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第二編風水害等対策第1章総則

第1節計画の適用

第二編「風水害等対策」は、美瑛町で発生する気象災害及び大規模事故等の社会的な災害に適用す

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髄

等の体制については、第一編「総論」を参照する。

第2節災害履 歴

美瑛町で発生した風水害等は、大雨による被害、異常低温による農作物被害等であるが、最近の風

水害では、昭和56年、平成4年、平成16年、平成22年と、台風及び豪雨により大きな被害が発生し

ている。

昭和56年の災害は、8月4日未明からの雨と5日北上した台風12号の影響による大雨で、各地河

川が氾濫し、道路橋梁、建造物、農作物に甚大な被害を与えた。平成4年の災害は、7月30～31日の

台風による大雨と、近年にない低温、長雨と台風の影響で、農作物に深刻な被害が発生した。平成16

年の災害は､9月8日未明からの台風18号の影響による強風で､公園等の倒木､農業用施設の破損等、

大きな被害が発生した。平成22年の災害は、8月23日の夜から24日の朝にかけての大雨により、

道道天人峡美瑛線が崩落し2名が死亡。また、朗根内上俵真布線9線橋と上宇莫美瑛停車場線4番橋

の橋脚が沈下し通行不能となる。

一方、社会的要因による大規模事故災害としては、これまでに美瑛町域で災害対策本部を設置する

ような災害は発生していない。

第3節災害の想定

美瑛町の河川はすべて源流河川で勾配がきつく、日雨髄80曇り程度で部分的氾濫が多発し、河川の決

壊や河床不安定による流れの移動が激しくなることから、局所的な浸水と土砂災害が最も頻発する風

水害であると想定される。ただ、広域にわたる洪水被害や多くの土砂災害が発生する可能性は低い。

また、町全体で対応するような大規模事故発生の可能性は低いものの、延焼災害や交通災害等、住

民や周辺環境へ影響を与える事故が発生することは想定される。

■ 前提とする災害

災害の種類 内 容

風水害 ○大小河川、水路等の氾濫による局地的な浸水被害

○風雨による少数の建物の損壊

○道路の路肩等の崩壊

土砂災害 ○土石流危険渓流における土石流

○急傾斜地崩壊危険箇所等における崩壊

雪害 ○大雪による交通の寸断

大規模事故 ○市街地による延焼火災

○林野火災

○危険物施設における爆発、延焼、危険物の漏洩

○多数の被災者が発生する集団事故、危険物積載車両からの危険物の漏洩

○多数の被災者が発生する鉄道事故

○航空機の墜落事故
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第二編風水害等対策第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市街地の整傭 建設水道課

第2防災空間 の確保 建設水道課

第3道路・橋りょうの整繍 建設水道課

第4上下水道施設等の整備 建設水道課

第 1市街地の整 備

■現状と課題

本町の市街地は、土地区画整理事業施工地区が中心となって形成されたものといえるが、快適

な生活環境の整備のためには、今後も道路、公園、公共施設など総合的な市街地整備を推進する。

また、既成市街地には建物の老朽化など、災害に対し様々な課題が生じている。地震による建

物倒壊や火災による延焼を防ぐためには、建物の安全性の向上や火災につよいまちづくりが重要

であることから、今後も安全で快適な住環境の創出に向け市街地整備を推進する。

1狭小道路の解消

災害発生時の迅速な避難や消火活動、災害後の物資輸送や復旧活動を行うため、狭小道路の解消

を進める。

2生活道路の 整術

町民が日常利用する生活道路は、災害時には避難路となることから、段差の解消や幅の広い歩道

を整備するなど避難行動要支援者に配倣し、安全に利用できるような道路づくりを進める。

3下水道区域の整側

市街地住宅における雨水および融雪水等の浸水対策を行うため､下水道区域の早期整備を進める。

■現状と課題

災害時には、都市公園、緑地等は、延焼遮断梢や避難所などの防災上重要な機能を果たすもの

である。

今後も市街地や市街地周辺に公園、緑地等のオープンスペースを確保し、防災空間としても利

用できるよう整備を推進する。

1街区公園の整徽

街区公園の多くは、整備後かなりの年数を経過している。こうした公園の機能再生とあわせて、

防災空間としての利用向上を図れるよう整側を進める。

2緑地環境の整備

市街地周辺の緑地は、公園としての利用、利便性の提供を基調として、防災空間としての関連性

を確保できるよう整備を進める。
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第二編風水害等対策第2章災害予防計画

第3道路・橋りょうの整備

■現状と課題

道路は災害時の避難路や緊急車両の通行、さらに災害対策活動の交通輸送路としての役割を果

たすなど防災上重要な施設である。

今後も都市計画道路や地区の幹線的な道路・橋りょうの整備・改良により、町内の道路網の充

実を図るとともに、安全性・利便性・快適性を備えた生活道路の整備を推進する。

1都市計画道路の整備

都市計画道路として計画された道路の整備を推進する。

2生活道路の整備

生活道路は、町民が日常利用するとともに、災害時には避難路となる。そこで、段差の解消や幅

の広い歩道を整傭するなど避難行動要支援者に配慮し、安全に利用できるような道路づくりを推進

する。

3雪に強い道路柵造の確立

冬季に有効な道路を確保するために、凍結抑制舗装、流雪溝・融雪溝、堆雪スペースを考慮した

道路整備など、雪に強い道路柵造の確立に努める。

4安全通行の確保

災害時に道路の安全通行を確保するために巡視活動を行う。また、崖崩れなどの危険箇所は防災

点検等を実施し、危険性の調査を行う。

第4上下水道施設等の整備

■現状と課題

災害時にライフライン施設が被災すると、復旧までにかなりの時間を要し、町民生活に多大な

影響を与える。

今後も本町の管理する上水道施設・下水道施設の耐震化やバックアップ化、復旧体制の強化な

どの防災対策を推進する。

1 水道管の耐震化推進一

経年鋳鉄管は、順次、耐霞性の高い管に敷設替え等の対策を行う。

2水道施設の 整備

浄水場の施設は、柵造物の耐霞点検及び改修を行う。また、災害時に備え、自家発電装置、電気

設備、バルブ等の点検、補修を行う。

3資機材の整備

施設が被災したときに備え、応急復旧資機材の備蓄、調達ができるような体制を整備する。

4給水水源の確保

災害時の給水水源として、配水地の貯水量を増量するよう施設の拡張を行う。

5下水道施設の耐震化推進及びバックアップ化

処理場、ポンプ場等柵造物の耐震点検および改修を行う。また、災害時に備え、幹線管渠のルー

プ化、処理場のネットワーク化などのバックアップ化を推進する。
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第二編風水害等対策第2章災害予防計画

第2節災害防止対策の推進

項 目 担当

第1水害対策の推進 建設水道課、美瑛消防署

第2土砂災害対策の推進 建設水道課

第3雪害対策の推進 建設水道課

第4火災の予防対策の推進 美瑛消防署、経済文化振興課、農林課

第1水害対策の推進

■現状と課題

本町は、十勝岳連峰に源を発する石狩川水系美瑛川を始めとし、忠別川、辺別川、置杵牛川、

宇莫別川、ルペシベ川、二股川等が本町の主要河川となっており、これらの河川に中小河川が合

流している。

これら河川の多くは、地形的要因による急流の原始河川であるため、融雪や局地的集中豪雨に

よる河岸の浸食、屈曲部の決壊溢水、土砂堆積・河床高にともなう低地帯農耕地への流出冠水等

の被害が発生している。今後も引き続き河川改修等の整備を推進し、水害の危険を解消するとと

もに、水害の発生を抑制する対策等を推進する。

1河川整徽の推進

河川の増水等による洪水や浸水対策を防止・軽減するため、河川整備を旭川開発建設部、北海道

に要請する等、次の対策を推進する。

○美瑛川の築堤整術事業の促進

○二股川等の河川整術事業の推進

○中小河川の改修促進と維持管理

2雨水管渠の整備

公共下水道事業の一環として、雨水および融雪水等の浸水被害を解消するため、雨水管渠の整備

を推進する。

3水防対策の 確立

洪水による被害を軽減するためには、迅速かつ適切な水防活動が必要である。そのため、旭川開

発建設部、北海道と連携して次の対策を推進する。

○河川の観測施設、情報連絡機器の整備

○水防資機材の備蓄、水防訓練の参加

第2土砂災害対策の推進

■現状と課題

町内には、法指定以外の急傾斜地崩壊危険箇所が60箇所、地すべり危険区域が6箇所、土石

流危険渓流が多数指定されているため、危険区域の住民の避難体制を確立する。

1警戒避難体制の確立

危険区域の住民に対して､土砂災害の危険性を周知し､降雨時の警戒避難体制を確立するために、

北海道と連携して次の対策を推進する。

○パンフレット、防災マップ等による危険区域の周知

○危険箇所への標識等の設髄、点検パトロール

○住民への悩報伝達、避難体制の確立
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第二編風水害等対策第2章災害予防計画

2災害防止工事の促進

土砂災害の危険区域として指定されている箇所は、災害の未然防止のために、北海道開発局、林

野庁、北海道に防止工事等を要調する。

○急傾斜地崩壊防止工事、砂防工事等の促進

第3雪害対策 の推進

■現状と課題

本町は、日本でも有数の積雪寒冷地であり、徽雪により住民生活において種々の困難を来して

いることから、安全で円滑な交通を確保し、住民生活や産業活動を支えるための雪対策を推進す

る。

1雪に強いまちづくり

子どもから高齢者までの住民すべてが快適に安心して生活できるように、雪に強いまちづくりを

推進する。

○生活路線（町道）の完全除雪

○堆雪スペースや歩行者空間の確保などに配慰した市街地整側計画の推進

○病弱及び身体陣がい等を負った高齢者世帯地先の除排雪業務における配慮

○除雪資機材の確保や作業体制の確立

2雪に強い道路栂造の確立

積雪時にも円滑な交通を確保するために、雪に強い道路櫛造など、次の対策を推進する。

○除排雪車両・機器の整備

○堆雪スペースの確保

○市街地幹線道路の排雪強化並びに歩道の確保

○狭 硲 路 線の除排雪の確立

3雪処理施設 の 整 備

効率的な雪処理を実施するために、次の対策を推進する。

○流雪溝の整備、公共融雪槽の設綴

○効率的な排雪のための雪堆積場の確保

第4火災の予防対策の推進

■現状と課題

火災の発生を未然に防止するために、消防法の規定に基づいた事業所等への防火査察の実施及

び市民の防火に対する意識の啓発に努めてきた。

今後も、防火管理体制の強化と、市民の防火意識の高揚を図るなど火災の予防対策を推進する。

1防火意識の高揚

住民の防火意識の高揚を図るため、火災予防運動、防火コミュニティ事業等の推進を図るととも

に、次の対策を推進する。

○防火研修会及び防火イベントの実施

○広報誌等を活用した広報活動

○防火・防災知識の普及、啓発

○自主的防災組織の整備

○初期消火等の訓練等
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第二編風水害等対策第2章災害予防計画

2防火査察、防火指導の実施

消防法等の規定に基づき防火対象物の所有者や管理者に対して、次の対策を推進する。

○消防対象物への立入検査

○防火管理者の選任および消防計画の作成等の指導

○危険物施設の安全対策の指導

3林野火災の予防対策

林野火災の発生を予防するために、

進する。

入林者への火災予防対策や火入れの制限など、次の対策を推

テレビ、ラジオ、ボスター等による火災予防の啓発

入林許可、届出等の指導

気象条件の急変時の入林の制限

観光関係者による防火思想の啓発

火災警報発令時の火入れの制限などの指導、呼びかけ

○
○
○
○
○
○ 林業事業者への予防措侭等の啓発
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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

項 目 担当

第1防災体制の整備 総務課、各施設、保育園、学校

第2自主防災活動の推進 美瑛消防署

第3防災訓練 の実施 総務課、各施設、保育園、学校

第4防災知識の普及 総務課、美瑛消防署

第1防災体制の整愉

■現状と課題

災害発生時に迅速な対策を実施するためには、町や学校等の防災体制づくりが必要である。特

に地震発生時には、職員の参集・配備や初動時の危機管理が重要となる。

今後も、都市環境の変化に応じて、町や学校等の防災体制を見直し、引き続き防災関係機関と

の連拠を図る。

1行政の防災対策の強化

災害が発生したときに行政は、迅速かつ適切な防災活動ができるように、次の対策を推進する。

○各職員の役割、行動等の周知徹底及び、職員初動マニュアルの作成

○災害予防 対策の推進

○職員を対象とした防災研修の実施

2保育園・学校の防災体制の整備

災害が発生したときに保育園や学校は、園児、児童、生徒の安全を確保し、迅速かつ適切な行動

がとれるよう災害時の行動をあらかじめ定め、教職員、児童生徒、保護者等への周知徹底を行う。

○教職員の任務分担、参集方法、保謹者との連絡方法、緊急通学路の設定など防災に関する計

画の作成

○教職員、児童生徒、保謹者等への計画の周知徹底

3防災関係機関との連携

本町に係る防災に関する方針や各機関との連携を図るため、次の対策を推進する。

○防災会議の定期的開催及び連絡先・連絡責任者の明確化

○町と他機関（公的機関、民間業者）との連携についての協議

第2自主防災活動の推進

■現状と課題

地域における防災は、住民の一人ひとりが、自分の住む地域は自分が守るとの観点から、自主

防災組織の活動を中心とした自主防災活動を行うことが大切である。このため、自主防災組織の

結成を推進するとともに、自主防災活動への支援を行っていく。

1自主防災組織結成の促進

自主防災組織が結成できるよう次の対策を推進する。

○町内会など地域コミュニティを主体とした自主防災組織の結成をはたらきかける。
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第二編風水害等対策第2章災害予防計画

2自主防災組織の育成

自主防災組織の活動が効果的に行われるように、次の対策を推進する。

○防災指導員研修会等により、自主防災組織のリーダーを養成する

○防災訓練、防災研修会の実施による防災知識の普及多･指導

○各地区への危険情報等の提供

3自主防災活動への支援

災害時及び訓練で使用するため、次のような資機材等に関する支援を推進する。

○可搬式ポンプ、ホース、救急救助資機材等の貸与

○防災井戸及び防災資機材の整備・点検

■自主防災活動の内容

4事業所の防災組織の確立

各事業所は、消防法等の規定に基づいて従業員や利用者等の安全を図るとともに、災害の未然防

止のため次の対策を推進する。

○防火管理者の選任

○消防計画 の作成

○防災訓練 の実施

○消防設備等の維持管理

第3防災訓練の実施

■現状と課題

災害時には、平常時の訓練の積み重ねによって適切かつ実践的な行動力を発揮することができ

る。本町では、防災訓練を通じて実践的な行動力の向上を図ってきたが、今後もさまざまな条件

を想定して、住民及び防災関係機関等の参加により防災訓練を実施する。

1総合防災訓練の実施

町、自衛隊、警察、関係機関、住民等が参加する総合防災訓練を実施する。

○広域的な水害や土砂災害等を想定した防災訓練

2個別防災訓練の実施

各機関単独または合同で、災害時の活動の習熟を図るため、次の個別訓練を実施する。

■個別訓練の 種 類

○水防訓練

○災害通信訓 練

○消防訓練

○非常招集訓練

○避難救助訓練
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平
常
時

○防災知識の普及．○防災訓練の実施

○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点検管理○組織の防災計画の作成

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 、救溌物資等の配布協力○避難所の自主運営
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第4防災知識の普及

