
 

 

 

 

 

 

 

小清水町地域防災計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小清水町防災会議 



目  次 

1 〔小清水防〕 1

 

目  次 

 

第１編 総  則 

第１章 総 則 
第１節 計画策定の目的…………………………………………………………………………１ 

第２節 計画の構成………………………………………………………………………………２ 

第３節 用  語…………………………………………………………………………………２ 

第４節 計画推進に当たっての基本となる事項………………………………………………３ 

第５節 計画の修正要領及び周知………………………………………………………………４ 

第６節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱…………………………………５ 

第７節 住民及び事業所の基本的責務…………………………………………………………10 

 

第２章 小清水町の概況 
第１節 自然条件及び社会的現況………………………………………………………………31 

第２節 災害の概況………………………………………………………………………………34 

 

第３章 防災組織 

第１節 防災会議…………………………………………………………………………………51 

第２節 災害対策本部……………………………………………………………………………53 

第３節 配備体制…………………………………………………………………………………60 

第４節 職員の動員計画…………………………………………………………………………65 

 

第２編 風水害等対策計画 

第１章 災害予防計画 
第１節 防災思想・知識の普及・啓発及び防災教育の推進に関する計画……………… 201 

第２節 防災訓練計画………………………………………………………………………… 205 

第３節 物資及び防災資機材等の整備・確保に関する計画……………………………… 207 

第４節 相互応援（受援）体制整備計画…………………………………………………… 208 

第５節 自主防災組織の育成等に関する計画……………………………………………… 209 

第６節 避難体制整備計画…………………………………………………………………… 251 

第７節 避難行動要支援者等の要配慮者に関する計画…………………………………… 255 



目  次 

〔小清水防〕 2 2 

第８節 情報収集・伝達体制整備計画……………………………………………………… 257 

第９節 建築物等災害予防計画……………………………………………………………… 258 

第10節 消防計画……………………………………………………………………………… 259 

第11節 風害予防計画………………………………………………………………………… 351 

第12節 雪害予防計画………………………………………………………………………… 352 

第13節 融雪災害予防計画…………………………………………………………………… 355 

第14節 高波、高潮災害予防計画…………………………………………………………… 357 

第15節 土砂災害予防計画…………………………………………………………………… 358 

第16節 積雪・寒冷対策計画………………………………………………………………… 363 

第17節 業務継続計画の策定………………………………………………………………… 364 

第18節 複合災害に関する計画……………………………………………………………… 365 

 

第２章 災害応急対策計画 
第１節 気象警報等の収集・伝達計画……………………………………………………… 401 

第２節 災害情報等の収集・伝達計画……………………………………………………… 413 

第３節 災害通信計画………………………………………………………………………… 418 

第４節 災害広報・情報提供計画…………………………………………………………… 421 

第５節 避難対策計画………………………………………………………………………… 424 

第６節 応急措置実施計画…………………………………………………………………… 431 

第７節 自衛隊派遣要請依頼及び派遣活動計画…………………………………………… 451 

第８節 広域応援・受援計画………………………………………………………………… 455 

第９節 ヘリコプター等活用計画…………………………………………………………… 456 

第10節 救助救出計画………………………………………………………………………… 459 

第11節 医療救護計画………………………………………………………………………… 461 

第12節 消防計画……………………………………………………………………………… 466 

第13節 水防計画……………………………………………………………………………… 469 

第14節 防疫計画……………………………………………………………………………… 474 

第15節 災害警備計画………………………………………………………………………… 476 

第16節 交通応急対策計画…………………………………………………………………… 478 

第17節 輸送計画……………………………………………………………………………… 521 

第18節 食料供給計画………………………………………………………………………… 523 

第19節 給水計画……………………………………………………………………………… 525 

第20節 衣料・生活必需物資供給計画……………………………………………………… 527 

第21節 ライフライン施設対策計画………………………………………………………… 529 

第22節 応急土木対策計画…………………………………………………………………… 531 

第23節 被災宅地安全対策計画……………………………………………………………… 532 



目  次 

3 〔小清水防〕 3

第24節 住宅対策計画………………………………………………………………………… 533 

第25節 障害物除去計画……………………………………………………………………… 537 

第26節 文教対策計画………………………………………………………………………… 539 

第27節 行方不明者の捜索及び遺体の収容処理埋葬計画………………………………… 543 

第28節 家庭動物等対策計画………………………………………………………………… 546 

第29節 廃棄物等処理計画…………………………………………………………………… 547 

第30節 防災ボランティアとの連携計画…………………………………………………… 549 

第31節 労務供給計画………………………………………………………………………… 551 

第32節 職員派遣計画………………………………………………………………………… 553 

第33節 災害義援金募集（配分）計画……………………………………………………… 554 

第34節 災害救助法の適用及び運用計画…………………………………………………… 555 

 

