望岳台への立ち入りを規制する。
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2－2火口付近の小規模な噴火が発生したとき

予想される噴火 ○規模の小さい水蒸気爆発が発生する。

現象・情報 ○噴石、火口噴出型熱泥流等が火口周辺で発生する。

対策の基本方針 ○望岳台の立ち入り規制の継続

実施すべき対策 ○災害対策本部の設慨

○旭川地方気象台又は札幌火山監視・情報センター等への火山活動状況等

の問い合わせ

○避難区域、立ち入り禁止区域（警戒区域）の設定

○検問所などの設置、警戒活動

○住民等からの問い合わせへの対応

【説明】

噴火後も望岳台の立ち入り規制を継続する。予想なしに小規模な噴火が発生したときは、この対

策を速やかに実施する。

このタイプの噴火が継続し、影響範囲が火口部に限られるとの見解が示された場合は、火山砂防

情報センターに監視所を設けるなどの情報収集体制をとる。ただし、安全を考慮して、観測者、温

泉施設・道路・ライフライン等の維持管理者以外の者に対する立ち入り規制を継続する

2－3本格的な水蒸気爆発が予想されたとき

予想される噴火

現象・情報

対策の基本方針

実施すべき対策

○火口周辺警報、気象庁等から本格的な水蒸気爆発が発生するおそれがあ

るとの見解が示される。

○又は、マグマ水蒸気爆発、マグマ噴火に移行する（した）との見解が示

される。

○望岳台の立ち入り規制の継続

○白金温泉避難準 備

○融雪型泥流危険区域の避難準備【積雪期】

○〃の緊急避難困難者の自主避難【積雪期】

○2－1の対策継続

○白金温泉の避難寧備の広報

○融雪型泥流危険区域への避難準備の広報

○〃の自主避難のための避難場所開設、管理、設備等の設置

○ 〃の自主避難者の移動支援

○〃の避難計画の検討

○〃の避難訓練の実施

【説明】

本格的な水蒸気爆発とは、火口から噴石を半径1.5kmの範囲に飛ばすような噴火を想定する（昭

和63年の噴火規模)。山頂部の小規模な噴火から本格的な水蒸気爆発に移行するとの見解が示され

た場合、マグマ水蒸気爆発や小規模なマグマ噴火への移行が考えられるとともに、これが移行した

場合には、火口噴火型熱泥流や小規模な火砕流・火砕サージにより融雪型泥流が発生することが懸

念されることから、望岳台への立ち入り規制を継続する。

さらに、水蒸気爆発からすぐにマグマ噴火（中噴火段階）に移行し、火砕流・火砕サージによる

融雪型泥流、あるいは水蒸気爆発による岩屑なだれが引き起こす融雪型泥流が発生する場合も考慮

して、積雪期は融雪泥流危険区域（美瑛川流域）住民の避難準備を呼びかけるとともに、緊急的避

難が困難な者等が自主避難をする場合に備え、避難所を開設する。また、円滑な避難の実現を図る

ため、融雪型泥流危険区域全体の避難計画をシミュレーションし、避難訓練を行う。
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2－4本格的な水蒸気爆発が発生したとき

予想される噴火

現象・情報

対策の基本方針

実施すべき対策

○規模の大きい水蒸気煙発（マグマ水蒸気爆発）が発生する。

○噴石（火口から半径1.5km)、噴煙、火口噴出型熱泥流等が発生する。

○小規模なマグマ噴火となる場合は、山頂部で火砕流、火砕サージが発生

し、祇雪期は小規模な融雪型泥流が流下する。

○まれなケースとして、岩屑なだれにより融雪型泥流が発生し、市街地ま

で流下する

○望岳台の立ち入り規制の継続

○白金温泉避難準備

○融雪型泥流危険区域の避難準備【積雪期】

○〃の緊急避難困難者の自主避難【積雪期】

○2－3の対策継続

○噴火の状況により規制解除

【説明】

本格的な水蒸気爆発では、噴石が火口から1.5kmの範囲に到達する。この場合、被害は望岳台ま

では影響しない。しかし、昭和63年の噴石のように、水蒸気爆発に続けてマグマ水蒸気爆発や小規

模なマグマ噴火に移行すると、火口噴出型熱泥流や小規模な火砕流・火砕サージ、融雪型泥流が発

生し、昭和63年の噴火の流下範囲より下流まで達することもあるので、望岳台は立ち入り規制とす

る。とくに積雪期は、本格的なマグマ噴火（中噴火段階）に移行する場合に備え、融雪型泥流危険

区域も2－3と同様に、避難準愉・自主避難等の対策を実施する。

また、異常現象の発生段階（1－2）から、噴火の予想無しにこの段階となることがあるので、

そのような場合は、速やかにこの対策を実施する。また、この段階で、大正15年の大正泥流のよう

に水蒸気爆発による岩屑なだれによって融雪型泥流が発生した場合は、緊急避難（5－1段階に記

載）を行う。

なお､噴火の影響が想定より小さい場合や縮小する傾向がある場合は､気象庁等の助言を受けて、

各種対策、規制を解除する。
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第4節中噴火期

1中噴火期の定義と期間

中噴火期の定義を期間は、次のとおりとする。

■中噴火期の定義と期間

●中噴火

噴火様式はマグマ噴火（プリニー式またはブルカノ式）とする。

噴火の規模:1962年、1100年前、2200年前の噴火規模

噴煙（1万m以上)、降灰（無風時火口から3～4kmの範囲で10cm以上）

噴石（火口から半径3km)、火砕流・火砕サージ（白金温泉より約3km下流)、融

雪型泥流（美瑛川を流下し、美瑛町市街地まで到達）

●中噴火期の期間

開始：マグマ噴火が予想されたとき

終了：マグマ噴火が継続しさらに大規模なマグマ噴火が予想されたとき

噴火活動が縮小し終息するとき

市街地に達する融雪型泥流が発生したとき

2 詳 細 シ ナ リオ

中噴火期の対応は、次のとおりである。

3－1マグマ噴火が予想されたとき

予想される噴火

現象・情報

対策の基本方針

実施すべき対策

○マグマ噴火を予想した噴火警報が発表される。また、気象庁等からマグ

マ噴火又は火砕流・火砕サージの発生、融雪型泥流の発生を予想した見解

が示される。

○白金温泉からの一般避難

○火砕流・火砕サージ危険区域への立ち入り規制

○融雪型泥流危険区域の一般避難【菰雪期】

○白金温泉の避難 活動

○火砕流・火砕サージの危険区域の立ち入り規制

○融雪型泥流危険区域住民への避難広報及び避難誘導

○上記区域への検問所等への設置、警戒活動

○避難行動要支援者の避難支援

○避難所開設、必要設備設置、避難者受入れ

○避難完了確認

○物資、食料の確保、配布

○家畜の避難、ペット等対策

○スクールバス運行等の教育、生活支援対策

【説明】

マグマ噴火が予想された場合は、火砕流・火砕サージが白金温泉まで到達する恐れがあるので、

この段階の最大規模（2200年前の噴火）の危険範囲に警戒区域を設定して、立ち入りを規制する。

積雪期の場合は、この火砕流・火砕サージによって融雪型泥流が発生し、市街地に流下する恐れ

があるので、30分以内に到達する美瑛共和地区までの危険区域は避難区域とする。
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3－2マグマ噴火が発生したとき

予想される噴火

現象・情報

対策の基本方針

実施すべき対策

○1万m以上の噴煙をあげて噴火が発生する（プリニー式またはプルカノ

式噴火)。

○火山灰は、火口から半径3～4kmの範囲で10cm堆棚する（無風時)。

○火砕流・火砕サージが発生し、白金温泉、美瑛川まで達する。

○噴石が火口から3kmの地点まで達する

○積雪期は、火砕流・火砕サージによって融雪型泥流が発生し、美瑛川を

流下し、美瑛町市街地まで到達する。

○白金温泉からの一般避難

○火砕流・火砕サージ危険区域への立ち入り規制

○融雪型泥流危険区域への一般避難【積雪期】

○白金温泉の避難活動

○火砕流・火砕サージの危険区域の立ち入り規制

○融雪型泥流危険区域住民への避難広報及び避難綴導

○上記区域への検問所等への設置、警戒活動

○避難行動要支援者の避難支援

○避難所開設、必要設備設騒、避難者受入れ

○避難完了確認

○物資、食料の確保、配布

○家畜の避難、ペット等対策

○スクールバス運行等の教育、生活支援対策

【説明】

マグマ噴火が開始すると1万m以上もの噴煙をあげて大量の火山灰を噴き上げ、風下側は昼間で

も真っ暗な状況となる。噴火に伴う噴石は火口から3kmの地点まで達する。火山灰は、山麓で数mm

～数cm程度堆積するため、道道十勝岳温泉美瑛線で白金温泉から十勝岳温泉に向かうルートは、砂

塵あるいは降雨時の泥津により通行が困難となる。したがって、予想なしにこのタイプの噴火が発

生した場合は、白金温泉から速やかに避難する。ほとんどの火山灰は、西風（卓越風）により十勝

岳の東側に堆積すると予想されるため、市街地には大きな影響は無い。しかし、風向きによっては、

美瑛町市街地にも火山灰が降り、交通障害や生活、健康への影響が出ることも予想される。

昭和37年の噴火では、火砕流・火砕サージは発生しなかったが、1100年前、2200年前の噴火の

ように火砕流・火砕サージが発生すると、最大規模で白金温泉に到達することが予想されるので、

この範囲は立ち入り規制とする。さらに、積雪期の場合は、火砕流・火砕サージによって融雪型泥

流が発生し、美瑛川を流下する恐れがあるため、予想無しにマグマ噴火が発生した場合は、融雪型

泥流危険区域のうち上流部（美沢美生までの区域）は速やかに避難する。さらに、この段階の想定

異常の火砕流・火砕サージが発生した場合に備えて、美瑛川流域の融雪泥流危険区域は、いつでも

避難できるように準備する。

一方、噴煙を1万m以上となるブリニー式またはブルカノ式噴火ではなく、溶岩流や溶岩噴泉を

噴出する穏やかな噴火（ストロンボリ式噴火）となった場合は、火砕流・火砕サージ、噴石等の危

険性は低くなるので、噴火状況に応じて避難区域を解除する。
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第5節大噴火期

1大噴火期の定義と期間

大噴火期の定義と期間は、次のとおりとする。

■大噴火期の定義と期間

●大噴火

噴火様式はマグマ噴火（プリニー式またはブルカノ式）とする。

噴火の規模:3500年前の噴火規模

噴煙(1万数千m)、降灰（無風時火口から3～4kmの範囲内で10cm以上)、噴石

（火口から半径3km)、火砕流・火砕サージ（白金温泉より約3km下流)、融雪型

泥流（美瑛川を流下し美瑛町市街地まで到達）．

●大噴火期の期間

開始：大規模なマグマ噴火が予想されたとき

終了：噴火活動が縮小し終息するとき

市街地に達する融雪型泥流が発生したとき

2詳細シナリオ

大噴火期の対応は、次のとおりである。

4－1大規模なマグマ噴火が予想されたとき

予想される噴火

現象・情報

対策の基本方針

実施すべき対策

○大規模なマグマ噴火を予想した噴火警報が発表される。また、気象庁等

からさらに大規模なマグマ噴火又は火砕流・火砕サージの発生、融雪型泥

流の発生を予想した見解が示される。

○火砕流・火砕サージ危険区域への立ち入り規制の拡大

○融雪型泥流危険区域（全区域）の一般避難【積雪期】

○3－2の継続

○火砕流・火砕サージの危険区域の立ち入り規制区域の拡大設定

○融雪型泥流危険区域住民への避難広報及び避難誘導

○上記区域への検問所等への設置、警戒活動

○避難行動要支援者の避難支援

○新たな避難所開設、必要設備設侭、避難者受入れ

○美沢地区全域の避難完了確認

○物資、食料の確保、配布

○家畜の避難、ペット等対策

○スクールバス運行等の教育、生活支援対策

【説明】

この段階のマグマ噴火は、3500年前にグラウンド火口で発生した大規模な噴火規模を想定してい

る。このタイプの噴火が発生する可能性は、中規模のマグマ噴火より極めて低いが、万一を考慰し

てこの規模の噴火を想定する。

この噴火では、火砕流・火砕サージの規模がやや大きく、火口から美瑛川へは約8km下流まで達

する。積雪期には、この火砕流･火砕サージによって美瑛川に臓雪型泥流が流下する可能性もある。

したがって、美瑛町市街地も融雪型泥流危険区域となる。

なお、積雪期でない場合は、火砕流・火砕サージ区域への立ち入り規制を拡大する。
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4－2大規模なマグマ噴火が発生したとき

