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第一編総鯖第1章総則
第1節計画の方針

美瑛町地域防災計画（以下「地域防災計画」という｡）は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）
第42条の規定に基づき、美瑛町防災会議（以下「防災会議」という｡）が作成する計画であり、美瑛町の
地域に係る防災に関し、災害予防、災害応急対策及び災害復旧等の災害対策を実施するに当たり、防災関
係機関、町民等がそのすべてを挙げて、町民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、実施すべき
事務を定めることを目的とする。

本計画は、町の処理すべき事務又は業務を柱として、各防災関係機関の責任を明確にするとともに、各
機関が防災に関して行う事務又は業務を、有機的に結合した計画である。また、国の防災方針を定めた防
災基本計画及び北海道地域防災計画との整合性及び関連性を有するものであるが、地域の特性や災害環境
に合わせた独自の計画である。
第3計画の櫛成
本計画は、次の構成としている。

地域防災計画

■地域防災計画の柵成

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

【第二縄・風水害等対策】総則、災害予防計画、災害応急対策計画、災害復旧計画
大規模事故災害対策計画

【第三縄火山災害対策】総則、災害予防計画、基本方針、災害応急対策計画
災害復旧計画

第4計画の修正

本計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき毎年検討を加え、必要があると認めるときは、防災会
議（事務局：総務課総務係）において修正する。ただし、軽易な事項又は緊急に修正を必要とする事態が
発生したときは会長が修正し、次の防災会議に報告するものとする。
町及び防災関係機関は、自己の所掌する事項について検討し、必要がある場合は修正内容を防災会議に
提出するものとする。

1

第一編総論第1章総則

第2節防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱
防災会識の櫛成機関及び公共的団体その他、防災上重要な施設の管理者の処理すべき事務又は業務の大
綱は次のとおりである。

l美瑛町

（1）防災会縦及び美瑛町災害対策本部（以下「災害対策本部」という｡）に関すること

（2）防災知識の普及、訓練及び自主防災組織の育成、指導に関すること
（3）防災に係る施設、設備及び物資等の整備に関すること
(4）災害に関する情報の収集、伝達及び広報並びに被害状況の調査に関すること
（5）災害に対する防御又は拡大の防止に関すること
（6）被災者及び避難行動要支援者の救難、救助その他保捜に関すること
（7）避難の勧告、指示、誘導及び収容に関すること
（8）災害時の消掃、防疫、保健衛生、文教、輸送、交通規制等に関すること
（9）被災施設等の復旧に関すること
（10）災害ボランティアの活動環境の整備に関すること
（11）防災関係機関が実施する災害応急対策等の調整に関すること
（12）自衛隊の派遣要請依頼に関すること
2大雪消防組合美瑛消防署・美瑛消防団
（1）消防活動に関すること
（2）水防活動に関すること
（3）災害時における救助活動に関すること

（4）災害に対する防禦又は拡大防止のための措置に関すること
（5）美瑛町の行う災害対策への協力に関すること
3美瑛町教育委員会
（1）災害時における被災児童及び生徒の救護並びに応急教育に関すること

（2）文教施設及び文化財の保全対策等の実施に関すること
第2北海道

1上川総合振興局

（1）上川総合振興局地域災害対策連絡協議会に関すること
（2）防災に関する組織の整備を図り、物資及び資材の備蓄等その他､災害予防措置に関すること
（3）災害応急対策及び災害復旧対策の実施に関すること
(4）市町村及び指定公共機関等の処理する防災に関する事務又は業務の実施を助け、総合調整に関
すること

（5）自衛隊の災害派遣要請に関すること
2旭川建設管理部

（1）道道の整備、防災及び輸送の確保に関すること
（2）道管理区域内危険箇所の整備、警戒、災害防止、維持補修、災害復旧その他管理に関すること
（3）道管理区間内河川の危険箇所の整備、警戒、災害防止、維持補修、災害復旧その他管理に関す
ること

（4）道管理河川の水位観測並びに通報に関すること
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3上川総合振興局保健環境部保健行政室（上川保健所）
（1）医療施設及び衛生施設等の被害状況報告に関すること
（2）災害時の応急医療及び防疫活動に関すること
（3）防疫薬剤の確保及び供給に関すること
（4）災害時における給水清掃等環境衛生活動に関すること
（5）災害救助に関すること
4上川農業改良普及センター大雪支所

（1）農作物の被害調査及び報告に関すること
（2）農作物被害に対する応急措置及び対策の指導に関すること
（3）被災地の病害虫防除の指導に関すること
第3北海道警察
5旭川東警察署

（1）住民の避難誘導及び救出救助並びに緊急交通路の確保に関すること

（2）災害情報の収集に関すること
（3）災害警備本部の設置運用に関すること
（4）被災地、避難所、危険箇所等の警戒に関すること
（5）犯罪の予防、取締り等に関すること
（6）危険物に対する保安対策に関すること
（7）広報活動に関すること
（8）自治体等の防災関係機関が行う防災業務の協力に関すること
第4指定地方行政機関
1北海道開発局旭川開発建設部
（1）災害に関する情報の伝達、収集に関すること

（2）災害対策用機材等の地域への支援に関すること
（3）直轄河川及び直轄ダムの整備並びに災害復旧に関すること
(4）国道及び開発道路の整備並びに災害復旧に関すること
（5）国営農業農村整備事業に係る施設の災害復旧に関すること
（6）補助事業に係る指導、監督に関すること
2旭川地方気象台

（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に関すること
（2）観測成果を解析・総合し、予警報・情報の発表に関すること
（3）災害時の気象等の資料提供のための災害時自然現象報告書の作成に関すること
（4）防災知識の普及、指導に関すること
3北海道農政事務所旭川地域センター

（1）災害時における米穀の確保、供給及び緊急輸送に関すること
（2）災害時において陸上自衛隊備蓄の乾パンの管理換えを行う応急供給に関すること
（3）災害応急飼料対策において要請に応じて応急飼料として小麦及び大麦を供給する等、必要な措
置に関すること
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4北海道森林管理局上川中部森林管理署

（1）所轄国有林につき保安林の配置の適正化と施業の合理化に関すること
（2）所轄国有林の復旧治山並びに予防治山に関すること
（3）林野火災の予防対策をたて、その未然防止に関すること
（4）災害時において町の要請があった場合、可能な範囲において緊急対策及び復旧用資材の供給に
関すること

5旭川公共職業安定所
（1）被災者の職業紹介に関すること

（2）災害復旧に必要な労務者及び技術者のあっせんに関すること

1陸上自衛隊第2師団・陸上自衛隊上富良野駐屯地

（1）災害派遣部隊による被害状況の把握、避難の援助、遭難者の捜索活動、水防活動、消防活動、
道路又は水路の啓開、応急医療、救護及び防疫、人員物資の緊急輸送、炊飯及び給水、救援物資の
無倹貸付又は譲渡、危険物の保安及び除去、通信の支援を行うこと。
第6指定公共機関
1日本郵便株式会社北海道支社美瑛郵便局

