
 
 
 
 
 
 
 
 

 奥尻町地域防災計画  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奥尻町防災会議 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奥 尻 町 地 域 防 災 計 画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭和 39 年 4 月 1 日    作成 
昭和 41 年 9 月 13 日   修正 
昭和 50 年 11 月 21 日   修正 
昭和 58 年 2 月 1 日  修正 
平成 8 年 2 月 1 日   改訂 
平成 9 年 10 月 8 日  修正 
平成 27 年 3 月 3 日  修正 
平成 29 年 7 月 31 日  修正 
平成 30 年 7 月 30 日  修正 
令和 元年 8 月 6 日  修正 
令和 2 年 8 月 18 日  修正 
令和 3 年 8 月 18 日  修正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奥尻町防災会議 
 
 
 
 
 
 



目 次 
 
第１編 総則 
 第１章 総則 
  第１節 目的   …………………………………………………………………………  1 
  第２節 計画の構成   …………………………………………………………………  1 
   第３節 用語   …………………………………………………………………………  2 
  第４節 計画の修正要領   ……………………………………………………………  2 
  第５節 防災上重要な機関の処理すべき事務又は業務の大綱   …………………  3 
  第６節 奥尻町の地勢と災害の概要   ……………………………………………… 10 
 
第２編 基本計画 
 第１章 防災体制 
  第１節 組織計画   …………………………………………………………………… 14 
  第２節 動員計画   …………………………………………………………………… 25 
  第３節 災害対策・行政機能維持計画   …………………………………………… 28 
  第４節 気象業務に関する計画   …………………………………………………… 30 
 第２章 災害予防計画 
  第１節 災害危険区域及び整備計画   ……………………………………………… 50 
  第２節 水害予防計画   ……………………………………………………………… 50 
    第３節 風害予防計画   ……………………………………………………………… 50 
    第４節 高波・高潮災害予防計画   ………………………………………………… 51 
  第５節 土砂災害予防計画   ………………………………………………………… 51 
    第６節 自然災害回避（アボイド）行政の推進   ………………………………… 53 
  第７節 建築物災害予防計画   ……………………………………………………… 53 
  第８節 消防計画   …………………………………………………………………… 55 
  第９節 防災情報整備計画   ………………………………………………………… 58 
    第 10節 物資及び防災資機材等の整備・確保に関する計画   …………………… 59 
    第 11節 避難行動要支援者等の要配慮者に関する計画   ………………………… 59 
    第 12節 防災訓練計画   ……………………………………………………………… 61 
    第 13節 防災思想・防災知識の普及・啓発及び防災教育の推進計画   ………… 61 
    第 14節 自主防災組織指導育成等計画   …………………………………………… 63 
 第３章 災害応急対策計画 
  第１節 災害通信の運用計画   ……………………………………………………… 66 
  第２節 災害情報等の報告、収集及び伝達計画   ………………………………… 68 
    第３節 災害広報・公聴計画   ……………………………………………………… 80 
  第４節 避難対策計画   ……………………………………………………………… 82 
  第５節 救助救出計画   ……………………………………………………………… 87 
  第６節 食料供給計画   ……………………………………………………………… 87 
  第７節 衣料、生活必需品その他物資供給計画   ………………………………… 88 
    第８節 給水計画   …………………………………………………………………… 90 
    第９節 住宅対策計画   ……………………………………………………………… 91 
    第 10節 被災建築物安全対策計画   ………………………………………………… 93 
  第 11節 被災地安全対策計画   ……………………………………………………… 94 
    第 12節 医療救護計画   ……………………………………………………………… 95 
   第 13節 メンタルヘルスケア計画   ………………………………………………… 97 
    第 14節 防疫計画   …………………………………………………………………… 97 
    第 15節 廃棄物等処理計画   ………………………………………………………… 99 
  第 16節 行方不明者の捜索及び遺体の収容、埋葬計画   …………………………101 
  第 17節 障害物除去計画   ……………………………………………………………102 
    第 18節 輸送計画   ……………………………………………………………………103 
    第 19節 労務供給計画   ………………………………………………………………104 
    第 20節 交通応急対策計画   …………………………………………………………105 
  第 21節 文教対策計画   ………………………………………………………………107 
  第 22節 民間団体等活動計画   ………………………………………………………109 
  第 23節 ボランティアとの連携計画   ………………………………………………110 
  第 24節 災害警備計画   ………………………………………………………………111 
    第 25節 自衛隊災害派遣要請計画   …………………………………………………113 
  第 26節 職員応援要請計画   …………………………………………………………117 
  第 27節 災害救助法の適用と実施   …………………………………………………118 