第３章 災害復旧・被災者援護計画 
第１節 基本方針の決定……………………………………………………………………… 601 

第２節 公共施設等災害復旧計画…………………………………………………………… 603 

第３節 被災者援護計画……………………………………………………………………… 608 

 

第３編 地震・津波災害対策計画 

第１章 災害予防計画 
第１節 地震・津波被害の想定……………………………………………………………… 701 

第２節 住民の心構え………………………………………………………………………… 731 

第３節 地震に強いまちづくり推進計画…………………………………………………… 735 

第４節 地震・津波に関する防災知識の普及・啓発……………………………………… 738 

第５節 防災訓練計画………………………………………………………………………… 740 

第６節 物資及び防災資機材等の整備・確保に関する計画……………………………… 741 

第７節 相互応援（受援）体制整備計画…………………………………………………… 741 

第８節 自主防災組織の育成等に関する計画……………………………………………… 741 

第９節 避難体制整備計画…………………………………………………………………… 742 

第10節 避難行動要支援者等の要配慮者に関する計画…………………………………… 743 

第11節 津波災害予防計画…………………………………………………………………… 751 

第12節 火災予防計画………………………………………………………………………… 754 

第13節 危険物等災害予防計画……………………………………………………………… 756 

第14節 建築物等災害予防計画……………………………………………………………… 758 

第15節 土砂災害の予防計画………………………………………………………………… 759 

第16節 液状化災害予防計画………………………………………………………………… 760 



目  次 

〔小清水防〕 4 4 

第17節 積雪・寒冷対策計画………………………………………………………………… 761 

第18節 業務継続計画の策定………………………………………………………………… 761 

第19節 複合災害に関する計画……………………………………………………………… 761 

 

第２章 災害応急対策計画 

第１節 地震・津波情報の伝達計画………………………………………………………… 801 

第２節 災害情報等の収集・伝達計画……………………………………………………… 813 

第３節 災害通信計画………………………………………………………………………… 814 

第４節 災害広報・情報提供計画…………………………………………………………… 815 

第５節 避難対策計画………………………………………………………………………… 816 

第６節 救助救出計画………………………………………………………………………… 817 

第７節 地震火災等対策計画………………………………………………………………… 818 

第８節 津波災害対策計画…………………………………………………………………… 820 

第９節 災害警備計画………………………………………………………………………… 851 

第10節 交通応急対策計画…………………………………………………………………… 851 

第11節 輸送計画……………………………………………………………………………… 851 

第12節 ヘリコプター等活用計画…………………………………………………………… 851 

第13節 食料供給計画………………………………………………………………………… 852 

第14節 給水計画……………………………………………………………………………… 852 

第15節 衣料・生活必需物資供給計画……………………………………………………… 852 

第16節 ライフライン施設対策計画………………………………………………………… 852 

第17節 医療救護計画………………………………………………………………………… 853 

第18節 防疫計画……………………………………………………………………………… 853 

第19節 廃棄物等処理計画…………………………………………………………………… 853 

第20節 家庭動物等対策計画………………………………………………………………… 853 

第21節 文教対策計画………………………………………………………………………… 854 

第22節 住宅対策計画………………………………………………………………………… 854 

第23節 被災建築物安全対策計画…………………………………………………………… 855 

第24節 被災宅地安全対策計画……………………………………………………………… 857 

第25節 行方不明者の捜索及び遺体の収容処理埋葬計画………………………………… 857 

第26節 障害物除去計画……………………………………………………………………… 857 

第27節 広域応援・受援計画………………………………………………………………… 858 

第28節 自衛隊派遣要請依頼及び派遣活動計画…………………………………………… 858 

第29節 防災ボランティアとの連携計画…………………………………………………… 858 

第30節 災害救助法の適用及び運用計画…………………………………………………… 858 

 



目  次 

5 〔小清水防〕 5

第３章 災害復旧・被災者援護計画 

第１節 災害復旧計画………………………………………………………………………… 871 

第２節 被災者援護計画……………………………………………………………………… 871 

 