(1)災害時における郵便輸送の確保及び郵政業務の確保に関すること
（2）郵便、為替貯金及び簡易保険の非常取扱いに関すること
（3）郵便局の窓口掲示板等を利用した広報活動に関すること
(4）災害ボランテイアロ座の取扱いに関すること

2北海道旅客鉄道㈱旭川支社美瑛駅
（1）災害時における鉄道輸送の確保に関すること
（2）災害時における救援物資の緊急輸送及び避難者の輸送等に関すること
3束日本電信電話㈱北海道支店

（1）気象官署からの警報の伝達に関すること
（2）非常及び緊急通信の取扱いを行うほか、必要に応じ電報電話の利用制限を実施し、重要通信の
確保に関すること
4北海道電力(欄旭川支店

（1）蝿力供給施設の防災対策に関すること
（2）災害時における電力供給の確保に関すること

（3）ダムの放流等についての関係機関との連絡調整に関すること
5㈱エヌ･ティ･ティ・ドコモ北海道
（1）非常及び緊急通信の取扱いを行うほか、必要に応じ電話の利用制限を実施し、重要通信の確保
に関すること。

6日本赤十字社北海道支部

（1）災害時における医療、助産、その他救助、救護に関すること
（2）災害ボランティア（民間団体及び個人）が行う救助活動の連絡鯛整に関すること
（3）災害義援金募集、配分に関すること
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7日本放送協会札幌放送局・旭川放送局

（1）気象予警報、地震の情報、警報等の報道に関すること
（2）災害状況、被害状況等の報道に関すること
（3）防災に係る知識の普及に関すること
第7指定地方公共機関
1北海道医師会・上川郡中央医師会
（1）災害時における救急医療に関すること
2美瑛土地改良区・しろがね土地改良区・旭川土地改良区

（1）農業用水利施設の防災対策に関すること
（2）農業用水利施設の災害対策及び災害復旧対策に関すること
3北海道歯科医師会・旭川歯科医師会
（1）災害における歯科医療に関すること

4北海道放送㈱・札幌テレビ放送㈱・北海道テレビ放送㈱・北海道文化放送㈱・㈱テレビ北海道
㈱エフエム北海道・㈱エフエムノースウェーブ

（1）気象予警報、地震の情報、警報等の報道に関すること
（2）災害状況、被害状況等の報道に関すること
（3）防災に係る知識の普及に関すること
5一般社団法人北海道薬剤師会旭川支部
（1）災害時における調剤、医薬品の供給に関すること
6北海道獣医師会上川支部

（1）災害時における産業用動物の保護に関すること
（2）災害時におけるペットの保護に関すること
7上川地区バス協会

（1）災害時における人員の緊急輸送に関すること

第8公共的団体及び防災上重要な施設の管理者
1美瑛町商工会

（1）災害時における物価の安定及び救援物資、復旧資材の確保に関すること
（2）被災商工業者への経営指導に関すること
（3）商工業者への融資斡旋に関すること
2美瑛町農業協同組合

（1）共同利用施設等の災害応急対策及び災害復旧に関すること
（2）被災組合員に対する融資及びそのあっせんに関すること
（3）共済金支払いの手続きに関すること
（4）農業生産資材及び農家生活物資の確保に関すること
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3上川中央農業共済組合
（1）農作物の被害調査及び報告に関すること

（2）家畜の被害調査及び防疫、診療に関すること
4美瑛町森林組合

（1）共同利用施設の災害応急対策及び災害復旧対策に関すること
（2）被災組合員に対する融資及びそのあっせんに関すること
5美瑛町社会福祉協議会
（1）避難行動要支援者の支援対策に関すること

（2）災害ボランティアの募集、受付、活動支援に関すること
6一般病院・医院

（1）災害時における医療及び防疫対策における協力に関すること
7運送事業者
（1）災害時における救援物資及び応急対策用物資等の緊急輸送の協力に関すること

8危険物関係施設の管理者
（1）災害時における危険物の保安の確保に関すること
9電気通信事業者

（1）災害時における電気通信の確保に関すること
10防災上重要な施設の管理者

（1）施設内災害予防及び危険物の保安に関する措置を行うこと
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第3節町民及び事業所等の責務

町民は、美瑛町における災害時の被害の拡大防止や軽減を図るため、平常時から災害時における避難場
所や安全な避難ルート等を確認しておくなど、災害への備えを行うとともに、災害発生時には自主的な防
災活動に努める。

①②③④⑤⑥

平常時

①避難の方法及び家族との連絡方法(家庭の避難
計画）の確認

②飲料水､食料等の備蓄､救急用品等の非常持出
品の準備

③隣近所との相互協力関係の構築
④災害危険区域等､地域における災害の危険性の

災害時
地域における被災状況の把握

近隣の負傷者、避難行動要支援者の救助
初期消火活動等の応急対応
避難所での自主的活動

防災関係機関の活動への協力
自主防災組織の活動

把握

⑤防災訓練､研修会等への績極的参加による防災
知識、応急救渡技術の習得
⑥避難行動要支援者への配慮
⑦自主防災組織の結成
第2自主防災組織等

自主防災組織及び住民組織等は、「自分たちが住む地域は、自分たちが守る」との理念に基づき、地域の
住民で組織し、平常時及び災害発生時の自主防災活動を行う。

①②③④⑤⑥

①②③④⑤

平常時

防災知識の普及
組織の防災計画の作成
地域の安全点検の実施
地域住民（避難行動要支援者等）の把握
防災用資機材等の日常の管理

災害時

情報の収集伝達
出火防止及び初期消火

負傷者の救出、応急手当
避難誘導、安否確認

食料、救援物資等の配布協力
避難所の白幸運営

第3事業所

事業所は、従業員や施設利用者の安全確保、経済活動の維持、地域住民への貢献等、事業所が災害時に
果たす役割を十分に認識し、防災活動の推進に努めるものとする。

①②③④⑤⑥

平常時

①災害時行動マニュアルの作成
②防災体制の整備
③防災訓練の実施及び従業員等に対する防災教
育の実施
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事業所の被災状況の把握
従業員及び施設利用者への災害悩報の提供
施設利用者の避難誘導

従業員及び施設利用者の救助
初期消火活動等の応急対策
ボランティア活動への参加､地域への貢献など

第

2

章

防

災

組

織

第一編総論第2章防災組織

第1節防災会議
第1組織

防災会議は、美瑛町防災会議条例（昭和37年美瑛町条例第36号）に基づいて、町長を会長とし、同条
例に規定する委員をもって組織する。その所掌事務は、地域防災計画を策定し、その実施を推進するとと
もに、町域に災害が発生した場合においては、その情報を収集することを任務とする。
■防災会議の構成
指定地方行政機関の職員