■現状と課題

災害時に適切な行動をとるためには、あらかじめ災害知識、災害時の行動基準や関係機関との連

携等について習熟しておくことが重要である。本町では、これまでに広報誌等を通じて防災知識の

普及を図ってきた。今後もあらゆる機会を通じて、防災知識の普及を図る°

1防災広報の推進

住民、事業所に防災知識を普及するために、次の対策を推進する。

○防災マップの作成・

○防災パンフレット、広報誌の作成

2防災教育の推進

町の防災体制の理解と行動力を高めるため、次のような防災教育を推進する。

○防災研修会の開催

3 防 災 イ ベ ント等の開催

火災予防運動期間､防災とボランティア週間等に防災イベントを開催し､防災知識の普及を図る・

○防災用品等の展示

○写真パネル展
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第4節消防力の整備

項 目 担当

第1消防体制の整備 美瑛消防署

第2救急救助体制の整備 美瑛消防署

第3火災の予 防 美瑛消防署

第1消防体制 の整傭

■現状と課題

災害発生時には、同時に多くの被災地で救助・消火活動が必要となる。また、防火対象物の点

在、危険物品の増加、危険物施設の多様化など社会環境も変化している。

本町では、消防庁舎の新設や消防車両等の充実を図ってきた。今後も消防力の指針に照らし、

消防団員の確保と活性化、消防施設の充実・強化等を推進する。

1消防水利の整備

消火活動が円滑にできるように地域の状況に応じて消防水利を充実させる。

○消火栓の整繍充実

○耐震性防火水槽、消防水路の整備

2消防資機材 の 整 備

大規模災害や特殊災害にも対応できるように消防車両や消防情報システム等の整備を推進する。

○消防車 両の増強

○消防機械・装備の充実

○消防通報システムの整備

3消防団の活性化推進

災害時に迅速な対応を強化するため、地域防災の担い手である消防団を活性化する。

○消防無 線の整備

○消防団の車両、資機材の整備

4広域応援体制の確立

地震、風水害、林野火災、航空機災害等の大規模・特殊災害に際しての広域応援体制を確立す

る。

第2救急救助体制の整備

■現状と課題

救急体制の充実は、災害時だけでなく日常の事故や病気等に対しても重要なことである。本町

では、救急需要にあわせて資機材の整備など救急体制の整備を図ってきた。

今後は､､救急救助需要の増加や高度化などにあわせて、さらに救急救助体制の充実を推進する。

1救急救助体制の高度化

救急救助需要の増加及び高度化に対応できるように、次の対策を推進する。

○高度救命処侭用資機材、救命用資材の整備

○救急救命士の養成、救急隊員の資質向上
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2自主救護能力の向上・啓発

事故や災害発生時に、負傷者等の救命率をあげるために、住民の自主救命能力の向上等の対策

を推進する。

○救命識習 会 の 実 施

○応急手当に関する知識の普及、啓発

3医療機関との情報連絡体制の強化

救命率の向上を図るために、圏域の高度救急医療機関との連絡体制を強化する。

第3火災の予防

■現状と課題

災害による出火防止や被害の軽減を図るためには、住民一人ひとりが防災に対する知識を持

つとともに、特に事業所においては、消防用設愉等の維持管理、防火管理体制を強化することが

重要である。本町では、消防法等に基づきこれらの対策を推進してきた。

今後も、住民の防火意識の高揚を図るとともに、事業所に対して火災の未然防止等を指導する。

1予防査察等の推進

消防法の規定に基づき、防火対象物に対する出火防止措置などを強化するため、引き続き次の

対策を推進する。

○ 立 ち 入 り検査の実施

○事業所の防火管理者への指導、識習の参加

○事業所防災訓練への参加、指導

2防火クラブ活動の推進

防火・防災意識の高揚を図り、出火防止や被害を軽減するために、地域の中で組織されている

各クラブの育成及び活動の支援を推進する。

○幼年消防 ク ラ ブ

○少年消防 ク ラ ブ

○婦人防火クラブ

37

9



第二編風水害等対策第2章災害予防計画

第5節避難環境の整備

項 目 担当

第 1避難所の整 備 教育委員会、各施設、総務課

第2避難体制の整備 各施設、美瑛消防署、経済文化振興課、総務課

第 1避難所の 整 備

■現状と課 題

本町では、災害時の避難所として、会館、小中学校、高等学校等を指定している。災害時には、

一時に多数の避難者が集中し§長期にわたる避難生活が必要になるなど、災害の状況や地域の実

情にあわせた対応が必要となる。今後も適正な避難所の確保に努める。

1避難所の指定

地区の人口変化や災害の特性等地域の状況にあわせて､会館､学校施設等の安全性を調査して、

避難所の指定又は指定解除を実施する。

2 避 難 所 設備の整備

避難所における避難生活を支援するために、次の避難設備を整備する。

○無線等通信機器の整倫

○食料、生活必需品等の備蓄

3避難所の標識の整備

住民に避難所の周知を図るために､新たに指定した避難所には､入口付近に表示板を設置する。

第2避難体制の整備

■現状と課題

災害時に迅速かつ安全に避難するためには、地域や事業所ごとに避難誘導体制や避難経路等を

あらかじめ定めておくことが箪要である。

本町では、消防の査察・指導等を通じ、住民や事業所が中心となった避難体制の確立を推進す

る。

1住民等の避難体制の整側

自主防災組織等と連携して、災害を想定した避難計画を作成する。

2避難道路の確保

緊急指定避難場所及び指定避難所又はこれに準ずる安全な場所へ通ずる避難路について、迅速

かつ安全な避難ができるよう通行の支障となる行為を排除し、避難道路の通行確保に努め、避難

道路を選定し、安全な避難行動を確保するために計画的な道路整備を図る。

■避難計画の 検討項目

○避難勧告・指示の基巡の明確化（基準雨量等）

○避難勧告・指示の伝達方法

○避難所への誘導方法、消防等との連携方法
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○避難行動要支援者等の避難支援方法

○避難所への職員の配置

○避難所の運営方法
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3防災上重要な施設の避難体制の整備

学校、医療機関及び社会福祉施設の管理者は、避難所、避難誘導方法、避難行動要支援者の移

送方法等を検討し、避難体制の整備を図る。

4事業所、観光施設の避難体制の整備

各事業所、観光施設は、観光客、来客者及び従業員の安全確保のため、避難体制の整備を図る。

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

【資料等】

避難道路
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第6節応急対策のための環境整備

項 目 担当

第1応急医療体制の整備 町立病院事務局、保健福祉課、総務課

第2緊急輸送体制の整備 建設水道課、総務課

第3給水体制の整備 建設水道課

第4物資供給体制の整備 経済文化振興課

第5備蓄体制の整備 総務課、各施設

第6応援体制の整備 総務課

第7防災ボランティア活動の環境整備 政策調整課、保健福祉課

第1応急医療体制の整備

■現状と課題

災害時には同時に多数の負傷者が発生するため、通常の医療体制では対応が困難となる。また、

災害後にはストレス等による精神医療等も必要となる。このため、医師会等との連携により、災

害時の医療体制の確立を推進する。

1町立病院の整備

町立病院の防災体制を強化するために次の対策を推進する。

○防災設備の整 備

○非常用資機材の備蓄（流通備蓄の確保）

2応急医療体制の整備

多数の負傷者が発生した場合に備え､町立病院及びその他の医療機関との間で､救謹所の設置、

救遡班の編成、医薬品の確保、2次・3次医療機関への搬送等、応急医療活動体制の確立を図る。

3精神医療体制の整備

災害によるストレスやPTSD(心的外傷ストレス障害）等の発生に備えて、災害時の精神医

療体制について医師会等と協議し、医療体制を整備する。

4医薬品・医療資器材の供給体制の整備

災害時に必要な医薬品・医療資器材・血液の供給体制を確保するため、医薬品販売業者等と供

給体制について協議する。

第2緊急輸送体制の整備

■現状と課題

災害時には、食料、生活必需品、資機材等を緊急に輸送する必要がある。このため、輸送業者

との応援協定を締結し、災害時における緊急輸送体制を確立し、さらに迅速な輸送の確保に向け

体制の整備を図る。

1緊急輸送路の 指 定

災害応急対策活動の実施に必要な物資、資機材、要員等の輸送を行うため、各拠点との有機的

連携を考虚し、緊急輸送路等を事前に指定するとともに、それぞれの計画に基づき整備を図る°

2緊急輸送道路の確保

道による北海道緊急輸送道路ネットワークを基に、町管理の道路や橋りょうの安全点検、障害

物の除去及び冬期間の除雪等、迅速に対応できる体制の整備を推進する。
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第3給水体制の整備

■現状と課 題

水道管が被災し、復旧まで長期間にわたる場合、飲料水・生活用水等の給水活動が必要となる。

給水活動に備えて、給水車や給水資機材の備蓄を進め、これら資材の確保等給水体制の整備を推

進する。

1給水資機材の確保

災害時の給水活動のために、さらに資機材の整備を推進する。

○給水資機材の備蓄の充実

○給水資機材の流通在庫の確保

第4物資供給体制の整備

■現状と課題

災害発生時には流通経済が停止するため、物資の入手が困難な被災者に、食料・生活必需品等

を供給する必要がある。このため、あらかじめ食料・物資の供給業者と協定を結び、必要に応じ

た体制整備を推進する。

1協定の締結推進

物資の供給体制を強化するために、協定締結業者との連携や、新たな機関、団体等との協定を

締結する。

第5備蓄体制の整備

■現状と課題

災害発生直後に被災者等への供給を目的に非常食料、緊急的に必要な生活必需品、資機材等の

備蓄を行うとともに、各家庭でも備蓄をするように啓発運動を推進する。

1家庭内備蓄の促進

災害発生当初の食料、物資の供給を補うため、各家庭で備蓄をするよう啓発する。

○広報誌、パンフレットによる家庭内備蓄の広報

2備蓄の推進

学校等の各施設においても災害時に備え、備蓄の充実を図る°

○備蓄食料、物資の充実

○学校（避難所)、会館等への分散備蓄の充実

第6応援体制の整備

■現状と課題

大規模災害が発生した場合、町単独での対応は困難であり、北海道、近隣市町村、各関係機関、

各業者、あるいは全国からの応援を必要とする。このため、公的機関や民間業者との協定と締結

するなど、応援体制の充実を図る・

1応援体制の連携強化

広域的な応援体制を確保するために、相互応援協定に基づき、道内市町村はもとより近隣町村

との連拠を強化する。
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2民間業者との応援体制の整備

物資、資機材、応急復旧要員等、災害時の対応を応援する体制を整備する。

○民間業者、団体等と応援協定の締結

○災害時の運用方法等についての連携強化

第7防災ボランティア活動の環境整備

■現状と課 題

災害時のボランティアの活動支援体制を推進するため、美瑛町社会福祉協議会や町内ボランテ

ィア団体との協力体制を整備する。．

1ボランティア受け入れ体制の整備

災害時のボランティアの対応を適切に行うために、社会福祉協議会、ボランティア団体が中心

となって、受け入れ体制の整備を行う。

○ボランティアの登録

○ボランティアコーディネーター等の養成

○受け入れ窓口等の設置方法の検討

2ボランティアが活動しやすい環境の整備

災害時にボランティアが活動を行うために必要な施設や支援策等、活動しやすい環境を整術す

る。

○ボランティア活動拠点の選定

ーー ーー■■■－－ーー■■■■■■■■■’一一ーーーーq■■q■■ーロ■■■■■I■■■■■■■■■■■■■■ーロ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ロ■■■■■一一ーロ■■■■■■■■■■ ■ ロ ■ ■

【資料等】

緊急輸送路
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第7節避難行動要支援者対策のための環境整備

項．目 担当

第1避難行動要支援者へのまちづくり対策 保健福祉課、建設水道課

第2在宅避難行動要支援者への対策 保健福祉課、美瑛消防署

第3社会福祉施設の対策 保健福祉課

第4外国人への対策 住民生活課、教育委員会、総務課

第1避難行動要支援者へのまちづくり対策

■現状と課 題

災害時に高齢者、陣がい者等の避難行動要支援者が円滑な避難行動や避難所生活をするには、

普段から避難行動要支援者の行動を視野に入れた施設整備が必要である。このため、行動の障害

となるものを無くすよう努め、避難行動要支援者にやさしい環境づくりを推進する。

1生活様式に配慮したまちづくりの推進

高齢者､陣がい者等すべての人にやさしい道路や公共施設､公営住宅などの施設づくりに努め、

避難活動が安全性・利便性の上に成り立つまちづくりを推進する。

※避難行動要支援者とは

･災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、

その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの

（災害対策基本法）

第2在宅避難行動要支援者への対応

■現状と課 題

災害時には、避難行動や避難生活、あるいは災害後の混乱のなかでの在宅ケアなど、避難行動

要支援者に対する支援が必要となるから、在宅避難行動要支援者の実態を把握し、プライバシー

保護を配噛しながら、地域の自主防災組織等と連携して地域の中で支援する等、対策を推進する。

1 在宅避難行動要支援者の把握（避難行動要支援者名簿の整備）等

①避難支援等関係者となる者

消防団、自衛隊、警察、民生委員児童委員協識会、社会福祉協議会、自主防災組織及びそ

の他の関係機関

②避難行動要支援者名繍に掲戦する者の範囲

・高齢者（要介鍍認定者、一人暮らし高齢者、寝たきり高齢者、認知症高齢者等）

・身体障がい者（視覚陣がい者、聴覚陣がい者、肢体不自由者等）

．常時特別な医療を必要とする在宅療養者

・乳幼児、児童

・上記に準じる状態にある者で、特に災害時の支援が必要と認められる者

③名簿作成に必要な個人悩報及びその入手方法

・美瑛町個人情報保痩条例第7条第1項の規定に従い、関係台帳等より収集

・関係機関の協力で行う調査等により収集

④名簿の更新に関する事項

住民の転入、転出、要介捜認定、身体障害者手帳交付等の事務や関係機関の協力で行う調

査等を通じて避難行動要支援者名薄を定期的に更新
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⑤名簿情報の取扱い

美瑛町個人情報保護条例を遵守し、適正に管理

⑥避難行動要支援者が円滑に避難できるための通知及び配慮

緊急かつ着実な避難指示が伝達されるよう、各種悩報伝達の特徴を踏まえ、防災行政無線

や広報車、インターネット、緊急速報メール等、多様な手段を活用し、わかりやすい言葉

や表現で情報を伝達

⑦避難支援等関係者の安全確保

避難支援にあたっては、避難支援等関係者の安全の確保を十分図る

2避難行動要支援者の支援体制の整備

地域住民の連帯意識に基づく自主的な防災活動組織を整備し、避難行動要支援者の支援体制を

確立する。

3緊急通報システムの整備

高齢者、陣がい者等の避難行動要支援者の緊急通報システムを整備し、迅速な対応に努める。

4被災避難行動要支援者への支援体制の整備

被災した避難行動要支援者のために、福祉避難所の指定や保健福祉サービスが受けられるよう

に、関係機関、団体、民生委員、ボランティア等と連携し、地域福祉を推進する。

第3社会福祉施設の対策

■現状と課題

災害時には、在宅避難行動要支援者だけでなく、社会福祉施設の入所者の安全確保と生活支援

も必要である。このため、各施設における防災計画を作成し、災害時の防災対策を整備するよう

指導する。

1災害時の防災計画の策定

各施設において職員の役割分担、緊急連絡、避難誘導体制などを定めた防災計画を策定する。

2災害時の生活確保

防災設備の整備・点検やライフライン等の停止に備えて、最低限度の生活維持に必要な食料、

物資の備蓄を行う。

第4外国人への対策

■現状と課題

日本語の理解が十分でない外国人は、災害時の対応や避難生活等に大きなハンディキャップを

持っている。このような外国人も避難行動要支援者に位置付け、外国人への防災対策を推進する。

1防災知識の普及

外国人向けのハザードマップ、避難所標識、広報紙等の多言語化を図り、外国人への防災知識

の普及・啓発を図る。

2災害時の支援体制の確立

災害時の外国人への対策として、通訳ボランティアの確保等の登録等を行う。
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第1節情報の収集・伝達．

第1災害関連情報の伝達

1気象情報等の発表

（1）気象情報等の発表

旭川地方気象台は、次の気象情報を発表する。なお、町域が属する予報区は、上川地方（一次

細分区域名)、上川中部（二次細分予報区）である。

■注意報・警報の種類

(2）水防活動用気象注意報・警報の種類

旭川地方気象台は、水防活動の利用に適合する予報・警報を発表する。なお、発表は、一般の

利用に適合する予報・警報をもって行う。

■水防活動用気象注意報・警報の種類

（3）洪水予報（指定河川）

旭川地方気象台及び北海道開発局旭川開発建設部は、指定河川の基準地点の水位が警戒水位を

超え、なお水位上昇により災害の発生する恐れがあるとき、又は、警戒水位を超える洪水となる

ことが予想されるときには洪水注意報を、また、警戒水域を超えて溢水・氾濫等により重大な損

害を生じる恐れがあるときには洪水警報を発表する。
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項 目 担当