予想される噴火

現象・情報

対策の基本方針

実施すべき対策

○1万数千m以上の噴煙をあげて噴火が発生する（プリニー式またはブル

カノ式噴火)。

○火山灰は、火口から半径3～4kmの範囲で10cm堆積する。

○火砕流・火砕サージが発生し、白金温泉、美瑛川上流まで達する。

○噴石が火口から3km地点に到達する。

○積雪期は、火砕流・火砕サージによって融雪型泥流が発生し、美瑛川を

流下し、美瑛町市街地まで到達する

○火砕流・火砕サージ危険区域への立ち入りの制限

○融雪型泥流危険区域（全区域）の一般避難【積雪期】

○3－2の継続

○火砕流・火砕サージの危険区域の立ち入り規制区域の拡大設定

○融雪型泥流危険区域住民への避難広報及び避難誘導

○上記区域への検問所等への設置、警戒活動

○避難行動要支援者の避難支援

○新たな避難所開設、必要設備設置、避難者受入れ

○美沢地区全域の避難完了確認

○物資、食料の確保、配布

○家畜の避難、ペット等対策

○スクールバス運行等の教育、生活支援対策

【説明】

中噴火で想定したマグマ噴火がさらに大規模となる。ただし、火山灰は、西風が卓越しているた

め、市街地への影響は、中噴火と同じ程度となる。

この規模の噴火では、火砕流・火砕サージが大規模になる。したがって、予想なしに大規模なマ

グマ噴火となった場合は、速やかに避難し、万一、融雪型泥流が発生した場合は緊急避難を行う（5

－1段階に記載)。

なお、積雪期でない場合は、基本的に中噴火期と対策は変わらない。
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第6節融雪型泥流発生期

1融雪型泥流発生期の定義と期間

融雪型泥流発生期の定義を期間は、次のとおりとする。

■融雪型泥流発生期期の定義と期間

●融雪型泥流

融雪型泥流は、積雪期に火砕流・火砕サージ、岩屑なだれに伴い発生する。

融雪型泥流の規模：大正15年の大正泥流と同規模とする。

●融雪型泥流発生期の期間

開始：融雪型泥流が発生したとき

終了：噴火活動が縮小し融雪型泥流が再び発生しないとの見解が示されたとき

2詳細シナリオ

融雪型泥流発生期の対応は、次のとおりである。

5－1融雪型泥流が発生したとき

予想される噴火

現象・情報

対策の基本方針

実施すべき対策

○岩屑なだれ、火砕流・火砕サージにより融雪型泥流が発生する。

○融雪型泥流発生がセンサーに検知され、役場で確認される。

○融雪型泥流は、美瑛川沿いを流下し20分以内に白金インフォメーショ

ンセンターに、35～40分以内に美沢橋に到達する。

○緊急避難

○捜索、救出、応急医療

○ 緊 急 避 難 の 広 報

○ヘリコプターによる避難者の捜索、救出

○行方不明者捜索

○住民の安否確認

○泥流流下区域内で孤立している避難者の救出

○救渡所設侭、応急医療対策

【説明】

融雪型泥流は、一般にマグマ噴火の火砕流・火砕サージにより発生する外、水蒸気爆発のような

小規模な噴火でも、岩屑なだれによって発生する.(大正15年、大正泥流)。十勝岳ではこの2つの

タイプが想定される。

融雪型泥流の危険性がある場合は、事前避難が原則である。しかし、長期の避難生活が住民に与

える影響が大きいこと、センサー等で発生が検知できること、避難体制が確立していること等を考

慮して、対策は事前避難（避難準備）と発生した場合の緊急避難の2本立てとする。

本格的な水蒸気爆発の段階で避難準伽（2－3，2－4）、マグマ噴火の段階で上流部事前避難（3

－1，3－2）、大規模なマグマ噴火で全危険区域避難（4－1，4－2）とし、突発的に融雪型泥

流が発生した場合は、緊急避難とする。

融雪型泥流が発生した場合、センサーの検知により役場で発生が確認されるので、直ちに防災行

政無線（戸別受信機、屋外拡声子局）で緊急避難を伝達する。

融雪型泥流が流下した後は､ヘリコプター等により、高台等へ避難した避難者の捜索・救出、応

急医療活動、泥流流下区域で孤立している避難者の救出を行う。
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5－2融雪型泥流発生後

予想される噴火 ○融雪型泥流発生後、噴火活動が継続する。

現象・情報 ○噴火活動が次第に縮小し、融雪型泥流が再度発生する可能性はないとの

見解が示される。

対策の基本方針 ○町内・町外での避難生活

○応急仮設住宅の設置

実施すべき対策 ○新たな町内指定避難所への収容、町外の避難所開設、収容

○避難所への移動

○応急仮設住宅の設慨

○被災者への各秘生活支援

【説明】

融雪型泥流発生後は、救出した避難者等を新たな避難所に収容する。美瑛町だけでは収容しきれ

ない場合は、東川町、東神楽町等の近隣市町村に避難者の受入れを要調する。また、できる限り早

急に応急仮設住宅を設置する。

噴火活動が縮小し、再び融雪型泥流が発生しないとの見解が示された場合は、復興対策を実施す

る。
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第7節噴火縮小期

1噴火縮小期の定義と期間

噴火縮小期の定義と期間は、次のとおりとする。

■融雪型泥流発生期の定義と期間

●噴火縮小 期

火口周辺での噴石、わずかな降灰等の現象が発生する。

火山灰が堆積した地域では、降雨時に降雨型泥流（土石流）が何年にもわたって発生する。

●噴火縮小期の期間

開始：噴火の頻度が減少し、現象が火口周辺のみに限られる状況になったとき

終了：復旧・復興が完了するまで

2詳細シナリオ

噴火縮小期の対応は次のとおりである。

予想される噴火 ○噴火の頻度が減少し、噴煙も小さくなる。

現象・情報 ○噴火現象の影響範囲も火口周辺に限られるようになる。

○噴火が弱まる傾向にあるとの見解が示される。

○降灰が堆積した地域では、何年にもわたって降雨時に降雨型泥流（土石

流）が発生する。

対策の基本方針 ○段 階的 避難 解除

○降雨時の降雨型泥流（土石流）への警戒避難

○復興対策

実施すべき対策 ○避難の解除（一時帰宅、昼間帰宅）

○再避難のための情報伝達体制の整備

○ライフライン等の復旧

○降雨時の警戒活動

○大雨時の降雨型泥流（土石流）危険区域の避難

○復興方針・復興計画の策定

○復興事業の実施

【説明】

噴火の回数が減少するとともに、規模も小さくなった場合は、気象庁等の見解をもとに段階的に

避難を解除する。解除に当たっては､道路、ライフラインの復旧を住民の避難解除に先立って行う。

融雪型泥流や降雨型泥流が堆積した区域は、今後の土地利用などを含めて復旧又は復興計画を策定

する．

また、火山灰が堆積した区域の渓流では、何年にもわたって大雨時に降雨型泥流（土石流）が発

生するので、降雨時には警戒活動や危険区域の住民避難が必要となる。
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第三編火山災害対策第4章災害応急対策計画

第1節情報の収集・伝達

第1火山情報の収集・伝達

1火山情報の種類

札幌火山監視・情報センターは、次の噴火警報・予報を発表する。

■噴火警戒レベル

2火山情報の 伝達

火山情報は、次の経路で美瑛町に伝達される。

■火山情報の伝達経路

札幌火山監視・情報センター

旭川地方気象台

■
■
■

報道機関 北海道 上川総合振興局 FAX

|■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

川方面本部

■
■
■
■
■

ロ

北海道警察旭

美 瑛町

FAX

防災行政無線 大雪消i

美瑛消

大雪消防組合

美瑛消防署

消防組合

《消防署

旭川東警察署

・美瑛交番

旭川東

・美瑛

上富良野

駐屯地

住 等民
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項 目 担当

第1火山情報の収集・伝達 1火山情報の種類

2火 山 情 報 の 伝 達

札幌火山監視・情報センター

総務渉外対策部

第2火山の調査・監視・情報収集 1情報収集 総務渉外対策部

警報・予報 ﾚベル 火山活動の状況 想定される現象等

噴火警報

5

(避難）

4

(避蕊準備）

居住地に重大な被害を及ぼす

噴火が発生、あるいは切迫し

ている。

居住地域に重大な被害を及ぼ

す噴火が発生すると予想され

る ◎

積雪期に岩屑なだれを伴う噴火が発生、

あるいは切迫しており、大規模な融雪型

火山泥流の発生が予想される。

地震活動や熱活動のさらなる活発化、地

殻変動の増大等により、大噴火発生の可

能性が高まる。

火ﾛ周辺警報

3

I入山規制)）

2

峡ﾛ周辺鯛I

居住地域の近くまで重大な影

響を及ぼす噴火が発生、ある

いは発生すると予想される。

火口周辺に影響を及ぼす噴火

が発生、あるいは発生すると

予想される。

地霞活動が活発化し、有感地震、火山性

微動が頻発する等により、噴火の発生が

予想される。

体に感じない微小な地震活動の一時的な

高まりや火山性微動の発生、噴火活動活

発化等の熱活動の高まりがみられ、ごく

小規模な噴火の発生が予想される。

噴火予報
1

(平常）

火山活動は静穏。火山活動の

状態によって、火口内で火山

灰の噴出等が見られる。

火山活動は碑穏。状況により山頂火口内

及び近傍に影響する程度の火山灰の噴出

等の可能性あり。
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第2火山の調査・監視・情報収集

1 情 報 収 集

総務渉外対策部は、火山災害対策を実施する場合、次の方法により噴火活動に関する詳細な情報

や助言を収集し、美瑛町の対策決定に活用する。

■詳細情報の 収集

観測機関への問合せ 札幌火山監視・情報センター、旭川地方気象台へ観測データの状況と

憎報の見解を問い合わせる。

火山専門家への問合せ 活動が活発化したとき、噴火したときは、今後の噴火現象や影響範囲

の予想について、旭川地方気象台、札幌火山監視・情報センターを通じ

て気象庁火山噴火予知連絡会の委員等の助言を得る。

職員の派遣 現地対策本部を設置したときは、情報収集のための職員を派遣する。

(1）住民からの通報

総務渉外対策部は、住民等から異常現象による通報を受けた場合は、旭川地方気象台に通報す

る。また、必要に応じて現地で確認する。

(2）現地対策本部の設置

総務渉外対策部は､火山の噴火状況の把握と防災関係機関や観測機関等から情報収集のために、

火山砂防情報センターに現地対策本部を設置し、職員を常駐させる。設置にあたっては、安全の

確保を第一とする。

(3）モニタ リ ン グ

総務渉外対策部は、役場に設置された監視カメラ、地謹計、センサー等の機器をモニタリング

して、活動状況を把握する。

監視カメラ

火山泥流センサー局

（旭川建設管理部）

ンサー局

管理部）

旭川建設管理部

泥流発生

モニタリング
ー

美 瑛町

住民等
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監視カメラ

火山泥流セ

（旭川開発

火山泥流センサー局

（旭川開発建設部）

十勝

情報

十勝岳火山砂防

情報センター
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第2節災害広報・広聴活動

項 目 担当

第1災害広報活 動 1災害時の広報 総務渉外対策部、美瑛消防署、美瑛消防団

2避難所における広報 総務渉外対策部、民生文教対策部

第2報道機関への 1報道機関への広報要謂 総務渉外対策部

対応 2 記 者 発 表 総務渉外対策部

第3災害広聴活動 l相談窓口の設 置 総務渉外対策部

2被災者相談 民生文教対策部、産業施設対策部

建設給水対策部

第1災害広報活 動

1災害時の広報

（1）災害発生時の広報活動

総務渉外対策部、美瑛消防署、美瑛消防団は、火山情報に関する情報、避難等の指示等の広報

を、次の手段によって行う。

■広報の手段と内容

広報の手段 内 容 等

防災行政無線（同報系） ○緊急避難の指示

○噴火の状況

○避難勧告、避難指示等事前避難、避難準備等

広報車による巡回 ○噴火の状況

○避難勧告、避難指示等事前避難、避難準備等

○応急活動の状況、応急活動のお知らせ

災害広報紙の配布 ○噴火の状況

○避難生活の注意事項

○美瑛町、北海道等の対策

○住民サービス等の情報

テレビ・ラジオ・新聞 ○噴火の状況

○美瑛町、北海道等の対策

○住民サービス等の傭報

○指定避難場所以外の避難者の安否連絡の要請

ホームページ・エリアメー ○災害発生の状況

ル・フェイスブック等 ○住民サービス等の情報

○指定避難所以外の避難者の安否連絡の要請

(2）応急活動期の広報

災害の危険性が解消された応急対策活動時における広報は、総務渉外対策部が各対策部からの

広報内容を受け付け、テレビ、ラジオ、災害広報紙、ホームページ等で行う。

2 避 難 所 に おける広報

総務渉外対策部、民生文教対策部は、避難所にて避難者への広報を行う。広報に当たっては、各

対策部との調整を行い、備報の混乱が生じないようにする。避難が長期にわたる場合は、避難者で

構成する避難所運営組織と協力して行う。

また、避難行動要支援者に配磁し、口頭伝達や避難所運営組織を通じた伝達など、避難者の状況

に応じた広報を行う。

152



一

第三編火山災害対策第4章災害応急対策計画

■避難所におけ る 広 報

○災害広報紙の配布

○避難所広報板の設置

○避難所運営組織による口頭伝達

■避難所での広報項目例

○噴火の状況

○生活ルール

○その他各種対策のお知らせ

第2報道機関への対応

○施設使用方法等の注意事項

○生活支援対策のお知らせ

○避難所運営等への協力要請

1報道機関への広報要調

総務渉外対策部は、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関に対して、各対策部からの広報内容等、

