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第１章 総  則 
 

第１節 計画策定の目的 
この計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下「基本法」という。）第42条及び池

田町防災会議条例（昭和38年条例第２号）第２条第１号の規定に基づき、池田町防災会議が作成す

る計画であり、本町における災害に関し、災害予防、災害応急対策及び災害復旧等の災害対策を実

施するにあたり、防災関係機関がその機能の全てを挙げて住民の生命、身体及び財産を災害から保

護するため、次の事項を定め、本町防災の万全を期することを目的とする。 

１ 池田町の区域を管轄し、若しくは、区域内に所在する指定地方行政機関、北海道、町内の指

定公共機関、指定地方公共機関及び公共団体、その他防災上重要な施設の管理者等が処理すべ

き防災上の事務又は業務の大綱 

２ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に必要な防災の組織に関すること。 

３ 災害の未然防止と被害の軽減を図るための施設の整備及び改善等災害予防に関すること。 

４ 災害が発生した場合の給水、防疫及び食糧供給等災害応急対策に関すること。 

５ 災害復旧に関すること。 

６ 防災訓練に関すること。 

７ 防災思想の普及に関すること。 

 

※「本編 第１章第１節 計画策定の目的」より転記掲載 

 

第２節 計画の性格 
この計画は、基本法第42条の規定に基づき作成される池田町地域防災計画の地震防災計画編とし

て、池田町防災会議が作成する。 

なお、この編に定められていない事項については、本編による。 

 

第３節 計画推進に当たっての基本となる事項 
「本編 第１章第３節 計画推進に当たっての基本となる事項」による。 

 

第４節 計画の基本方針 
「本編 第１章第４節 防災計画の修正要領」による。 

 

１ 防災組織 

「本編 第３章第１節 組織計画」の「１．池田町防災会議」による。 

 

２ 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

「本編 第１章第５節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱」による。 

 

第５節 池田町の概要 
「本編 第２章第１節 自然的条件」による。 

 

第６節 池田町周辺における地震の発生状況 
「資料編 資料２－２ 池田町の主要災害記録」のとおり。 
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第７節 池田町における地震の想定 
池田町において被害を及ぼすと考えられる地震は、既往の地震経験、最近の地震予知研究等から、

太平洋側では、北海道東部及び日高中部（浦河沖を含む）、内陸では、釧路北部など広範囲におい

て考えられる。 

このうち、太平洋側に関しては、平成16年に「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防

災対策の推進に関する特別措置法」が制定され、特に「日本海溝・千島海溝型地震」に対応した防

災対策の推進が求められており、当該地震について整理を行うものとする。 

 

１ 基本的な考え方 

（１）太平洋側 

ア 北海道東部 

根室半島沖、釧路沖及び十勝沖は地震活動が極めて活発であり、これまでに1834年、1894

年、1952年、2003年のＭ８クラスの巨大地震をはじめ、Ｍ７クラスの地震が多数発生し、各

地に地震・津波による被害を及ぼしている。 

イ 日高中部（浦河沖を含む） 

日高では、1931年、1932年、1971年、1987年にＭ６～７クラスの、また、浦河沖では、1913

年、1968年、1982年にＭ６～７クラスの地震が起きており、近年の地震活動は極めて高い。 

ウ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 

法律上、房総半島の東方沖から三陸海岸の東方沖を経て択捉島の東方沖までの日本海溝及

び千島海溝並びにその周辺の地域における地殻の境界又は内部を震源とする大規模な地震

を日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震と定義しており、中央防災会議においては、この領域

で過去に大きな地震（Ｍ７程度以上）が繰り返し発生していることが確認されているものと

して、択捉島沖の地震、色丹島沖の地震、根室沖・釧路沖の地震、十勝沖・釧路沖の地震、

500年間隔地震、三陸沖北部の地震、明治三陸タイプ地震及び宮城県沖の地震を防災対策上

の対象としている。 

（２）その他 

上記の他、内陸（釧路北部）、青森県東方沖などにおいて発生する地震、火山活動に伴う地

震にも注意を要する。 

 

２ 地震の想定 

前述のような実情を踏まえ、本計画において想定する地震は、北海道東部地震、日高中部地震な

ど２つの地震及び日本海溝・千島海溝周辺海溝に係る４つの地震について、以下に示すような震央

位置及び規模を想定して被災危険度を算定する。 

 

図表１-７-１ 想定６地震の位置及び規模     図表１-７-２ 想定６地震の震央位置 

地 域 名 位 置 規 模 

北海道東部 
北緯42.5度 

東経146度 
Ｍ8.25 

日高中部 
北緯42.5度 

東経142.5度 
Ｍ7.25 
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図表１-７-３ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係わる想定地震 

地 震 名 規  模 

色丹島沖の地震 Ｍｗ８．３ 

根室沖・釧路沖の地震 Ｍｗ８．３ 

十勝沖・釧路沖の地震 Ｍｗ８．２ 

三陸沖北部の地震 Ｍｗ８．４（強震動はＭｗ８．３） 

注）地震の規模は、震源断層の断層運動に基づくモーメントマグニチュード（Ｍｗ）で示

しており、地震波の振幅に基づくマグニチュード（Ｍ）とは同一ではない。 

 

図表１-７-４ 想定地震による池田町の被災危険度 

地 震 名 
震

度 

地

盤 

住

宅 

ﾗｲﾌ 

ﾗｲﾝ 

危険

物 

火

災 

死

傷 

地域

活 

動低

下 

広域 

災害 備 

考 

北海道東部地

震 
Ⅴ 

0～

1 

0～

1 

0～

1 
0～1 

0～

1 

0～

1 
0～1 0～1  

日高中部地震 
Ⅴ 

0～

1 

0～

1 

0～

1 
0～1 

0～

1 

0～

1 
0～1 0～1  

１）震   度：震度は５段階（Ⅱ以下、Ⅲ、Ⅳ、Ｖ、Ⅵ）に区分。 

２）被災危険度：被災危険度は、５段階（～０、０～１、１～２、２～３、３から）に区

分。 

気象庁震度 計 算 震 度 

２（Ⅱ） 

３（Ⅲ） 

４（Ⅳ） 

５（Ⅴ） 

６（Ⅵ） 

1.5～2.4 

2.5～3.4 

3.5～4.4 

4.5～5.4 

5.5～6.4 

 