第1災害関連情報の

伝達

1気象悩報等の発表

2気象情報等の収集・伝達

旭川地方気象台、旭川開発建設部

総務渉外対策部

第2被害情報の収

集・調査・報告

1異常現象発見時の措置

2被害情報等の収集・整理

3被害調査

4被害報告

各対策部、美瑛消防署、美瑛消防団

各対策部、美瑛消防署

総務渉外対策部

総務渉外対策部

注
意
報

気象注意報

強風注意報・風雪注意報・大雨注意報・大雪注意報・濃霧注意報・雷注

意報・乾燥注意報・なだれ注意報・着雪注意報・霜注意報・低温注意報．

融雪注意報

洪水注意報

浸水注意報（浸水に関する注意事項を気象注意報の中に含めて述べる｡）

地面現象注意報（地面現象に関する注意事項を気象注意報の中に含めて述べる｡）

警
報

気象警報 暴風警報・暴風雪警報・大雨警報・大雪警報

洪水警報

浸水警報（浸水に関する警戒事項を気象警報の中に含めて述べる｡）

地面現象警報（地面現象に関する警戒事項を気象警報の中に含めて述べる｡）

記録的短時間大雨情報’1時間雨量でSOminを超す降水が観測された場合

水防活動用注意報・警報 一般の注意報・警報

水防活動用気象注意報 大雨注意報

水防活動用気象警報 大雨警報

水防活動用洪水注意報 洪水注意報

水防活動用洪水警報 洪水警報
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■洪水予報の基準地点と警戒水位

水系名 河川名 基 準地点 警戒水位

石狩川 美瑛川 西一 区 232.90m

（4）水防警報

北海道開発局旭川開発建設部は、洪水予報、気象予報等により、又は、自ら水位、流量その他、

河川の状況判断により水防を行う必要があると認められるとき、美瑛川の水防警報を発表する。

（5）火災気象通報

旭川地方気象台は、消防法（昭和23年法律第186号）第22条に基づき、次のような気象状況

のとき、火災気象通報の発表及び終了の通報を上川総合振興局長に通報する。町長は、上川総合

振興局長からこの通報を受けたとき、又は気象の状況から、火災の予防上危険であると認めたと

きは、火災警報を発令することができる。

なお、林野火災気象通報は、火災気象通報の一部として行い、火災気象通報の発表及び終了の

通報をもって行う。

■火災気象通報の基準

○実行湿度が60％以下で最小湿度が30％以下の場合

○平均風速tOn/s以上が予想される場合

但し、平均風速がlOm/s以上であっても、降水及び降雪の状況によっては、火災気象通報

を行わない場合がある。

2気象情報等の収集・伝達

気象情報等の収集・伝達は、次の系統で行う。総務渉外対策部は、町に伝達された情報を収集し、

住民等に伝達する。

■気象情報等の伝達経路（水防警報を除く）

■ 水防警報の伝達経路

旭川開発建設部

住民等

上川総合振興局（地域政策課）
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1異常現象発見時の措霞

（1）発見者の通報義務

災害が発生する恐れのある異常な現象（火災、異常水位、がけ崩れ、地すべり等）を発見した

者は、直ちに美瑛町役場、美瑛交番、美瑛消防署に通報する。

※関係法令：災害対策基本法第54条（発見者の通報義務）

(2）町への通報

発見者から通報を受けた警察官、消防署員は、その旨を町に通報する。通報は総務渉外対策部

が受け付ける。夜間・休日は役場庁舎警備員が受け付け、総務課長又は総務係長に連絡する。

(3）関係機関への通報

総務渉外対策部は、異常気象等の発見または災害発生の連絡を受けた場合は、旭川地方気象台

等、その事象に関係のある機関に通報する。

■災害情報等の通報先

○
○
○
○
○
○

上川総合振興局（地域政策部地域政策課0166-46-5918)

旭川東警察署（警備課0166-34-0110)

旭川開発建設部（防災対策官0166-32-4153)

旭川地方気象台（技術課0166-32-6368）

旭川建設管理部（治水課防災係0166-46-4935)

陸上自衛隊上富良野駐屯地（第4特科群第3係0167-45-3101

昼間（内）230．231休日・夜間（内)301)

異常気象によって災害の影響があると予想される隣接市町村○

2被害情報等の収集・整理

（1）警戒・巡視活動

異常現象発見の通報を受けたとき、又は災害の発生が予想されるときは、産業施設対策部、建

設給水対策部、美瑛消防団等は現場を巡回し警戒に当たる。また、各対策部は所管施設の警戒監

視にあたる。

(2）被害情報収集

総務渉外対策部は、行政区長等を通じて、災害の状況、地域の実悩、応急対策の実施状況等に

ついて情報を収集する。

(3）ホームページによる愉報の収集

北海道のホームページ｢北海道川の防災情報｣、国土交通省のホームページ｢川の防災悩報｣等、

関係機関のホームページによる憎報を収集する。

(4）ラィフラインの情報収集

総務渉外対策部は、ライフライン施設の被害、供給状況等の情報を、関係する対策部から収集

する。

■ライフライン情報

○ライフライン施設の被害状況

○交通の運行状況、道路の状況

○供給停止区域

○各機関の対策の状況
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(5）被害情報の整理

総務渉外対策部は、通報を受けた情報、警戒・巡視の情報等を集約し整理する。

2被害調査

（1）被害の調査

各対策部は、災害の危険が解消した段階で、「被害状況判定基準」による被害調査を行う。各対

策部が行う判定基準による調査対象は、次のとおりである。

■部門別調査の担当及び対象

(2）被害の取りまとめ

各被害調査担当部は、調査した結果をまとめ、総務渉外対策部に報告する。

3 被 害 報 告

（1）道に対する報告

総務渉外対策部は、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合、「災害情報等報告要領」（北

海道地域防災計画）に基づき、災害情報及び被害状況を北海道（上川総合振興局）に報告する。

■北海道への報告事項

(2）国への報告

次の場合、直接国（消防庁）に報告する

①消防庁即報基準に該当する火災・災害のうち、一定規模以上のもの（｢直接即報基準」に

該当する火災・災害等）を覚知した場合

②通信の途絶等により知事に報告することができない場合

③119番通報の殺到状況時にその状況を報告

48

調査担当部 調査対象

民生文教対策部 人的被害、病院施設（町立病院を除く。）・社会福祉施設被害

廃棄物処理施設被害、教育施設被害

産業施設対策部 建物被害、農業作物・畜産被害、農業施設被害、林業被害

商業被害、工業被害

建設給水対策部 河川・道路・橋りょう被害、崖崩れ、水道施設・下水道施設被害

医療救護対策部 人的被害、病院施設被害（町立病院）

報告の種類 内 容 報告の方法

災 害 情報

被
害
状
況
報
告

速報

中間

報告

終
告

最
報

災害が発生し、又は発生する恐れがある場合。

災害の経過に応じ把握した事項を逐次報告する。

被害発生後、直ちに報告する。

被害状況が判明次第、報告する。

報告内容に変更を生じたときは、その都度報告する。

応急措置が完了した後、15日以内に報告する。

電話又は無線

文書

報告先
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
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■国への報告先

■消防庁への直接即報基準

1■■Q■■0■■4■■－－■■■I■■ー。■■。■■0■■q■■Q■■q■■q■■q■■ー■■■■ﾛ■■■■ー0■■q■■ーーq■■I■■11IU－－q■■q■■Q■■q■■一一q■■。■■I

【資料等】

被害状況判定基準
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平日（9：00～17:45) 休日・夜間（左記以外）

NTT回線 03-5253-7525

03-5253-7535(FAX)

03-5253-7777

03-5253-7553(FAX)

消防防災無線 7325,7335(FAX) 7782,7789(FAX)

地域衛生通信

ネットワーク

TN-048-500-7525

TN-048-500-7535(FAX)

TN-048-500-7782

TN-048-500-7789(FAX)

火
災
等
即
報

交通機関の

火災

危険物等に

係る事故

○船舶、航空機、列車、自動車の火災で、次に掲げるもの

･航空機火災・トンネル内車輔火災・列車火災

○危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等（以下「危険

物等」という｡）を貯蔵し又は取り扱う施設及び危険物等の運搬に係る

事故で、次に掲げるもの

･死者（交通事故によるものを除く。）又は行方不明者が発生したもの

･負傷者が5名以上発生したもの

○危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場

等の施設内又は周辺で、500㎡程度以上の区域に影響を与えたもの

○危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故

で、次に該当するもの

･河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の活動を要するもの

・500キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい等

○市街地又は高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏え

いで、付近住民の避難、道路の全面通行禁止等の措置を要するもの

○市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災

救急・救助事故即報

○死者及び負傷者の合計が15人以上発生した救急・救助事故で次に

掲げるもの

･列車、航空機の衝突等による救急・救助事故

･バスの転落等による救急・救助事故

･ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故

･駅樹内等不特定多数の者が集まる場所における救急、救助事故

･その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いもの

災害即報
○地震が発生し、町域内で震度5強以上を記録したもの（被害の有無

を問わない｡）
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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 1相談窓口の設圃 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、災害が発生又は発生する恐れがあるときは、次

の手段によって住民への広報を行う。

■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

○ 災害発生の状況

○災害への注意喚起

広報車による巡回 ○避難

○ 災害発生の状況

○応急活動の状況、応急活動のお知らせ

災害広報紙の配布 ○災害発生の状況

○避難生活の注意事項

○美瑛町、北海道等の対策内容

○住民サービス等の情報

テレビ・ラジオ・新聞 ○災害発生の状況

○避難生活の注意事項

○美瑛町、北海道等の対策内容

○住民サービス等の情報

ホームページ・エリアメール． ○災害発生の状況

フェイスブック等 ○住民サービス等の情報

(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、テレビ、ラジオ、災害広報紙、ホ

ームページ等にて行う。総務渉外対策部は、各対策部からの広報内容を受け付け、報道機関への

要請及び災害広報紙､チラシ等を作成する。

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。広報にあたっては、各

対策部との調整を行い、情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

柵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慮し、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。
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■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

○災害の状況

○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調

l報道機関への広報要請

総務渉外対策部は、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関へ住民への広報を要調する

2記者発表

総務渉外対策部は、記者会見場を設置し、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、発表内容は本部会議に諮る。

■記者発表の項目例

○災害の種別

○災害の発生場所及び被害激甚地域

○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

○捜索依頼の受け付け（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）

○仮設住宅の申し込み（民生文教対策部）

○住宅の応急修理の申し込み（建設給水対策部）※

○災害見舞金、義援金支給の申し込み（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撤収要請 総務渉外対策部

第2道・市町村等への 1道への要請 総務渉外対策部

要請 2市町村への要請 総務渉外対策部

3消防の広域応援要謂 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災害派遣要請依頼

（1）災害派遣要謂基準

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

依頼する。その基準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）

■自衛隊派遣要謂基単

○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の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、通信等の応援を要請するとき

(2）派遣要請依頼の手続き

本部長は、自衛隊に災害派遣の要請の必要があると認めるときは、知事（上川総合振興局長）

に対して次の事項を記した文書をもって要請依頼する。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。

■災害派遣要謂依頼手続き

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 文譜（緊急を要する場合は、髄話、無線で行い、事後に文讐送付）

要請事項 ○災害の状況及び派遣を要綱する事由

○派遣を希望する期間

○派遣を希望する区域及び活動内容

○派遣部隊との連絡方法、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

○避難者の捜索活動

○消防活動

○応急医療、救護及び防疫

○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作業

○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

援の措髄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、知事等からの要請を待ついとまがないと認められる場

合

3撤収要謂

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

隊の長と協織のうえ、派遣部隊の撤収要請を行う。

第2道・市町村等への要請

l道への要謂

（1）応援、職員の派遣・斡旋要請

知事に対し、応援の要請又は職員派遣・斡旋の要調を行う。
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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

○応援を必要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

○派遣の要謂・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

派遣：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請

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

消防防災へリコプター応援協定｣に基づき､道に対して消防防災ヘリコプターの出勤を要謂する。

■消防防災へリコプターの要請手続き

提出（連絡）先

連絡方法

要請事項

北海道総務部防災消防課防災航空室

TEL011(782)3233FAX011(782)3234

遡話、無線（速やかに消防防災へ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量

○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調が必要な場合、「災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協

定」及び「かみかわの紳19」上川管内町村広域防災に関する決議に基づき、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)、要請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）

○被害の菰類及び状況

○品名、数通等

○車両の秘類、規格及び台数

要請事項 ○ 職員の職種別人員

○応援の場所及び応援場所への経路

○応援の期間

○応援の実施に関して必要な事項

54



第二編風水害等対策第3章災害応急対策計画

■市町村の応援の種類

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

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

○災害応急活動に必要な車両等の提供及び斡旋

○災害応急活動に必要な職員の派遣

○被災者の一時収容のための施設の提供及び斡旋

○特に要請のあった事項

3消防の広域応援要請

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、

消防の広域応援要請を求める。

知事は、災害の状況に応じて緊急消防援助隊の応援を要請する。

第3応援隊の受入

l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、応援部隊が派遮され

た場合は、その長と協議して各対応を調整する。

2応援活動への支援

（1）宿舎等の準備

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。

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

【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

自衛隊災害派遣要請の様式
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第4節水防活動

第1水防組織

町内の河川における水害の発生及び拡大の防止については、水防法（昭和24年法律第139号）に基

づいて、水防管理者（町長）による「水防計画」で別に定めることとする。

1水防本部の設置

水防管理者（町長）は、洪水等による水害が発生する恐れのある場合、消防庁舎内に水防本部を

設置する。ただし、災害対策本部が設置されたときは、その組織内に吸収され、水防に関する事務

は災害対策本部にて行う。

2消防機関の配備

美瑛消防署は、次の基準に基づき配備を行う。また、消防団員及び住民に対して行う警戒・危険

及び出動信号は、北海道水防標識及び信号等に関する規則（昭和26年北海道規則第118号）に基づ

き、次のとおりとする。

■消防機関の配備
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項 目 担当

第 1水防組織 1水防本部の設置

2消防機関の配備

総務渉外対策部、美瑛消防署

総務渉外対策部、美瑛消防署

第2水防活動 各対策部、美瑛消防署

第3避難対策 各対策部、美瑛消防署

第4水防報告 総務渉外対策部

第5浸水想定区域 1情報の伝達方法

2円滑・迅速な避難の確保

3 防 災 上 配 感 を要する施設

への情報伝達

総務渉外対策部、美瑛消防署

総務渉外対策部

総務渉外対策部、民生文教対策部

種別 配 備時期

待
機

1水防警報指定河川に水防警報（待機）が発令されたとき

2大雨又は洪水警報等が発表され、局地的に災害が発生し又は発生する恐れがあると認めるとき

3北海道知事から、待機の指示を受けたとき

準
備

1水防警報指定河川に水防警報（準備）が発令されたとき

2大雨又は洪水警報等が発表され、町内の広範囲に災害が発生し、又は発生する恐れがあると縄

められるとき

3北海道知事から、準協の指示を受けたとき

出
勤

1水防警報指定河川に水防警報（出動）が発令されたとき

2大雨又は洪水警報等が発表され、雨量、水位、流晶、その他の状況により、堤防の溢水、決埋

等の恐れがあるとき

3北海道知事から出勤の指示を受けたとき



第二編風水害等対策第3章災害応急対策計画

■水防信号

警錨侭号

善戒信号 ○休止○休止○休止

出動第1 ○－○一○○一○一○

信号 ○一○一○

出動第2 O－O－0-00-0-0-0

信号 O－O－O－O

危険僧号 乱打

第2水防活動

サイレン信号

5秒15秒5秒15秒5秒15秒

○一休止○一休止○一休止

5秒6秒5秒6秒5秒6秒

○－休止○一休止○一休止

10秒5秒10秒5秒10秒5秒

○一休止○一休止○一休止

1 分 5秒1分5秒

○一休止○一休止

摘要

警戒水位に達したとき及び気象台から

気象の通報を受けたときに発する僧号

水防管理団体及び消防機関に属する者

全員出動僧号

水防管理団体の区域内に居住する者の

出動侭号

必要を蝿める区域内の居住者に避難の

ため立ち退くことを知らせる信号

1自衛隊の応援要謂

各対策部等は、次の水防活動を行う。なお、総務渉外対策部は、必要に応じて知事（上川総合振

興局長）に自衛隊の応援を要請する。

2北海道開発局長の協力が必要な事項

北海道開発局長は、自らの業務等に照らし可能な範囲で、水防管理団体が行う水防のための活動

に次の協力を行う。

（1）河川に関する情報（河川の水位及び雨量、河川管理施設の操作状況に関する情報、CCTV

の映像、ヘリ巡視の画像等）の提供

（2）重要水防箇所の合同点検の実施

（3）水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術識習会への参加

（4）水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資器材等が不足するような緊急事態に際して、河川管