北海道開発局旭川開発建設部

旭川地方気象台
上川中部森林管理署

mi室自衛隊の自衛官

陸卜自衛隊上富良野駐屯地第4特科群

北海道知事の部内職員

上川総合振興局

旭川述股管理部

上川総合握興局保健環境部保健行政室（上川保健所）
上川農業改良普及センター大雪支所

会 長

北海道警察の警察官

旭川東警察悪

町長の部内職員

美瑛町副町長
美瑛町立病院院長

(美瑛町長）
美瑛町教育委員会

美瑛町教育長

大雪消防組合職員及び団員

大雪消防組合消防長
美瑛消防団長

指定公共機関

日本郵便株式会社北海道支社美瑛郵便局
北海道旅客鉄道㈱旭川支社美瑛駅
東日本電信飽話㈱北海道支店

（委任機関〜㈱NTT東日本一北海道旭川支店）
北海道電力㈱旭川支店

指定地方公共機関

上川郡中央医師会
美瑛土地改良区

しろがね土地改良区
旭川土地改良区

公共的機関団体

美瑛町商工会

美瑛町農業協同組合
美瑛町森林組合
上川中央農業共済組合

防災会議の運営は、美瑛町防災会議条例の定めるところによる。

8

第一編総論第2章防災組織

第2節災害対策本部
第1災害対策本部の設置

災害対策本部の設置に至るまでの初動対応については、別に定める災害時初動対応マニ
ュアルに基づき行動することとする。

災害対策本部は、災害対策基本法第23条の2第1項の規定により町長が設慨するものである。
設置基準は次のとおりであり、各号の一に該当し､町長が必要と認めたときに設職するものとする。
本部室は美瑛消防署3階会議室とする。
■災害対策本部の設置基準
○大規模な災害が発生する恐れがあり、その対策を要するとき
○災害が発生し、その規模及び範囲から特に対策を要するとき

○気象業務法（昭和27年法律165号）に基づく気象、地象若しくは水象に関する情報又は警
報を受け、非常配備体制の必要が認められたとき
第2組織

災害対策本部は、美瑛町災害対策本部条例（昭和37年美瑛町条例第37号）の規定に基づき組織す
る。なお、災害対策本部員は、「災害対策本部の組織図」に示すとおりである。
第3運営

1本部の指揮

本部の指揮は、本部長（町長）の権限により行われるが、本部長の判断を仰ぐことができない場
合は、次の順により、副本部長にその権限を委任したものとする。

１２３

位位位

第第第

■災害対策本部の権限の委任
副町長

教育長
会計管理者

2本部員会議の開催

本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員で組織し、災害対策の基本的な事項について協識す
るものとする。

（1）本部員会議は、本部長が必要と認めたとき開催するものとする。

（2）本部員はそれぞれの所管事務について会議に必要な資料を提出するものとする。
（3）本部長は、会議の構成員のほか必要と認める者を会議に出席させ又はこれらの一部をもっ
て会議を開くことができる。

（4）本部員は、必要により部に属する職員を伴って会議に出席することができる。
（5）本部員において本部員会議の召集を必要とするときは、総務渉外対策部長にその旨を申し
出るものとする。

3本部員会議の協議事項

（1）本部の配備体制の決定並びにその切り替え及び廃止に関すること。
（2）災害情報・被害状況の分析と、それに伴う対策活動の基本方針に関すること。
（3）関係機関に対する応援の要謂に関すること。
（4）その他災害対策に関する重要事項に関すること
9
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4会議事項の周知

会議の決定事項のうち本部長又は各本部員が職員に周知する必要があると認めた事項については、
速やかにその徹底を図るものとする。
第4部の所掌事務

1本部の所掌事務を処理するために、本部長が設置する部及び部長等を、あらかじめ「災害対策
本部の組織図」のとおり組織し、体制を整備しておくものとする。なお、各対策部の所掌事務は、
「美瑛町災害対策本部所掌事務分掌表」のとおりである。
2各部長は、本部長の命を受けて部内の事務又は業務を掌握し、所属の職員を指揮監督する。
■災害対策本部の組織図
災害対策本部の庶務、各対策部との連絡姻整

総務渉外対策部

防災会識、防災関係機関等との連絡澗整

（総務課）

本 部 長
（町長）

（政策調整課）

自衛隊の派遮要諦、国・道に対する要舗

（会計課）

災害の広報、災害地・避難所との連絡

（議会事務局）

災害日姥及び記録、所管蛎務の執行記録
被災者及び出勤者の緊急輸送

部長

総務課長

救掻物資の輸送

副本部長

副部長

政策調整課長

災害見舞者及び視察者の対応

（副町長）

副部長

会計課長

他自治体等の応援受け入れ

（教育長）

副部長

識会事務局長

災害関係経費の出納に関することなど

(会計管理者）
民生文教対策部

本 部 員

指定避難所の開設及び管理

（住民生活課）

避難者の誘導、輸送並びに悩報収集

（保健福祉課）

避難行動要支援者の保迩及び情報収築

（教委管理課）

被災者の医療・福祉・保健対策、衛生指導

総務課長

児童生徒の保遡計画及び実施、指導

政策調整課長

社会福祉施設、学校教育施設の被害測査

税務課長

部長

保健福祉課長

応急仮設住宅の入居者の決定及び管理

住民生活課長

副部長

住民生活課長

医療、福祉、学校関係機関との連絡澗整

保健福祉課長

副部長

教委管理課長

被災地、避難所等の塵芥等の処理

経済文化掻興課長

応急保育、応急教育の確保など

文化ｽｰﾂ睦韮
農林課長

産業施設対策部

指定避難所の開設および管理（十勝岳火山噴火泥流

建設水道課長

（経済文化振興課）

災害における指定避難所）

水道轄備室長

（農林課）

観光客の避難誘導及び悩報収集

（税務課）

応急食料及び生活必総品等の卿達・供給

会計課長
議会事務局長

（農業委員会事務局）

農委事務局長

被災状況（世帯、人員、家屋）の調査

観光施設、文化スポーツ施設の被害調査及び災害対策

教委管理課長

部長

経済文化擬興課長

農地、農業用施設の被害鋼査、応急対策

町立病院事務局長

副部長

農林課長

土地改良施設の被害鯛査、応急対策

副部長

税務課長

商業、工業の被害調査及び災害対策

副部長

農委事務局長

農畜産物の防疫、畜産飼料の確保

副部長

文化ｽｰﾂ鎚識

林産物等の災害対流など
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危険区域の巡視、情報収集

建設給水対策部

道路、橋りょう等の被害調査、応急対策

(建設水道課）

公園、緑地、河川等の被害調査、応急対策
部長建設水道課長

建築物の被害調査、応急対策

副部長水道整備室長

水道、下水道施設の警戒配備

飲料水の非常給水及び広報活動
被災水道、下水道施設の調査、応急修理
災害資機材の調達
避難所開設、管理等の応援協力など

医療救護対策部

入院患者及び通院患者の避難誘導

(町立病院事務局）

被災者の応急医療及び収容の事務

救謹所の設個及び管理
部長町立病院事務局長

医療等の委託、医薬品等の調達

感染症患者等の収容及び医療措置
避難行動要支援者の保護に関する応援協力など

■事務分掌
事 務 分 掌

部

総務渉外対策部︵総務課・政策調整課・会計課・識会事務局︶

部内連絡調整
(参事・課長補佐）
災害対策本部の総務に関する業務

・部内の人員配股及び連絡潤整並びに執行妃録に関すること。

・その他部内に属さない砺項に関すること。
・災害対策本部の庶務及び各対策部との連絡朋整に関すること。
・防災会蟻及び防災関係機関との連絡調整に関すること。
・気象の予警報及び愉報の受理及び伝達に関すること。
・自衛隊の派遣要調に関すること。
・国及び道に対する要諦及び報告に関すること。
・災害対策本部の非常配備体制に閲すること。
・災害に係る他自治体との連絡鋼整に関すること。
・行政傭報システムの被害調査及び応急対策に関すること。
・通信連絡回線の確保に関すること。
・災害日誌及び妃録に関すること。