（１）北海道東部地震 

この地震はＭ8.25と規模が大きい地震を想定している。本町の推定震度は4.5～5.4であり、

耐震性の低い建物で壁や柱の破損が予想される。ライフラインでは、一部の地域で、ガスや水

道の供給が停止し、停電を引き起こす事がことがある。軟弱な地盤で亀裂が生じたり、山地で

は落石、小さな崩落が生じるおそれがある。また、地震発生時の時間帯や時期によっては、家

具の倒壊や窓ガラスの破損などによる負傷者の発生及び地震による火災の発生のおそれなど

被害が増大する可能性もある。 

（２）日高中部地震 

この地震はＭ7.25と北海道東部地震より規模が小さいが、本町の推定震度は、北海道東部地

震と同じく、4.5～5.4を想定しており、被害想定は、ほぼ同様である。近年、Ｍ６～７クラス

の地震が多く発生しており、十分な警戒及び防災対策が必要である。 

（３）日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震のうち、震度６弱以上が想定されるのは、十勝沖・釧路

沖の地震と根室沖･釧路沖の地震で、本町でも震度６弱以上の震度が想定されている。 

耐震性の低い建物では倒壊するものがあり、耐震性の高い建物でも壁や柱が破損するものが

ある。ライフラインでは、家庭等にガスや水道水を供給するための配管に被害が発生する。地
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盤や斜面では、地割れや山崩れなどが発生することがある。また、建物の倒壊などにより、多

くの死傷者の発生が懸念される。 

 

図表１-７-４ 海溝型地震長期評価の概要（平成18年１月16日、地震調査研究推進本部） 

領域又は地震名 
地震規模 

（ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ） 

地震発生確率 平均発

生間  

隔 

最新発

生時  

期 
10年以

内 

30年以

内 

50年以

内 

千
島
海
溝
沿
い 

択捉島沖 8.1前後 
9～

10％ 

50％程

度 

80～

90％ 
72.2年 

42.2年

前 

色丹島沖 7.8前後 4～9％ 
40％程

度 

80％程

度 
72.2年 

36.4年

前 

根室沖 7.9程度 
連

動 

8.3 

程

度 

2～6％ 
30～

40％ 

70～

80％ 
72.2年 

32.5年

前 

十勝沖 8.1前後 
ほぼ

0％ 

0.04～

0.7％ 

10～

20％ 
72.2年 

2.3年

前 

三
陸
～
房
総
沖 

三陸沖から房総

沖の海溝寄り（津

波地震） 

8.2前後（Mt：

津波の高さか

ら求める地震

の規模） 

7％程

度 

20％程

度 

30％程

度 

133.3

年程度 
－ 

三陸沖北部 8.0前後 

ほぼ0

～

0.2％ 

0.06～

8％ 

20～

40％ 

約97.0

年 

37.6年

前 

宮城県沖 7.5前後 
50％程

度 

99％程

度 
－ 37.1年 

27.6年

前 

 

３ 活断層の現況 

 

図表１-７-５ 北海道の活断層 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ２は、十勝平野断層帯 
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図表１-７-６ 主要な活断層の長期評価の概要（平成18年１月16日、地震調査研究推進本部） 

断層帯名 

地震規模 

（ﾏｸﾞﾆﾁｭｰ

ﾄﾞ） 

地震発生確率 
平均活動間

隔 

最新活動時

期 30年以

内 

50年以

内 

100年以

内 

十勝平野断層帯 

（主部） 
8.0程度 

0.1～

0.2％ 

0.2～

0.3％ 

0.5～

0.6％ 

1.7万年～

2．2万年程

度 

不明 

〃 

（光地園断層） 
7.2程度 

0.1～

0.4％ 

0.2～

0.7％ 
0.5～1％ 

7千年前～

2.1万年程

度 

約2.1万年

前以後に2

回 
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第２章 災害予防計画 
第1節 住民の心得 

平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災や平成１６年１０月の新潟中越地震等の経験を踏まえ、

住民は、自らの身の安全は自ら守るのが基本であるとの自覚を持ち、平常時より災害に対する備え

を心がけるとともに、災害時には自らの身の安全を守るよう行動することが重要である。 

地震発生時に、住民は、家庭又は職場等において、個人又は共同で、人命の安全を第一として混

乱の防止に留意しつつ、地震災害による被害の発生を最小限にとどめるために必要な措置をとるも

のとする。 

 

１ 家庭における措置 

（１）平常時の備え 

ア 地域の避難場所及び避難経路並びに家族の集合場所や連絡方法を確認する。 

イ 避難経路等における危険箇所について確認を行う。 

ウ 建物の補強及び家具の固定をする。 

エ 火気器具の点検や火気周辺の可燃物に注意する。 

オ 消火器の用意をする。 

カ 「最低３日間、推奨１週間」分の食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー等の

備蓄、非常持出用品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）を準備する。 

キ 地域の防災訓練に進んで参加する。 

ク 隣近所と地震時の協力について話し合う。 

（２）地震発生時の心得  

ア まず自ら身の安全を守る。 

イ 特に緊急地震速報を見聞きしたときには、まわりの人に声をかけながら周囲の状況に応

じて、あわてずに、まず身の安全をを確保する。 

ウ すばやく火の始末をする。 

エ 火が出たらまず消火する。 

オ 慌てて戸外に飛び出さず出口を確保する。 

カ 狭い路地、塀のわき、がけ及び川べりには近寄らない。 

キ 山崩れ及びがけ崩れに注意する。 

ク 避難は徒歩で、持ち物は最小限にする。 

ケ みんなが協力しあって、応急救護を行う。 

コ 正しい情報をつかみ、流言飛語に惑わされず、余震をおそれない。 

サ 秩序を守り、衛生に注意する。 

 

２ 職場における措置 

（１）平常時の備え 

ア 消防計画、予防規程等を整備し、各自の役割分担を明確にする。 

イ 消防計画により避難訓練を実施する。 

ウ とりあえず身を置く場所を確保し、ロッカー等重量物の転倒防止措置をとる。 

エ 重要書類等の非常持出品を確保する。 

オ 不特定かつ多数の者が出入りする職場では、入場者の安全確保を第一に考える。 

（２）地震発生時の心得 

ア すばやく火の始末をする。 

イ 職場の消防計画に基づき行動する。 

ウ 職場の条件と状況に応じ、安全な場所に避難する。 
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エ 正確な情報を入手する。 

オ 近くの職場同士で協力し合う。 

カ エレベーターの使用は避ける。 

キ マイカーによる出勤、帰宅等は自粛する。 

ク 危険物車両等の運行は自粛する。 

 