理者の応急復旧資器材又は側蓄資器材（災害対策用機械含む）の貸与

（5）洪水等により甚大な災害が発生した場合、又は発生のおそれがある場合に、水防管理団体と

河川管理者問の水防活動に関する災害情報の共有を行うための水防管理団体への職員の派遮

（リエゾンの派遣）

■水防活動

担当

総務渉外対策部

建設給水対策部

美瑛消防署

活 動内容

○関係機関等との連絡調整

○通信連絡機能の確保

○気象情報等の受理伝達

○河川、排水路等の被害調査及び応急対策

○河川の巡視警戒

○応急資材の調達及び分配

○水防資材の輸送

○ 水 防 作 業 及 び 工法

○重要水防区域の巡視

○人命救助

○水災の警報、警戒広報、情報収集及び通信

○消防署員及び団員の出動
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第3避難対策

堤防、その他ダム等が決壊した場合又は破損、浸水の恐れのある場合は、水防管理者（町長)、消防

機関の長又はダム等の管理者は、直ちに関係機関に通報し、住民等に広報する。

また、水防管理者（町長）は、直ちに必要と認める区域の居住者に対し、避難又はその準備を指示

するものとする。

なお、詳細は「第7節避難」を参照する。

第4水防報告

水防管理者（町長）は、次に定める事態が発生したときは、速やかに上川総合振興局長に報告する

ものとする。

■水防報告を要する事態

○水防の機関に出動要謂を行ったとき

○他の水防管理団体に応援を要請したとき

○その他必要と認める事態が発生したとき

また、水防活動を実施したときは、当該活動の終了した日の属する月の翌月の5日までに、「水防活

動実施報告書」により、活動状況を上川総合振興局に報告するものとする。

第 5浸水想定 区 域

浸水想定区域は、洪水予報河川が河川整備の計画降雨によりはん濫した場合に浸水が想定される区

域として指定されるもので、本町においては、美瑛川、辺別川及び置杵牛川の洪水予報区間について

流域の一部に浸水想定区域が指定されている。なお、指定の前提となる計画降雨は、流域の3日間総

雨量が26Ommとなっている。

1情報の伝達方法

洪水予報・水位到達情報は次の系統で行う。総務渉外対策部は、町に伝達された情報を収集し、

､防災行政無線や広報車で住民等に伝達する。

■洪水予報の伝達経路

旭川開発建設部･上川総合振興局

加入電話・FAX ↓
旭川地方気象台

防災情報提供装置

上川総合振興局(地域政策課）

美瑛町 美瑛消防署

住民等
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2円滑・迅速な避難の確保

町長は、事態の進行や状況を踏まえ、洪水予報・水位到達情報など収集できる情報や災害事象の

特性等から総合的に判断し、適切なタイミングで適当な対象地域に避難勧告等を発令・伝達する。

なお、避難活動等については「第7節避難」を準用する。

■避難勧告等の発令・伝達のための判断項目と対処すべき事項

3防災上配慮を要する施設への情報伝達

浸水想定区域内において、施設利用者の避難を確保するなど、特に防災上の配慰を要する施設は

次のとおりであり、施設への伝達方法は次の経路のとおりとする。

■特に防災上の配慮を要する施設の名称・所在地

■施設への情報伝達経路

口頭・電話．F独X

I
－

国一
防災行政無線（同報系）

広報 車
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判断項目 対処すべき事項

①対象とする災害及び轡

戒すべき区域・箇所

･住民が避難行動を取る必要のある河川と区間を特定

･対象とする河川の特性を把握

②避難すべき区域 避難が必要な区域を特定

当該区域での災害の様相や避難勧告等の判断に関係する特性を把握

③避難勧告等の発令の判

断基準・考え方

・避難勧告等（避難準傭情報、避難勧告、避難指示）の意味合いと、

住民に求める行動を確認

･住民等が避難所等へ避難するために必要な時間を把握

･避難すべき区域毎に、避難準備情報、避難勧告、避難指示の発令基

準（考え方）を策定

④避難勧告等の伝達方法 ・伝達文の内容の設定

・伝達手段及び伝達先の設定

施設名称 住所 電話番号

身体障害者小規模通所授産施設

アトリエ・トムテ
宇美沢美生

TEL0166-92-0851

FAX0166-92-0851

美沢へき地保育所 宇美沢中央 0166-92-0508

美沢小学校 宇美沢中央
TEL0166-92-4960

FAX0166-92-9080

グループホーム

プランタンびえい 大町2丁目5番14号
TEL0166-92-5680

FAX0166-92-5681

有料老人ホーム

プランタンびえい
大町2丁目520番地

TEL0166-92-7700

FAX0166-92-7722

西町高齢者福祉住宅 西町2丁目3番22号 TEL0166-92-0666

総
務
渉
外
対
策
部

民生文教対策部
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第5節救出・救急・消火

項 目

第1救出・救 急活動 1救出情報の収集

2救出活動

3救急活動

第2消火活動 1情報の収集

2消火活動

3住民・自主防災組織・事業所

の活動

第1救出・救 急活動

担 当

総務渉外対策部、美瑛消防署

美瑛消防署、美瑛消防団、住民、自主

防災組織、事業所等、総務渉外対策部

美瑛消防署、総務渉外対策部

美瑛消防署

美瑛消防署

住民、自主防災組織、事業所等

1救出情報の収集

（1）発見者の通報

要救出者を発見した者は、美瑛消防署又は警察署等へ通報する。

(2）救出情報の収集

総務渉外対策部は、災害により要救出者、行方不明者が発生した場合は、氏名、性別、年齢、

災害発生場所、避難所、身体的特徴、衣服等の情報を把握する。

(3）情報の共有

総務渉外対策部は、要救出者等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。

2救出活動

（1）救出活動

美瑛消防署及び美瑛消防団は、救出情報に基づいて救出チームを編成し、救出活動を行う。ま

た、美瑛消防署は、次の原則によって救出チームの出動を統括し、警察、自衛隊等が出動したと

きは、活動地域や作業の分担を行う。

■救出活動の原則

○多数の救出事象のある場合は、多くの人命を救換できる事象を優先する

○多数の救出事象のある場合は、救命効率の高い事象を優先する

○多数の救出事象のある場合は、生存が確認されている事象を優先する

住民、自主防災組織、事業所等は、二次災害の発生に十分注意しながら、連捜して地域及び事

業所内の被害状況を調査し、行方不明者の確認を行う。また、崩壊土砂や建物等の下敷きとなっ

ている者がいるときは、可能な限り協力して救助を行う。

(2）応援要請

総務渉外対策部は、被害状況に応じて自衛隊、警察署、美瑛町建設業協会（重機、資機材等）

等に応援を要請する。

(3）現地対策本部

災害現場で作業拠点が必要な場合は、災害現場に近い公共施設に現地対策本部を設腫する。
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3救急活動

美瑛消防署は、負傷者を救急車にて町立病院に搬送する。総務渉外対策部は、道路の被害等で救

急車による搬送ができない場合は、「北海道消防防災へリコプター応援協定」に基づき、北海道に対

してへリコプターの出動を要請する。

第2消火活動

美瑛消防署は、「大雪消防組合消防計画」に基づき消火活動を行う。市街地における大火あるいは、

大規模な林野火災等が発生した場合、町は災害対策本部を設置し、地域防災計画に基づく活動を実施

する。

1情報の収集

美瑛消防署は、住民、警察署からの火災発生等の悩報を収集する。収集すべき情報は、次のとお

りである。

■災害派遣要謂手続き

○火災の発生状況

○町内会・自主防災組織等の活動状況

○通行可能な道路の状況

○無線通信の状況

○使用可能な消防水利の状況

2消火活動

（1）消火活動

美瑛消防署は、延焼の状況等を把握し、次の点に留意して消火活動を効果的に行う

■消火活動の留意事項

○風向き、市街地の建物分布等を考慰し、最も効果的な消防力を投入する｡

○延焼火災の少ない地区では、集中的に消火活動を実施し、安全地区として確保する。

○延焼火災が発生している地区は、直ちに住民の避難を開始し、必要に応じて避難路の確保

等を優先して行う。また、安全な方向への避難を呼びかける。

○危険物の漏洩等の恐れがある地区は、立入り禁止措置をとり、安全な避難誘導に努める。

○病院、避難場所、幹線道路、防災拠点となる施設等の火災防禦を優先して行う。

○町民等が実施する初期消火活動との連携及びその指導に努める。

(2）応援要調

美瑛消防署だけでは対応が困難と認めたときは、大雪消防組合東消防署、当麻消防署、比布消

防署、愛別消防署に応援を要讃する。なおかつ対応が困難な場合には、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、北海道内の市町等に対し、消防隊、救急隊及

びへリコプター等の応援を要請する。

応援部隊が到着したときは、美瑛消防署長は、火災の状況、分担区域、道路状況、水利等に関

する情報を提供し、指揮、総括を行う。

(3）災害対策本部の活動

災害対策本部は、美瑛消防署が行う活動と連携して、次のような活動を行う。
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■災害対策本部の活動

○火災の発生状況、避難の広報

○避難勧告、避難誘導

○避難場所の開設、受け入れ．

○避難者への食料、生活必需品等の提供

○交通規制（警察署との連携）

3住民・自主防災組織・事業所の活動

住民、自主防災組織、事業所等は、消防機関との連携を保ちつつ、可能な限り次の消防活動を行

う。

(1）住民・自主防災組織の活動

住民、自主防災組織は、火災が発生した場合、初期消火及び延焼防火活動を行い、消防機関が

到着した後にはその指示に従う。

(2）事業所の活動

事業所は、火災が発生した場合、出火防止措置及び初期消火活動を行う。

爆発等が発生する恐れのあるときは、次の措置をとる。

■事業所の消火活動等

○警察、消防署等最寄りの防災機関への通報

○事業所内の自衛消防隊等による初期消火、延焼防止活動

○必要に応じて従業員、顧客等の避難

○周辺地域の住民等に対する必要な情報の伝達

○立入り禁止措侭等の実施
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第6節医療救護
~

項 目 担当

第1応急医療活動 1救渡所の設置 医療救甑対策部

2医薬品等の確保 医療救遡対策部

3医療体制の確立 医療救渡対策部、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、医療救護対策部

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

l救護所の設置

（1）救鍍所（トリアージボスト）の決定

傷病者が発生した場合は、町立病院を救護所として傷病者を受け入れる。

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

次医療機関への受入れ要謂等を行う。

※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調する。

(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

調する。

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）に供給を要請する。

(2）血液製剤等の確保

医療救鍍対策部は、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、医療情報をもとに重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謂する。
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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、自衛隊等にヘリコプターで

の搬送を要調する。

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、医療救渡対策部は、避難生活が長期にわたる場合は、避難所に救纏センター

を併設し、医師会、歯科医師会、上川保健所に巡回救護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）感染症患者への医療

医療救渡対策部は、感染症の患者、擬似症患者及び無症状病原体保有者が発生したときは、適

切な医療の提供が確保されるよう保健福祉事務所等との連携を図る。

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、被災者や避難行動要支援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 ■■ ■Q ■■ ーー ー■ ■■■■■■■■q■■ﾛ■■ー■■■ーーーーq■■■■■■■■■■■I■■ー■■■■■■ﾛ■■ーーｰ匡ロ■■■■■■■■q■■ーロ■■■■■ー■■■ーロ■■■■■q■■ロ■■

【資料等】

救渡所
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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

交通指導員、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

第2避難所の開設・廃止 1避難所の開設 総務渉外対策部、民生文教対策部

2避難所開設の広報 総務渉外対策部

3避難者の受け入れ 民生文教対策部

4避難所の統合・廃止 総務渉外対策部．

第3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

5避難行動要支援者への配慮 民生文教対策部

第1避難活動

1避難の勧告・指示

（1）避難の勧告・指示の発令

本部長は、災害が発生し、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（市長村長の避難の指示等)】

避難勧告等の発令の判断基準は次表のとおりであるが、この運用にあたっては、次の事項に留

意する。

○重要な情報については、情報を発表した気象台、北海道開発局、上川総合振興局と十分な情報

交換を行う。

○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、関

係機関との情報交換を密に行うとともに、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。

○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、レーダー観測で得た強い雨の地

域、避難行動の難易度等、必ずしも数値等で明確にできないものも考慮しつつ、総合的な判断

を行う。

○発令にあたっては、別に定める「避難勧告等の判断・伝達マニュアル（水害編・土砂災害編)」
等を参照する。
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■避難の穂類及び発令基準

①水害

種類

避難準備※

避難勧告

避難指示

②土砂災害

種類

避難準備※

避難勧告

避錨旨示

内容

避難の勧告･指示が発

令されたときに、いつで

も避難できるような体

制を整えること

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

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

内容

避難の勧告･指示が発

令されたときに､いつで

も避難できるような体

制を整えること

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

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

発令基準

状況等

○要援渡者等､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

が高まったとき

○その他本部長が必要と認め

るとき

○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

○前兆現象の発生や事態の切

迫した状況、地域の特性等か

ら､人的被害の発生する危険性

が非常に高いと判断されたと

き

○人的災害が発生したとき

○その他本部長が必要と認め

るとき

発令基準

河川情報等

|基準ﾎ位閥関所における愉鞘等）

○氾濫水位基準を

超え、さらに水位が

上昇する恐れがあ

るとき

○降雨状況や降 雨

予測等により浸水

の危険性が高いと

き

○避難判断水位を

超え、今後、氾濫危

険水位に到達する

と予測されるとき

○破堤につながる

ような漏水等を発

見したとき

○氾濫危険水位に

達したとき

○破堤につながる

ような大量の漏水

や亀裂等を発見し

たとき

○大雨警報(土砂災害)が発表され､近隣で前兆現象(流

水の異常な濁り、斜面からの湧水の増加）が発見され

たとき

○土砂災害警戒情報が発表されたとき

○近隣で前兆現象(渓流付近で斜面崩落､斜面のはらみ、

擁壁・道路等にクラック発生）が発見されたとき

○近隣で土砂災害が発生したとき

○近隣で土砂移動現象、前兆現象（地鳴り、山鳴り、流

木の流出、斜面の亀裂等）が発見されたとき

※法令によって規定されたものではない。
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(2）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・指示による避難が取れる

ような体制づくりを行う。

■ 避 難 準 備

(3）自主避難

自主避難を促した場合は、自主的に避難する避難者の受入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などにより周知する。特に、避難行動に