・役珊庁舎の応急楢置及び復旧対策に関すること。
・各部の指導連絡鯛整に関すること。

・災害に係る財政に関すること。
・災害に係る所管邪項の執行記録に関すること。

・町有財産の按害潤査及び応急対策に関すること。
・被害者及び出勤者の緊急輸送に関すること。
・救援物資及び本部職員の輸送に関すること。
・職員の労務供給に関すること。

・災害に係る派遣職員の給与等の決定及び支給に関すること。
・災害時における職員の動員に関すること（派避職興も含む)。
・災害対策業務従率職員の物資供給に関すること。
・災害に係る職員の公務災害補償に関すること。
災害時の広報に関する業務

・災害の広報に関すること。

・災害現地の取材及び写真収築に関すること。
・報道機関との連絡潤整に関すること。
・防災無線の通僧取扱いに関すること。
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事 務 分 掌

部
︵統き︶

災害時の渉外に関する業務

・本部と災害地の連絡に閲すること。
・被害者避薙場所との迎絡に間すること。
・被災者の相麟に閥すること。
・災害見舞者及び視察者の接待に関すること。

・他自治体等の応扱受け入れに閲すること。
災害時の出納に関する業務

・災害関係経費の出納に閲すること

その他

・特命砺馴に側すること

民生文教対策部︵住民生活課・保健福祉課・敦委管理課︶

部内連絡個整
(参躯・課畏補佐）
住民等の避慰・鋳導に関する業務

部内の人側配置及び連絡田整並びに執行妃録に関すること。
その他部内に閥さない邪唄に側すること。

・住民等に対する警報及び避難の指示等の伝達に関すること。
・避錘者の騰導及び怖報収典にI剛すること。

・指定避簸所の閲設及び管理に関すること（十勝岳火山噴火泥流災害時
における指定避薙所を除く）。
・保健、医療槻岡との連絡岡整に関すること。

・災害時の輸送叩[両確保及び配血に関すること。
・児亜生徒、被災者及び急患の輸送に関すること。
・災客に伴う火葬の許可及び火葬喝の使用許可証の発行に関すること。
被災地等の環境衛生に関する業務

・被災地の汚物、じんかい、灰じん等の処理叶画に関すること。

・被災地の汚物、じんかい．灰じん等の処理用地確保に関すること。
・し尿処理手数料の減免に関すること。

・被災地の防疫及び消認に関すること。
・放浪動物に関すること。

・浄化施設の披杏剛査及び応急対漁に関すること。
披災地の住宅対策に関する業務

・公営住宅の被害岡査及び応急対蹴に関すること。

・応急仮設住宅入居者の決定及び管理に関すること。
被災者の福祉に関する業務

・医師会との連絡岡整に関すること。
・稔援金に関すること。

・災害弔慰金の支給、救擾物資の取扱い及び社会福祉基金に閲すること。
・日赤救助活動との迎絡鯛整に間すること。
・死体の捜索、収容及び埋弊に間すること。
・社会禍祉施股等の被害照査及び応急対踊に関すること。

・被災者の医療対策の総括及び梱祉に関すること。
・避薙行動要支授者の保壊及びt報収典に側すること。

・社会福祉施設入所者の遊離醗導活動に側すること。
被災者の保健・衛生に関する業務

・被災者の保他予防、保健指導、心のケアにI側すること。
・被災者の衛生栃導に側すること。

被災児亜の応急保育・教育に関する

・応急保育に閲すること。

業務

・各学校（施股）及び教育関係機関との連絡醐整に関すること。

・学校施股及び教育委員会施股の被害岡査及び応急対瀬に関すること。

・学校施殴の応急使用に間すること。
・避難所の開股及び符理の応扱協力に間すること。
・被災児亜生徒及び学校施股の衛生管理に側すること。
・児童生徒の保膜叶画及び実施並びに指導に間すること。
・被災児童生徒に対する学用品の給与に関すること。
・教職員の招築に関すること。
・災害時における学校運営、学習揃導に関すること。
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部

事 務 分 掌

︵続き︶

・応急教育施設の確保に関すること。

・災害時における学校給食の対策に関すること。
・給食設飼、給食用物資の被害凋査及び応急対策に関すること
社会教育施股の管理に関する業務

・社会教育施設の被害調査及び応急対顕に関すること
・社会教育施設の応急使用に関すること

・救援物資、応急物資、応急資材の保管に関すること。
その他

・文化財の按害調壷及び応急対策に関すること

・特命耶項に関すること

産業施設対策部︵経済文化掘興課・農林課・税務課・農業委員会︶

部内連絡岡整
(参鞭・媒長補佐）

農業地域における災害対東に側する
業務

部内の人員配置及び連絡飼整並びに執行記録にI閲すること。
その他部内各班に属さない事項に関すること。
・十勝岳火山噴火泥流災害時における指定避錘鳴所の開股及び管理に関す
ること。

・農作物及び農業用施設の被害澗査及び応急対策に関すること。
・農作物の防疫に関すること。

・被災農家の相談に関すること。
・応急食料の調達．供給の応援協力に関すること。
・被災農家の災害補償等援護対策に関すること。
・家畜及び畜産施殴の被害調壷及び応急対策に関すること。
・へい獣の処理に関すること。
・被災地域の家畜の応急措置、防疫及び飼料の確保に関すること。
・林野等の被害鋼壷及び応急対策に関すること。

・林野の病害虫異常発生の防疫に関すること。
・林野の火災予防に関すること。
・貯木、流木の災害対策に関すること

・林産物及び林産施設の災害対策に関すること。
・林業の災害融資に関すること
・農地及び土地改良施設の被害調査及び応急対策に関すること
・農地及び土地改良施設の災害復旧工事に関すること。