３ 運転者のとるべき措置 

（１）走行中のとき 

ア 急ハンドル及び急ブレーキを避けるなど、できるだけ安全な方法により、道路の左側に

停止させる。 

イ 停止後は、ラジオで地震情報や交通情報を聞き、その情報や周囲の状況に応じて行動す

る。 

ウ 車を置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを切り、エンジンキ

ーを付けたままとし、窓を閉め、ドアはロックしない。 

エ 駐車するときは、避難する人の通行や災害応急対策の実施の妨げとなるような場所には

駐車しない。 

（２）避難するとき 

被災地では、道路の破壊、障害物の散乱等のほか、幹線道路等に車が集中することで交通が

混乱するので、避難のために車を使用しないこと。 
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第２節 地震に強いまちづくり推進計画 
町、道及び防災関係機関は、建築物、土木構造物、通信施設、ライフライン施設、防災関連施設

等構造物、施設等の耐震性を確保するなど、地域の特性に配慮し、地震に強いまちづくりを推進す

る。 

このため、避難路、避難地、延焼遮断帯及び防災活動拠点となる幹線道路、一時避難地点として

の都市公園、河川等骨格的な都市基盤施設の整備、土地区画整理事業、民間宅地開発等による面的

な整備、建築物や公共施設の耐震及び不燃化、水面及び緑地帯の計画的確保等防災に考慮した都市

計画や土地利用の誘導により、地震に強いまちづくりを図る。 

 

１ 建築物等の安全強化 

（１）防災上重要な公共施設の整備 

庁舎をはじめとする公共施設のうち、特に震災時に情報伝達、救助活動、避難者収容等の防

災業務の中心となる町有施設の耐震性及び不燃性の向上を図り、倒壊防止及び延焼防止に努め

る。 

（２）一般建築物の耐震性の向上 

不特定多数の人々が利用する建築物、公共的建築物、避難所等に利用される施設等について

耐震性の向上を図ることとし、耐震診断、改修の啓発・指導、相談窓口の開設等、総合的な施

策の推進を図る。 

（３）町営住宅の建替えの推進 

既存の町営住宅は、地域性、老朽度等を考慮し、逐次耐震・耐火構造に建替えを図る。 

 

２ 交通網の強化 

震災時において、道路は、人や物を輸送する交通機能のみならず、火災の延焼防止効果や避難並

びに緊急物資の輸送ルートとしての機能も有している。また、道路の新設又は拡幅は、沿道構築物

の不燃化を促し、オープンスペースとして火災の延焼を防止するなど災害に強い町づくりに貢献す

るところが大きい。このため災害時の緊急活動を支える幹線道路の整備及び地域住民の円滑な避難

を確保するための避難路となる道路の拡幅等の整備を推進する。 

 

３ 公園等の確保 

災害時における避難場所あるいは防災活動拠点としての機能を有する公園、グラウンド等の整備

を推進する。 

 

４ 緑地の確保 

緑地は、火災の延焼防止や避難地として重要な役割を担っており、公共・公益施設や民間事業所

での緑化推進を図るとともに、住宅密集地域においては、植樹等の措置をとり、延焼の防止を図る

ものとする。 

 

５ 消防水利の確保 

大規模地震では、消火栓の断水等により消火活動に困難をきたす可能性が極めて高い。このため、

河川等の自然水利を活用した消防水利の整備や耐震性防火水槽等の設置など多様な水利を確保し

ていく。 

（１）河川水の緊急利用 

流水利用についての調査・検討を行い、取水口の整備等河川水の有効利用を図る。 

（２）耐震性防火水槽等の設置 

庁舎等の災害対策活動拠点及び学校等の避難拠点について、必要に応じて耐震性防火水槽の

計画的整備又はプールの耐震化を図り、必要な水利の確保を図る。 
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６ 通信連絡体制の強化 

震災時には、施設の被害又は町内外からの急激な通話量の増大等により、電話による連絡に不備

が生じることが予想されるので、次のような対策に努める。 

（１）各防災対策機関との連絡手段の複数ルートの確保 

（２）停電時の非常用電源の確保 

（３）通信設備の耐震化及びネットワークの充実 

（４）通信手段の多様化、多重化 

 

７ ライフライン施設等の機能の確保 

（１）町は、上下水道等ライフライン施設の耐震性の確保を図るとともに、系統多重化、老朽施

設の改修及び代替施設の確保を図りつつ、震災後の復旧体制の整備に努める。 

（２）町及び防災関係機関は、関係機関と密接な連携をとりつつ、ライフライン共同収容施設と

しての共同溝、電線共同溝等の整備等に努める。 

（３）町及び防災関係機関においては、自ら保有するコンピューターシステムやデーターのバッ

クアップ対策を講じるとともに、企業等における安全確保に向けての自発的な取組みを推進

する。 

 

８ 地質・地盤の安全確保 

（１）町は、施設の設置にあたっては、崩落、軟弱、液状化等による災害を防止する対策を適切

に実施するほか、大規模開発にあたっては、十分な連絡・調整を図る。 

（２）町は、個人住宅等の小規模建築物についても地質及び地盤に対応した基礎構造等の対策に

ついて指導する。 

 

９ 危険物施設等の安全確保 

町は、危険物施設、火災の原因となるおそれのある薬品を管理する施設やボイラー施設等の耐震

性の確保、緩衝帯の整備、防災訓練の積極的な実施等を促進する。 

 

10 災害応急対策等の備え 

地震が発生した場合の災害応急対策及び災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うための備えを平常

時より十分行う。また、職員及び町民個々の防災力の向上並びに人的ネットワークの構築を図る。 
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第３節 地震に関する防災知識の普及及び啓発 
「本編 第４章第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」による。 

 

第４節 防災訓練計画 
「本編 第４章第２節 防災訓練計画」による。 

 

第５節 物資及び防災資機材等の整備・確保に関する計画 
「本編 第４章第３節 物資及び防災資機材等の整備確保に関する計画」による。 

 

第６節 相互応援（受援）体制整備計画 
「本編 第４章第 ４節 相互応援（受援）体制整備計画」による。 

 

第７節 自主防災組織の育成に関する計画 
「本編 第４章第５節 自主防災組織の育成に関する計画」による。 

 

第８節 避難体制整備計画 
「本編 第４章第６節 避難体制整備計画」による。 

 

第９節 避難行動要支援者等の要配慮者に関する計画 
「本編 第４章第７節 避難行動要支援者等の要配慮者に関する計画」による。 

 

 



地震防災計画編 第２章 災害予防計画 

 

第２－10節 火災予防計画 

11 

第10節 火災予防計画 

地震に起因して発生する多発火及び大規模火災の防止を図るため、地震時における出火の未然防

止、初期消火の徹底等火災予防のための指導の徹底及び消防力の整備に関する計画は、本計画に定

める。 

 