時間を要する者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、

受入可能な施設への入所等の支援を行う。

(4）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、関係各対策部及び

関係機関に避難の勧告・指示の広報を要調する。

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・甑話

関係各対策部 所管施設・関係団体

防災行政無線（同報系）

住
口頭・電話 口頭・電話

集落・町内会長

広報車

総
務
渉
外
対
策
部

3 民

口頭・電話 広報車・口頭美瑛消防署

美瑛消防団

等
口頭・電話．r汎X 広報車・口頭旭川東警察署

口頭・電話．E孔X 関係機関

67

担当部 対策

民生文教対策部 ○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

総務渉外対策部 ○災害広報紙の作成、住民への配布

【内容】：災害の状況・予想される現象、避難先、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

建設給水対策部 ○避難路の確認
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■避難時の伝達事項例

○避難の理由

○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

発令樋者

町長

知事

警察官

縮緬を命じられた

部隊などの自衛官

知事・知事の

命を受けた道

職員

水防管理者

勧告・指示を行う要件

○災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において、住

民の生命または身体を災害から保護し､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。

○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。

○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し､又は財産に重大な

損害を及ぼす虞のある天災等、特に急を要するとき。

○人の生命若しくは身体に危害を及ぼす恐れのある天災等、

特に急を要する場合で、指押官の命令があったとき。

○洪水により著しい危険が切迫していると認められるとき。

○地すべりにより著しい危険が切迫していると認められる

とき 。

○洪水により著しい危険が切迫していると認められるとき。

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

水防法第22条

地すべり等

防止法第25条

水防法第22条

(5）解除

本部長は、災害による危険がな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避難溺導

（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、旭川東警察署に要謂する。

(2）避難の誘導方法

避難の続導は、道路、柵りょう等の状況から安全な経路を選び読導する。特に、危険箇所には

人員を配職する。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、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、当該区域への立入りの制限、禁止、

退去を命ずる°
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■警戒区域の設定権者及び要件・内容

発令権者

町長

消防長

消防署長

消防吏員又は

消防団員

消防機関に

属する者

警察署長

警察官

婚瀧を命じら城

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

○ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が

発生した場合において、当該事故により火災が発生する恐

れが著しく大であり、かつ、火災が発生したならば人命又

は財産に著しい被害を与える恐れがあると認めるとき、火

災警戒区域を設定してその区域内における火気の使用を禁

止し、又は政令で定める者以外の者に対してその区域から

の退去を命じ、若しくはその区域への出入を禁止し、若し

くは制限することができる

○火災の現場においては、消防警戒区域を設定して、命令

で定める以外の者に対してその区域からの退去を命じ又は

その区域への出入を禁止し若しくは制限することができる

○水防上緊急の必要がある場合においては、警戒区域を設

定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入を

禁止し、若しくは制限し、又はその区域からの退去を命ず

ることができる

○消防長若しくは消防署長又はこれらの者から委任を受け

て同項の職権を行う消防吏員若しくは消防団員が現場にい

ないとき又は消防長若しくは消防署長から要求があったと

きは、警察署長は、同項の職権を行うことができる

○町長若しくは町長の委任を受けて同項に規定する町長の

職権を行う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

○消防長若しくは消防署長又はこれらの者から委任を受け

た消防吏員若しくは消防団員が現場にいないとき又は消防

長若しくは消防署長から要求があったとき

○消防吏員又は消防団員が火災の現場にいないとき又は消

防吏員又は消防団員の要求があったとき

○水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者がいな

いとき、又はこれらの者の要求があったとき

○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

第2避難所の開設・廃止

根拠法令

災害対策基本法

第63条

消防法

第23条の2

消防法第28条

水防法第14条

消防法

第23条の2

第2項

災害対策基本法

第63条第2項

消防法

第23条の2

消防法

第28条第2項

水防法

第14条第2項

災害対策基本法

第63条第3項

1指定緊急避難場所・避難所の開設

（1）指定緊急避難場所・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。

開設する指定避難所は、被災地に最も近く安全な学校（閉校舎を含む）及び公共施設とする。
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(2）避難所の開設

避難所は、民生文教対策部が開設するとともに、避難所となる施設管理者に開設の協力を要請

する。また、住民が自主的に避難してきたときは、施設管理者と連携し、体育館等に避難者を誘

導する。

2避難所開設 の 広 報

総務渉外対策部は､避難所が開設された時には､速やかに住民に対して避難所の開設を広報する。

3避難者の受 入れ

民生文教対策部は、施設管理者と協力して、避難所で避難者の受入れを行う。避難所を学校とす

る場合は、収容場所と教育（授業）の場を明確に区分する。

■避難者の受入れ事項

○体育館など収容スペースへの案内

○災害情報等の伝達

○避難者数等の把握

4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。

第3避難所の 運営

1避難所運営体制

水害等により家屋等が被災し、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）避難所遮営組織

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携○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

○消掃○ 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、避難者名櫛を作成し、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。
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(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。

(6）防犯対策

避難所では、外来者の受付記録をとり、防犯に注意する。また、必要に応じて警察官の派遮を

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

○救甑センタースペース

○駐車スペース

○更衣スペース

○物資保管スペース

(2）設備・備品の整備

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

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

対策部、建設給水対策部は、避難所への設備の設置に協力する。

■避難所の設 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、避難者名簿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、運営組織は、ゴミ捨てや消掃ルールを定め、定期的に避難者で消
掃を行う。

■避難所での衛生対策

○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
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(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、炊事場の消掃、炊出し時の衛生管理を徹底

するよう指導する。

(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、避難者に対して手洗い、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綴し、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、避難所内に相談所を設置し、被災者対策の各秘申し込み、関係機関の支援策等

の受付を行う。

(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、パスを運行する。

5避難行動要支援者への配慮

（1）避難所での配慮

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

る限り支障のないものとなるように配慮する。

■避難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

○視覚、聴覚障害者への情報伝達

○間仕切り

(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謹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侭をとる。

(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。

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

【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、救窺所

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物資の輸送 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救援物資 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感 民生文教対策部

第1給水活動

1優先給水

風水害や土砂災害において、飲料水を供給する事態となる可能性は低いが、水道施設の破損等に

より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

○救渡所

○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場合は、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

○断水範囲内の避難所の箇所・避難者数

○断水範囲内の福祉施設・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諦する。

(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謂する。

(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増減する）

(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

浄水装置の設置を要諭し、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

等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、パン、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謂し、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調する。

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。

f

■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無いため、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謂する。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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○食器
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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織送ののち、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

請求があったときは、総務渉外対策部を通じて輸送業者に要請する。

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情報

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。

｡■■d■■d■■1■■ーーーー｡■■｡■■d■■ーー■■■■■DーーーｰｰI■■I■■■■■一一ー1■■ー1■■｡■■1■■I■■q■■I■■0■■q■■q■■0■■q■■ー■■●ーーーーー

【資料等】

物資保管センターの設侭場所
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第9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 建設給水対策部も警察署

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交通情報の収集

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 通情報

○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、風水害等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侭し、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､措侭をとることを命ぜられたものが当該措置をとらな

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憎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、道路の構造を保全し、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（旭川東警察署長）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

は旭川束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謂した機関の車両は、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。

78



第二編風水害等対策第3章災害応急対策計画

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

定協織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、地方中心都市及び璽要港湾、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、備蓄集欄拠点、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諭して、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。美瑛町では除雪困難な場合は、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謂し、各対策部からの輸送要諦

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、医療救渡のための人員、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)ヘリコプターの要請

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､警察又は自衛隊のへリコプターを要綱する。

■ヘリコプター要請先

○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）ヘリポートの設置

総務渉外対策部は、臨時へリポート開設予定地にへりポートを開設する。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。

■■■ーq■■■■■■■■ーロ■■■■■ー■■■ロ■■■■■■■■ー■■■q■■。■■■■■■■■■■■■■■■■■ーーー■■■■■■ー。■■ーーー■■■■■■■■■■■■■■■一一ーq■■ロ■■■■■一一

【資料等】

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10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被災地の警戒警備 1被災地の警戒警備 警察署

1災害警備体制の確立

警察官は、風水害等各種災害が発生し、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等を設置する。

2応急対策の実施

（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

風水害等各秘災害が発生し、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。

第2被災地の警戒警備

1被災地の警戒警備

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 11節建物対策

項 目 担当

第 1住宅の応急修理 1住宅の応急修理 民生文教対策部、建設給水対策部

2修理の対象者 民生文教対策部

第2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3 公営住宅の確保 1住宅の応急修理 民生文教対策部

2公営住宅の確保 民生文教対策部

第1 住宅の応急修理

1住宅の応急修理

町内で発生した災害について、災害救助法が適用された場合は、その定める範囲内において被災

した住宅の修理応急を行う。

(1）需要の把握

民生文教対策部は、相談窓口又は避難所にて、住宅の応急修理の申込みを受け付ける。

(2）応急修理

建設給水対策部は、応急修理を建築業者に委託する。応急修理の内容は、居室、炊事場、トイ

レ等、日常生活に欠くことのできない部分で必要最小限とする。

2 修 理 の 対 象者

（1）対象者

災害救助法が適用された場合は、その定める範囲内において被災した住宅の応急修理を行う。

住宅の応急修理の対象者は、り災証明の発行を受けているなど、次の条件に該当する者である。

■住宅の応急修理の対象者

次のすべての条件に該当する者

①災害によって住家が半焼又は半壊し、そのままでは当面の日常生活を営むことができない

者

②自らの資金をもってしては応急修理ができない者

(2）対象者の選定

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、応急修理対象者を選

定する。

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必要数を把握する。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。
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(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謂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、段差の排除等に配感する。

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、北海道との協織により決定する。

■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

○生活保渡法の被保渡者及び要保渡者

○特定の資産のない失業者、寡婦、母子世帯、老人、病弱者、身体陣がい者、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

仮設住宅の設侭期間は、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、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。

※関係法令：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濁に関する法律

第8条（建築基準法による応急仮設住宅の存続期間の特例に関する措置）

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。

1住宅の応急修理

民生文教対策部は、被災した町営住宅の状況を調査し、修理する。修理は、避難行動要支援者等
を優先し、居住に必要不可欠な部分から実施する。

2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。
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第12節被災宅地安全対策

第1危険度判定の実施

町域において災害対策本部が設置されることとなる規模の降雨等の災害により、宅地が大規模かつ

広範囲に被災した場合に、被災宅地危険度判定士（以下「判定士」という）を活用して、被災宅地危

険度判定（以下「危険度判定」という）を実施し、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、二次災

害を軽減、防止し住民の安全を図る。

1危険度判定の実施の決定

町長は、災害の発生後に宅地の被害に関する情報に基づき、危険度判定の実施を決定し、危険度

判定実施本部を設置する。

2危険度判定の支援要謂

町長は、判定士の派遣要調等、知事に対し支援要調を行う。

3判定士の業務

知事から派遣の依頼を受けた判定士は、次により被災宅地の危険度判定を行い、判定結果を表示

する。

■危険度判定の方法

①「被災宅地の調査・危険度判定マニュアル」に基づき、宅地ごとに調査票へ記入し判定を行
う。

②宅地の被害程度に応じて、「危険宅地｣、「要注意宅地｣、「調査済宅地」の3区分に判定する。

③判定結果は、当該宅地の見やすい場所（擁壁、のり面等）に判定ステッカーを表示する。

・危険宅地＝赤のステッカーを表示する

・要注意宅地＝黄のステッカーを表示する

・調査済宅地＝青のステッカーを表示する

1危険度判定実施本部の業務

危険度判定実施本部を設協したときは、「被災宅地危険度判定業務実施マニュアル」に基づき、次
の業務を行う

■業務の内容

①
②
③
④
⑤

宅地に係る被害情報の収集

判定実施計画の作成

宅地判定士・判定調整員の受入れ及び組織編成

判定の実施及び判定結果の現地表示並びに住民対応

判定結果の調整及び集計並びに関係機関への報告
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項 目 担当

第1危険度判定の実施 1危険度判定の実施の決定

2危険度判定の支援要謂

3判定士の業務

建設給水対策部

北海道

被災宅地危険度判定士

第2危険度判定実施本部 1危険度判定実施本部の業務 建設給水対策部



第二編風水害等対策第3章災害応急対策計画

第13節防疫・ 清 掃

項 目 担当

第1防疫活動 1防疫体制の確立 民生文教対策部、北海道

2感染症の予防 民生文教対策部、建設給水対策部、

保健所

3感染症患者等への医療 民生文教対策部、保健所

4避難所の防疫措置 民生文教対策部

第2し尿の処理 1 仮 設 ト イ レ の設置 民生文教対策部

2し尿収集班の編成 民生文教対策部

3し尿の収集処理 民生文教対策部

第3消掃 1一般廃棄物の処理 民生文教対策部

2災害廃棄物の処理 民生文教対策部

第1防疫活動

1防疫体制の確立

感染症の予防及び蔓延を防止するため､｢感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律」（平成10年法律第114号、以下「感染症予防法」という｡）に基づき必要な措置をとる。

(1）検病調査班の編成

北海道は、検病調査等のための検病調査班を編成する。

(2）防疫班の編成

民生文教対策部は、ねずみ族、昆虫等の駆除及び消毒等の実施のため、職員及び臨時雇用の作

業員で防疫班を編成する。また、必要に応じて協力を要請する。

※関係法令：感染症予防法第28条第2項（ねずみ族、昆虫等の駆除）

2感染症の予防

（1）検病調査

民生文教対策部は、検病調査班に協力して被災地で少なくとも1日1回以上の検病調査を行う

とともに、必要に応じて医療機関受診等の保健指導を実施する。

(2）予防接種

上川保健所は、感染症予防上必要があると認めるときは、予防接種を実施する。民生文教対策

部は、上川保健務所と予防接種の実施方法等を協議する。

(3）被災地の消毒

民生文教対策部は、上川保健所の指導により被災地の消毒を実施する。消毒に用いる資機材、

薬品は備蓄品を使用する。不足する場合は、町内薬局から調達する。

(4）飲料水 の 供 給

建設給水対策部は、感染症予防法により知事から水の利用又は給水を制限し、又は禁止すべき

ことを命じられたときは、ろ過装置や薬剤等を確保し、衛生的に処理した飲料水を供給する。

(5）一般飲料用井戸への措置

民生文教対策部は、飲料用に井戸を使用している設置者に対し、上川保健所と連挽して北海道

飲料用井戸等衛生対策要領に基づく水質検査及び汚染が判明したときの措置を指導する。
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3感染症患者等への医療

感染症予防法に規定する一類～四類の患者が発生し又は発生した疑いがある場合、又は五類感染

症の発生動向に通常とは異なる動向が認められる場合は、北海道（上川保健所）が次の措澄を実施

する。

■感染症患者等への措置

○感染症指定医療機関への入院勧告（同法第19条、第20条）

4避難所の防疫措置

（1）健康調査等

民生文教対策部は、上川保健所と協力して、避難者の健康状態を把握し、必要に応じて避難所

にて健康診断を行う。

(2）衛生管理

民生文教対策部は、上川保健所の指導のもと、避難者の衣服等の日光消毒、トイレ・炊事場・

洗濯場の消毒、手洗い・うがいの励行等の衛生指導を実施する。

(3）集団給食

民生文教対策部は､避難所における炊出し等の給食従事者には､健康診断が終了した者をあて、

衛生に気を付けるよう配慮する。また、配膳時の衛生保持やゴミの衛生的処理を徹底させる。

第2し尿の処理

1仮設トイレの設 置

民生文教対策部は、避難所等においてトイレが不足する場合、仮設トイレを設置する。

2し尿収集班の編成

民生文教対策部は、浸水等により緊急にし尿収集の必要がある場合、許可業者に委託して収集班

を編成する。

3し尿の収集処理

浸水区域等緊急を要する地区から優先的に収集を行い、美瑛町浄化センターで処理する。なお、

許可業者で収集が困難な場合もしくは浄化センターで処理することができない場合、近隣市町村、

北海道に応援を要謂する。

1一般廃棄物の処理

（1）収集・処理の実施、

民生文教対策部は、道路の被災、避難所の開設及び収集車の配車等の状況から、収集計画を立

案し、ゴミの収集、処理を行う。

(2）収集の広報

民生文教対策部は、災害広報紙等を通じ、収集計画等を広報するとともに、ゴミ処理のルール

を守るように協力を呼びかける。
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(3）仮置き場の確保

民生文教対策部は、道路交通の遮断、渋滞による収集の遅れや処理施設の被災による機能が低

下したときは、仮置き場を確保する。仮置き場は災害規模にもよるが、周辺環境に配慮した場所

とする。

(4）避難所におけるゴミ対策

避難所のゴミ処理は、平時のゴミ処理と同様に行う。なお、毛布、畳、ポリタンク、ダンボー

ル等、一時に大避発生するものについては、個別に収集し、リサイクルの方針にあわせて処理す

る。

2災害廃棄物の処理

民生文教対策部は、災害により生じたガレキ等の災害廃棄物を、一時的に仮置き場に運搬し、道

の処理方針によって適切な方法で処理する。また、アスベスト等有害な廃棄物については、汚染物

質の拡散を防ぎ、適正な処理対策を行う。

なお、災害廃棄物の処理が実施困難な場合は、近隣市町村、北海道に応援を要請する。
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第14節障害物の除去