第４編 火山災害対策計画 

 

第１節 基本方針……………………………………………………………………………… 901 

第２節 火山の概況…………………………………………………………………………… 901 

第３節 災害予防対策………………………………………………………………………… 903 

第４節 災害応急対策計画…………………………………………………………………… 904 

第５節 災害復旧計画………………………………………………………………………… 911 

 

第５編 事故災害対策計画 

 

第１節 海上災害対策計画…………………………………………………………………… 951 

第２節 航空災害対策計画…………………………………………………………………… 963 

第３節 鉄道災害対策計画…………………………………………………………………… 966 

第４節 道路災害対策計画…………………………………………………………………… 969 

第５節 危険物等災害対策計画……………………………………………………………… 973 

第６節 大規模な火災対策計画……………………………………………………………… 977 

第７節 林野火災対策計画…………………………………………………………………… 981 

 

第６編 資 料 編 

 

１ 防災組織 

 １－１ 防災関係機関一覧…………………………………………………………………1001 

２ 防災関係条例 

 ２－１ 小清水町防災会議条例……………………………………………………………1002 

 ２－２ 小清水町災害対策本部条例………………………………………………………1004 

３ 気象等に関する資料 

 ３－１ 災害記録……………………………………………………………………………1005 

 ３－２ 除雪作業基準………………………………………………………………………1007 

４ 災害危険箇所等に関する資料 



目  次 

〔小清水防〕 6 6 

 ４－１ 監視・警戒河川……………………………………………………………………1008 

 ４－２ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域…………………………………1009 

５ 消防・水防に関する資料 

 ５－１ 消防力の現況………………………………………………………………………1010 

 ５－２ 消防水利の現況……………………………………………………………………1011 

６ 避難に関する資料 

 ６－１ 指定緊急避難場所…………………………………………………………………1021 

 ６－２ 指定避難所…………………………………………………………………………1021 

 ６－３ 福祉避難所…………………………………………………………………………1021 

 ６－４ 避難所………………………………………………………………………………1022 

７ 医療救護に関する資料 

 ７－１ 医療機関一覧………………………………………………………………………1025 

 ７－２ 感染症指定医療機関………………………………………………………………1025 

８ 危険物等施設に関する資料 

 ８－１ 危険物施設一覧……………………………………………………………………1026 

９ 輸送に関する資料 

 ９－１ 消防防災ヘリ指定離着陸地………………………………………………………1031 

 ９－２ 町有車両の現況……………………………………………………………………1031 

10 飲料水等の調達に関する資料 

 10－１ 飲料水の調達可能状況……………………………………………………………1032 

11 廃棄物処理施設及び埋火葬等に関する資料 

 11－１ 廃棄物処理施設……………………………………………………………………1033 

 11－２ 火葬場及び埋葬場所の状況………………………………………………………1034 

12 通信に関する資料 

 12－１ 無線通信施設………………………………………………………………………1035 

13 災害救助法に関する資料 

 13－１ 救助の種類及び基準………………………………………………………………1036 

14 応援に関する資料 

 14－１ 北海道広域消防相互応援協定……………………………………………………1051 

 14－２ 北海道消防防災ヘリコプター応援協定…………………………………………1055 

 14－３ 災害時等における北海道及び市町村相互の応援等に関する協定……………1057 

 14－４ 防災関係協定一覧…………………………………………………………………1061 

15 各種様式 

 15－１ 被害状況調査・報告様式…………………………………………………………1101 

 15－２ 水防活動実施報告書………………………………………………………………1112 

 15－３ 防災気象情報等受理票……………………………………………………………1113 



目  次 

7 〔小清水防〕 7

 15－４ 自衛隊災害派遣要請………………………………………………………………1114 

 15－５ ヘリコプター運航要請……………………………………………………………1118 

 15－６ 世帯構成員別被害状況……………………………………………………………1119 

 15－７ 物資購入（配分）計画表…………………………………………………………1119 

 15－８ 物資給与及び受領書………………………………………………………………1120 

 15－９ 輸送記録簿…………………………………………………………………………1121 

 15－10 緊急通行車両の標章及び確認証明書……………………………………………1122 

 15－11 救急状況調書………………………………………………………………………1123 

 15－12 記録集計表…………………………………………………………………………1123 


	小清水町　表紙・扉
	小清水町　目次