１ 地震による火災の防止 

地震時の火災発生は、使用中の火気設備等によるものが多いことから、地震時の火気の取扱いに

ついて指導啓発するとともに、耐震自動消火装置付石油ストーブ等を使用するよう啓発に努める。 

 

２ 火災予防の徹底 

火災による被害を最小限に食い止めるには、初期消火が重要であるので、町は地域ぐるみ、職場

ぐるみの協力体制と強力な消防体制の確立を図る。 

（１）一般家庭、地域の自主防災組織等に対し、予防思想の啓発に努め、消火器及び火災報知器

の設置促進、消防用水の確保を図るとともに、これらの器具の取扱い方を指導し、地震時に

おける火災の防止と初期消火の徹底を図る。 

（２）ホテル、大型スーパー、病院等、一定規模以上の防火対象物に対し、法令の基準による消

防用設備等の設置を徹底するとともに、自主点検の実施及び適正な維持管理の指導を強化す

る。 

 

３ 予防査察の強化指導 

とかち広域消防局池田消防署は、消防法に規定する立入検査を対象物の用途、地域等に応じて計

画的に実施し、常に当該区域の消防対象物の状況を把握し、火災発生危険の排除に努め、予防対策

の万全な指導を図る。 

（１）対象物の用途、地域等に応じ計画的に立入検査を実施する。 

（２）消防用設備等の自主点検の充実及び適正な維持管理の指導に努める。 

 

４ 消防計画の整備強化策 

とかち広域消防局池田消防署は、防災活動の万全を期するため、消防計画を作成し、火災予防に

ついて次の事項に重点を置く。 

（１）消防力等の整備 

（２）災害に対処する消防地理、水利危険区域等の調査 

（３）消防職員及び消防団員の消防訓練 

（４）査察その他の予防指導 

（５）その他火災の予防措置 
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第11節 危険物等災害予防計画 
地震における危険物、火薬類、高圧ガスの爆発、飛散、火災等による災害の発生の予防に関する

計画は、本計画に定める。 

 

１ 事業所等に対する指導の強化 

危険物等における災害の予防を促進するため、町及びとかち広域消防局池田消防署は、事業所に

対し次の事項について指導に努める。 

（１）事業所等に対する指導並びに保安基準遵守事項の監督及び指導の強化 

（２）事業所等の監督及び指導における防災関係機関の連携強化 

（３）危険物等保安責任者制度の効果的活用による保安対策の強化 

（４）事業所等における自主保安体制の確立強化 

（５）事業所等における従業員に対する安全教育の徹底指導 

（６）事業所等の間における防災についての協力体制の確立強化 

 

２ 危険物保安対策 

（１）池田町及びとかち広域消防局池田消防署 

ア 危険物製造所等に対し、随時立入検査を実施し、設備基準の維持及び保安基準の徹底

を指導し、必要な場合、基準適合のための措置命令又は是正指導を行うものとする。 

イ 危険物製造所等における従業員に対する安全教育の徹底並びに各事業所内における自

主保安体制の確立及び危険物等事業所内における協力体制の確立について指導を行うも

のとする。 

ウ 石油等危険物の流出に用いる防除資材等の配備状況を把握し、その整備を促進するよ

う指導するものとする。 

（２）池田警察署 

危険物製造所等の実態を把握し、防災対策における措置体制の確立を図るものとする。 

 

３ 高圧ガス保安対策 

（１）池田町及びとかち広域消防局池田消防署 

事業所及び販売店に対し、立入検査を実施し、防災設備の保守管理について指導するほか、

防火管理者等による自主保安体制の確立及び危険物等取扱事業所間の協力体制の確立を指導

するものとする。 

（２）池田警察署 

ア 危険物製造所、貯蔵所及び取扱所の実態を把握し、防災対策における措置体制の確立

を図るものとする。 

イ 危険の発生が予想され、又は災害の発生等について施設から届出があったときは、速

やかに知事に通報するものとする。 
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第12節 建築物等災害予防計画 
地震災害から建築物等を防御するための計画は、本計画に定める。 

 

１ 建築物の防災対策 

（１）木造建築物の防火対策の推進 

町は、木造建築物について延焼のおそれがある外壁等の不燃化の促進を図るものとする。 

（２）既存建築物の耐震化の促進 

町は、現行の建築基準法に規定される耐震性能を有さない既存建築物の耐震診断及び耐震

改修を促進するため、耐震改修推進計画に基づき、耐震診断及び耐震改修に対する支援や建

築関係団体と連携した相談体制、情報提供の充実等の所有者等が安心して耐震化を行うこと

ができる環境整備を図るものとする。また、町の広報、ホームページ、パンフレット等を活

用して耐震改修の必要性等について普及啓発を図るものとする。 

また、町は、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく指導、助言、指示等の強化を

図り、特に倒壊の危険性の著しく高い構築物については、建築基準法に基づく勧告及び命令

を実施するものとする。 

（３）ブロック塀等の倒壊防止 

町は、地震によるブロック塀、石塀、自動販売機等の倒壊を防止するため、市街地で主要道

路に面する既存ブロック塀にあっては点検及び補強の指導を行うとともに、新規で施工又は設

置する場合には、施工及び設置基準の遵守をさせるなど、安全性の確保について指導を徹底す

る。 

（４）窓ガラス等の落下物対策 

町は、地震動による落下物からの危害を防止するため、市街地で主要道路に面する地上３階

建以上の建築物の窓ガラス、外装材、屋外広告物等で落下のおそれのあるものについて、その

実態を調査し、必要な改善指導を行うものとする。 

（５）被災建築物の安全対策 

町は、応急危険度判定を迅速かつ的確に実施するための体制を整備する。 

 

２ がけ地に隣接する建築物の防災対策 

町は、がけの崩壊等で危険を及ぼすおそれのある区域については、建築物の建築制限を行うとと

もに、既存の危険住宅については、がけ地近接危険住宅移転事業制度を活用し、安全な場所への移

転促進を図るものとする。 

 

第13節 土砂災害の予防計画 
「本編 第４章第１５節土砂災害の予防計画」による。 
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第14節 液状化災害予防計画 
地震に起因する地盤の液状化による災害を予防するための計画は、本計画に定める。 

 

１ 液状化対策の推進 

液状化による被害を最小限に食い止めるため、公共事業などの実施にあたっては、現地の地盤を

調査し、発生する液状化現象を的確に予測することにより、現場の施工条件と効果の確実性、経済

性等を総合的に検討・判断し、効果的な液状化対策を推進する。 

 