項 目 担当

第1住宅関係の障害物の除去 1障害物の除去 建設給水対策部

2障害物の処理 民生文教対策部、建設給水対策部

第2河川関係の障害物の除去 1障害物の除去 建設給水対策部

第3道路の障害物の除去 1障害物の除去 建設給水対策部

第1住宅関係の障害物の除去

1障害物の除去

建設給水対策部は、町有機材を用い住居又はその周辺に運ばれた土砂、材木等で日常生活に著し

い支障を及ぼす障害物を除去する。美瑛町だけでは除去できない場合、美瑛消防署、自衛隊、美瑛

町建設業協会等へ協力を要請する。なお、住宅関係の障害物除去の対象者は、次のとおりである。

■障害物除去の対象者

○当面の日常生活が営み得ない状況にある者

○住家の被害程度が、半壊又は床上浸水した者

○自らの資金では障害物の除去ができない者

2障害物の処理

除去した障害物は、指定処理場で処理する。一度に処理できない場合は、遊休地等に集積し、北

海道等の処理方針に基づき適正な処理を行う。

第2河川関係の障害物の除去

1障害物の除去

建設給水対策部は、町管理の河川、公共下水道、排水路等の巡視を行うとともに、災害によって

発生した障害物を除去する。除去の方法は、住宅関係の障害物の除去と同様に行う。

第3道路の障害物の除去

1障害物の除去

道路の障害物の除去は、それぞれの道路管理者が実施する。特に、災害対策の優先度の高い道路

から除去する。建設給水対策部は、町有機材を用いて除去を行う。美瑛町だけでは除去できない場

合、美瑛消防署、自衛隊、美瑛町建設業協会等へ協力を要調する。なお、除去の方法は、住宅関係

の障害物の除去と同様に行う。
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第15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、美瑛消防団

3遺体の収 容 民生文教対策部、警察署

第2過体の収容 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週体の安 置 民生文教対策部

第3遺体の火葬・埋葬 1過体の火葬・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諦する。

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

○検案（遺体の死因その他の医学的検査をすること）

○遺体の洗浄、縫合、消毒等の処理

○遺体の一時保存
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2遺体の安髄

（1）遺体安圃所の設置

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

体安置所に搬送する。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
合

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は近隣市町村に要請する。また、遺族では

遺体の搬送が困難なときは、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

関係機関に連絡し、その調査にあたる。

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16節公共施設等の応急復旧対策

項 目 担当

第1ライフライン施設 1上水道施設 建設給水対策部

2下水道施設 建設給水対策部

3電力施設 電力供給会社

4通信施設 通信関連会社

第2公共施設 各施設管理者

第3交通施 設｜’鉄道施設 鉄道会社

第1ライフライン施設

ライフラインの応急対策は、各ライフライン機関があらかじめ定めた防災業務計画等に基づいて実

施する。

美瑛町は、各ライフライン機関から施設の被害、供給状況等の情報を収集する。また、各ライフラ

イン機関に対して、重要施設等の復旧の要調を行う

1上水道施設

（1）応急活動体制の確立

建設給水対策部は、被害が発生した場合は、速やかに応急体制を確立する。

(2）応急活動

建設給水対策部は､浸水した区域等の被害状況を調査する｡浸水等により上水道施設が被災し、

機能が停止した場合は、緊急止水をしたうえで機能回復作業を行う。

(3）上水道の復旧対策

建設給水対策部は、被害状況を調査し、復旧計画を作成する。復旧計画に基づき次のような復

旧作業を実施する。

■上水道施設の復旧作業

○管類等の資機材の確保

○復旧に必要な人員の確保

○被害状況、復旧の見込み等の広報

○他水道事業体への応援要請

2下水道施設

（1）応急活動体制の確立

建設給水対策部は、浸水等の被害が発生した場合は、速やかに応急活動体制を確立する。

(2）応急活動

建設給水対策部は、浸水等により被害が発生した場合は、被害状況の調査、施設の点検を実施

し、下水道機能の低下、二次被害の防止等に対しては、次のような応急活動を行う。

■下水道の応急対策

○排水機能の回復

・可搬式ポンプによる緊急放水

・仮管渠の設置

・土砂の淡喋（しゅんせつ）

○処理場の二次災害の防止
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(3）下水道の復旧対策

建設給水対策部は、施設の重要度、危険度を考慮し、詳細な被害調査を実施し、復旧計画を作

成する。復旧計画に基づき次のような復旧作業を行う。

■下水道施設の復旧作業

○資機材の確保

○復旧に必要な人員の確保

○被害状況、復旧の見込み等の広報

○他下水道事業体への応援要諦

3通力施設

電気施設の応急復旧対策は、電力供給会社が定める「防災業務計画」に基づいて行われる。

(1）活動体制

発令基準に従い警戒態勢、非術態勢を発令し、態勢を整備する。

(2）情報収集

所定の系統に従い、社内外の情報を収集し、復旧対策を樹立する。

(3）通信確保

本、支社、重要発髄所相互間の主要通信回線に対しては､迂回ルート構成を考慮するとともに、

通信機機用予備電源の正常運転に十分な注意を払い通信の確保を図る。

(4）広報

災害による停電及び使用制限にあたっては、災害概況、復旧見込みを直接又は報道機関を通じ

て速やかに地域の住民に周知する。

(5）要員の確保

各支社は被害の状況により、支社管内の社外の応援を求め、なおかつ対処できないときは、本

社に要請し、本社は融通動員する。

(6）資材等の確保

社内における調達を図り、なおかつ不足するときは、関連工事会社及び他地域の電力各社から

の融通等により調達を図る。なお，必要により指定行政機関、地方公共団体等に対し、労務施設、

設備又は物資の確保について応援を求める。

(7）応急工事

災害時において、復旧順位、難易度及び人員、資材の確保等を考慮して応急工事を行い、送電

の確保に努める。

4通信施設

通信関連会社は、災害が発生した場合は、電気通信設備の予防措置、災害応急対策、災害復旧等

に対する適切な措置をとる。

(1）災害時の活動態勢

災害が発生した場合は、非常体制を発令して対処する。この場合、北海道、市町村及び各防災

機関と密接な連拠を保ち相互協力に努める。
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(2）設備・資機材の点検及び出動準備

災害の発生とともに、設備、資機材の点検等を行い、出勤に備える。

(3）応急措髄

電気通信設備に被害が発生した場合、当該施設及び回線の復旧に関し応急措置をとる。この場

合、重要通信の確保に留意し、災害の状況、電気通信設備の被害状況に応じて、電気通信事業法

に定められた復旧順位に従って実施する。

(4）広報

災害が発生し、通信が途絶若しくは利用の制限を行ったときは、利用制限の措置状況及び被災

した設備の復旧状況を、テレビ、ラジオ、新聞掲載及び広報車により地域の住民に周知する。

第2公共施設

各施設管理者は、所管施設の被災状況を調査し、施設利用者等の安全確保を図るため、避難誘導措

置を行うとともに、二次災害の防止等の応急措置を行う。冬期に災害が発生した場合、重要施設の暖

房、給油設備等の被害状況を調査し、応急工事等を手配する。また、暖房に必要な燃料を販売業者か

ら調達する。

第3交通施設

1 鉄 道 施 設

鉄道施設の応急復旧対策は、鉄道会社が定めた「防災実施計画」に基づいて行われる。

（1）駅舎及び駅椛内等

駅区長は、災害の状況及び駅区周辺の被害状況を正確かつ迅速に把握し、所属社員を指導して

放送案内、避難誘導、出火防止、初期消火などの防御体制を確立するとともに、随時、営業の中

止、情報の収集、救護等随時的確な措置を取る。

(2）客車巡行中

客車走行中に災害が発生した場合は、関係乗務員は、冷静に状況を判断し、旅客への災害概況

の周知及び協力要綱、付近住民への救急手配の依頼を行うとともに、避難誘導、災害情報の伝達

等の措置を取る。

(3）貨車運行

危険物積載タンク車に事故が発生し、貨物の漏えいその他により火災、爆発、中毒、またはそ

の恐れのあるときは、関係業務機関及び協力化学企業等に連絡するとともに、消防機関及び警察

機関に速やかに事故の状況を通報し、必要によりその出動を要調する。また、引火性液体等が流

出したときは、出火防止の処置をとり、タンク貨車を安全な場所に隔離する。

なお、可燃性ガス、有毒ガス等が噴出して周辺及び風下等に被害の恐れのあるときは、直ちに

危険範囲にある関係者及び住民の避難措置をとり、緊急措置要員のほかは、すべて事故現場の立

入りを禁止する。
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第17節農畜産・動物

項 目 担当

第1農林業対策 1応急対策 産業施設対策部

2農作物対策 産業施設対策部

第2畜産業対策 1応急対策 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3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農林業対策

1応急対策

（1）状況の把握

産業施設対策部は、風雨により災害が発生する恐れのある場合、農地、農業用施設等の巡回、

点検を行い、農地及び農業用施設等の状況を把握する。特に、ダム管理規程に基づきダムの臨時

点検を行い、異常かつ重大な状態が発見されたときは､関係機関に通報し、管理体制を強化する。

(2）被害調査

産業施設対策部は、災害による農林業の被害調査を行う。

■被害調査の項目

農業被害 ○農地○農作物○農業用施設○ダム

林業被害 ○林地○治山施設○林道○林産物

2農作物対策

産業施設対策部は、美瑛町農業協同組合等と連携して、農作物及び農地の被害状況に応じて次の

措置をとる。

■農作物対策

○冠水後の農作物への応急措置の指導

○病害虫発生の予防措置の指導

○薬剤、資機材の供給、農薬の散布指導

○農作物の生産管理技術の指導

第2畜産業対策

1応急対策

（1）被害調査

産業施設対策部は、家畜や畜舎等の営農施設の被害調査を行う。

(2）飼料の確保

産業施設対策部は、被害調査結果により、被災農家が家畜飼料等の確保ができないと認められ

るときは、文書をもって北海道（上川総合振興局）に対して応急飼料の斡旋を要請する。
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■応急飼料の斡旋方法

要調先 上川総合振興局農業振興部農務課

○家畜の種類及び頭羽数

飼料
○飼料の種類及び数量

○購入予算額

○農家戸数等参考になる事項

要謂事項 ○家畜の種類及び頭数

○転飼希望機関

転飼 ○管理方法

○転飼予算額

○農家戸数等参考になる事項

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

○自主的予防接種の指導

○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）家畜の救護

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

救鰻にあたる。

(3）死亡獣蓄の処理

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。

死亡獣蓄の処理は、移動し得るものについては、集中焼却又は埋却処理する。移動し難いもの

については、保健所の指導により、その場で他に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噸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

第3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護及び飼養は、「北海道動物の愛渡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。
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(2）ペット救護所の設置

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、北海道及び北海道獣医師会等とその取り扱いについて協織する。ペット救護所等

を設侭する場合は、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揃猫、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。

｡■■－ーーーー■■■一一ーー－■■■－■■■＝ーーーq■■ーq■■一一一ーq■■ーロ■■■■■ー一一一■■■lーーーー■■■ー■■■ー■■■■■■■■■

【資料等】

ペット救護所
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第18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、各学校

6学校施設の応急復旧 民生文教対策部

第2社会教育施設等 1社会教育施設等の応急措置 民生文教対策部

の対策 2文化財に対する措置 民生文教対策部

｢ 罰~雨意戻脊爾菅一三－‐一一一 司

1園児等の安否確認

災害が発生した場合は、各保育園等で園児、職員の安否の確認を行うとともに、保渡者の所在、
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
合は、臨時的な保育所を設け、保育を実施する。

交通機関の不通、保護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、保育措腫の手続きを省き、一時
的保育を行うよう努める。

3児童・生徒等の安否確認

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

各学校では、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図る。

5 応 急 教 育 活動

（1）場所の確保

校長は、施設の被害状況を調査し、民生文教対策部と連携を取りつつ、応急教育のための場所
を確保する。

■応急教育の場所

被害の程度 応急教育のための予定場所

校舎の一部が被害を受けた場合 ○被害を免れた学校施設内

校舎の全体が被害を受けた場合 ○公共施設

○他学校の校舎

特定の地域について相当大きな ○最も近い被災のない地域の学校、公共施設
被害を受けた場合 ○応急仮設校舎の設置
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(2）応急教育の準備

民生文教対策部及び校長は、臨時の学級編成を行い、児童、生徒及び保護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

編成の組み替え、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

な場合には、家庭学習の方法等について指導する。

■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静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簿と照合する。

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剛入（配分）計画書を作成する。

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

員会に要請する。

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、修理等の応急措置を行う。

第2社会教育施設等の対策

1社会教育施設等の応急措侭

施設管理者等は、災害によって被害を受ける恐れのあるときは、避難誘導措置を取り、利用者の

安全の確保に努める。民生文教対策部は、社会教育施設等が被災した場合、補強、修理等の応急措

澱を行う。また、被災した社会教育施設等を避難所、物資拠点として一時使用する場合又は利用者

に開放する場合には、学校施設の応急修理に準じて修理を行い、安全を確認してから使用する。

2文化財に対する措置

民生文教対策部は、文化財に被害が発生したときには、北海道教育委員会へ報告し、必要な措置

を識ずる°
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第19節ボランティア対策

項 目

第 1ボランティ ア 1ボランティア団体等への要謂

との連携 2全国からのボランティアへの対応

3福祉救援ボランティア活動への配慮

第1ボランティアとの連携

担 当

各対策部

総務渉外対策部

総務渉外対策部

民生文教対策部

lボランティア団体等への要請

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

連絡は、担当する各対策部が行う。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、生活情報の収集、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、介謹活動

○消掃及び防疫

○災害応急対策物資、資材の翰送及び配分

○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

災害状況によっては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

協謹会と連携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鍛会福祉救援ボランティア対策本部等との連絡調整

○被災状況等の傭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

○ボランティアの活動記録

■ボランティア受入れの流れ

雪ニュヱ…型』堕述-幽遮型
ボランティアコーディネーター（現地対策本部）：受入れ・活動内容の割り振り等

累嘉ﾃ三云云雨示云二言一一
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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織

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

討を図る。

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

者等の介護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、介痩士、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

■■■Q■■ﾛ■■■■■ﾛ■■ ー q ■ ■ ﾛ ■ ■ ■ ■ ■ ー ー ー ー q ■ ■ ー ー ー q ■ ■ ﾛ ■ ■q■■ﾛ■■ﾛ■■ﾛ■■I■■ﾛ■■ー■■■ーq■■ー■■■ーー＝ー■■■ー■■■■■■ー｡■■ヨニーコー■■■ー

【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20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護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項第3号に係る事例

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項第4号に係る事例

住家の被害の程度に係わらず、多数の者の生命、身体に被害を及ぼす災害が社会的混乱をもたら

し、その結果、人心の安定及び社会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、土砂の堆積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積がその住家の延床面祇の70％以上に達した

程度のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損

害割合で表し、その住家の損害割合が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、竹木等の堆積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)主要な構成要素とは、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

1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、後日文書によりあらためて要謂する。

■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適用要請の特例

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特別基準の適用申謂

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調できる。

適用申請は知事に対して行うが、期間延長については救助期間内に行う必要がある。

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、国の責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
医療救甑対策部～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
医療救謹対策部～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。

■■■ー■■■一一■■■，■■■■■■。■■■■■■■■ー■■■ーー一一■■■■■■ー■■■。■■。■■ー■■■ーー■■■q■■■■■■■■ー■■■■■■ｰq■■ー■■■ーー■■■q■■ーq■■ーーq