住民への広報を要請する。

2記者発表

総務渉外対策部は、記者会見場を設腫し、記者会見を定時に開いて必要な情報を報道機関へ提供

する。なお、発表内容は本部会識に諮る。

■記者発表の項目例

○噴火の状況

○二次災害等その他の情報

○美瑛町の応急・復旧対策

○住民への情報

第3災害広聴 活 動

○発生年月日、時刻

○被害状況

○救助法適用の有無

○災害対策本部の設置または廃止

1相談窓口の設置

総務渉外対策部は、住民等からの問い合わせ等に対応するため、役場内に相談窓口を設置する。

2被災者相 談

住民の相談に対応するため、相談窓口には各対策部の担当を置く。相談窓口で扱う主な事項は、

次のとおりである。

■相談窓口の主な内容及び担当部

○捜索依頼の受付（民生文教対策部）

○食料、飲料水、日用品等の支給に関する情報（産業施設対策部、建設給水対策部）

○仮設住宅の申込み（民生文教対策部）

○住宅の応急修理の申込み（建設給水対策部）※

○災害見舞金、義援金支給の申込み（民生文教対策部）※

○生活資金等の相談等（民生文教対策部）※

※災害救助法適用の場合
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第3節応援派遣

項 目 担当

第1自衛隊の災害派遣 1災害派遣要請依頼 総務渉外対策部

2自主派遣 自衛隊

3 撤 収 要 調 総務渉外対策部

第2道・市町村等への 1道への要謂 総務渉外対策部

要謂 2市町村への要謂 総務渉外対策部

3消防の広域応援要請 総務渉外対策部、美瑛消防署

第 3応援隊の受 入 1応援隊への対応 各対策部、美瑛消防署

2応援活動への支援 各対策部

第1自衛隊の災害派遣

1災害派遣要謂依頼

（1）災害派遣要調基準

本部長は、人命又は財産の保漉に必要が認められるときに、自衛隊の災害派遣要請を北海道に

依頼する。その基地は概ね次のとおりである。

※関係法令：災害対策基本法第68条の2（災害派遣の要請の要求等）

自衛隊法第83条（災害派遣）

■自衛隊派遮要調基準

○人命救助のための応援を必要とするとき

○水害等の災害発生が予想され、緊急措置のための応援を必要とするとき

○大規模な災害が発生し、応急措置のための応援を必要とするとき

○救援物資の輸送のため応援を必要とするとき

○主要道路の応急復旧のための応援を必要とするとき

○応急措置のため医療、防疫、給水、通信等に応援を要請するとき

(2）派遣要謂依頼の手続き

本部長は、自衛隊に災害派遣の要謂の必要があると認めるときは、知事（上川支庁長）に対し

て次の事項を記した文書をもって要謂依頼する。ただし、緊急を要する場合は、電話、無線で要

請依頼し、後日文書を送付する。

緊急避難、人命救助が急迫し、知事（上川総合振興局長）に要請依頼するいとまがないと認め

られるとき、あるいは通信の途絶等により知事（上川総合振興局長）と指定部隊との連絡が不能

である場合等は、直接、陸上自衛隊上富良野駐屯地に通知し、事後、所定の手続きを行う。なお、

本部長はこの通知をしたときは、速やかにその旨を知事(上川総合振興局長)に通知する。

■災害派遣要諦手続き

提出（連絡）先 上川総合振興局地域政策部地域政策課

TEL0166(46)5918FAX0166(46)5204防災無線6-550-2191

連絡方法 文書（緊急を要する場合は、電話、無線で行い、事後文書送付）

要請事項 ○災害の状況及び派遣を要請する事由

○派遣を希望する期間

○派遣を希望する区域及び活動内容

○派遮部隊との連絡方法、その他参考となる事項
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■自衛隊連絡 先

部隊等の長 担当部課 所在地 電話番号

上富良野駐屯地第4特科群 第3科 上富良野町南町4丁目 0167(45)3101

昼間（内)230-231

休日・夜間（内)301．302

(3）派遣活動

自衛隊の災害派遣時における支援活動は、次のとおりである。

■自衛隊の活動

○被害状況 の把 握

○遭難者の捜索活動

○消防活動

○応急医療、救謹及び防疫

○炊飯及び 給 水

○危険物の保安及び除去

○避難の援助

○水防活動

○道路又は水路の啓開

○人員及び物資の緊急輸送

○物資の無償貸与または貸与

○ その 他

(4）経費の負担区分

次の費用は、美瑛町が負担する。その他必要経費については、自衛隊と協議して決定する。ま

た、派遣部隊は、関係機関又は民間からの宿泊、給食の施設、設備等の提供を受けたときには、

これを利用することができる。

■美瑛町が負担する経費

○資材費及び機器借上料

○ 水道 料

○電話料及びその施設費

○汲取 料

○電気料

2自主派遣

自衛隊においては、災害の発生が突発的で、その救援が緊急を要し、知事の要請を待ついとまが

ないときは、次の判断基準により部隊等を自主派遣することができる。

■自衛隊自主派遣の判断基準

○災害に際し、関係機関に対して災害情報を提供するため、自衛隊が情報収集を行う必要があ

ると認められる場合

○災害に際し、知事等が自衛隊の災害派遣の要請を行うことができないと認められ、直ちに救

援の措置をとる必要があると認められる場合

○災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確で、その救援活動が人命救助に関する場合

○その他上記に準じ、特に緊急を要し、知事等からの要謂を待ついとまがないと認められる場

合

3撤収要請

災害派遣の目的が達成されたとき又はその必要がなくなったときは、本部長は、知事及び派遣部

隊の長と協議のうえ、派遣部隊の撤収要請を行う｡

第2道・市町村等への要諦

1道への要請

（1）応援、職員の派遣・斡旋要調

知事に対し、応援の要調又は職員派遣・斡旋の要請を行う。
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■道への応援要請手続き

要請先

連絡方法

応援の要請

職員派遣．

斡旋要請

上川総合振興局地域政策部地域政策課

TEL0166(46)5918FAX0166(46)5204防災無線6-550-2191

文書（緊急の場合は電話、無線で行い、事後文書送付）

○災害の状況

○応援を必要とする理由

○応援を希望とする物資等の品名、数量

○応援を必要とする場所・活動内容

○その他必要な事項

○派通を要謂・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

災害対策基本法第68条

派遮：災害対策基本法第29条

斡旋：災害対策基本法第30条

地方自治法第252条

(2）消防防災へリコプターの要謂

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､道に対して消防防災へリコプターの出動を要調する。

■消防防災へリコプターの要謂手続き

提出（連絡）先

連絡方法

要謂事項

北海道総務部防災消防課防災航空室

TELOil(782)3233FAXOil(782)3234

電話、無線（速やかに消防防災ヘリコプター緊急運航伝達票をファクシミ

リで提出）

○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

○消防防災へ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通

○ その他必要な事項

2市町村への要請

道内の市町村への要請が必要な場合は､｢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」及び「かみかわの紳19」上川管内町村広域防災に関する決織に基づき、知事又は市町村の長

に対して応援の要請を行う。

■市町村への要請手続き

連絡先 上川総合振興局（地域政策部地域政策課)、要調先市町村又は上川町村会

連絡方法 電話、無線（事後文書送付）

○被害の種類及び状況

○品名、数通等

○車両の種類、規格及び台数

要請事項 ○ 職員の職菰別人員

○応援の場所及び応援場所への経路

○応援の期間

○応援の実施に関して必要な事項
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■市町村の応援の秘類

○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

○特に要調のあった事項

3消防の広域応援要調

町長又は大雪消防組合消防長は「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、

消防の広域応援要謂を求める。

また、知事は、災害の状況に応じて緊急消防応援隊の応援を要請する。

第3応援隊の 受 入

1応援隊への対応

各対策部及び美瑛消防署は、応援を求める作業について作業計画を立案し、応援部隊が派遣され

た場合は、その長と協鍛して各対応を調整する。

2応援活動への支援

（1）宿舎等の幽傭

総務渉外対策部は、応援隊の宿泊先、食料等の手配を行う。

(2）現場への案内

各対策部は、応援隊の車両等に同乗し、被災現場への案内等を行う。

■■■■■■■■■ーーｰー■■■ー Q ■ ■ ー ー ■ ■ ■ ー I ■ ■ ー q ■ ■ ー ー ー ■ ■ ■ q ■ ■q■■q■■■■■■■■■■■■■■■■■ーq■■■■■■■■ロ■■■■■ー■■■ーロ■■■■■■■■■■■ー＝一一

【資料等】

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

「かみかわの紳19」上川管内町村広域防災に関する決議

自衛隊災害派遣要諭の様式
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第4節捜索・救出

項 目 担当

第1捜索・救出活動 1 登 山 者 の 救 出 総務渉外対策部、美瑛消防署

北海道、警察署、自衛隊

2住民等の救出 総務渉外対策部、美瑛消防署

北海道、警察署、自衛隊

第1捜索・救出活動

1登山者の救 出

（1）行方不明者の把握

総務渉外対策部は、入山（林）届や家族からの情報により登山者の行方不明者を把握する。ま

た、総務渉外対策部は、報道機関を通じて情報提供を呼びかける。

(2）情報の共有

総務渉外対策部は、登山者等の要救出者の情報を受けた場合は、美瑛消防署、旭川東警察署に

通報し、相互に情報の共有を図る。

(3）捜索・救出

捜索・救出は、行方不明者発生の通報を受けた警察署が実施する。また、総務渉外対策部は行

方不明者の捜索状況に応じて､北海道あるいは自衛隊に対して､ヘリコプターの出動を要請する。

2住民等の救出

（1）行方不明者の把握

総務渉外対策部は、避難者名榔、家族等からの申し出、住民等からの情報により行方不明者を

把握する。行方不明者は、氏名、性別、年齢、傷病の程度、災害発生場所、遭難場所、身体的特

徴、衣服等の状況を把握する。

(2）悩報の共有

総務渉外対策部は、行方不明者等の要救助者の悩報を受けた場合は、美瑛消防署、旭川東警察

署、自衛隊に通報し、相互に悩報の共有を図る。

(3）緊急避難者の救出

融雪型泥流が発生した場合、高台等の孤立した避難場所に緊急避難をした避難者及び行方不明

者を捜索、救出する。

総務渉外対策部は、美瑛消防署、旭川東警察署、自衛隊に捜索班の編成を要調し、陸上及びへ

リコプターによる捜索、救出を行う。
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■捜索・救出の流れ

車両部隊

（雪上車等）

捜索隊拠点地

(捜索隊編成））

避難所

捜索・救出現場

悩報悩報悩報

災害対策本部災害対策本部

159

ヘリコプター

町営丸山球場

(臨時へﾘﾎ゚ ﾄー）（

町立病院・救護所

その他医療機関
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第 5節医療救護

項 目 担当

第 1応急医療活 動 1救護所の設 侭 医療救謹対策部

2医薬品等の確保 医療救渡対策部

3医療体制の確立 医療救讃対策部、総務渉外対策部

美瑛消防署

第2被災者等への医療 1避難所での医療 民生文教対策部、医療救讃対策部

2心の医療活動 民生文教対策部

3医療情報の提供 総務渉外対策部

第1応急医療活動

1救護所の設侭

（1）救護所（トリアージポスト）の決定

傷病者が発生した場合は、町立病院を救渡所として傷病者を受け入れる。

医療救謹対策部は、※トリアージや応急手当に必要な医師の要綱、医薬品等の準術、2次・3

次医療機関への受け入れ要請等を行う。

※トリアージ＝災害発生時など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症度

に応じて適切な処置や搬送を行うために傷病者の治療優先順位を決定すること。

(2）2次・3次医療機関への収容

医療救護対策部は、町立病院では収容できない場合は、旭川赤十字病院等に収容を要謂する。

(3）傷病者の搬送

災害現場から町立病院までは、救急車又は搬出にあたった機関の車両で搬送する。また、町立

病院から2次・3次医療機関への搬送は、救急車とする。

ただし、道路等が途絶した場合又は緊急を要する場合は、ヘリコプターでの搬送を北海道に要

請する。

2医薬品等の確保

（1）医薬品・医療資器材

医療救護対策部は、医薬品・医療用資機材を町立病院の所有するもの、又は町内薬局及び医薬

品販売業者等から確保する。不足する場合は｢災害時備蓄医療薬品等の供給マニュアル」により、

北海道（医務薬務課）に供給を要謂する。

(2）血液製剤等の確保

医療救護対策部は、輸血用の血液及び血液製剤が必要なときは、赤十字血液センター等に確保

を依頼する。また、必要に応じて住民へ献血の呼びかけを行う。

3医療体制の確立

（1）医療施設の確保

医療救護対策部は、医療情報をもとに堕症者を収容する医療施設を確保する。町内の医療施設

で収容困難なときは、近隣市町村及び北海道に収容を要請する。
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(2）医療施設への搬送