２ 液状化対策の調査及び研究 

大学や各種研究機関と連携のもと、液状化現象に関する研究成果を踏まえ、危険度分布や構造物

への影響を予測し、液状化対策についての調査及び研究を行う。 

 

３ 液状化対策 

（１）地盤自体の改良等により液状化の発生を防ぐ対策の普及に努める。 

（２）町及び関係機関は、発生した液状化に対してそれぞれ所管の施設の被害を防止、軽減する

構造的対策を講ずる。 

（３）施設のネットワーク化等による代替機能を確保する。 

 

４ 液状化対策の普及・啓発 

町及び防災関係機関は、液状化対策の調査及び研究に基づき、住民、施工業者等に対して知識の

普及及び啓発を図る。 

 

第15節 積雪・寒冷対策計画 
「本編 第４章第１６節積雪寒冷対策計画」による。 
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第３章 災害応急対策計画 
第１節 応急活動体制 

本町において、地震による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、住民の生命及び財

産を災害から守るため、町及び防災関係機関は状況に応じた有効な対策及び行動を行うとともに、

速やかに必要な体制を確立し、災害応急対策の実施に万全を期する。 

 

他「本編 第３章第２節 池田町災害対策本部」による。 
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第２節 地震情報伝達計画 
地震情報を迅速かつ的確に伝達するための計画は、本計画に定める。 

 

１ 緊急地震速報 

  気象庁は、地震動により重大な災害が起こるおそれのある場合は、強い揺れが予想される地域

に対し、緊急地震速報（警報）を発表するとともに、これを報道機関等の協力を求めて住民等へ

周知する。 

  なお、震度が６弱以上の揺れを予想した緊急地震速報（警報）は、地震動特別警報に位置づけ

られる。 

 ※注 緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を解析す

ることにより、地震の強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知らせる警報で

ある。ただし、震源付近では強い揺れの到達に間に合わない。 

２ 地震に関する情報 

地震情報の

種類 
発表基準 地震情報の内容 

震度速報 
・震度３以上 地震発生約１分半後、震度３以上を観測した地域

名と地震の発生時刻を速報 

震源に関す

る情報 

・震度３以上 

（津波警報・注意報を発

表した場合は発表しな

い） 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュ

ード）を発表 

「津波の心配がない」または「若干の海面活動が

あるかもしれないが被害の心配はない旨」を付加 

震源・震度

に関する情

報 

・震度３以上 

・津波警報・注意報発表

時 

・若干の海面変動がある

場合 

・緊急地震速報（警報）

を発表した場合 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュ

ード）、震度３以上の地域名と市町村名を発表。震度

５弱以上と考えられる地域で、震度を入手していな

い地点がある場合は、その市町村名を発表 

 

各地の震度

に関する情

報 

・震度１以上 震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生場

所（震源）やその規模（マグニチュード）を発表。

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手して

いない地点がある場合は、その市町村名を発表 

その他の情

報 

・顕著な地震の震源要素

を更新した場合と地震

が多発した場合など 

 顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多

発した場合の震度１以上を観測した地震回数情報等

を発表 

推計震度分

布図 

・震度５弱以上 

 

 観測した各地のデータをもとに、１ｋｍ四方ごと

に推計した震度（震度４以上）を図情報として発表 

 

３ 池田町内における震度観測点 

地 域 名 称 震度観測点名称 観測点所在地 所 属 

十勝中部 十勝池田町西１条 池田町字西１条７丁目11番地（役場） 北海道庁 

 

４ 異常現象を発見した場合の通報 

災害の発生又は異常現象発見時の情報に関する措置については、「第３章 第３節 災害情報等の

収集及び伝達計画」によるものとする。 
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第３節 災害情報収集伝達計画 
「本編 第５章第１節 災害情報収集伝達計画」による。 

 

第４節 災害広報・情報提供計画 
「本編 第５章第２節 災害広報情報提供計画」による。 

 

第５節 避難対策計画 
「本編 第５章第３節 避難対策計画」による。 

 

第６節 救助救出計画 
「本編 第５章第８節 救助救出計画」による。 
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第７節 地震火災等対策計画 
大地震が発生した場合には、建築物等の倒壊をはじめ、火災の同時多発や市街地の延焼拡大など

により、多大な人的・物的被害が発生するおそれがある。 

このため、被災地の地元住民や自主防災組織等は、可能な限り初期消火及び延焼拡大の防止に努

めるとともに、池田町及びとかち広域消防局池田消防署の大規模地震における消火活動に関する計

画は、本計画に定める。 

 

１ 火災発生、被害拡大危険区域の把握 

地震による火災発生及び拡大を防止するため、あらかじめ、概ね次に掲げる危険区域を把握し、

必要に応じて被害想定を作成し、災害応急活動の円滑な実施に資するものとする。 

（１）住宅密集地域の火災危険区域 

（２）崖崩れ及び崩壊危険箇所 

（３）特殊火災危険区域（危険物、ガス、火薬、毒劇物等施設） 

 

２ 相互応援協力の推進 

消防活動が円滑に行われるよう、次に掲げる応援協定により、必要に応じ相互に応援協力を行う

ものとする。 

（１）消防相互応援 

（２）広域航空消防応援 

（３）緊急消防援助隊による応援 

 

３ 地震火災対策計画の作成 

大地震時における火災防御活動及び住民救出活動の適切かつ効果的な実施を図るため、必要に応

じ、あらかじめ地震火災対策計画を作成する。 

（１）消防職員等の確保 

大規模地震発生時には、住宅密集地域における火災の多発に伴い、集中的消火活動は困難で

あり、また、消防設備が破壊され、搬出不能となることも考えられ、さらに消防職員及び団員

の招集も困難になるなど、消防能力が低下することなどから、あらかじめこれらに対する維持

及び確保の措置を講ずる。 

（２）消防水利の確保 

地震時には、水道施設の停止や水道管の破損等により、消火栓が使用不能となることが考え

られることから、防火水槽・耐震性貯水槽・配水池の配置の他、河川等多角的な方策による消

防水利の確保に努める。 

（３）応急救出活動 

大規模地震発生時の混乱した状況下における救出活動は、非常に困難であるため、倒壊した

家屋内での住民、特に高齢者、障がい者等の要配慮者の救護方法について検討しておく 

（４）初期消火の徹底 

住民に対しては、平素から地震発生時の火気の取締りと初期消火の重要性を十分に認識させ

るため、事前啓発の徹底を図る。 

又、発生直後にあっては、被災地までの道路交通網等の寸断等により消防機関の到着に時間

を要することから、被災地の住民や自主防災組織は、可能な限り初期消火及び延焼防止に努め

る。 

 