【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 21節雪害対策

項 目 担当

第1雪害対策 1悩報の収集 各関係機関

2除雪路線区分 建設給水対策部、各関係機関

3除雪作業の基準 建設給水対策部

4除雪作業の実施 建設給水対策部

5除雪計画 建設給水対策部

6交通途絶地区の緊急対策 建設給水対策部、各関係機関

7建築物雪害対策 建設給水対策部

8積雪時における消防対策 建設給水対策部、美瑛消防署

第1雪害対策

1情報の収集

各関係機関は、旭川地方気象台の発表する予警報及び気象悩報により、必要と認める場合にはそ

れぞれの定める警戒体制に入るものとする。

2除雪路線区分

除雪路線は、積雪寒冷地特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法に基づく指定路線

及び非指定路線で、特に交通確保を必要と認める主要路線について、次の区分により除雪を分担実

施する。

各路線の除雪にあたっては、連絡、情報等の交換を密にして、相互協力のもとに実施するものと

する。町道においては、建設給水対策部が実施することとし、年度毎の除雪計画を作成実施するも

のとする。

■除雪分担

一般国道 北海道開発局旭川開発建設部

道道 旭川建設管理部

町道 建設給水対策部

3除雪作業の基準

町が管理する道路で冬期間除雪を行い、交通を確保する除雪活動の基準は下記のとおりである。

■除雪作業の基準

区分 除 雪目標

第1種 定期バス、スクールパス路線、公共施設（指定避難所）に通ずる路線の常時開通を図る。

第2種 地域の幹線道路で交通途絶後3日以内に開通する。

第3種 準幹線道路で経済効果を勘案し交通途絶後7日以内に開通させる

第4種 上記以外の路線で融雪時の雪割又は緊急事態の発生時に適宜実施する。

4除雪作業の実施

交通の確保には極力努力し、最低1車線を開通させるとともに適宜待機所を設ける。1種路線に

ついては昼間概ね15cm以上の降雪の場合出動する｡夜間については､特別の場合を除き出動しない。

豪雪、吹雪時においてもできる限り路線を確保するが、作業困難な場合は中止する。

定期バス、スクールバス路線については、通行時前に開通させる｡なお、豪雪、吹雪等の場合は

バス運行管理者と協議の上、実施する。
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5除雪計画

除雪指定計画路線は、年度毎に美瑛町除雪計画を策定し、実施するものとする。

6交通途絶地区の緊急対策

積雪がはなはだしく、交通が途絶している地区において、急患または食料の補給困難な事態が発

生し、町への救援要請の連絡を受けたときは、町長は関係機関と協力して、速やかに救援の措置を

取るものとする。

7建築物雪害対策

樋雪による建物の倒壊、破損及び落雪による災害（事故）を防止するため、屋根の雪降ろし作業

の励行等、周知に努めるものとする。

8積雪時における消防対策

町並びに美瑛消防署は、除雪計画路線のほか、密集地の路線については、地域住民、消防署員及

び消防団員により、常に消防自動車等の運行に支障ないよう除雪を励行せしめるものとする。

また、美瑛消防署は、消防署員及び消防団員により、防火水槽等周辺の除雪を行い、消防水利の

確保に努めるものとし､消防自動車の走行が困難となり又は不能となる恐れのある地域については、

｢消防計画」の定めるところにより、あらかじめ重点的に予防査察を実施するものとする。
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第1節災害復旧事業の推進

第1災害復旧事業の推進

1災害復旧事業計画

美瑛町は、北海道、国と連擁して、災害の再発生を防止し、単なる原形復旧に止まらず必要な改

良を行うなど将来の災害に備えるため、法律に基づいて次のような災害復旧事業計画を策定し、復

旧事業にあたる。

■公共施設の災害復旧事業の種類

(1)公共土木施設災害復旧事業計画

①河川公共土木施設災害復旧事業計画

②砂防設備災害復旧事業計画

③林地荒廃防止施設災害復旧事業計画

④地すべり防止施設災害復旧事業計画

⑤急傾斜地崩壊防止施設災害復旧事業計画

⑥道路公共土木施設災害復旧事業計画

⑦下水道災害復旧事業計画

⑧公園施設災害復旧事業計画

(2)農林水産業施設災害復旧事業計画

(3)都市施設災害復旧事業計画

(4)上水道災害復旧事業計画

(5)住宅災害復旧事業計画

(6)社会福祉施設災害復旧事業計画

(7)公共医療施設、病院等災害復旧事業計画

(8)学校教育施設災害復旧事業計画

(9)社会教育施設災害復旧事業計画

(10)その他災害復旧事業計画

2災害復旧予算措侭

災害復旧事業、その他関係事業に要する費用は、別に法律に定めるところにより、予算の範囲内

において、国及び北海道が全部又は一部を負担し、又は補助して行われる。

第2激甚法による災害復旧事業

美瑛町及び北海道は、激甚災害が発生した場合には、災害の状況を速やかに調査し、実情を把握し

て早期に「激甚災害に対処するための特別の財政援助などに関する法律（昭和37年9月6日法律第

150号、以下「激甚法」という｡）の指定を受け、公共施設の災害復旧事業が迅速かつ円滑に実施でき

るよう措置する。

災害対策基本法に規定する著しく激甚である災害（以下「激甚災害」という｡）の基準については、

「激甚災害指定基準」（昭和37年12月7日・中央防災会錨決定）と「局地激甚災害指定基準」（昭和

43年11月22日・中央防災会議決定）の2つがあり、この基準により指定を受ける。

「激甚法」により財政援助等を受ける事業は、次のとおりである。
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■激甚法による財政援助

助 成区分

公共土木施設災害復旧

事業等に関する特別の

財政援助

農林水産業に関する

特別の助成

中小企業に関する

特別の助成

その他の財政援助及び

助成

財政援助を受ける事業等

○公共土木施設災害復旧事業

○公共土木施設災害関連事業

○公立学校施設災害復旧事業

○公営住宅災害復旧事業

○生活保護施設災害復旧事業

○児童福祉施設災害復旧事業

○老人福祉施設災害復旧事業

○身体障害者更生援讃施設災害復旧事業

○知的障害者援護施設・授産施設災害復旧事業

○婦人保護施設災害復旧事業

○感染症指定医療施設災害復旧事業

○感染症予防 事業

○堆積土砂排除事業（公共施設区域内・区域外）

○湛水排除事業

○農地等の災害復旧事業

○農林水産業共同利用施設災害復旧事業

○開拓者等の施設の災害復旧事業

○天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措

置の特例

○森林組合等の行なう堆積土砂の排除事業

○土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助

○共同利用小型漁船の建造費の補助

○森林災害復旧事業

○中小企業信用保険法による災害関係保証の特例

○小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金等の償還期間等

の特例

○事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助

○中小企業者に対する資金の融通に関する特例

○公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助

○私立学校施設復旧事業に対する補助

○市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例

○母子及び寡婦福祉法による国の貸付けの特例

○水防資材費の補助の特例

○り災者公営住宅建設事業に対する補助の特例

○産業労働者住宅建設資金融通の特例

○小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等

○雇用保険法による求職者給付に関する特例
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第2節住民生活復旧への支援

第1被災者へ の支援

1災害弔慰金等の支給

（1）災害弔慰金

民生文教対策部は、「美瑛町災害弔慰金の支給等に関する条例」（昭和51年美瑛町条例第4号。

以下、「災害弔慰金条例」という｡）に基づき、自然災害により死亡した町民の遺族に対し、災害

弔慰金を支給する。

(2）災害障害見舞金

民生文教対策部は、災害弔慰金条例に基づき、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受

けた町民に対し、災害陣害見舞金を支給する。

(3）被災者生活再建資金

民生文教対策部は、「被災者生活再建支援法」（平成10年法律第66号）に基づき、自然災害に

より被災した町民に対し支援金を支給する。

2災害援護資金等の貸付け

（1）災害援護資金

民生文教対策部は、災害弔慰金条例に基づき、自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対

し、生活の立て直しのために災害援護資金の貸付を行う。

(2）生活福祉資金

美瑛町社会福祉協議会は、災害救助法が適用にならない災害によって被害を受けた低所得世帯

に対して生活福祉資金を貸し付ける。なお、災害弔慰金条例に基づく災害援憩資金の貸付対象と

なる世帯は、原則として、この資金の貸付対象とはならない。

3住宅復興資金の融資

住宅金融公庫は､「住宅金融公庫法」（昭和25年法律第156号）に基づき、災害により住宅を失い、

又は破損した者が住宅の建設、補修、鯛入、宅地整備等を行えるよう、災害住宅復興資金を融資す

る。

4り災証明書の発行

産業施設対策部は、美瑛消防署と連擁して、家屋の被害訓査の結果から「り災台帳」を発行し、

被災者の「り災証明書」発行申謂に対し、り災台帳で確認のうえ発行する。り災台帳で確認できな

いときでも、申請者の立証資料をもとに客観的に判断できるときは、り災証明書を発行する。

証明する範囲は、災害対策基本法第2条第1号に規定する災害で、次の事項について証明する。

■り災証明の担当及び証明の施囲

担当 証明の範囲

産業施設対策部 家屋の全壊、流出、半壊、床上浸水、床下浸水、一部破損

5災害公営住宅の供給

災害公営住宅は、大規模な災害が発生し、住宅の被害は次の条件の1つに達した場合に、低所得

被災世帯のため、国庫から補助を受け整備し入居させるものである。
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■災害公営住宅の適用条件（公営住宅法第8条）

○地震、暴風雨、洪水、その他異常な天然現象による災害の場合

・被災地全域の滅失戸数が500戸以上のとき

・1市町村の区域内の滅失戸数が200戸以上のとき

・滅失戸数がその市町村の区域内の住宅戸数の1割以上のとき

○火災によ る 場 合

・被災地域の滅失戸数が200戸以上のとき

・滅失戸数がその市町村の区域内の住宅戸数の1割以上のとき

6租税等の減免等

災害によって被害を受けた町民に対して、町民税等の減免、納税延期及び徴収猶予を行う。産業

施設対策部は、役場に各秘申諭手続きを一括して受け付ける窓口を設置し、受付処理を行う。

■租税の減免等の種類

①納税期限の延長

②徴収猶予

③減免

■税等の決定の内容

税目

個人の住民税

災害により、納税義務者等が期限内に申告その他の書類の提出又は町税を

納付若しくは納入することができないと認めるときは､当該期限の延長を

行う ｡

災害により財産に被害を受けた納税義務者等が町税を一時に納付し又は

納付することができないと認められるときは、その者の申請に基づき、1

年以内において徴収を猶予する。なお、やむを得ない理由があると認めら

れるときは、さらに1年以内の延長を行う（地方税法第15条)。

被災した納税（納付）義務者等に対し、該当する各税目等について減免を

行う。なお、道税、国税も同様な措侭がとられる。

減免の内容

被災した納税義務者の状況に応じて減免を行う

固定資産税・都市計画税 災害により著しく価値が減じた固定資産について行う

軽自動車税

国民健康保険料
被災した納税（納付）義務者の状況に応じて減免を行う

7職業の斡旋

旭川公共職業安定所は、災害により離職を余儀なくされた者の再就職を促進するため、離職者の

発生状況、求人、求職の動向等の情報を速やかに把握するとともに、以下の措置を行い、離職者の

早期再就職の斡旋を行う。

■公共職業安定所の職業の斡旋

○被災者のための臨時職業相談窓口の設置

○公共職業安定所に出頭することが困難な地域において、臨時職業相談所の開設又は、巡回職

業相談の実施

○職業訓練受識指示又は職業転換給付金制度等の活用

第2地域経済への復旧支援

1農林業への融資

産業施設対策部は、災害により被害を受けた腿林業者に対し、北海道、農業協同組合等の協力を

得て災害復旧融資制度の広報等の支援策を行う。
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■農林業への融資

○天災による被害農林漁業者等に対する資金の融資に関する暫定措置法等の規定に基づいた、

指定された天災に基づく被害を受けた農林漁業者に必要な黄金融資（農業協同組合、金融機関）

○農林漁業金融公庫による復旧資金融資（農業協同組合、金融機関）

2中小企業への融資

産業施設対策部は、災害により被害を受けた中小企業が再建と経営の安定を図るため、復旧に必

要な資金並びに事業費の融資を促進する。

■農林業への融資

○一般金融機関、政府系金融機関の融資

○中小企業近代化資金等の貸付

○信用保証協会による融資の保証

○北海道中小企業振興資金、経営支援資金「災害」融資制度等

第3義援金の受付け・配分

1義援金の受付

民生文教対策部は､義援金受付窓口を設置し､受付記録を作成して保管の手続きを行うとともに、

寄託者に受領書を発行する。被災者に配分するまでの間、町指定金融機関に専用口座を作り保管す

る。

2義援金の配分

民生文教対策部は、義援金の配分に当たっては、義援金配分委員会を組織し、被災者数、被災世

帯者数、被災状況等を考慮して義援金の配分を決定する。

第3 節災害復興

第1災害復興方針の検討

大規模な災害が発生した場合、美瑛町、北海道は、被災の状況、被災地域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、関係機関が連携して復興の方向性を示す「復興方針」を

定めるものとする。

第2災害復興計画の策定

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、織員、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。策定に当たっては、

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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第1節事故災 害 対 策

第1大規模事故に対する体制

1対象とする災害

大規模事故として想定する災害は、災害対策基本法第2条及び同法施行令第1条で定める災害の

うち、社会的原因により発生する事故であり、その災害により人的あるいは物的被害を伴い、社会

的に大きな影響を与えるものをいう

美瑛町で発生すると予想される大規模事故は次のとおりであるが、想定されていない災害で大規

模事故に類する災害についても、この計画を適用する。

■予想される大規模事故

○航空災害

○道路災害

○大規模火災

○鉄道災害

○危険物等災害

○林野火災

2 基 本 的 な 対応

（1）基本方針

大規模事故は、風水害、地震災害及び火山災害と異なり、発生原因となる事象及び災害の影響

範囲が局地的である。したがって、応急対策に不可欠な交通ネットワーク、ライフライン、情報

網が機能している。

また、住民生活への影響は少ないため事故そのものへの対応が中心となる。そこで、大規模事

故対策への基本的な方針を次のように定める。

■基本方針

○一刻も早く人命救助と二次災害の防止を図ること

○正確な情報を収集し、事故の影響から住民の安全を図ること

○被災した住民等へ必要な支援を行うこと

(2）対応の実施者

大規模事故災害対策は､原則として事故の原因者､施設の管理者及び警察、消防が中心となる。

美瑛町においては、第一に美瑛消防署及び旭川東警察署・美瑛交番が、救出、救急、消火等の

作業を実施するが、事故による被害が甚大な場合、あるいは住民等への影響が及ぶおそれがある

場合は、美瑛町の機能をもって応急対策を実施する。

3防災体制

（1）基本的な対応

大規模災害が発生した場合は、総務課内に「情報連絡本部」を設置し、悩報の収集にあたる。

各対策部にわたる対策が必要な場合は、「事故災害対策本部」を設置し、災害対策本部第1非常配

備に準ずる配備をとる。その後、対策の必要に応じて高次の配備体制に移行する。
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■大規模事故への基本的対応