美瑛消防署は、傷病者を救護所から町内及び町外の医療施設へ救急車で搬送する。総務渉外対

策部は、交通の状況により救急車での搬送が困難な場合は、北海道、自衛隊等にへりコプターで

の搬送を要謂する。

第2被災者等への医療

1避難所での医療

（1）避難所救護センターの設置

民生文教対策部、医療救護対策部は、避難生活が長期にわたる場合は、避難所に救護センター

を併設し、医師会、歯科医師会、上川保健所に巡回救遡班の派遣を要請する。救護センターでは、

避難者の治療及び健康相談、保健師等による保健指導及び栄養指導を実施する。

(2）感染症患者への措置等

医療救渡対策部は、感染症患者又は病原菌保菌者が発生したときは、保健所と連携して感染症

指定医療機関への入院勧告又は入院措置をとる。

2心の医療活動

民生文教対策部は、避難生活が長期化する場合は、精神科医療機関の協力により、カウンセリン

グやメンタルケア資料の作成等を行い、被災者や災害弱者の精神的負担の軽減に努める。

3医療情報の提供

総務渉外対策部は、通院患者等のために診療可能な医療施設等の情報を収集し、防災広報紙等で

提供する。

q■■ーーーーーーQ■■q■■ー ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ロ ■ ■ ロ ■■■■■ロ■■ロ■■ロ■■■■■0■■q■■ーーーq■■■■■一一ーーー一一一■■■ー■■■■■■ー■■■■■■

【資料等】

救縦所
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第6節立ち入り規制

項 目 担当

第1規制等の 設定 1登山規制 総務渉外対策部

2警戒監視 総務渉外対策部、警察署、美瑛消防署、

旭川建設管理部

3交通規制 道路管理者、警察署

4交通機関の規制 関係交通機関

第 1規制等の設 定

1登山規制

（1）規制の方法

火山活動が活発化したときは、火山情報や気象台等からの助言により、災害の危険がある区域

を登山規制とする。登山規制に当たって総務渉外対策部は、十勝岳火山防災会議協識会において

登山規制の設定を行い、関係機関に連絡する。

また、規制箇所の登山道には、登山規制の看板等を設置し、ホームページ、報道機関を通じて

広報する。

(2）警戒区域の設定

噴石が予想されるとき、又は噴火したときは、火山情報や気象台等からの助言により、噴石、

火砕流・火砕サージ、融雪型泥流等の危険がある区域に警戒区域を設定し、災害対策に従事する

者以外の立ち入りを制限若しくは禁止する．

※関係法令：災害対策基本法第63条（市町村長の警戒区域設定栃等）

2警戒監視

警戒区域等を設定した場合は､その区域に通じる道路に立ち入り禁止の表示や車止め等を設置し、

警戒監視に当たる。総務渉外対策部は、警戒監視について、旭川東警察署、旭川建設管理部、美瑛

消防署等と協織し、人員を配置する。

3交通規制

道路管理者及び旭川東警察署は、警戒区域等が設定されたときは、道路に必要な交通規制を実施

し、区域内への車両の通行を規制する。また、検問所等を設けて迂回路の指示を行う。

4交通機関の規制

関係交通機関は、警戒区域等が設定された場合、その区域内の運行を停止する。
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第7節避難

項目 担当

第1避難活動 1避難の勧告・指示 総務渉外対策部

2避難誘導 美瑛消防署、美瑛消防団、警察署

総務渉外対策部

3警戒区域 の 設 定 総務渉外対策部、美瑛消防署、美瑛消防団

4 避 難 準伽 各対策部

第2自主避難・事前避難 l自主避難 民生文教対策部、総務渉外対策部

2 事 前 避難 民生文教対策部、総務渉外対策部

第3避難所の 開設 1避難車両の確保 総務渉外対策部

2指定避難所の開設 民生文教対策部、産業施設対策部

3避難完了の確認 総務渉外対策部、美瑛消防署、美瑛消防団

警察署

4避難者の把握 民生文教対策部

第4緊急避難・町外避難 1緊急避難 総務渉外対策部

2 町 外 避難 総務渉外対策部

第1避難活動

1避難の勧告・指示

（1）避難の決定

本部長は、噴火の各段階に応じて避難区域を設定する。総務渉外対策部は、気象台等から火山

情報や気象庁火山噴火予知連絡会委員等による被害の影響範囲等の情報を収集する。本部長は、

この情報に基づき避難区域及び避難の種類を決定する。

(2）避難の勧告・指示の発令

本部長は、噴火による被害が発生し、又は発生する恐れがある場合は、必要と認める地域の居

住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立ち退きを勧告し、緊急を要すると認めるときは

避難のための立ち退きを指示する。

なお、「勧告」は、その対象地域の住民等に対し避難を拘束するものではないが、住民がその勧

告を尊重することを期待して避難の立ち退きを勧め、又は促すものである。「指示」は、被害の危

険が切迫している場合に発し、勧告よりも拘束力が強く、住民等を立ち退かせるものである。

【※関係法令：災害対策基本法第60条（市町村長の避難の指示等)】
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■避難の種類及び発令基準

※法令によって規定されたものではない。

(3）避難の勧告・指示の伝達

避難の勧告・指示の伝達は、次の経路のとおりとする。総務渉外対策部は、各対策部及び関係

機関に避難の勧告・指示の広報を要請する。

また、速やかにその旨を知事（上川総合振興局長）に報告する。

■避難の勧告・指示の伝達経路

口頭・電話
所管施設・関係団体関係各対策部

防災行政無線（同報系）

口頭・電話 口頭・電話 住
集落・町内会長

今総
務
渉
外
対
策
部

固‐
広報車

民

広報車・口頭口頭・電話 美瑛消防署美瑛消防署

美瑛消防団

等
広報車・口頭

口頭・電話・FAX
関係機関
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種類 内容 発令基準 火山活動の状況 ﾚベル

避羅準備※ 役場からの避難の

勧告・指示、あるいは

予想なしに融雪型泥

流が発生した場合の

緊急避難に備え、いつ

でも避難できるよう

な体制をとること

○要援護者等､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

状況のとき

○人的被害の発生する可能性

力塙まったとき

○その他本部長が必要と認め

るとき

○居住地域の近くまで重

大な影響を及ぼす（この

範囲に入った場合には

生命に錨汲59噴火

が発生、あるいIお僧生す

ると予測される

3

避難勧告 火山の噴火状況等

によりあらかじめ危

険が予想されるとき

に､災害が発生する前

に避難すること

○通常の避難行動ができる者

が避難行動を開始しなけれ

ばならないとき

○人的被害の発生する可能性

が明らかに高まったとき

○その他本部長が必要と認め

るとき

○居住地域に璽大な被害

を及ぼす噴火が発生す

ると予想される

4

避難指示 避難勧告より拘束

力が強く、避難のため

立ち退かせるもの。

○噴火により被災する可能性

が高く、事態が切迫している

とき

○人的被害が発生したとき

○その他本部長が必要と認め

るとき

○居住地域に璽大な被害

を及ぼす噴火が発生す

ると予想される

○居住地域に璽大な被害

を及ぽ鍛肋溌生、あ

るいは切迫している

4，5
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■避難時の伝達事項例

○避難の理由となる噴火予想

○避難経路

○避難世帯調査表の提出

○避難勧告・指示の対象区域

○避難時の服装、携行品等

○避難行動における注意事項

○避難先

■避難の勧告・指示の発令権者及び要件

発令権者 勧告・指示を行う要件

町長 ○災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において、

住民の生命又は身体を災害から保謹し､その他災害の拡大

を防止するため特に必要があると認められるとき

知事 ○災害の発生により町長がその全部又は大部分の事務を

行うことができなくなったとき

警察官 ○町長が避難のための立退きを指示することができない

と認められるとき

○町長から要求があったとき

○人の生命若しくは身体に危険を及ぼす虞のある天災等、

特に急を要するとき

災曹硫遭を命じられ ○人の生命若しくは身体に危険を及ぼす恐れのある天災

た部隊等の自衛官 等、特に急を要する場合で、指揮官の命令があったとき

根拠法令

災害対策基本法

第60条

災害対策基本法

第60条

災害対策基本法

第61条

警察官職務執行

法第4条

自衛隊法

第94条

(4）解除

本部長は、噴火による危険が無くなったと判断されるときには、避難の勧告・指示を解除し、

住民に周知するとともに、速やかにその旨を知事（上川総合振興局長）に報告する。

2 避 難 添 導

（1）避難の誘導者

避難の瞬導は、消防署員、消防団員、警察官が行う。

総務渉外対策部は、避難の誘導を美瑛消防署、美瑛消防団、旭川東警察署に要請する。

(2）避難の誘導方法

避難の濡導は、道路、橋りょう等の状況から安全な経路を選び誘導する。特に、危険箇所には

人員を配置する。また、避難に当たっては、高齢者、幼児、傷病者の避難行動要支援者を優先さ

せる。

(3）避難の方法

原則として、避難者による自力避難とする。ただし、自力及び家族等の支援による避難が困難

な避難者は総務渉外対策部が準備した車両で避難させる。

3警戒区域の設定

本部長は、火山災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合、人の生命又は身体に対す

る危険を防止するため特に必要と認める場合は､警戒区域を設定し､当該区域への立ち入りの制限、

禁止、退去を命ずる。
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■警戒区域の設定縮者及び要件・内容