４ 地震火災応急対策 

（１）情報通信 

大規模な火事災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の情報の収集、通信等は、
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次により実施する。 

ア 情報通信連絡系統  大規模な地震火災が発生し、またはまさに発生しようとしている

場合の連絡系統は、「図表３-７-１ 地震火災等情報通信連絡系統図」のとおりとする。 

イ 実施事項  

（ア）関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保する。 

（イ）関係機関は、災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報を迅速に他の関係機

関に連絡する。 

（ウ）関係機関は、相互に緊密な情報交換を行い、情報の確認、共有化、応急対策の調整

等を行う。 

（２）災害広報 

災害応急対策の実施にあたり、正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を図るた

め、被災者の家族、地域住民等に対して行う災害広報は、「本章 第４節 災害広報・情報提

供計画」に定めるほか、次により実施する。 

ア 被災者の家族等への広報 

関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制を整備するほか、被災者

の家族等に役立つ次の情報を正確にきめ細かく、適切に提供する。 

（ア）災害の状況  

（イ）被災者等の安否情報 

（ウ）医療機関等の情報 

（エ）関係機関の実施する応急対策の概要 

（オ）その他必要な事項 

イ 地域住民等への広報 

関係機関は、報道機関を通じ、または広報車の利用等により、次の事項の広報を実施する。 

（ア）災害の状況  

（イ）被災者の安否情報 

（ウ）医療機関等の情報 

（エ）関係機関の実施する応急対策の概要  

（オ）避難の必要性等、地域に与える影響 

（カ）その他必要な事項 

（３）応急活動体制 

ア 池田町の災害対策組織  

町長は、大規模な火事災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて

応急活動体制を整備し、その地域に係る災害応急対策を実施する。 

イ 防災関係機関の災害対策組織  

関係機関の長は、大規模な火事災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害の状

況に応じて応急活動体制を整備し、関係機関と連携をとりながら、その所管に係る災害応急

対策を実施する。 

ウ 災害（事故）対策現地合同本部の設置 

関係機関は円滑、迅速な応急対策の実施を図るため、必要に応じて協議のうえ、現地合同

本部を設置し、災害応急対策を行う。 

（４）避難措置 

池田町及び関係機関は、人命の安全を確保するため、「第３章 第６節 救助救出計画」によ

り、必要な避難措置を実施する。 

（５）救助救出及び医療救護活動等 

池田町及び関係機関は、「第３章 第６節 救助救出計画」及び「第３章 第20節 医療救護計

画」により、被災者の救助救出及び医療救護活動を実施する。 
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（６）行方不明者の捜索及び遺体の収容等 

「第３章 第28節 行方不明者の捜索及び遺体の収容処理埋葬計画」により、行方不明者の捜

索、遺体の収容、埋葬等を実施する。 

（７）消防活動 

大規模な火事災害時における消防活動は、次により実施する。 

ア 現場活動情報等の連絡調整を行い、速やかに火災の状況を把握する。 

イ 避難場所、避難通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。 

ウ 消火、飛火警戒等は、近隣住民、自主防災組織等の協力を得て、効果的な活動を実施す

る。 

（８）交通規制  

池田警察署及び関係機関は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、「第３章 第９節 交通

応急対策計画」により、必要な交通規制を行う。 

（９）自衛隊派遣依頼  

災害の規模や収集した被害情報から判断し、必要がある場合は、「第３章 第31節 自衛隊派

遣要請及び活動計画」により、知事（十勝総合振興局長）に自衛隊の災害派遣を依頼する。 

（10）広域応援 

池田町及びとかち広域消防局池田消防署は、災害の規模により、それぞれ単独では十分な災

害応急対策を実施できない場合は、「第３章 第30節 広域応援計画」により、他の消防機関、

他の市町村、他都府県及び国へ応援を要請する。 

（11）災害復旧 

大規模な火事災害により、地域の壊滅、又は社会経済活動への甚大な被害が生じた場合、池

田町及び道は、被災の状況、地域の特性、被災者の意向等を勘案し、関係機関との密接な連携

の下、「第４章第１節 災害復旧計画」により、迅速かつ円滑に復旧を推進する。 

町長（担当は、応急対策部土木建築道路班とする。）は、地震により急傾斜地のがけ崩れ等

の災害が予想される地域の実情を調査し、災害防止を図る。また、必要に応じて、特別巡視等

を行う。 

 

図表３-７-１ 地震火災等情報通信連絡系統図 

 
 

発 見 者 等 

北海道警察本部 

十勝総合振興局 

（地域創生部） 

北海道（総務部） 

国（総務省消防庁） 

（情報交換） 

池 田 町 

とかち広域消防局 

池田消防署 
池田警察署 
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第８節 地震災害警備計画 

「本編 第５章第１２節 災害警備計画」による。 

 

第９節 交通応急対策計画 
「本編 第５章第１２節 交通応急対策計画」による。 

 

第10節 輸送計画 
「本編 第５章第１３ 節輸送計画」による。 

 

第11節 ヘリコプター等活用計画 
「本編 第５章第７節 ヘリコプター活用計画」による。 

 

第12節 食料供給計画 
「本編 第５章第１４節 食料供給計画」による。 

 

第13節 給水計画 
「本編 第５章第１５節 給水計画」による。 

 

第14節 衣料、生活必需品等物資供給計画 
「本編 第５章第１６節 衣料、生活必需品等物資供給計画」による。 

 

第15節 石油類燃料供給計画 
「本編 第５章第１７節 石油類燃料供給計画」による。 

 

第16節 上下水道施設対策計画 
「本編 第５章第２０節 上下水道施設対策計画」による。 

 

第17節 電力施設災害応急計画 
「本編 第５章第１８節 電力施設災害応急計画」による。 

 

第18節 ガス施設災害応急計画 
「本編 第５章第１９節 ガス施設災害応急計画」による。 

 

第19節 通信施設災害対策計画 
「本編 第５章第２１節 通信施設災害対策計画」による。 

 

第20節 医療救護計画 
「本編 第５章第９節 医療救護計画」による。 

 

第21節 防疫計画 
「本編 第５章第１０節 防疫計画」による。 

 

第22節 廃棄物等処理計画 
「本編 第５章第３０節 廃棄物等処理計画」による。 
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第23節 家庭動物等対策計画 
「本編 第５章第２８節 家庭動物等対策計画」による。 

 

第24節 住宅対策計画 
「本編 第５章第２４節 住宅対策計画」による。 

 