・営農水路、畑地かんがい等の越流警戒警防に関すること。
商工業・観光業における災害対顕に

・商業、工業の被害調査及び災害対顕に関すること

関する業務

・被災商工業者に対する融資に関すること。
・観光施設．文化スポーツ施設の被害岡査及び災害対策に関すること。

文化スポーツ施股の管理に関する
業務

・文化スポーツ施設の応急使用に関すること。
・観光客の避離及び情報収築に関すること。

・応急食料及び生活必需品の調達、供給に関すること。
応急物資の岡達に関する業務

・被災世帯、被災人員、被災家屋等の被災状況の圏査に関すること。

被災状況の潤壷に関する業務

・町税の減免に関すること。

その他

・特命班項に関すること。
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部

邪 務 分 拳

越設給水対策部︵建設水道課︶

認内連絡調整
(参事・課長補佐）

・部内の人員配股及び連絡卿整並びに執行妃録に閥すること。
・その他部内各班に属さない耶項に関すること。

災害時におけるライフライン対流に

・危険区域の巡視に側すること。

関する業務

・各災害状況の岡査確昭に関すること。
・水位に閥すること
・水道、下水道施股の警戒配佃に間すること。

・被災地の交通傭報の収築及び交通道路の硫保に間すること
・道路、柵りょう及び排水路等の被害岡査及び応急対繭並びに交通規制
等の描置に関すること。
・公園、緑地、河川等の被害咽査及び応急対蹴に間すること。
・道路、河川関係の災害復旧工邪に閲すること。
・公共施設の応急修理に閲すること。
・街路樹の被害囲査及び応急対流に関すること。

・遮築物の被害脚査、応急危険度判定及び応急対繭に関すること。
・通路、楢りょう、河川及び排水路等の応急修理に閲すること。
・障害物の除去に関すること
・緊急除雪に関すること。

・被災水通、下水道施股の画在及び応急修理に関すること。
・水道、下水道施殴の災害復旧に関すること。

・災害時における労務者の皿上げ、その他労務供給に関すること。
・応急資材の圏遠及び配分に間すること。
被災者への給水対策に関する業務

・飲料水の非常給水及び広報活動に関すること。

・水質の保全と検査に間すること。
・配水叫整に間すること。
災害救助法適用時の対応

・災害救助法適用時における住宅の応急修理に関すること。
・応急仮設住宅の股澄に関すること。

避鐙時の緊急応援

・避難所、救鰻所の応急仮設に関すること。
・避難所の閲設及び管理の応扱協力に関すること。

その他

・その他、緊急応損に関すること。

・特命邸項に関すること。

医療救謹対策部︵美瑛町立病院事務局︶

部内連絡調整
(瓢務局次長）

災害時の医療に関する業務

部内の人員配固及び連絡岡整並びに執行妃録に関すること。
その他部内各班に属さない砺項に関すること。
・被災者の応急医療及び収容の耶務に間すること。
・救瞳所の設髄及び管理に関すること。
・被災者の応急医療救腹、収容、介助及び滑瞳に関すること。
・感染症岨者及び柵神鋼患者の収容及び医槻描囲に側すること。
・入院幽者及び通院患者の避薙騰導にl則すること。
・助産及び被災者の確保、救鰻に間すること。
・避難行動要支援者の保鰹の応援協力に関すること。

・その他特命耶項に間すること。
・入院患者及び通院患者の避躍麟導に間すること。
・医療聯の委肥にI側すること。
・医薬品等の凹達に側すること。
その他

・特命砺咽に関すること。
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第5本部の配備体制
1非常配備基準

（1）本部は災害に対する防御及び被害の軽減、並びに災害発生後における応急対策の迅速かつ
強力な推進を図るため、非常配備の体制をとるものとする。ただし、本部が設圃されない場合
に お い て も 非 常 配 傭 に 関 す る 基 準 に より配備体制をとることがあるものとする。
（2）非常配備体制の種別、配備内容、配備時期の基準及び配備体制については、次の「非常配
備に関する基準」のとおりとする。ただし、災害の規模及び特性に応じ、基準によりがたいと
認められる場合は、臨機応変の配備体制を整えるものとする。
（3）本部長は、所掌事務に基づき部内の配備基準を定めて、これを本部員に徹底しておくもの
とする。

種別

■非常配備に関する基準
非 常 配 備 基 準
火山災害

地震災害

風水害等

C町域に震度5強の地膜が

関係対策部の所要人

発生したとき（自動謝働
員をもって災害警戒
○その他本部長力泌要と認 及び災害の発生とと
めたとき
もにB鱈対応が開始

○その他本部長力泌要と認
めたとき

︾︾

住
り認
と

第１非常配備

○十勝岳山腹の避難立入規
制を実施するとき

配備の内容

できる体制

第２非常配備

○避難が長期化し避難者へ C町域の広範囲にわたって C町域に震度6弱の地謹が 関係対策部の多数の
人員をもって対応に
の継続的な支援力泌要なと 災害力溌生したとき又は発 発生したとき（自動参卿
き
封f予想されるとき
○地震による被害力廃生し 当たる体制
○その他本部長力泌要と認 ○その他本部長が必要と認 たとき
めたとき
めたとき
○その他本部長力泌要と認
めたとき

第３非常配傭

○十勝岳に関する緊急火山 ○町全域にわたる災害力溌 C町域に震度6強以上の地 災害対策本部の全職
生したとき又は発生が予想 震力溌生したとき（自励参 員をもって当たるも
僻肋$発表されたとき
C職雪型泥流危険区域等の されるとき
ので、状況によりそ
鯛
住民避難力泌要とされると ○重大な被害力溌生したと ○地震により重大な被害が れぞれの災害応急活
き

き

○融雪型泥流力溌生したと

○その他本部長が必要と認 ○その他本部長力泌要と認 又は出動して災害応

き

めたとき

発生したとき
めたとき

○その他本部長力泌要と認

､肋《できるよう待機
急出勤に従事する体
制

めたとき

備考災害の規模及び特性に応じ､上高…こより趣､と認められる場合においては､臨機応変の配備体制を整えるも
のとする。
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2招集・配備
（1）招集の方法

①招集は災害対策本部の配備区分に従って、次の招集手続に基づくものとする。
■配備区分

配備体制の準備

配備の伝達・調整準備
総務渉外対策部長

総務渉外対策部連絡調整員

一

総務渉外対策部員

繍f釜圭豊駕鱒註
②総務渉外対策部長は、本部長の非常配備決定に基づき、各部長に対し、本部の設置及び非
常配備の規模を通知するものとする。
③上記通知を受けた各部長は、あらかじめ指定した部内連絡調整員に対し、その内容を通知
し、部員が直ちに所定の配備につけるよう調整を指示するものとする。
④部内連絡調整員は部員の調整を行い、直ちに所定の配備に付くよう指示するものとする。
また、各対策部においては、あらかじめ各部内の招集手続を確立しておくものとする。
⑤災害対策本部が設置されない場合における配備要員の招集も、本計画に準じて行うものと
する。

⑥災害の規模により消防機関など、町内防災機関の応急援助活動を必要とする場合、各対策
部長は本部長の命を受け災害状況を報告し、援助要請を行うものとする。
第6本部の廃止