発令権者

町長

警察官

婚癒を命じられた

部隊などの自衛官

勧告・指示を行う要件

○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､住民の生命又は身体に対する危険を防止するため特に

必要があると認めるときは、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

○町長若しくは町長の委任を受けた町職員が現場にいない

とき、又はこれらの者から要求があったとき

○町長若しくは町長の職権を行うことができる者がその場

にいない場合

根拠法令

災害対策基本法

第63条第1項

災害対策基本法

第63条第2項

災害対策基本法

第63条第3項

4避難準備

避難準備を取った場合、各対策部は、本部長の指示により避難勧告・指示による避難や緊急避難

がとれるような体制づくりを行う。

■避難準備

担当部

産業施設対策部

民生文教対策部

総務渉外対策部

建設給水対策部

対策

○避難カードの作成、住民への配布

○避難所施設の 点検

○避難世帯調査票の作成、住民への配布

○災害広報紙の作成、住民への配布

【内容】：火山噴火の状況・予想される現象、ハザードマップ、避難所、

避難者カードの記入・提出

○避難準備の住民広報（防災行政無線・広報車）

○防災無線機器の点検

○避難路の確認

○避難路の除雪

○避難所の除雪

第2自羊避難・事前避難

1自主避難

自孝避難を取った場合は、自主的に避難する避難者の受入れ場所として避難所を開設する。原則

として、避難者への食料や物資等の支援は行わない。民生文教対策部は、開設避難所を決定し、避

難所管理者とともに受入れ準備を行う。

総務渉外対策部は、住民に広報車や災害広報紙の配布等により周知する。特に、融雪型泥流発生

時等に緊急避難が困難な者等に対し自主避難を呼びかける。

民生文教対策部は、避難活動が困難な者がいる場合は、申し出により町有車両による移動や、受

入れ可能な施設への入所等の支援を行う。

2事前避難

（1）避難広報

総務渉外対策部は、避難準備段階に配布した広報紙の他、避難区域や避難所を掲戦した広報紙

を作成し配布するとともに、広報車や防災行政無線により住民に避難を呼びかけ、避難の勧告・

指示を住民に周知する。
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(2）住民等の避難

避難活動は、原則として避難者の自力避難とする。ただし、避難活動が困難な者に対しては、

民生文教対策部は、住民等による支援を要謂する。

避難先は、指定避難所又は親戚・知人宅とする。

(3）施設入所者

施設入所者の避難は、施設管理者が実施する。ただし、施設管理者では避難が困難な場合、総

務渉外対策部は、町有車両、救急車、バス等を派遣し、輸送を行う。

(4）重度在宅療養者

重度在宅療養者は、町有車両等で特別養護老人ホームに一時的に受入れ、ケアマネージャー等

の助言のもと、当施設での受入れ又は他施設への転送などの措置をとる。

(5）児童・生徒等の避難

融雪型泥流の発生による緊急避難は、校長の指示により校舎2階に避難する。事前避難の場合

は、安全な避難所まで誘導し、そこで保護者に引き渡す。

(6）観光客の避難

観光客の避難は、観光施設の管理者の指示により自家用車等による自力避難とする。自家用車

による避難ができない者は、観光施設管理者が対応する。

第 3避難所の開 設

1避難車両の確保

総務渉外対策部は､避難活動に使用する車両を確保する場合は､町有バスあるいは民間バス会社、

自衛隊等に要謂する。

特に、融雪型泥流の発生が危倶される場合には、火山噴火泥流災害における指定避難所から屋内

の避難所に避難者を輸送するため、車両を確保する。

2指定避難場所・避難所の開設

（1）指定避難場所・避難所の決定

総務渉外対策部は､災害の状況に応じて開設する指定緊急避難場所及び指定避難所を決定する。

(2）避難所の開設

民生文教対策部は、避難所を開設する施設の管理者に連絡し、開設準備のため職員（避難所職

員）を派遣する。派遣された職員は、施設の管理者等と協力して避難者受入れの準備を行う。

(3）火山噴火泥流災害における避難場所の開設

産業施設対策部は、火山噴火泥流災害における指定緊急避難場所を開設する場合、開設する地

先の所有者等に連絡し、開設準備のための職員（避難所職員）を派遣する。派遣された職員は、

指定避難所に移動するまでの間、避難活動の支援を行う。

(4）避難場所・避難所の除雪

建設給水対策部は、開設避難場所及び避難所入口、避難場所及び避難所敷地内、周囲の道路等

の除雪を行う。
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(5）避難者の受入れ

避難所職員は施設管理者等と協力して、避難スペースの案内、施設利用の注意、避難者の要望

聴取等を行う。

3避難終了の確認

総務渉外対策部は、美瑛消防署、美瑛消防団、旭川東警察署、自衛隊の協力を得て、避難完了後

に避難区域を巡回し、住民の避難完了を確認する。

4 避 難 者 の 把握

（1）避難世帯調査表の作成・配布

民生文教対策部は、避難準備の段階で避難世帯調査表を作成し、町内会等を通じて住民に配布

する。

(2）避難世帯調査表の提出

避難者は、避難所で避難所職員に避難世帯調査表を提出する。民生文教対策部は、避難世帯調

査表をまとめ、避難者名簿を作成する。

(3）親戚・知人宅等の避難者の把握

親戚・知人宅等、指定避難所以外へ避難する住民は、一旦指定避難所で避難先を申告すること

を原則とする。避難所で申告せずに避難した場合、又は指定避難所から移動した場合は、避難者

自ら災害対策本部に連絡するように、報道機関を通じて広報する。

第4緊急避難・町外避難

1 緊 急 避 難

避難前に融雪型泥流が発生した場合は、緊急避難を呼びかける。

総務渉外対策部は、役場で泥流センサー等の検知機器を監視し、融雪型泥流や火砕流・火砕サー

ジの発生を確認したときは、防災行政無線で緊急避難を指示する。

2町外避難

融雪型泥流により避難所を失い、町内施設だけでは収容できない場合は、東川町、東神楽町等の

近隣市町村に受入れを要請する。

総務渉外対策部は、受入れ先避難所を確保するとともに、職員を派遣し受け入れ先市町村の職員

と協力して、受入れ準備を行うとともに、バス等を準傭し、自力で避難できない避難者を輸送する。
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【資料等】

緊急指定避難場所、指定避難所

緊急指定避難場所（屋外）

福祉避難所、救護所

避難世帯調査表

避難者名簿

避難所運営記録
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第8節避難所の運営

項 目 担当

第1避難所の 運 営 1避難所運営体制 避難所運営組織

2避難所設備の整備 民生文教対策部、産業施設対策部

建設給水対策部

3食料・物資の供給 民生文教対策部、総務渉外対策部

4生活支援対策 民生文教対策部、産業施設対策部

5避難行動要支援者への配虚 民生文教対策部

6避難所の統合・廃止 総務渉外対策部

第1避難所の運営

1避難所運営体制

住家の被災又は噴火災害の危険性が解消せず、避難生活が長期化する場合は、避難者による自主

的な運営組織を確立し、避難所を運営する。

(1）避難所運営組織

町内会を中心とした運営組織を立ち上げ、避難所職員及びボランティアによる運営を行う。

民生文教対策部は、運営組織が確立した場合でも、運営組織やボランティア等との連絡、調整

を十分にとり、相互の協力、連携のもとに避難所の管理を行うものとする。

■避難場所の運営

避難所職員

(民生文教対策部員）

運営組織

ボランティア

○災害対策本部との連挽○避難者への広報

○避難所運営 記 録 の 作 成 ○ 施 設 管 理 者 と の 調 整

○運営に関する相談

○運営方法等の決定○生活ルールの決定

○ 避難世帯調査票の作成○食料・物資の配給

○清掃○避難者への情報伝達

○要望等の取りまとめ

○生活支援

(2）避難者の把握

民生文教対策部は、運営組織の協力を得て、避難世帯調査票、避難者名郷を作成し、避難者の

把握を行う。

(3）避難所事務室の開設

民生文教対策部は、避難所に事務室を開設し、運営の拠点とする。

(4）避難所運営記録の作成

民生文教対策部は、避難所の運営状況について、避難所運営記録を作成し、1日に1度、災害

対策本部へ報告する。また、病人の発生等、特別な事情のある時は、その都度必要に応じて報告

する。

(5）報道機関への対応

報道機関の取材活動等への対応は、原則として運営組織が当たる。
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(6）防犯対策

避難所では、外来者は受付記録をとり、防犯に注意する。また、必要に応じて警察官の派遣を

要請する。

2避難所設備の整備

（1）スペースの配置

避難所職員は、施設管理者と協力して避難所のスペースを配置する。

■スペース 例

○生活ス ペース

○洗面・洗濯スペース

○配膳・配給スペース

○休憩スペース

○救溌センタースペース

○駐車スペース

○更衣スペース

○物資保管スペース

(2）設傭・愉品の整備

避難生活環境を維持・向上するために必要な設備、備品を整備する。特に、季節の特性や避難

行動要支援者に配慮する。民生文教対策部は、必要な設備を災害対策本部に要請する。産業施設

対策部、建設給水対策部は、避難所への設備の設澱に協力する。

■避難場所の設備例

○暖房設備

○給湯設備

○食器、調 理 器 具

○仮設トイレ

○掲示 板

○消掃用具

○公衆電話

○間仕切り

○その他必要なもの

3食料・物資の供給

（1）必要数の把握

民生文教対策部は、避難者名榔から必要数を把握し、総務渉外対策部に連絡する。特に避難者

のアレルギー等に配慮する。

(2）避難者への配布

避難者への配布は、運営組織が行う。

4生活支援対策

（1）衛生対策

避難所職員は、運営組織、保健師、ボランティア等と協力して、避難所の衛生対策を行い、居

住環境の保持に努める。また、遮営組織は、ゴミ捨てや消掃ルールを定め、定期的に避難者で清

掃を行う。

■避難場所での衛生対策

○水飲場、トイレの消掃、消毒

○ごみ置き場の清掃、消毒

○石けん、消毒薬品の配布

○避難所居住スペースの清掃

○手洗い、うがいの励行

(2）食中毒等の予防

避難所職員は、食中毒の予防のため、食料の管理、炊事場の清掃、炊出し時の衛生管理を徹底

するよう指導する。
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(3）入浴対策

産業施設対策部は、ホテル、旅館等の入浴施設を確保し、入浴計画を立案し、送迎バスの手配

等を行う。

(4）健康管理対策

避難所職員は、インフルエンザ等の予防のため、薬品を確保し、避難者に手洗い、うがいの励

行を指導する。また、避難所内に救護センターを設置し、健康診断や巡回医療などを実施する。

心のケア等にも配慮する。

(5）相談所の開設

避難所職員は、避難所に相談所を設置し、被災者対策の各種申し込み、関係機関の支援策等の

受付けを行う。

(6）生活バスの運行

民生文教対策部は、避難者の通学や買い物等の利便を図るため、バスを運行する。

5避難行動要支援者への配慮

(1)避難所での配噛

民生文教対策部は、日常生活を営む上でハンディを負う人々にとって、避難所での生活ができ

る限り支障の無いものとなるようにする。

■避難場所での避難行動要支援者対策

○避難行動要支援者専用スペース

○間仕切り

○視覚、聴覚障害者への情報伝達

(2）重度在宅療養者への対策

民生文教対策部は、避難時に重度在宅療養者を特別養護老人ホームに一時的に受け入れ、ケア

マネージャー等の助言のもと、当施設での受け入れ又は他施設への転送等の措置をとる。

(3）福祉避難所の開設

避難生活の長期化が予想され、避難所での生活が困難な避難行動要支援者に対して、避難行動

要支援者の状況に応じて福祉避難所を開設する。民生文教対策部は、社会福祉施設等に協力を求

め、福祉避難所を開設し、避難行動要支援者を収容する。

6避難所の統合・廃止

本部長が避難の勧告･指示を解除したときや避難者が減少したときは､地域単位に避難所を統合、

廃止する。
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【資料等】

指定緊急避難場所、指定避難所

指定緊急避難場所（屋外）

福祉避難所、救痩所

避難世帯調査表

避難者名繍

避難所運営記録
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第9節生活救援

項 目 担当

第1給水活動 1優先給水 建設給水対策部、美瑛消防署

2給水活動 建設給水対策部

第2食料の供 給 1食料の確保 総務渉外対策部、民生文教対策部、

産業施設対策部

2食料の供給 総務渉外対策部、民生文教対策部、

産業施設対策部

3 炊 出 し 民生文教対策部、産業施設対策部

第3物資の供 給 1物資の確保 民生文教対策部、産業施設対策部

2物資の供給 総務渉外対策部、民生文教対策部

3物資の分配 民生文教対策部

第4救援物賀の供給 1物資の受入れ・管理・供給 総務渉外対策部、産業施設対策部

第5避難行動要支援者への配慮 民生文教対策部

第1給水活動

1優先給水

融雪型泥流の発生で水道施設が破損し水の供給が停止した場合、断水地区の重要施設に対し優先

給水を行う。給水は、建設給水対策部及び美瑛消防署所有の車両、資機材を用いて行う。

■優先給水先

○救顎所

○社会福祉施設

○病院

○避難所

2給水活動

（1）給水需要の把握

建設給水対策部は、水の供給が停止したときは、給水の必要な地域、給水活動の規模を決定す

るため、需要の把握を行う。

■把握する 内容

○断水の範囲

○断水範囲の避難所の箇所・避難者数

○断水範囲の福祉施設・防災関係施設

○断水範囲の人口・世帯数

○給水所の設置場所

(2）給水資機材の確保

建設給水対策部は、飲料水を入れる給水タンク等を確保する。十分確保できない場合は、美瑛

消防署、自衛隊等の水槽車等の応援を要請する。

(3）水源の確保

水源は、美瑛町上水道とする。建設給水対策部は、被災のため使用できない場合は、近隣市町

村の水源からの供給を要綱する。

(4）給水計画の作成

建設給水対策部は、給水拠点やルートを設定した給水計画を作成し、避難者に給水の広報を行

う。
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(5）給水活動

水源から給水拠点あるいは避難所までは、車両にて搬送する。給水拠点では、住民の持参した

ポリタンク等に給水する。

■給水量の基準

断水直後～

概ね1週間～

1人1日3リットル（飲料水）

1人1日20リットル（飲料水・生活用水）

（給水体制の復旧に応じて拡大する）

(6）浄水装置による給水

輸送による給水が困難な場合で、付近に利用可能な水源がある場合は、上川保健所、自衛隊に

浄水装置の設侭を要請し、浄水して供給する。

(7）家庭用井戸等による給水

家庭用井戸、事業所の井戸について、水質検査の結果、飲料水として適当と認めたときは、近

隣の住民に飲料水として提供する。

第2食料の供 給

1食料の確保

（1）食料供給の対象者

食料供給の対象者は、次のとおりである。

■食料供給の対象者

○避難指示等に基づき避難所に収容された人

○住家が被害を受け、炊事の不可能な人

○旅行者、町内通過者などで他に食料を得る手段のない人

○施設で調理することができない社会福祉施設等の入所者

○災害応急活動従事者※

○食料供給システムが停止し、食料の調達が不可能となった人※

※これらの者は、災害救助法の実費弁償の対象外である。

（2）供給数の把握

総務渉外対策部、民生文教対策部は、避難者や災害従事者等に食料を供給するため、各対策部

の報告等により次のように必要数を把握する。

■ 供給数把握の方法

対象者 方法

避難者 運営組織からの報告に基づいて、民生文教対策部が把握する。

災害対策本部要員 各対策部からの報告を総務渉外対策部が把握する。

応援者、作業従事者 作業を所管する各対策部からの報告を総務渉外対策部が把握する。

（3）食料の確保

供給する食料は、弁当、バン、牛乳、ジュース類とし、副食等は炊出しで補う。

産業施設対策部は、必要量をもとに食料供給業者から調達する。町内だけでは確保が困難なと

きは、北海道又は道内市町村に対して食料の供給を要謂する。

また、応急用米穀の確保ができないときは、上川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（旭川地域センター）から受領する。
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2食料の供給