第25節 文教対策計画 
「本編 第５章第２６節 文教対策計画」による。 
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第26節 被災建築物安全対策計画 
被災建築物の余震等による倒壊及び部材の落下等から生ずる二次災害を防止するため、地震によ

り被災した建築物等の当面の使用の可否を判定し、所有者等に知らせる応急危険度判定の実施に関

する計画は、本計画に定める。 

 

１ 応急危険度判定の活動体制 

町は、建築関係団体の協力を得て、応急危険度判定士による被災建築物の応急危険度判定を実施

する。 

 

２ 応急危険度判定士の確保 

町は、道及び関係機関と相互に綿密な連携と協力を図り、応急危険度判定士の活動が円滑に行わ

れるよう実施体制の整備を行う。 

 

３ 応急危険度判定士の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 応急危険度判定の基本的事項 

（１）判定対象物建築物 

原則として、すべての被災建築物を対象とするが、被害の状況により判定対象を限定するこ

とができる。 

（２）判定開始時期及び調査方法 

地震発生後、できる限り早い時期に、主として目視により被災建築物の危険性について、木

造、鉄骨造及び鉄筋コンクリート造の構造種別ごとに調査表により行う。 

（３）判定の内容及び判定結果の表示 

被災建築物の構造区駆体等の危険性を調査し、「危険」、「要注意」、「調査済」の３段階

で判定を行い、３色の判定ステッカー（赤「危険」、黄「要注意」、緑「調査済」）に対処方

法等の所要事項を記入し、当該建築物の出入口等の見やすい場所に貼付する。 

なお、３段階の判定の内容については、次のとおりである。 

危 険：建築物の損傷が著しく、倒壊などの危険性が高い場合であり、使用及び立入りが

できない。 

判定結果の報告

判定チーム編成被害状況報告

判定士の派遣要請

被災現場

判 定 活 動

必要な措置

北
　
　
　
海
　
　
　
道

(社）北海道建築士会

　など建築関係団体

池　田　町

判
　
定
　
上

派遣要請 派遣要請
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要注意：建築物の損傷は認められるが、注意事項に留意することにより立入りが可能であ

る。 

調査済：建築物の損傷が少ない場合である。 

（４）判定の変更 

応急危険度判定は、応急的な調査であること。また、余震などで被害が進んだ場合、又は適

切な応急補強が行われた場合には、判定結果が変更されることがある。 

 



地震防災計画編 第３章 災害応急対策計画 

 

第３－27節 被災宅地安全対策計画 ～ 33節災害救助法の適用と実施 

25 

第27節 被災宅地安全対策計画 
「本編 第５章第２３節 被災宅地安全対策計画」による。 

 

第28節 行方不明者の捜索及び遺体の収容処理埋葬計画 
「本編 第５章第２７節 行方不明者の捜索及び遺体の収容処理埋葬計画」による。 

 

第29節 障害物除去計画 
「本編 第５章第２５節 障害物除去計画」による。 

 

第30節 広域応援計画 
「本編 第５章第６節 広域応援計画」による。 

 

第31節 自衛隊派遣要請及び活動計画 
「本編 第５章第５節 自衛隊派遣要請及び活動計画」による。 

 

第32節 災害ボランティアとの連携計画 
「本編 第５章第31節 災害ボランティアとの連携計画」による。 

 

第33節 災害救助法の適用と実施 
「本編 第５章第３４節 災害救助法の適用と実施」による。 
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第４章 災害復旧・被災者援護計画 
災害復旧にあたっては、災害の再発生を防止するため、公共施設の復旧は単なる原形復旧に止

まらず、必要な改良復旧を行うなど将来の災害に備える計画とし、第３章「災害応急対策計画」

に基づき、応急復旧終了後、被害の程度を十分検討して計画を立て、早期復旧の実施は、本計画

に定める。 

 

第１節 災害復旧計画 
「本編 第９章第１節 災害復旧計画」による。 

 

第２節 被災者援護計画 
「本編 第９条第２節 被災者援護計画」による。 
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第５章 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画 
 

第１節 総則 
この計画は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法

（平成16年法律第27号。以下「日本海溝特措法」という。）第６条第１項の規定に基づき、日本海

溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域（以下「推進地域」という。）について、日本海溝・

千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項等を定め、

当該推進地域における地震防災対策の推進を図ることを目的とする。 

 

１ 推進地域 

日本海溝特措法第３条に基づき指定された北海道内の推進地域の区域は、次表のとおりである。 

 

図表５-１-１ 本道の推進地域 

（平成18年４月３日・内閣府告示第５８号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として行う事務又は業務の大綱 

本推進地域指定に伴う地震防災に関し、町、道、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公

共機関及び地域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者（以下「防災関係機関」という。）

の処理すべき事務又は業務の大綱は、「本編 第１章第５節 防災関係機関等の処理すべき事務ま

たは業務の大綱」に定めるところによる。 

函館市、釧路市、帯広市、苫小牧市、根室市、北斗市、厚真町、むかわ町、日高町、新冠町、 

浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町 

芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、 

陸別町、浦幌町、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、別海町、 

中標津町、標津町、羅臼町の４３市町村 
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第５－２節 日本海溝・千島海溝型地震 

の特性 
 

第２節 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の特性 
 

１ 想定される日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の概要 

日本海溝・千島海溝周辺で発生する大規模な地震のうち、過去に繰り返し発生していることから、

近い将来発生する可能性が高く、北海道に著しい被害を生ずるおそれのある地震として想定した、

色丹島沖の地震、根室沖・釧路沖の地震、十勝沖・釧路沖の地震、500年間隔地震、三陸沖北部の

地震の５つの地震は、いずれもＭ８クラスの大地震であり、津波被害が著しい。 

このうち、根室沖・釧路沖の地震は切迫性が高いとされており、500年間隔地震はある程度の切

迫性を有している可能性があるとされている。 

 

２ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による被害の特性 

想定される日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震について、道が実施した被害想定の調査結果等に