本部長は、予想された災害の危険が解消したとき、または災害応急対策が完了したときは、災害対
策本部を廃止する。

第7本部設置・廃止の通知公表

災害対策本部を設置または廃止したときは、知事（振興局長）並びに大雪消防組合、関係機関、報
道機関などに通知するとともに、町民に公表する。
第8本部及び本部職員の標識

災害対策本部を設置したときは、消防署正面玄関及び本部室前に「美瑛町災害対策本部」等の標識
を掲示する。

また、災害対策に従事する本部職員は、腕章を着用する。
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論

災害対策本部及び本部職員の標識
掲示板

腕章

幸

美襲B7災得対置率寵
奉 配 付

画皿

１１

鹿 長

具色

ｍｍ

害 裏町塁存計量左配

ｌｌ

ｍｍ

具⑧

Ｉ１

︾ｌ平︲上

1

35画

』

〃

吾J本罫氏
皿砥

１１

興但

契藁時災害黄黄毒誕

１唖１

1
1

−恥１

○○○○災宵
美瑛町災宵対期本部

1釦心

年

奉 罰 長

−恥１

一一一一一a麺
子

凡

扉

黒色
1m

典襲町災脊吋踊な託
部 曇
（硯イ

I）

屋 孝 玩 長
1m
I

ー

ー

ー

ー

ー

ｌ

ト

1

3段■一一一一一一一一一一一一一一可

‑
4

35m

−−４

ＴＩＩ平Ｉ上

Ｔ弛辿

標旗

日 日

言夷野興春跨萱さ託
一

窪 貝

房扇悪ノ

4

3麺

美瑛町災害対策本部

第3節情報連絡本部
第1悩報連絡本部の設置

1設侭基準
町長は、警戒活動をする必要があると認められる場合、災害警戒体制をとるために情報連絡本部
を設霞する。設置基準は次のとおりである。

種別

■悩報連絡本部の設置基準
設 置 基 準

準備の内容

火 山 災 害

風 水 害 等

○火山活動が活発化

○上川中部に注意報

○町域で震度4以上

災害情報の収集連

するなどの火山情報

(風雪、強風、大雨

地震の地震が発生し

絡のため、少数人

地 震 災 害

、

警戒体制

を入手したとき

洪水、大雪、なだれ）

たとき（自動参集）

員をもって当たる

○その他町長が必要

が発表され、情報収集

○その他町長が必要

もので、状況によ

と認めたとき

が必要なとき

と認めたとき

り次体制に円滑に

○大規模事故災害が
発生したとき

○その他町長が必要
と認めたとき
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2招集・配備

（1）勤務時間内の招集

勤務時間内に招集が必要な場合は、総務課長は電話又は庁内放送で職員の招集を伝達する。
■勤務時間内の招集
気象等の注意報
及び災害憎報

総務隈長
・傭報の収典、町畏への報告

町長（副町長）

・凪個体制の判断、招典の指示

総務課長
・各課長等へ招築の連絡

職 員

各眼長等

・職員の招梨
・必要な対蹴の指示

(2）勤務時間外の参集
役 場 庁 舎 警 側 員 は 、 勤 務 時 間 外 に 災 害 に 関 す る 情 報 を 受 理 し た 場 合 に は 、 総総
務務
係係
長長
計若 し く は 総
る。なお、地震発生
務課長に連絡する。総務課長は総務係長へ指示して必要な関係課長に連絡する。なお、
を感知した場合、各職員はテレビ、ラジオ等で震度情報を確認し、自主的に参集する。

■勤務時間外の招集
､気象等の注意報
及び災害怖報

役場庁舎警愉員

総勝課長

町長（副町長）

・傭報の受け付け

・緊急配圃の迎絡要舗

・配備体制の判断

・総務課長への報告

・町長への報告

・各課長へ招集の指示

・登庁、憎報確狸

総務係長

縫務課長

・各課長への巡絡

各媒畏等

・招集の連絡

各課長等

･招築の連絡、竪庁、傭報確認

・職員の招集
・必要な対策の指示

職 員
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第2運営

情報連絡本部は、災害対策本部の組織を準用する。

総務課長は、災害等の情報を収集するとともに、災害状況にあわせて必要な対策部を招集し、応急
対策にあたる。

■情報連絡本部の役割
○災害情報の収集
○関係機関との連絡・調整
○災害危険箇所の警戒巡視
○所管施設の警戒巡視及び予防措置

○軽微な被害への応急対策
○住民への災害広報
第3災害対策本部への移行

総務課長は、災害が拡大したとき又はその恐れがあるときは、町長に災害対策本部の設置を諮る。

第4節火山防災協議会
第1十勝岳火山防災会議協議会
1組織

十勝岳火山防災会議協議会は、災害対策基本法第17条第1項の規定に基づき、十勝岳火山噴火災

害における地域防災計画を作成し､火山災害に適切に対処することを目的に設溌されたものである。
なお、本協議会は次の16機関で横成する。

■十勝岳火山防災会議協議会の構成機関
設置機関
上富良野町、美瑛町

櫛成機関

北海道開発局旭川開発建設部、北海道森林管理局旭川事務所、北海道森林管理局
上川中部森林管理署、北海道森林管理局上川南部森林管理署、札幌管区気象台、
旭川地方気象台、上川総合振興局、上川総合振興局旭川建設管理部、上川総合振
興局保健環境部保健行政室、上川総合振興局保健環境部富良野地域保健室、北海
道警察旭川方面本部、北海道警察旭川方面旭川東警察署、北海道警察旭川方面富
良野警察署、大雪消防組合、富良野広域連合消防本部、株式会社NTT東日本北
海道旭川支店、北海道電力株式会社旭川支店、北海道旅客鉄道株式会社旭川支社

2所掌事務

十勝岳火山防災協議会の所掌事務は、次のとおりである。
（1）地域防災計画を作成（修正）し、その実施を推進すること
（2）災害対策基本法第45条に基づく必要な要綱、勧告又は指導等を行うこと
（3）十勝岳火山噴火による災害復旧に関し、設置町及び関係機関相互の連絡調整を図ること。
（4）十勝岳の噴火を想定した訓練及び住民に対する防災知識の普及に関すること
（5）その他協識会が認める事項
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第5節住民組織

本部長は、災害対策について災害対策基本法第7条の趣旨により、町内の住民組織の協力を要請す
る。要論する業務は概ね次のとおりである。

1災害情報の収集及び伝達の応援に関すること
2被害状況の調査及び報告の応援に関すること
3飲料水・生活必需品の供給及び救援物資の配分応援に関すること
4危険箇所の監視・警戒応援に関すること
5警報の周知及び避難誘導の応援に関すること
6人命・家畜・財産の救助搬出応援に関すること
7築堤の補強・越水の排除など応急作業の応援に関すること
8避難所内における介護および炊き出し応援に関すること

災害情報等を住民等に連絡する場合は、広報車及び防災情報無線の他、町内（集落）会長を通じて
行う。
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第1節自然環境
第1位置及び面績