(1)食料の輸送

食料の輸送は、原則として食料供給業者に依頼する。食料供給業者が輸送困難なときは、役場

に搬送ののち、総務渉外対策部が供給先まで搬送する。

(2）食料の分配

避難所では、民生文教対策部が運営組織、ボランティア等の協力により食料を分配する。

3炊出し

（1）炊出しの実施

民生文教対策部は、弁当等が調達できない場合や避難場所等から申し出があった場合は、炊出

しを実施する。避難所内での炊出しは、運営組織、ボランティア等の協力により行う。

(2）食材の確保

産業施設対策部は、町民センター、避難所内での炊出しに使用する食材を、美瑛農協、食料品

販売業者から調達する。米穀は町内米穀取扱業者から調達する。不可能な場合は、上川総合振興

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（旭川地域センター）から

受領する。

(3）炊出し施設の確保

炊出しは、町民センター及び学校等の既存施設を活用する。民生文教対策部はこれらの既存施

設を確保する。なお、炊出し施設を確保できないときは、自衛隊に炊飯支援を要請する。

第3物資の供給

1物資の確保

（1）物資供給の対象者

物資供給の対象者は、次のとおりである。本部長は、このうち特に必要と認められる者に支給

する。

■ 物資供給の対象者

○避難指示等に基づき避難所に収容された人

○災害により住家に被害を受けた人

○被服、寝具その他生活上必要な最低限度の家財等を喪失した人

○被服、寝具その他生活上必要な物資がないため、直ちに日常生活を営むことが困難な人

(2）供給数の把握

物資の供給数の把握は、食料と同様に行う。

(3）物資の確保

供給する物資は､原則として災害救助法に規定する物品とし､その他は必要に応じて供給する。

産業施設対策部は、物資供給業者に物資の確保を要調する。なお、町内だけでは確保が困難なと

きは、北海道又は道内市町村に対して物資の供給を要謂する。また、民生文教対策部は、日本赤

十字社北海道支部に必要な物資を要請する。

■供給する物 資 例

○寝 具

○日用品

○外衣

○肌着
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2物資の輸送

物資の輸送は、原則として物資供給業者に依頼する。物資供給業者が輸送困難なときは、役場又

は物資保管センターに搬送ののち、総務渉外対策部が供給先まで搬送する。

3物資の分配

各避難所等を配給場所として、運営組織、ボランティア等の協力のもとに分配する。

第4救援物資の供給

1物資の受入れ・管理・供給

産業施設対策部は、ボランティア等の協力により、物資を受入れ、在庫を管理する。物資供給の

調求があったときは、総務渉外対策部を通じて輸送業者に要謂する。

第5避難行動要支援者への配慮

食料や救援物資等の提供を適切に行うため、特に聴覚陣がい者等の避難行動要支援者に対する悩報

提供に留意し、避難行動要支援者が食料等の提供を受けられないことのないよう配慮する。

ーーーーー一－一一q■■一一一一■■■q■■ーーーー■■■■■■ーq■■■■■ﾛ■■ーーーー■■■■■■■■■■■■｡■■■■■ー■■■一一一q■■ー ｰーー

【資料等】

物資管理センターの設置場所

0
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第10節交通対策・緊急輸送

項 目 担当

第 1交通対策 1交通情報の収集 総務渉外対策部、警察署

2 交 通 規 制 建設給水対策部

3緊急通行車両等の確認 北海道、警察署、総務渉外対策部

4緊急輪送路の確保 建設給水対策部、警察署

5緊急除雪 建設給水対策部、旭川開発建設部

旭川建設管理部

第2緊急輸送 1車両・燃料の確保 総務渉外対策部

2緊急輸送 総務渉外対策部

3ヘリコプターによる輸送 総務渉外対策部

第 1交通対策

1交通傭報の収集

総務渉外対策部は、警察署、道路管理者と連絡を取り、交通情報の収集、整理を行う。

■収集する交通傭報

○主要道路、橋りょう等の被害状況及び復旧の見通し

○交通規制の実施状況（道路名、区間、迂回路等）

○特に危険と認められた道路及び橋りょうの位置

○その他必要な事項

2交通規制

（1）交通規制

建設給水対策部は、警察署、道路管理者と協議して、噴火により危険な箇所又は緊急輸送等の

．ため必要な路線を、通行禁止又は制限等の措置をとる。

(2）迂回路の設定

建設給水対策部は、交通規制又は道路が被災した場合は、警察署、道路管理者と協議し、迂回

路を設定する。

■交通規制等の実施者及び状況・内容

実施機関

公安委員会

規制を行う状況・内容

○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､災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするた

め緊急の必要があると認めるときは､政令で定めるところに

より、道路の区間（災害が発生し、又はまさに発生しようと

している場所及びこれらの周辺の地域にあっては､区域又は

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、又は制限することができる

○道路における危険を防止し､その他交通の安全と円滑を図

り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止

するため必要があると認めるときは､政令で定めるところに

より、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通

整理､歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における

交通の規制をすることができる
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○道路における危険を防止し､その他交通の安全と円滑を図

る必要があると認めるときは､歩行者又は車両等の通行の禁

止その他交通の規制のうち､適用期間の短いものをすること

ができる

○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

両の通行の妨害となることにより災害応急対策の実施に著

しい支障が生じるおそれがあると認めるときは､当該車両そ

の他の物件の移動その他必要な措置を命ずることができる。

また､措置をとることを命ぜられたものが当該措職をとらな

いとき又は命令の相手方が現場にいないときは､自ら当該措

置をとることができる

○道路の損壊､火災の発生その他の事情により道路において

交通の危険が生じるおそれがある場合において､当該道路に

おける危険を防止するため緊急の必要があると認めるとき

は、必要な限度において、一時、歩行者又は車両等の通行を

禁止し、又は制限することができる

○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、災害対策基本法第76条の3第1項、第2項に定めら

れた職務を行うことができる

○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、災害対策基本法第76条の3第1項、第2項に定めら

れた職務を行うことができる

○道路の破損、欠壊、その他の事由に因り交通が危険である

と認められる場合、道路の櫛造を保全し、又は交通の危険を

防止するため、区間を定めて道路の通行を禁止し、又は制限

することができる

道路交通法

第5条

災害対策基本法

第76条の3

第1項、第2項

道路交通法

第6条第4項

災害対策基本法

第76条の3

第3項

災害対策基本法

第76条の3

第4項

道路法第46条

3緊急通行車両等の確認

（1）緊急通行車両の確認手続き

知事（上川総合振興局長）又は北海道公安委員会（旭川東警察署長）は、車両の使用者等の申

し出により、当該車両が応急対策に必要な緊急通行車両であることの確認を行う。確認は上川総

合振興局又は旭川東警察署及び交通検問所で行う。

総務渉外対策部は、美瑛町で使用する車両について、所定の書式に記入し、上川総合振興局又

は旭川東警察署で各車両ごとに「緊急通行車両確認証明書｣、「標章」の交付を受ける。「標章」は

車両の前面に掲示する。

(2）規制対象除外車両の確認

北海道公安委員会（旭川束警察署長）は、住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。確認は上川総合振興局又

は旭川東警察署及び交通検問所で行う。

総務渉外対策部は、美瑛町で使用する車両及び町が要請した機関の車両は、各車両ごと旭川東

警察署で「規制対象除外車両通行証明書｣、「標章」の交付を受ける。また、避難者が一時帰宅等

に使用する車両についても、避難者の申し出により交付を受ける。
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4緊急輸送路の確保

建設給水対策部は、道路管理者と連携を図り、緊急輸送道路となる道路の点検、交通規制、応急

復旧などを行い、通行を確保する。また、道路の通行禁止、制限等緊急輸送道路における状況につ

いて警察署と密接な連絡をとる。

■北海道緊急輸送道路ネットワーク

北海道では、各道路管理者及び北海道警察等からなる北海道緊急輸送道路ネットワーク計画等策

定協議会により緊急輸送道路のネットワーク化を図るため｢北海道緊急輸送道路ネットワーク計画」

を策定している。

第1次緊急輸送道路ネットワーク

第2次緊急輸送道路ネットワーク

第3次緊急輸送道路ネットワーク

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

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

その他の道路

5緊急除雪

建設給水対策部は、町有除雪車両及び委託業者に要請して、町道のうち避難路、緊急輸送路等の

優先度の高い道路の除雪を行う。美瑛町では実施困難な場合は、自衛隊等に要請する。国道、道道

の除雪は、旭川開発建設部、旭川建設管理部に要請する。

■除雪対象路線

○緊急輸送道 路

○災害対策本部と防災関係機関を結ぶ道路

○緊急輸送道路と避難所とを結ぶ道路

第2緊急輸送

1車両・燃料の確保

（1）町有車両の確保・配車

総務渉外対策部は、町有車両その他の車両を管理し、各対策部からの配車要謂に基づいて配車

を行う。町有車両だけでは不足する場合は、輸送業者に応援を要請し、各対策部からの輸送要謂

に基づいて連絡調整を行う。

(2）燃料の確保

総務渉外対策部は、町有車両、応援車両等、すべての車両に必要な燃料を燃料販売業者から調

達する。

2緊急輸送

（1）緊急輸送の範囲

美瑛町が実施する緊急輸送の範囲は、次のとおりである。

■輸送の範囲

○被災者の避難

○医療救渡を必要とする傷病者等

○救出救助、医療救鯉のための人員、資機材

○飲料水、食料、物資

○応急復旧用資機材、災害対策要員等
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(2）広域輸送

緊急輸送は、トラック等による陸上輸送を原則とする。ただし、北海道全域との広域輸送を行

う場合は、鉄道、ヘリコプター、航空機による輸送を行う。

3ヘリコプターによる輸送

（1）ヘリコプターの要謂

孤立者の救出、重傷者の搬送、道路寸断時の輸送等のために必要がある場合は、ヘリコプター

による輸送を実施する。総務渉外対策部は､北海道、警察又は自衛隊のヘリコプターを要謂する。

■ヘリコプター要謂先

○北海道消防防災ヘリコプター（北海道総務部防災消防課）

○北海道警察へリコプター（旭川東警察署）

○自衛隊へリコプター（上川総合振興局・陸上自衛隊上富良野駐屯地）

(2）ヘリコプター離着陸場の設置

総務渉外対策部は、臨時へリポート開設予定地にへりコプター開設する。設置にあたっては、

必要に応じ、自衛隊等の協力を要請する。
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【資料編】

緊急通行車両確認証明書の様式

臨時へリポート開設予定地
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第 11節災害警備

項 目 担当

第1警察の災害警備 1災害警備体制の確立 警察署

2応急対策 警察署

第 2被災地の警 備 1 被 災 地 の 警 備 警察署

第1警察の災害警備

1災害警備体制の確立

火山災害が発生した場合、又は発生する恐れがある場合、その災害の規模、態様等に応じて「災

害警備計画」に基づいて署現地災害警備本部を設置する。

2応急対策

（1）災害情報の収集

体制を速やかに確立し、災害警備活動に必要な情報収集活動を徹底する。

(2）避難の指示等

災害対策基本法等の規定に基づき、避難の指示又は警告を行うとともに、町災害対策本部と連

携して避難先を示す。住民の避難にあたっては、町災害対策本部及び消防機関と協力し、安全な

経路を選定して誘導する。

(3）広報

火山災害が発生し又は発生する恐れがある場合は、関係機関と密接な連携を図るとともに、災

害の種別、規模及び態様に応じ、住民の避難、犯罪の予防、交通規制等の措置について迅速な広

報に努める。

(4）救助

防災関係機関と協力して、被災者の救出・救助活動を実施するとともに、遺体の見分等にあた

る。

(5）交通規制

道路管理者等と連拠して、区域及び道路の区間を指定して緊急通行車両及び規制対象外車両以

外の通行を禁止又は制限する。また、通行禁止区域等において、車両等が通行の妨害となるとき

は、所有者に対し移動等を命ずる．

第2被災地の警備

1被災地の警戒警儲

警察署は、被災住民避難後の無人化した地域におけるパトロールの強化を図り、犯罪の予防及び

取締り等にあたる。
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第12節建物対策

項 目 担当

第1応急仮設 住宅 1仮設住宅の建設 建設給水対策部

2応急仮設住宅の対象者 民生文教対策部

3維持管理 建設給水対策部

第 2公営住宅の確保 1公営住宅の確保 民生文教対策部

2入居支援 民生文教対策部

第1応急仮設 住宅

1仮設住宅の建設

（1）需要の把握

建設給水対策部は、災害直後に被害の程度から仮設住宅の概数を把握する。また、民生文教対

策部は、相談窓口又は避難所にて、仮設住宅入居の申込みを受け付ける。

(2）用地の確保

建設給水対策部は、仮設住宅の需要、ライフライン等の被害、交通の状況等に基づいて、仮設

住宅建設が可能な土地を選定する。

(3）仮設住宅の建設

原則として、北海道が美瑛町からの要調に基づき建設戸数を決定し、設置する。仮設住宅の仕

様は、原則として「応急仮設住宅仕様基準」による。なお、気象条件や避難行動要支援者に配慮

して、福祉仮設住宅、ストーブ等の暖房施設、段差の排除等に配慮する。

2応急仮設住宅の対象者

（1）対象者

応急仮設住宅の対象者は、り災証明の発行を受けている等、次の条件に該当する者である。な

お、これ以外の者への適用については、北海道との協議により決定する。

■ 応 急 仮設住宅の対象者．

次のすべての条件に該当する者

①住宅が全焼、全壊又は流出した者

②居住する住家がない者

③自らの資力をもってしては住宅を確保できない経済的弱者で次に該当する者

○生活保護法の被保謹者又は要保護者

○特定の資産のない失業者、寡婦、母子世帯、老人、病弱者、身体障害者、勤労者、小企

業者等

(2）入居者の選定

民生文教対策部は、被災者の資力、その他生活条件等を十分調査のうえ、抽選その他公正な方

法により入居者を選定する。

(3）設置期間

仮設住宅の設置期間は、建設工事の完了後3カ月以内であるが、特定行政庁の許可を受けて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