  第 28節 電力、ガス、交通、通信施設応急対策計画   ……………………………120 
  第 29節 家庭動物等対策計画   ………………………………………………………121 
  第 30節 応急土木対策計画   …………………………………………………………121 
  第 31節 電力施設災害応急計画   ……………………………………………………122 
  第 32節 応急飼料計画   ………………………………………………………………123 
 第４章 災害復旧・被災者援護計画 
   第１節 災害復旧計画   ………………………………………………………………124 
  第２節 財政、金融に関する計画   …………………………………………………125 
  第３節 災害義援金募集配分計画   …………………………………………………125 
  第４節 被災者援護計画   ……………………………………………………………126 
                                                                            
第３編 地震対策計画                                                        
 第１章 総則                                                              
  第１節 目的   …………………………………………………………………………132 

第２節 避難推進に当たっての基本となる事項   …………………………………132 
  第３節 計画の基本方針   ……………………………………………………………133 
  第４節 北海道における主な地震、津波の発生状況   ……………………………133 
  第５節 地震の想定   …………………………………………………………………134 
 第２章 災害予防計画                                                  
  第１節 心構え   ………………………………………………………………………137 

第２節 地震、津波防災上必要な教育及び広報に関する計画   …………………139 
  第３節 自主防災組織の育成に関する計画   ………………………………………140 
  第４節 地震、津波防災訓練計画   …………………………………………………140 
  第５節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備計画   ………………………141 
  第６節 津波災害予防計画   …………………………………………………………142 
  第７節 火災予防計画   ………………………………………………………………143 
  第８節 危険物等災害予防計画   ……………………………………………………144 
    第９節 市街地防災構造化計画   ……………………………………………………144 
    第 10節 建物災害予防計画   …………………………………………………………145 
    第 11節 地すべり、急傾斜地の崩壊（がけ崩れ）等予防計画   …………………146 
  第 12節 地域別避難場所・避難所整備計画   ………………………………………147 
  第 13節 避難対策計画   ………………………………………………………………148 
 第３章 地震災害応急対策計画                                              
  第１節 応急活動体制   ………………………………………………………………149 
    第２節 地震、津波情報の収集・伝達計画   ………………………………………149 
  第３節 災害情報等の収集・伝達計画   ……………………………………………159 
    第４節 災害広報計画   ………………………………………………………………160 
    第５節 避難対策・救助救出計画   …………………………………………………160 
    第６節 地震火災対策計画   …………………………………………………………160 
    第７節 災害警備計画   ………………………………………………………………161 
    第８節 公共交通対策計画   …………………………………………………………161 
    第９節 輸送計画   ……………………………………………………………………162 
    第 10節 食料供給計画   ………………………………………………………………163 
    第 11節 給水計画   ……………………………………………………………………163 
    第 12節 衣料、生活物資必需品、その他物資供給計画   …………………………163 
    第 13節 生活関連施設対策計画   ……………………………………………………163 
  第 14節 住宅対策計画   ………………………………………………………………164 
  第 15節 被災建築物安全対策計画   …………………………………………………164 
  第 16節 被災宅地安全対策計画   ……………………………………………………164 
  第 17節 医療救護計画   ………………………………………………………………164 
  第 18節 防疫計画   ……………………………………………………………………164 
  第 19節 廃棄物等処理計画   …………………………………………………………164 
  第 20節 文教対策計画   ………………………………………………………………164 
    第 21節 自衛隊災害派遣要請計画   …………………………………………………164 
  第 22節 災害救助法の適用と実施   …………………………………………………164 
 第４章 津波対策計画                                                      
  第１節 津波知識の啓発   ……………………………………………………………164 
    第２節 津波情報伝達計画   …………………………………………………………165 
  第３節 津波災害応急対策計画   ……………………………………………………166 
  第４節 避難対策計画   ………………………………………………………………167 