本町は北海道のほぼ中央、上川支庁管内の中部に位置し、周囲は北東に上川町、南東に十勝岳を隔
て新得町、南に上富良野町及び中富良野町、西に芦別市、北西に旭川市、北に東神楽町と東川町の2
市6町に隣接している。
■経緯度及び面積

広さ

経 度

緯 度

142"54'57"

43"39'05"

14219'28"

43"31'44"

142"41'35"

43。24′55″

142"51'41"

43．39'58″

東 西

44.‑Jkm

南 北

26.5km

面 積
一晒〆単

端端端端

東西南北

最最最最

位置

方 位

677.16km

第2気象

本町は北海道の中央部に位置し、内陸性の気候が顕著で、気温の寒暖の差が激しく、四季の変化が
明瞭である。年間の平均気温は5.4℃であり、月平均最高気温が8月の25．1℃、月平均最低気温が2
月の‑15.0℃で、その差は約40℃ある。

また、気温の極値は、最高気温が34．9℃（昭和59年8月16日）で、最低気温は‑33.2℃（昭和60
年1月24日）である。年降水量の平年は899.Sraraであり、月降水量の平年は8月の138.3mmが最高で
2月の36.6mmが最少である｡また､年平均風速はl.Tm/sで､月平均風速は4月の2．Im/sが最も強く、
日最大風速の極値はUm/s(昭和56年8月23日）である。年間を通じた風向は南風が多く、冬は南

南東、春は北西の風が吹く傾向がある。平年の積雪の初日は11月上旬、終日は4月下旬であり、降雪
量は12月から1月が最も多い傾向がある。
第3地形

本町は、石狩山地の西側に位置し、東には大雪火山群、十勝岳連峰に属する白雲岳、オプタテシケ
山、十勝岳などの標高2.000m級の山々が、西には天塩山地の南端部に属する幌内山地の邦英山、瑠
辺蕊山などの標高800m級の山々が連なり、中央部は台地となっており、地形は、山地、火山地、台
地・丘陵、低地に区分され、その他に丘陵地などの小地形が分布する。西側は幌内山地が分布し、瑠
辺蕊山付近がわずかに中起伏山地となっているほかは、低起伏山地となっている。また、西側の山地
の周囲に向上丘陵の延長部分がわずかに丘陵地として分布している。東側には大雪〜十勝火山地が広
く分布し、大雪火山群地域を構成する白雲岳、その南部に位置して高原状の地域を構成するトムラウ
シ山、忠別岳、及び十勝岳連峰地域を櫛成する十勝岳、美瑛岳、オプタケシケ山などには、大起伏状
火山地が分布し、それぞれの火山帯周囲には中起伏火山地が発達する。さらに、下方に広がる溶岩流
の台状地には小起伏山地が発達する。
なお、山岳地域は、火山地、台地・段丘及び低地に区分される。火山地には十勝岳．美瑛岳．美瑛
富士などが大起伏火山地､白金温泉までが中起伏火山地､白金温泉の南西部が火山麓地となっている。
台地・段丘には、白金模範牧場などを中心として岩石台地の火山灰砂台地となっている。低地には、

美瑛川に沿った白金温泉以西の地域が、扇状地性低地となっている。また、中央部は台地．段丘が広
く分布して美瑛台地に属し、ほとんどが岩石台地（上位）の火山灰砂台地となっており、全体的に波
状形を呈する。また、北西部の一部は旭川低地に属する扇状地性平野となっているほか、美瑛川．辺
別川・宇莫別川・侭杵牛川などの河川沿いは、美瑛低地に属する扇状地性平野となっている。
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河川は、大雪山連峰に源を発する忠別川が北部を東から西へ、十勝岳連峰に源を発する美瑛川が南
部を南東から北西へ流れており、これらが主要な河川となっている。さらに、忠別川にはクワウンナ

イ川、美瑛川には辺別川・宇莫別川・オイチヤヌンペ川・瑠辺蕊川・美瑛美馬牛川・置杵牛川などの
主要な支流があり、これらは石狩川水系に含まれる。さらに、天然湖沼は、美瑛川上流の山岳地帯に
ある硫黄沼がただ1ヶ所だけであるが、股業用ダム施設が5ヶ所（聖台ダム・新区画ダム・水沢ダム・
しろがねダム・神居ダム）設置されているほか、現在、東川町、東神楽町と3町にまたがる特定多目
的ダムの忠別ダムがある。
第4地質・土壊

1地質

本町の地質は中央部北海道地質櫛造区分に属し、日高造山運動の母体となった三畳紀から白亜初
期にかけての、優地向斜の日高累層群と呼ばれる堆積物が広く分布している。造山運動の結果、北
海道中軸帯が形成され、地向斜期の火山活動帯あるいは地背斜期の深成・変形作用の中心帯が、
南北方向に帯状配列しているところに特徴がある。これらは西から順に神居古潔構造帯、日高帯、
常呂帯と呼ばれており、前二者が分布する。
基盤石は、西側から神居古澱構造帯、白亜紀の堆積岩、さらに日高帯で構成されている。神居古
潔構造帯は蛇紋岩を伴う塩基性火山噴出物からなり、西側の瑠辺蕊山付近の山地に分布する。その
東側には、砂岩・頁岩の互層で構成された白亜紀のえぞ層群が分布する。さらに、下宇莫別と美馬
牛を結ぶ線を境にして、その東側に日高帯が分布し、この日高帯は、西から東へ日高西縁輝緑岩帯、

日高中央帯及び日高東縁幣に区分され、そのうち前二者が分布する。日高西縁輝緑岩帯は蛇紋岩を
伴った塩基性火山噴出物からなり、その東側の日高中央帯は日高造山運動の中核となった地帯で、
ホルンフェルスからミグマタイトにいたる高温低圧型の変成岩類、超塩基性から酸性までの深成岩
類、及びこれらを取り囲む粘板岩・砂岩層からなりたっている。これらの地層は日高造山運動の影
響を受けて、摺曲構造や断層が発達している。
これらの基盤岩を覆って火山性岩石や堆積物などが、西側の瑠辺蕊山付近の山地には、輝緑岩質
岩石・結晶片岩質岩石・はんれい岩質岩石が分布している。東側の大雪〜十勝火山地には安山岩質
岩石が広く分布し、辺別川・宇莫別川・美瑛川の上流部には凝灰岩質岩石が分布する。また、白金
温泉から望岳台にかけて一部、卸緑岩質岩石が分布する。中央部の台地・段丘には、軽石流堆積物
が広く分布している。さらに、本町を流れる河川沿いの低地には、砂・磯・粘土が分布する。なお、
山岳地帯の火山地には、安山岩質岩石・火山砕屑物・師緑岩質岩石・砕屑物が分布し、台地・段丘
には軽石流堆積物が分布し、美瑛川沿いの低地には、砂・磯・粘土が分布している。
2土壊