別措侭に関する法律」（平成8年法律第85号）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、さらに期間を延長することができる。
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3維持管理

建設給水対策部は、入居者の要望に応じて、仮設住宅設備の修理や改良等の管理を行う。また、

避難行動要支援者等の入居者の状況により、家財の搬入等の支援を行う。

第2公営住宅 の確保

1公営住宅の確保

民生文教対策部は、住宅を失った被災者に対して、町営住宅等の公営住宅を確保して供給する。

入居者の選定は、応急仮設住宅の対象者と同様に行う。

2入居支援

民生文教対策部は、応急仮設住宅、公営住宅等に入居する避難者のうち、

に対して、引っ越し作業等の入居支援等をボランティアの協力を得て行う。
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第13節行方不明者の捜索・遺体の収容

項 目 担当

第1行方不明者の捜索 1行方不明者情報の収集 民生文教対策部、警察署

2捜索活動 総務渉外対策部、民生文教対策部、警察署、

美瑛消防署、美瑛消防団

3遺体の収容 民生文教対策部、警察署

第 2遺体の収容 1遺体の収容の実施 民生文教対策部、日本赤十字社北海道支部

2遺体の安置 民生文教対策部

第3遺体の火葬・埋葬 1遺体の火葬・埋葬 民生文教対策部

2遺骨等の保存 民生文教対策部

第1行方不明者の捜索

1行方不明者情報の収集

捜索の対象は、災害により行方不明の状態にある者とする。民生文教対策部は、相談窓口で受け

付けた捜索願及び行方不明者の情報を収集し、行方不明者のリストを作成する。行方不明者のリス

トは、美瑛交番に提出する。

2捜索活動

町長が、美瑛消防団、警察署等に協力を要請し捜索を実施する。民生文教対策部、美瑛消防署、

美瑛消防団、警察署等は、捜索チームを編成し、行方不明者リストに基づき捜索活動を実施する。

なお、総務渉外対策部は、警察及び消防力では捜索が困難と認めたときは、知事に自衛隊の災害派

遣を要謂する。

3遺体の収容

民生文教対策部は、行方不明者を発見し、すでに死亡していると認められるときは、警察署に届

け出て、警察官の見分を受ける。遺体の身元が判明している場合は、遺族等に引き渡す。

第2遺体の収容

1遺体の処理の実施

（1）遺体の処理

遺体の処理は、災害による社会混乱のため、遺族等が遺体識別等のための処置を行うことがで

きないとき、遺族に代わり民生文教対策部が医師等の協力を得て行う。なお、警察官が発見した

遺体又は警察官に対し届出がなされた遺体に関しては、警察官の見分が終了し、遺体が遺族又は

町に引き渡されてから処理を行う。

災害救助法が適用された場合は、遺体の処理のうち、遺体の検案及び洗浄等は、知事の委託を

受けた日本赤十字社北海道支部が行う。

(2）遺体処理の内容

遺体処理として、次のことを行う

■遺体の処理

○遺体の洗浄、縫合、消毒等の処理

○遺体の 一時保存

○検案（遺体の死因その他の医学的検査をすること）
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2遺体の安置

（1）過体安置所の設置

民生文教対策部は、被災地に近い公共施設、寺院等に遺体安霞所を開設し、処理した遺体を遺

体安侭所に椴送する。身元が判明した遺体は、安置所で遺族に引き渡す。

(2）納棺用品の調達

民生文教対策部は、葬祭業者等から納棺用品を調達する。

第3遺体の火葬・埋葬

1遺体の火葬・埋葬

民生文教対策部は、遺体の火葬を大雪葬斎組合あるいI

遺体の搬送が困難なときは、葬祭業者に協力を要請する。

関係機関に連絡し、その調査にあたる。

遺体の火葬を大雪葬斎組合あるいは近隣市町村に要請する。また、遺族では

きは、葬祭業者に協力を要請する。身元不明の死体については、警察その他

2 遺骨等の保存

引き取り手のない遺骨、遺留品は保管する。
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第14節家畜等の避難

項 目 担当

第1家畜の避難 1避難対策 産業施設対策部

2家畜の防疫対策 北海道、産業施設対策部

第2飼養・放浪動物対策 1飼養動物への対応 総務渉外対策部、民生文教対策部

2放浪動物への対応 民生文教対策部

第1家畜の避難対策

l避難対策

（1）避難先・手段の確保

産業施設対策部は、避難区域の畜産事業者及び家畜の状況を把握し、事業所では避難ができな

い場合は、北海道に避難先及び家畜の輸送手段の確保を要請する。

(2）飼料等の確保

産業施設対策部は、家畜の飼料等の確保を北海道（上川総合振興局）に要謂する。北海道は、

道及び国の所有する粗飼料を提供する。

(3）家畜の飼育

家畜の飼育は、原則として家畜の所有者が当たる。

2家畜の防疫活動

（1）家畜の防疫

家畜の防疫は、北海道（家畜保健衛生所）が次のように実施する。

■家畜の防疫 方 法

○自主的 予 防 接 秘 の 指 導

○家畜所有者及び関係団体への畜舎等の消毒の励行

○畜舎の消毒及び有害昆虫の防除（家畜伝染病予防法適用時）

○家畜衛生車の派遣

(2）家畜の救出

北海道（家畜保健衛生所）は、美瑛町、農業共済組合、家畜診療獣医師等と協力して、家畜の

救出にあたる。

(3）死亡獣畜の処理

死亡獣蓄の処理は原則として所有者が行うものとする。所有者が不明なとき又は所有者が処理

することが困難な場合は、産業施設対策部が行う。

死亡獣畜の処理は、移動できるものについては、集中焼却又は埋却処理する。移動できないも

のについては、保健所の指導により、その場で影響を及ぼさないよう焼却又は埋却するものとす

る。

■死亡獣蓄の処理方法

○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する

○移動できないものは、保健所長の指導を受け臨機の措置をとる

○埋却する場合は、1m以上覆土する
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第2飼養・放浪動物対策

1飼養動物への対応

（1）ペットの避難

避難時のペットの保渡及び飼養は、「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）に基づき、原則として動物の管理者が行う。避難所ではペットの保護は行わない。総務

渉外対策部は、住民による自己責任においてペットを避難させることを広報する。

(2）ペット救痩所の設侭

民生文教対策部は、避難生活が長期化し、避難所において避難生活の障害となるペット問題が

生じた場合は、北海道および北海道獣医師会等と取扱いについて協議する。ペット救鰻所等を設

置する場合は、公共用地に設侭し、必要な資機材、ペットフードを確保する

2放浪動物への対応

（1）放浪動物の収容

民生文教対策部は、北海道、関係団体等と協力して放浪犬や放浪家畜の捕狸、収容を行う。ま

た、住民等に放浪犬等への注意や収容について広報する。

(2）死亡動物の処理

死亡した動物は、しらかば消掃センター等で処理する。
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【資料等】

ペット救捜所
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第15節文教・保育

項 目 担当

第1応急保育・教育 1園児等の安否確認 民生文教対策部

2応急保育の実施 民生文教対策部

3児童・生徒等の安否確認 民生文教対策部

4避難所開設への協力 各学校

5応急教育活動 民生文教対策部

6学校施設の応急復旧 民生文教対策部

第1応急保育・教育

1園児等の安否確認

火山災害が発生した場合は､保育園等で園児､職員の安否の確認を行うとともに、保纏者の所在、

安否情報の把握に努める。

2応急保育の実施

民生文教対策部は、施設の被害状況の把握に努める。既存施設において保育の実施ができない場

合、臨時的な保育所を設け、保育を実施する。

交通機関の不通、保謹者の被災等で通園に支障を来す場合は、近隣の保育園で保育することとす

る。また、災害に関する理由により、緊急に保育が必要な場合は、保育措置の手続きを省き、一時

的保育を行うよう努める。

3児童・生徒等の安否確認

火山災害が発生した場合は、各学校等で、児童、生徒等の安否を確認する。民生文教対策部はそ

れを把握する。

4避難所開設への協力

学校では、避難所開設時には、派遣された職員とともに体育館等の避難スペースを確保し、避難

者受け入れ準備を行う。また、避難所運営にあたっては、運営組織とともに教育スペースと避難ス

ペースとの調整をとる。

5 応 急 教 育活動

（1）場所の確保

民生文教対策部は、学校の被害状況を把握するとともに、学校長と連携を取って応急教育のた

めの場所を確保する。なお、融雪型泥流の発生により町外に避難した場合は、避難先の市町村の

学校、公共施設等を教育の場として使用できるよう、北海道教育委員会、避難先市町村に要請す

る。

(2）応急教育の準徽

民生文教対策部及び校長は、臨時の学級編成を行い、児童、生徒及び保謹者に授業再開を周知

する。教職員の被災により十分な人員を確保できない場合は、北海道教育委員会と連携して学級

編成の組替え、近隣学校からの応援により対処する。

(3）応急教育の要領

応急教育において実施する指導内容、教育内容については、特別計画を立案する。授業不可能

な場合は、家庭学習の方法等について指導する。
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■応急教育の留意事項

教育内容
○教科書、学用品等の損失状況を考慮する。特に、健康指導、生活指導、安全

教育を指導する

○児童・生徒相互の助け合い精神を育て、災害時の集団生活を指導する

生活指導 ○関係機関、医師会、その他専門家と連携・協力して、児童・生徒の「こころ

のケア」対策を行う

(4）学校給食

学校給食は、原則として災害復旧又は社会の混乱が沈怖化するまで行わない。

(5）学用品の給与

災害により学用品を失った児童、生徒に対し、必要な教材、学用品を給与する。民生文教対策

部は､校長を通じて給与の対象となる児童、生徒数を把握し、り災者名簿及び学籍節と照合する。

学用品、文房具については被害状況別、小中学校別に学用品職入（配分）計画書を作成する。

文房具、学用品は、業者から一括聯入し、学校ごとに分配する。教科書の確保は、北海道教育委

員会に要謂する。

6学校施設の応急復旧

民生文教対策部は、学校施設が被災した場合、被害を調査して補強、修理等の応急措霞を行う。
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第16節ボランティア対策

項 目 担当

第1ボランティ lボランティア団体等への要請 各対策部

アとの連携 2全国からのボランティアへの対応 総務渉外対策部

3福祉救援ボランティア活動への配慮 総務渉外対策部、民生文教対策部

第1ボランティアとの連携

1ボランティア団体等への要調

災害対策に当たり、ボランティアの協力が必要な場合は、住民組織等に要請する。住民組織等と

の連絡要謂は、各災害対策を担当する部が行う。ボランティア団体等に要請する活動は、次のとお

りである。

■ボランティア団体等に依頼する内容

○災害、安否、生活悩報の収集、伝達

○炊出し、その他の福祉救援活動

○高齢者、障害者等の介助、介溌活動

○消掃及び防疫

○災害応急対策物溌、資材の輸送及び配分

○被災建築物の応急危険度判定

○応急復旧現場における危険を伴わない軽易な作業

○災害応急対策事務の補助

2全国からのボランティアへの対応

災害状況によって全国からのボランティアが集まるので、総務渉外対策部は、美瑛町社会福祉協

議会と連挽してボランティアへの対応を行う。

(1）福祉救援ボランティア現地対策本部の設置

福祉救援ボランティア現地対策本部の主な活動内容は、次のとおりである。

■福祉救援ボランティア現地対策本部の主な活動内容

○町及び道社会福祉協議会福祉救援ボランティア対策本部等との連絡調整

○被災状況等の情報収集及び提供との被災者のニーズや活動状況の把握

○ボランティア活動の企画、実施等のコーディネート

○福祉救援ボランティアの受入れ、保険の加入

○ボランティア活動の支援、活動に必要な資機材の調達

○ボランティア登録者への活動要請

○各関係機関、報道機関等に対する情報提供、広報

○ボランティア活動の管理記録

■ボランティア受入れの流れ

ボランティア：活動の申し入れ、問い合わせ（現地・電話）
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(2）町の支援