●通常の事故への体制
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●情報収集体制

情報の収集が必要な

場合

●応急対策体制

被害が大きく、町の

対応が必要なとき

情報連絡本部の設置
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事故対策本部の設置

（第1非常配備）

↓

高次の配備
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(2）傭報連絡本部の設置

総務課は、大規模事故発生の情報を美瑛消防署、旭川東警察署等から入手した場合は、総務課

内に情報連絡本部を設置し、関係機関等から情報を収集するほか、事故現場に出勤し状況を把握

する。

(3）事故対策本部の設置

情報収集の結果、美瑛町で対応する必要がある場合、町長は事故災害対策本部を設置し、必要

な配備体制及び職員の動員を指示する。

(4）組織及び運営

事故対策本部の組織及び運営は、災害対策本部の組織及び運営を適用する。

第2航空災害対策

1基本方針

美瑛町域における航空機の墜落炎上等により、多数の死傷者を伴う大規模な事故が発生した場合

に、関係機関と連擁して被災者を迅速かつ適切に救助することにより、被害の軽減を図るため、美

瑛町が取るべき応急措畷を定める。なお、想定する航空災害は、次のとおりである。

■ 想定する航空災害

○旭川空港を雛発着する航空機の墜落炎上により、多数の搭乗者あるいは住民に被害が発生し

た場合。

○ヘリコプター、小型飛行機等の墜落炎上により、搭乗者とともに住民等に影響がある被害が

発生した場合。
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2災害情報

航空災害発生時の情報伝達経路は、次のとおりである。

■空港区域内または空港区域周辺の場合

航空運送事業者 東京航空局空港

出張所

国土交通省東京航空局

管轄航空事務所

気象台空港出張所

他の航空運送事業者

旭川空港管理

事務所
＝-吋-菌一顧所用

旭川土木現業所

北海道（建設部）

■発生地点が不明な場合

113

上川総合振興局(地域政策部）

美瑛町・美瑛消防署

北海道警察旭川方面本部

旭川東警察署

｢ 蕊 訂 司

医師会（協定先）

情報交換

北海道警察

本部



第二編風水害等対策第5章大規模事故災害対策計画

■発生地点が不明な場合（航空機の捜索活動）

警察庁

防衛庁

国土交通省

（航空局）

海上保安庁

消防庁

東京救難調整本部

北海北海道

（総務部）部）

道警察本部※北海道警察本部

自衛隊

第一管区海上保安部

美瑛町

美瑛消防署

東京

空港

東京航空局

空港事務所

空局 東京東京航空局

交通管制部

空港管理事務所

※北海道警察本部→北海道警察旭川方面本部→警察署へと伝達される。

3応急対策

航空災害が発生した場合は、次の応急対策を実施する。対策の詳細については、第3章災害応急

対策計画を適用する。

(1)広報活動

住民に対して防災行政無線、広報車、ホームページ、フェイスブック及びエリアメール等によ

り災害発生の状況、復旧状況等について広報する。

(2）応急活動体制

必要に応じて情報連絡本部あるいは事故対策本部を設置する。災害対策現地合同本部が設置さ

れた場合は、公共施設、資機材の提供等の支援を実施する。

(3）捜索・救助救出活動

美瑛消防署、旭川束警察署・美瑛交番、自衛隊が対応する。

(4）医療救漉活動

町立病院で対応する。必要に応じて災害現場近くに救讃所を設髄し、※トリアージを行う。負

傷者の搬送は美瑛消防署が対応する。

※トリアージ＝災害時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。

(5）消防活動

航空機の墜落炎上による火災の消火は､美瑛消防署が実施する｡消防活動の円滑化を図るため、

必要に応じて消防警戒区域を設定する。

(6）交通規制

旭川東警察署は、応急活動のため必要に応じて交通規制を実施する。

(7）遺体の収容・処理

警察官による見分を終了した遺体を収容するために、公共施設に遺体安置所を設置し、必要な
措腫をとる。
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(8）被災者家族等への支援

被災者家族等のために原因者等の要請に基づき、待機所や宿泊施設、火葬等の必要な対策を支

援する。

第3鉄道災害

1基本方針

美瑛町域において列車の衝突により、多数の死傷者を伴う大規模な事故が発生した場合に、関係

機関と連携して被災者を迅速かつ適切に救助することにより、被害の軽減を図るため、美瑛町が取

るべき応急措置を定める。なお、想定する鉄道災害は次のとおりである。

■想定する鉄道災害

○列車の衝突、脱線により、多数の乗客に被害が発生した場合。

2災害情報

鉄道災害発生時の情報伝達経路は、次のとおりである。

■情報伝達経路

3 応 急 対 策

鉄道災害が発生した場合は、次の応急対策を実施する。対策の詳細については、第3章災害応急

対策計画を適用する。

(1）広報活動

住民に対して防災行政無線、広報車、ホームページ、フェイスブック及びエリアメール等によ

り災害発生の状況、･復旧状況等について広報する。

(2）応急活動体制

必要に応じて情報連絡本部あるいは事故対策本部を設置する。災害対策現地合同本部が設置さ

れた場合は、公共施設、資機材の提供等の支援をする

(3）救助救出活動

JR北海道が行う発生直後の救助救出活動のほか、美瑛消防署、旭川東警察署、自衛隊が対応

する。

(4）医療・救護活動

町立病院で対応する。負傷者の搬送は、美瑛消防署が対応する。
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(5）消防活動

事故発生直後にはJR北海道が初期消火を行う。火災の消火は、美瑛消防署が実施する。消防

活動の円滑化を図るため、必要に応じて消防警戒区域を設定する。

(6）交通規制

旭川束警察署は、応急活動のため必要に応じて交通規制を実施する。

(7）遺体の収容・処理

警察官による見分を終了した遺体を収容するために、公共施設に遺体安置所を設置し、必要な

措置をとる。

(8）被災者家族等への支援

原因者等の要調に基づき、被災者家族等のための待機所や宿泊施設および火葬等の必要な対策

を支援する。

(9）災害復旧

JR北海道は、被災施設及び車両の迅速な復旧に努めるとともに、可能な限り復旧予定時期を

明らかにするよう努める。

第 4道路災害

1基本方針

美瑛町域において車両の衝突等により、大規模な救急救助活動や消火活動等が必要な事故が発生

した場合､関係機関と連撹して被災者を迅速かつ適切に救助することにより被害の軽減を図るため、

美瑛町が取るべき応急措置を定める。なお、想定する道路災害は次のとおりである。

■想定する道路災害

○観光バス等の大型車両の事故により多数の死傷者が発生する場合

○集団交通事故により多数の死傷者が発生する場合

○危険物を積識する車両の事故により危険物が流出し、住民等に被害の影響が及ぶ場合

2災害情報

道路災害発生時の情報伝達経路は、次のとおりである。

■国の管理する道路の場合

道路事務所等斤叫旭川開発建設部 北海道開発局

北北海道（総務部）

旭川建設管理部 上川総合振興局（地域政策部）

美瑛町・美瑛消防署

北海道運輸局

国（消防庁）

(悩報交換）

旭川東警察署卜H北海道警察旭川方面本部トH北海道警察本部
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■道の管理する道路の場合

■美瑛町の管理する道路の場合

3応急対策

道路災害が発生した場合は、次の応急対策を実施する。対策の詳細については、第3章災害応急

対策計画を適用する。

(1）広報活動

住民に対して防災行政無線、広報車、ホームページ、フェイスブック及びエリアメール等によ

り災害発生の状況、危険物流出に対する対処方法、避難指示等について広報する。

(2）応急活動体制

必要に応じて情報連絡本部あるいは事故対策本部を設置する。災害対策現地合同本部が設置さ

れた場合は、公共施設、資機材の提供等の支援を実施する。

(3）捜索・救助救出活動

美瑛消防署、旭川東警察署が対応する。

(4）医療救霞活動

町立病院で対応する。負傷者の搬送は美瑛消防署が対応する。
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(5）消防活動

火災の消火は、美瑛消防署が実施する。消防活動の円滑化を図るため、必要に応じて消防警戒

区域を設定する。

(6）危険物流出対策

危険物積載車両から危険物が流出した場合、美瑛消防署は、危険物の性状を把握し、流出・拡

散防止の措置をとる。住民への被害の影響がある場合は、美瑛町に連絡する。

(7）避難

危険物が流出し住民への被害影響がある場合は、美瑛消防署、旭川東警察署等と連携して、事

故の状況や対処方法等を広報する。避難する必要がある場合は、避難区域を設定し、避難広報、

誘導を行うとともに、避難所を開設し、受け入れを行う。

(8）交通規制

旭川東警察署は、応急活動のため必要に応じて交通規制を実施する。

(9）遺体の収容・処理

警察官による見分を終了した遺体を収容するために、公共施設に遺体安腫所を設置し、必要な
措置をとる。

(10)被災者家族等への支援

被災者家族等のために原因者等の要請に基づき、待機所や宿泊施設、火葬等の必要な対策を支

援する。

(11)災害復旧

道路管理者は、障害物の除去、応急復旧を迅速に行い、交通の確保を図る。

第5危険物等災害対策

1 基本方針

美瑛町域において危険物等の漏えい、流出、火災、爆発等により多数の死傷者を伴う大規模な事

故や住民に影響する事故が発生した場合に、関係機関と連携して被害者を迅速かつ適切に救助し、

住民対策をすることにより被害の軽減を図るため、美瑛町がとるべき応急措圃を定める。なお、危

険物等とは次のものをいい、想定する危険物等災害は次のとおりである。

■危険物等の定義 〉

○危険物：消防法第2条第7項に規定されているもの

（例）石油類（ガソリン、灯油、軽油、重油）など

○火薬類：火薬取締法第2条に規定されているもの

（例）火薬、爆薬、火工品（工業雷管、電気雷管）など

○高圧ガス：高圧ガス保安法第2条に規定されているもの

（例）液化石油ガス(LPG)、アセチレン、アンモニアなど

○毒物・劇物：毒物及び劇物取締法第2条に規定されているもの

（例）毒物（シアン化水素、シアン化ナトリウム等）

○劇物（ホルムアルデヒド、塩素等）など

○放射性物質：放射性同位元素、核燃料物質、核原料物質を総称したもの

「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」等によりそれぞれ
規定されている。
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■想定する危険物等災害

2災害情報

危険物等災害発生時の情報伝達経路は、次のとおりである。

■情報伝達経路

一

上川総合振興局（産業振興部） 一

発
生
事
業
所
等

国

（消防庁）

北海道

(総務部）

上川総合振興局

（地域政策部）
美瑛消防署

美瑛町

-(傭細麺
北海道警察本部北海道警察旭川方面本部旭川東警察署

3応急対策

危険物等火災が発生した場合は、次の応急対策を実施する。対策の詳細については、第3章災害

応急対策計画を適用する。

(1）広報活動

住民に対して防災行政無線、広報車、ホームページ、フェイスブック及びエリアメール等によ

り次の事項を広報する

■住民に対する広報

○災害発 生の状況

○危険物等の種類、性状など人体・影響に与える状況、対処方法

○医療機関等の情報

○関係機関の実施する応急対策の概要

○避難の指示、連絡先

(2）応急活動体制

必要に応じて情報連絡本部あるいは事故対策本部を設圃する。災害対策現地合同本部が設置さ

れた場合は、公共施設、資機材の提供等の支援を実施する。

(3）捜索・救助救出活動

美瑛消防署、旭川東警察署が対応する。

(4）医療救護活動

町立病院で対応する。負傷者の搬送は美瑛消防署が対応する。
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北海道(経済部）
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(5）消防活動

事業者は､消防が到達するまでの間､自衛消防組織等によりその延焼の拡大を最小限に抑える。

美瑛消防署は、事業者との連携により、化学消火薬剤、中和剤、ガス検知機等を活用し、危険物

等の性状にあった適切な消防活動を実施する。なお、消防活動の円滑化を図るため、必要に応じ

て消防警戒区域を設定する。住民の避難の必要がある場合は、美瑛町に連絡する。

(6）避難

危険物が流出し住民への被害影響がある場合は、美瑛消防署、旭川東警察署等と連撹して、事

故の状況や対処方法等を広報する。避難する必要がある場合は、避難区域を設定し、避難広報、

誘導を行うとともに、避難所を開設し、受け入れを行う。

(7）交通規制

旭川東警察署は、応急活動のため、必要に応じて交通規制を実施する。

第6大規模火災対策

1基本方針

美瑛町域において大規模な延焼火災が発生した場合に、関係機関と連携して被災者を迅速かつ適

切に救助するとともに､延焼の防止等被害の軽減を図るため､美瑛町が取るべき応急措慨を定める。

なお、想定する大規模災害は、次のとおりである。

■想定する大規模火災

○市街地における延焼火災が発生した場合

2災害悩報

大規模火災発生時の情報伝達経路は、次のとおりである。

■情報伝達経路

3 応 急 対 策

大規模火災が発生した場合は、次の応急対策を実施する。対策の詳細については、第3章災害応

急対策計画を適用する。

(1）広報活動

住民に対して防災行政無線、広報車、ホームページ、フェイスブック及びエリアメール等によ

り火災発生の状況、避難指示等について広報する。

(2）応急活動体制

必要に応じて情報連絡本部あるいは事故対策本部を設置する。災害対策現地合同本部が設腫さ

れた場合は、公共施設、資機材の提供等の支援を実施する。
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(3）捜索・救助救出対策

捜索・救出は美瑛消防署、旭川東警察署が対応する。

(4）消防活動

火災の消火は、美瑛消防署が実施する。消火にあたっては、避難場所・避難経路の確保及び重

要かつ危険度の高い箇所・地域を優先しながら活動を実施する。また、消防活動の円滑化を図る

ため、必要に応じて消防警戒区域を設定する。美瑛消防署だけでは対応が困難なときは、大雪消

防組合東消防署、当麻消防署、比布消防署、愛別消防署あるいは「北海道広域消防相互応援協定」

に基づき、北海道内の消防組織に対し、応援を要謂する。消火、飛火警戒等においては、近隣住

民、町内会の協力を得て、効果的な活動を実施する。

(5）避難

延焼火災の発生により住民への影響がある場合は、美瑛消防署、旭川東警察署等と連携して、

避難区域を設定し、避難広報、誘導を行うとともに、避難場所を開設し、受け入れを行う。

(6）医療救護体制

町立病院で対応する。負傷者の搬送は美瑛消防署が対応する。

(7）交通規制

旭川東警察署は、応急活動のため必要に応じて交通規制を実施する。

第7林野火災対策

1基本方針

美瑛町域において広範囲にわたる林野火災が発生した場合、関係機関と連携して延焼の防止等被

害の軽減を図るため、美瑛町が取るべき応急措悶を定める。なお、想定する林野火災は次のとおり

である。

■想定する林野火災

○町域において広範囲にわたる林野火災が発生した場合

○町域の林野火災により、住民の避難、観光客等の森林滞在者の救出等が必要な場合

2災害情報

（1）林野火災気象通報

林野火災気象通報は、火災気象通報の一部として、旭川地方気象台が火災気象通報の発表及び

終了をもって行う。林野火災気象通報を受けたときは、通報内容及び取るべき予防措置等を美瑛

消防署等の関係機関へ通報するとともに、住民に広報する。また、町長は上川総合振興局長から

林野火災気象通報を受けたとき、又は気象の状況により林野火災発生の危険性があると認めたと

きは、消防法第22条に基づき火災警報を発令する。
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■ 林野火災通報の伝達経路

■林野災害発生時の伝達経路

上川中部森林管理署｜

悪罵-…一価-…
発
見
者
等

3 応 急 対 策

林野火災が発生した場合は、次の応急対策を実施する。対策の詳細については、第3章災害応急

計画を適用する。

(1）広報活動

住民に対して防災行政無線、広報車、ホームページ、フェイスブック及びエリアメール等によ

り火災発生の状況、避難指示等について広報する。また、火災発生区域の観光客、営林活動作業

者等の森林滞在者に対して退去するよう広報する。

(2）応急活動体制

必要に応じて情報連絡本部あるいは事故対策本部を設置する。災害対策現地合同本部が設股さ

れた場合は、公共施設、資機材の提供等の支援を実施する。

(3）消防活 動

火災の消火は、美瑛消防署が実施する。消火にあたっては林野火災防御図の活用、適切な消火

部隊の配置、美瑛町森林組合等の出勤協力等により効果的な地上消火を行う。美瑛消防署だけで

は対応が困難なときは、大雪消防組合東消防署、当麻消防署、比布消防署、愛別消防署あるいは

「北海道広域消防相互応援協定」に基づき、北海道内の市町等に対し、消防隊、救急隊等の応援

を要請する。

住家への延焼拡大の危険性がある場合あるいは林野火災が広域化する場合等は、北海道にヘリ

コプターの出動を要請し、空中消火を実施する。

(4）避難

林野火災が住宅地まで及ぶ危険性がある場合は、避難区域を設定し、避難広報、鋳導を行うと

ともに、避難所を開設し、受け入れを行う。

(5）捜索・救助救出活動

孤立者を発見した場合は、ヘリコプターによる救出を北海道に要調する。
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(6）交通規制

旭川東警察署は、応急活動のため必要に応じて交通規制を実施するも
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