本町の山地・丘陵地・火山地には、低海抜地から褐色森林土、暗色褐色森林土、ボドゾル化土壌
という垂直描成が見られる。また台地には褐色森林土、低地には灰色低地土壌が分布している。
町域西側の瑠辺蕊山付近の山地・丘陵地には、高海抜地からポドゾル化土壌Ⅱ、褐色森林土I、
褐色森林土Ⅱ、さらに一部にグライ土域が分布する。東側の火山地の十勝岳から白金温泉にかけて
の地域には、火山放出物未熟土壊が分布している。南東側の火山地には、高海抜地からポドゾル化
土壌〜高山性岩屑土壊、暗色系褐色森林土〜ポドゾル化土壌、ポドゾル化土壊Ⅱ、褐色森林土が分
布する。北東側の火山地には、さらに高海抜地に高山性岩屑土壌〜岩石が分布している。中央部の
台地・丘陵には褐色森林土Ⅱが広く分布し、瑠辺蕊から美馬牛にかけての地域に灰色台地土壌が分
布する。また、河川沿いの低地には褐色低地土壊、灰色低地土壊が分布する。
なお、山岳地帯の火山地の十勝岳山趣には、火山放出物未熟土壊群域が、白金温泉付近にはポド
ゾル化土壌Ⅱ群域が小面積で分布する。また、美瑛岳の頂上付近には、高山性岩屑土壌〜岩石地が
分布し、標高が下がるにしたがってポドゾル化土域〜高山性岩屑土壊、暗色系褐色森林土〜ポドゾ
ル化土壊、ポドゾル化土壊Ⅱ、褐色森林土Ⅱが分布する。台地には褐色森林土Ⅱが広く分布し、一
部、白金野鳥の森にはポドゾル化土壊Ⅱが、美瑛川沿いの低地には粗粒褐色低地土壌が分布する。
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第2節社会環境
本町の人口は､昭和30年代まで急増してきたが､その後の高度経済成長や産業基盤の脆弱等により、
都市への人口流出、農業者の離農が相次ぎ、年々減少の一途をたどっていたが、近年は微減にとどま
っている。また、年齢別人口柵成では、65歳以上の高齢者が占める割合が年々多くなり、75歳以上の
後期高齢者の増加が特徴的となっている。今後も人口の高齢化が進むものと予測される。
建物は、住宅などの木造建物が多く、非木造建物は2割程度である。また、市街地には比較的建築
年代の古い建物が多く点在している。
道路現況は、都市間交通網の国道2路線23.8kmを中心として、隣接市町及び各集落間を結ぶ道道
10路線109.5kra､市街地を中心に放射状に延びて､集落を結ぶ町道は503路線653.8kmとなっており、
長大な道路延長を有しているが、改良の進捗状況は、国道に比して低率である。
住民生活の基盤となるライフラインは、上水道と下水道が美瑛町水道局によって、電気、電話は、
それぞれ北海道電力㈱、東日本電信電話㈱によって供給されている。

第3節災害履歴
第1風水害

本町はかつて、度重なる風水害により大きな被害を被ってきた。過去の経過は概ね次に示すとお
りである。

明治31年(1898年）大雨による大洪水、市街地などが泥海化
明治38年(1905年）降雨による大水禍、美瑛川の増水による渡岸築堤の決壊
大正4年(1915年）豪雨による大水災、河川氾濫、辺別川の決壊
昭和7年（1932年）多雨、農作物が収穫皆無
昭和21年(1946年）豪雨による大水害、辺別川、宇莫別川、美瑛川が氾濫
昭和28年(1953年）豪雨による水害、二股川、瑠辺蕊川、辺別川等が氾濫
昭和29年(1954年）台風15号禍、家屋等に被害（総額 億4.000万円）
昭和36年(1961年）集中豪雨災害、瑠辺蕊川、辺別川が氾濫、美瑛川の増水
昭和37年(1962年）台風9‑10号被害、瑠辺蕊川支流が氾濫、農作物に被害
昭和40年(1965年）台風23号被害、家屋や農作物に被害（総額1億9.227万円）
昭和41年(1966年）豪雨による災害、死者2名、道路等に甚大な被害
昭和56年(1981年）大豪雨、各地河川が氾濫、道路橋梁など32億円の被害
台風15号被害、風倒木による被害（激甚災害指定）
平成4年(1992年）台風・長雨、農作物に被害（総額14億4.900万円）
平成16年(2004年）台風18号被害、農作物等に被害（総額 億7.600万円）
平成22年(2010年）豪雨による災害、死者2名、道路等に甚大な被害

また、風水害以外にも、ひょう、低温、豪雪、霜などの発生により、農業災害（農作物への被害、
農業用施設への被害等）が大小さまざま毎年のように発生している。
第2火山災害

本町は活火山である十勝岳の腿に位置する。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、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。過去の経過等は概ね次に示すとおりである。
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1過去の経過

安政4年(1857年）

明治21年(1887年）

大正15年(1926年）
昭和37年(1962年）
昭和63年(1988年）
平成16年(2004年）

認識された最初の噴火
松浦武四郎が十勝岳中腹に上り黒煙を見る（十勝日誌）

それ以前の噴火紀元前240年ころより大きなもので5回程度（地層調査）
常に黒煙を上げ、付近に降灰（大日向伝三）
犠牲者144名（うち行方不明21名）有史以後最大の被害
同5名噴煙高12.000mに達した
なし比較的小規模
なしごく小規模な噴火

2噴火の形態

昭和63年の噴火は、前段で熱泥水の噴出や火山性地霞の多発、火山性微動発生の前兆現象に続き
小噴火を起こし、その後本格化するとの経過をたどっている。過去の噴火も様々な前兆現象を経て
小噴火、噴火と記録されているが、噴火によって発生する火砕流や火山泥流といった現象によって
被災危険域が広域に及ぶ恐れがある。
第3地震災害

本町は､地震の発生が極めて少ない地域である｡過去に本町周辺において発生した地震のなかで、
町域に被害を生じた地震は記録に認められていない。

北海道周辺で発生した被害地霞のなかで、日本海（神威岬沖〜留萌西方沖）や太平洋沖で発生す
る地震は、マグニチュード7〜8クラスと規模が大きいものの、震源が遠いため町内での被害はな
かった。太平洋岸に大きな被害を発生させた昭和43年(1968年）の十勝沖地震、平成5年(1993
年）の釧路沖地震による揺れは町内で震度3〜4を記録。さらに、平成7年(1995年）の上川・空
知の地震は、本町に比較的近い場所で発生した内陸地震で、マグニチュードは5．7であった。近く
には富良野断層帯が存在しており、これが活動すると鰻源が地表面に近いため、マグニチュードが
小さくても甚大な被害になることが予想される。
また、十勝岳の火山活動に伴って、火山性地震が発生することも危倶しなければならない。昭和
63年の十勝岳噴火時には、火山活動の活発化に伴って最大震度3の有感地震を記録している。
第4災害危険箇所

本町には、土砂災害危険箇所として水防区域44箇所、地すべり危険区域6箇所、急傾斜地崩壊危
険区域60箇所、土石流危険渓流119箇所がある（平成16年度災害危険区域現地調査)。
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