総務渉外対策部は、ボランティア団体、社会福祉協議会等からボランティアの申し出があった

場合は､福祉救援ボランティア現地対策本部の設置場所や本部で使用する資機材を提供するなど、

必要な支援を行う。

(3）ボランティアとの調整

総務渉外対策部は、美瑛町社会福祉協議会、ボランティアコーディネーター等と定期的に協議

を行い、美瑛町災害対策本部からの要請事項、活動の報告や諸問題の解決を図る。

(4）他地域からのボランティアの宿泊場所の検討

総務渉外対策部は、美瑛町社会福祉協議会と連携して、ボランティアの宿泊場所の確保等、検

討を行う。

3福祉救援ボランティア活動への配慮

福祉救護ボランティアの活動は、被災者の安否確認、避難者の生活支援、医療、看護活動、高齢

者等の介捜など幅広い分野に及び、専門的な知識や技術、経験などが必要となる分野もあることか

ら、その受入れに当たってはボランティアの技能等が効果的に生かされるように配慮する。

■ボランティアの主な活動分野

区分

専門ボランティア

一般ボランティア

活 動内容

○救急・救助（消防職団員OB)

○医療・看護（医療従事者）

○土砂災害危険箇所の調査（斜面判定士）

○高齢者・障害者等の介護（社会福祉士、介護士、手話通訳等）

○非常通信（アマチュア無線技士）

○資機材の輸送、特殊車両等の操作（特殊車両等の運転資格者等）

○外国語通訳

○ボランティアコーディネート（ボランティアコーディネーター）

○災害・安否・生活情報の収集

○避難所の運営補助

○食料・水の配布、その他の災害救助活動

○避難行動要支援者・避難者等の生活支援

○その他危険のない軽作業

I■■ ー ー ー ー ー ー ー ■ ■ ■ ■ ■■ーq■■q■■1■■0■■I■■U■■4■■■■■ーーー■■■■■■ーq■■ーーq■■q■■ﾛ■■｡■■1■■1■■0■■I■■1■■q■■0■■q■■q■■一一ーl■■■■■

【資料等】

福祉救援ボランティア現地対策本部の設置場所
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第17節避難の解除

項 目 担当

第1解除の判断基準 1判断基準 総務渉外対策部

2一時立ち入り 総務渉外対策部、民生文教対策部

3一時帰宅 総務渉外対策部、民生文教対策部

美瑛消防署、警察署

4警戒監視活 動 総務渉外対策部

5避難解除 総務渉外対策部

第2 降雨型泥流対策 1警戒・避難 総務渉外対策部、建設給水対策部

第1解除の判断基準

1判断基準

本部長は、噴火が縮小に向かうときは、状況に応じて避難を解除する。総務渉外対策部は、

台等から火山情報や気象庁火山噴火予知連絡会等による被害の影響範囲等の情報を収集する。

は、この情報に基づき避難区域のランク及び解除を決定する。

■避難区域の判断基準

気象

町長

区域I 全面避難・立ち入り規制 融雪型泥流、火砕流・火砕サージの危険性が高い区域

区域Ⅱ 一時立ち入り Iに次いで危険性が高いが､厳重な警戒により安全を確

保することが可能な区域

区域Ⅲ 一時帰宅 Ⅱに次いで危険性が高いが､厳重な警戒により安全を確

保することが可能な区域

区域外 避難全面解除 危険性のない区域

2一時立ち入り

（1）一時立ち入りの検討

生計維持のために農作業又は家畜の保護等が必要な避難者について､一時立ち入りを実施する。

また、一時帰宅・避難解除のためのライフライン復旧の場合も、一時立ち入りとして実施する。

総務渉外対策部は、一時立ち入り対象者、情報伝達体制、安全確保等の実施方法を確立する。

また、民生文教対策部は、対象者を受け付けし、登録する。

(2）一時立ち入りの実施

総務渉外対策部は、パス、トラック等を確保し、一時立ち入りの対象者を搬送する。復旧作業

者は各機関の車両によるものとする。

3一時帰宅

(1)一時帰宅の検討

避難が長期化し、噴火活動が安定している場合は､住民等の一時帰宅を実施する。一時帰宅は、

2～3時間の短時間帰宅と昼間帰宅とする。

総務渉外対策部は、一時帰宅に当たって、次の事項を検討する。

■一時帰宅の検討項目

○適用範囲

○移動手 段の確保

○緊急避難所

○帰宅開始・終了時間

○ 経路、集合場所

○許可書の発行
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(2）一時帰宅の対象者

一時帰宅の対象者は、次のとおりとする。民生文教対策部は、対象者を受け付け、登録する。

■一時帰宅の対象者

○対象区域内の居住者

○対象区域内の事業所、農場等の関係者

○生活に必要な飲食店、販売店の関係者

○ライフライン等の復旧工事関係者

○その他災害対策本部が必要と認めた者

(3）一時帰宅の実施

一時帰宅は、対象者の車両によるものとする。民生文教対策部は、帰宅車両の登録、通行許可

証を発行する。車両を有しない者がいる場合は、総務渉外対策部が、バス、トラック等を確保し、

対象者を搬送する。

消防、警察は、検問所で対象者の自動車ナンバー等により出入りを確認する。

4警戒監視活動

総務渉外対策部は、避難区域への一時立ち入り、一時帰宅を実施する場合は、噴火活動を監視機

器で監視するとともに、区域の警戒を消防、警察の協力により実施する。また、緊急避難等の情報

が住民等に確実に伝達される体制を確立する。

監視装置で融雪型泥流発生が確認された場合、又は監視ができない状況となった場合は、一時立

ち入り・一時帰宅を中止する。

5避難解除

本部長は、噴火活動の縮小により安全が確保された区域の全面避難を解除する。総務渉外対策部

は、解除に当たって次の事項を検討する。

■避難解除時の検討内容

○避難解除の範囲

○警戒体制（降雨型泥流も含めて）

○再避難体制の計画

第2 降雨型泥流対策

○道路、ライフラインの確保

○緊急時の情報連絡体制

1警戒・避難

総務渉外対策部、建設給水対策部は、旭川開発建設部、旭川建設管理部と協力して、降灰や土砂

の堆積状況を調査して、降雨型泥流等の危険区域を設定する。この設定をもとに、本部長は降雨時

の警戒巡視、避難の勧告・指示等を行う。
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第18節災害救助法の適用

第1災害救助法の適用基準

災害救助法の適用基準は、災害救助法施行令第1条第1項第1号～第4号の規定による。美瑛町に

おける具体的適用基準は、次のとおりである。

■災害救助法の適用基準

該当条項

第1号

第2号

第3号※

第4号※

適用の基準

町40以上

道2，500以上

町20以上

道12.000以上、

災害にかかった者の救渡を著しく困難とする厚生

労働省令で定める特別の事情がある場合で、多数

の世帯の住家が滅失したこと。

多数の生命又は身体に危害を受け、又は受けるお

それが生じた場合であって、厚生労働省令で定め

る基準に該当すること。

備考

別表第1

別表第2

別表第3

別表第4

※第1項の3に係る事例

ア有毒ガスの発生、放射性物質の放出等のため、被災者の救助が極めて困難であり、そのため

の特殊の技術を必要とするものであること

イ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。

※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、身体に被害をおよ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的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。

ア交通事故あるいは船舶の沈没により多数の者が死傷した場合

イ火山爆発又は有毒ガスの発生等のため多数の者が危険にさらされている場合

ウ群集の雑踏により多数の者が死傷した場合

エ山崩れ、崖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

オ豪雪により多数の者が危険状態となる場合

第2滅失世帯の算定基準

住家が滅失した世帯の数の算定は、住家の「全壊（全焼・流出)」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、以下のとおりみなし換算

を行う。

■滅失世帯の算定方法

住宅被害状況 算定根拠

滅失家屋 全壊（全焼・流失） 1世帯

1世帯 半壊（半焼） 2世帯

床上浸水、土砂の堆穣等により一時的に居住不在の状態 3世帯
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第3住家被害程度の認定

産業施設対策部は、被害住家の調査を行い被害程度の認定を行う。全壊、半壊等の被害の認定は「被

害の認定基準」によるが、住家被害については、以下の表のとおりである。

■住家被害程度の認定基準

被害の区分

住家の全壊

(全焼・全流出）

住家の半壊

(半焼）

住家の床上浸水

土砂の堆積等

認定の基準

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ことが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失

もしくは流失した部分の床面徽がその住家の延床面積の70％以上に達した

程度のもの又は住家の主要な柵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50％以上に達した程度のものとする。

住家がその居住する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

は住家の主要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。

全壊及び半壊に該当しない場合であって､浸水が住家の床上に達した程度

のもの、又は土砂、竹木等の堆菰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。

(1)住家被害戸数については､｢独立して家庭生活を営むことができるように建築された建物又は

完全に区画された建物の一部」を戸の単位として算定するものとする。

(2)損壊とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修し

なければ元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。

(3)主要な櫛成要素とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部とし

て固定された設備を含む。

第4災害救助法の適用手続き

l災害救助法の適用申請

本町で発生した災害が災害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、町長は直ちにその旨を北海道（上川総合振興局）に報告する。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、後日文譜によりあらためて要請する。

■上川総合振興局への主な報告内容

○災害発生の日時及び場所

○災害の原因及び被害の状況

○既に取った救助措置及び取ろうとする救助措置

○その他必要 な事項

2適用要謂の特例

災害の状況が急迫して、知事による救助の実施を待つことができない場合には、町長は、災害救

助法の規定による救助に着手するとともに、その状況を直ちに北海道(上川総合振興局）に報告し、

その後の処置に関して指示を受ける。
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3特別基準の適用申請

災害救助の対象数量及び期間については､特別な事情のある場合､特別基準の適用を申請できる。

適用申謂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必要がある。

第5救助の実施者及び救助の内容等

1救助の実施者

災害救助法の適用後の救助業務は、国の資任において実施されるものであるが、その実施につい

ては、知事に全面的に委任されている。

知事は、市町村が実施した方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、市町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、この災害の適用以外の災害については、災害対策基本法第5条に基づき美瑛町長が応急措

置を実施する。

■災害救助法の適用となる救助の項目

救助の種類 実施期間 実施者区分

避難所の設置 7日以内 市町村

応急仮設住宅
、

着工から20日以内
対象者、対象箇所の選定～市町村

設置～道（委任されたときは市町村）

炊き 出 し そ の他による食品

の給与
7日以内 市町村

飲料水の供給 7日以内 市町村

被服､寝具その他生活必需品

の給与又は貸与
10日以内 市町村

医療 14日以内
医療救護対策部～道・日赤道支部（委任

されたときは市町村）

助産 分娩の日から7日以内
医療救護対策部～道・日赤道支部（委任

されたときは市町村）

災害にかかった者の救出 3日以内 市町村

住宅の応急修理 1ヶ月以内 市町村

学用品の給与
教科書等1ヶ月以内

文房具等15日以内
市町村

埋葬 10日以内 市町村

死体の捜索 10日以内 市町村

死体の処理 10日以内 市町村・日赤道支部

障害物の除去 10日以内 市町村

生業資金の貸与 現在運用されていない

2救助の内容等

救助の程度、方法及び期間は、災害救助法施行令に基づく厚生省事務次官通知等による。

■■■■■■■■■■■■一一一ーーーー■■■■■■■■■ー■■■q■■■■■ーロ■■q■■一一■■■q■■q■■一一ｰ■■■■■■ー■■■ロ■■■■■ーーー■■■ー■■■■■■－0■■ーー0

【資料等】

災害救助法による救助の程度、方法及び期間

被害状況の判定基準
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第三編火山災害対策第5章災害復旧計画

第1節災害復旧事業の推進

第二編「風水害等対策｣、第4章「災害復旧計画｣、第1節「災害復旧事業の推進」を適用する。

第2節住民生活復旧への支援

第二編「風水害等対策｣、第4章「災害復旧計画｣、第2節「住民生活復旧への支援」を適用する。

第3節災害復 興

第1災害復興方針の検討

美瑛町及び北海道は、被災の状況、火山噴火後の地形、火山災害の危険性等の特性及び住民の意向

等を考慮して、復興の基本的方針を定める。

災害復興に当たっては、美瑛町、北海道、関係機関が連擁して復興の方向性を示す「復興方針」を

定めるものとする．この「復興方針」が決定された場合は、美瑛町はこの方針に従うものとする。

美瑛町は、必要に応じ災害復興計画を検討する委員会を設置する。委員会は、有識者、議員、住民

代表、行政関係機関等で構成する。

美瑛町は､委員会の意見を踏まえ、復興方針に沿って災害復興計画を策定する。策定にあたっては、

住民等の意見を十分聴取し、北海道との調整を図る。
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