第４編 その他の災害対策計画                                                
 第１章 風水害等対策計画                                                  
  第１節 目的   …………………………………………………………………………168 
  第２節 災害予防計画   ………………………………………………………………168 
   第３節 災害応急対策計画   …………………………………………………………168 
    第４節 土石流対策計画   ……………………………………………………………168 
 第２章 水防計画                                                          
  第１節 目的   …………………………………………………………………………168 
    第２節 用語の定義   …………………………………………………………………169 
    第３節 水防の責任   …………………………………………………………………170 
  第４節 水防上の地勢、観測施設   …………………………………………………171 
    第５節 水防警報   ……………………………………………………………………172 
   第６節 水防組織   ……………………………………………………………………173 
    第７節 水防施設及び資機材の配置   ………………………………………………173 
  第８節 水門等の操作   ………………………………………………………………174 
   第９節 通信連絡   ……………………………………………………………………175 
    第 10節 情報収集   ……………………………………………………………………176 
    第 11節 水防活動   ……………………………………………………………………177 
    第 12節 費用負担と公用負担   ………………………………………………………178 
  第 13節 水防報告等   …………………………………………………………………181 
    第 14節 水防訓練等   …………………………………………………………………183 
  第 15節 公務災害補償   ………………………………………………………………183 
 第３章 急傾斜地防災対策計画                                              
    第１節 目的   …………………………………………………………………………183 
    第２節 災害予防計画   ………………………………………………………………183 
    第３節 災害応急対策計画   …………………………………………………………184 
 第４章 雪害対策計画                                                      
  第１節 目的   …………………………………………………………………………185 
  第２節 雪害予防計画   ………………………………………………………………185 
    第３節 災害応急対策計画   …………………………………………………………186 
 第５章 融雪災害対策計画                                                  
  第１節 目的   …………………………………………………………………………186 
  第２節 災害予防計画   ………………………………………………………………186 
    第３節 災害応急対策計画   …………………………………………………………187 
 第６章 林野火災対策計画                                                
  第１節 目的   …………………………………………………………………………187 
  第２節 林野火災予防計画   …………………………………………………………187 
    第３節 林野火災消防計画   …………………………………………………………189 
 第７章 海難対策計画                                              
  第１節 目的   …………………………………………………………………………189 
  第２節 海難予防計画   ………………………………………………………………189 
    第３節 海難応急対策計画   …………………………………………………………191 
 第８章 流出油等対策計画 
    第１節 目的   …………………………………………………………………………193 
    第２節 予防計画   ……………………………………………………………………193 
    第３節 災害応急対策計画   …………………………………………………………194 
  第９章 危険物等災害対策計画     
   第１節 目的   …………………………………………………………………………196 
   第２節 危険物の定義   ………………………………………………………………196 
   第３節 災害予防計画   ………………………………………………………………197 
   第４節 災害応急対策計画   …………………………………………………………199 
  第 10 章 火山災害対策計画 
   第１節 目的   …………………………………………………………………………201 
   第２節 火山の概況   …………………………………………………………………201 
   第３節 災害予防対策計画   …………………………………………………………202 
   第４節 災害応急対策計画   …………………………………………………………203 
   第５節 災害復旧計画   ………………………………………………………………210 
 
 
 



資料編 
１．条例、規程に関するもの 
 （１）奥尻町防災会議条例 
 （２）奥尻町防災会議運営規程 
  （３）奥尻町災害対策本部条例 
 （４）奥尻町災害対策本部設置運営規程について 
 
２．災害予防、応急対策に関するもの 
 （１）防災関係機関連絡先一覧表 
  （２）町内会一覧表 
 （３）水防区域 
 （４）高波、高潮、津波予想区域 
 （５）市街地における低地帯の浸水予想区域 
 （６）地すべり、がけ崩れ等予想区域 
 （７）土石流危険渓流 
 （８）海岸保全区域指定図 
 （９）高波・高潮・津波等予想区域図 
 （10）地すべり、がけ崩れ等予想区域図 
（11）土石流危険渓流図 

 （12）函館建設管理部奥尻出張所管内土砂災害危険箇所図 
 （13）避難路一覧表 
 （14）避難路位置図 
 （15）地区別指定避難所（指定避難場所）一覧表 
 （16）奥尻町指定避難所位置図 
 （17）防災行政無線 親局・中継局・屋外拡声子局位置図 
 （18）戸別受信機設置箇所一覧(公共施設) 

(19) 緊急ヘリコプター離着陸場所位置図 
 （20）防災協定一覧表 
 （21）水道施設位置図 
 （22）奥尻町道路網図 
 （23）危険物等貯蔵施設一覧表 
  (24) 防災対策上、重要施設(設備)一覧表 
 （25）防災重要施設位置図 
 （26）市町村揺れやすさマップ(奥尻町) 
 （27）河川位置図 