基づく被害の特性は、次のとおりである。 

（１）揺れに伴う被害 

揺れに伴う本道での被害は、十勝沖・釧路沖の地震が最大で、中央防災会議の被害想定では

全壊棟数約1,900棟、死者約10人が予測されているほか、液状化や急傾斜地崩壊による全壊棟

数も1,300棟を超える。 

（２）積雪・寒冷地による被害の拡大 

地震の発生が冬期の場合には、避難路の凍結により避難が困難となり、被害が拡大するほか、

積雪による屋根荷重による建物被害の拡大、冬期は火気使用量が増大することから、地震時の

出火危険性が高く、火災被害の拡大が予測される。 

中央防災会議の被害想定では、十勝沖・釧路沖の地震で、夏18時に発生した場合の焼失棟数

は約1,300棟であるのに対し、冬18時に発生した場合は約14,000棟となる。 

（３）長周期地震動による被害 

2003年十勝沖地震の際、長周期地震動により、苫小牧で火災が発生している。 

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震は、十勝沖地震と同等あるいはそれ以上に震源域が大き

く、その地震動は長周期の成分が卓越し、継続時間も長いものと考えられる。 

十勝平野の中でも帯広や十勝川河口部周辺などでは、厚い堆積層で覆われており、地盤の固

有周期に応じた周期の長周期地震動の震動は大きく、継続時間は長くなる。 

また、震源域との位置関係や地盤の不規則な構造によって、さらに長周期地震動が増幅され

るおそれがある。 
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第５－３節 災害対策本部等の設置等 

 

第３節 災害対策本部等の設置等  
 

１ 本部の設置 

町長は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震又は当該地震と判断されうる規模の地震（以下本章

において、「海溝型地震」という。）が発生したと判断したときは、災害対策基本法に基づき、直

ちに池田町災害対策本部（以下「本部」という。）を設置し、的確かつ円滑にこれを運営するもの

とする。 

 

２ 本部の組織及び運営 

本部の組織及び運営は、基本法及び池田町災害対策本部条例に定めるところによるほか、「本編

第３章第２節 池田町災害対策本部」による。 

 

３ 災害対策応急対策要員の参集 

町内に地震が発生した場合は、災害応急対策を強力かつ迅速に推進するため、法令及び防災に関

わる各種計画に定めるところにより、万全の活動体制をとるものとする。 

また、町職員は、地震発生後の情報等の収集に積極的に努め、参集に備えるとともに、発災の程

度を勘案し、動員命令を待つことなく、自己の判断により定められた場所に参集するよう努めるも

のとする。 

その他については、「本編 第５章第１節 災害情報収集・伝達計画」による。 

 

４ 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の防災組織及び動員体制 

指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関における海溝型地震発生時の防災組織及

び動員体制については、各機関の定めるところによる。 
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第４節 地震発生時の応急対策等 
 

１ 地震発生時の応急対策 

（１）地震情報の伝達 

海溝型地震発生時の地震に関する情報伝達計画については、「第３章第２節 地震情報伝達

計画」による。 

（２）災害情報等の収集・伝達 

ア 情報の収集・伝達 

地震や被害状況等の情報の収集・伝達については、被災の状況により通常使用している情

報伝達網が寸断されることを考慮し、それぞれが有する情報組織及び通信機器等を全面的に

活用し、災害の状況及びこれらに対してとられた措置に関する情報を収集し、又は伝達する

こととする。 

災害時の通信手段の確保その他の災害情報等の収集、伝達については、「本編 第５章第

１節 災害情報収集伝達計画」による。 

イ 避難のための勧告及び指示 

（ア）町長 

避難の勧告等は、災害の状況及び地域の実情に応じ、防災行政無線、テレビ、ラジオ

（コミュニティＦＭ放送を含む。）、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ワン

セグ等のあらゆる手段を活用して、対象地域の住民等に迅速かつ的確に伝達する。 

（イ）知事 

知事は、地震発生時に、当該災害の発生により町長が避難のための立退き勧告又は指

示に関する措置ができない場合は、町長に代わってこれらの措置を実施する。 

（ウ）警察官 

町長から要請があったとき又は町長が立退きを指示することができないと認めると

きは、立退き指示等を行うものとし、その場合、直ちにその旨を町長に通知するものと

する。通知を受けた町長は、その旨を十勝総合振興局長に報告する。 

（エ）災害派遣を命ぜられた自衛官 

天災等により危険な状態が発生し、特に急を要する場合において、警察官がその場に

いないときは、危害を受けるおそれのある者を避難させるものとする。 

（オ）このほか、地震発生時の避難勧告等の伝達方法等については、「本編 第５章第３

節 避難対策計画」による。 

（３）施設の緊急点検・巡視 

町は、必要に応じて、通信施設、公共施設等、特に防災活動の拠点となる公共施設等及び避

難場所に指定されている施設の緊急点検・巡視等を実施し、当該施設の被災状況等の把握に努

めるものとする。 

（４）２次災害の防止 

ア 町は、地震による危険物施設等における二次災害防止のため、必要に応じて施設の点

検・応急措置、関係機関との相互協力等を実施する。 

イ 町は道の指示を得ながら、土砂災害の防止や倒壊物の飛散による被害の防止、ライフラ

イン復旧時における火災警戒に努める。 

ウ ２次災害防止に係る活動にあたっては、要員の安全確保に配慮するものとする。 

エ このほか、２次災害防止については、「本編 第５章第１２節 交通応急対策計画」、

「第３章第26節 被災建築物安全対策計画」、「本編 第５章第２３節 被災宅地安全対

策計画」による。 

（５）救助・救急・消火・医療活動 

ア 海溝型地震では、広域かつ甚大な被害が発生するおそれがあり、地域の災害状況によっ
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ては、被災地への応急活動に時間を要する可能性があることを踏まえ、道、町をはじめ防

災関係機関が全力を挙げて対応するのはもとより、住民、自主防災組織、事業所等におい

ても可能な限り人命救助、出火防止及び初期消火、延焼防止に努めるものとする。 

イ 町、とかち広域消防局池田消防署、池田警察署等をはじめとする救助機関は、各機関相

互の情報交換、担当区域の割り振りなど円滑な連携の下に、迅速な救出活動を実施するも

のとする。 

ウ 道、町、日本赤十字北海道支部、医療機関、医療関係団体等は、相互の連携の下に、迅

速かつ円滑な医療救護活動を実施するものとする。 

エ 町、とかち広域消防局池田消防署は、必要に応じて他の消防機関等との相互応援協力を

得るなどして、消防力を結集し、その全機能を挙げて消防活動を実施するものとする。 

オ このほか、救助・救急・消火・医療活動については、「本編 第５章第８節 救助救出

計画」、「第３章第７節 地震火災等対策計画」及び「本編 第５章第９節 医療救護計

画」による。 

（６）物資調達 

町は、発災後適切な時期において、町が所有する公的備蓄量、池田町商工会との協定書等に

より調達可能な流通備蓄量、他の市町村との協定等による調達量について、主な品目別に確認

し、その不足分を道に供給要請することができる。 

このほか、物資調達については、「本編 第２章第３節 物資及び防災資機材等の整備確保

に関する計画」、「本編 第５章第１４節 食料供給計画」、「本編 第５章第１５節 給水

計画」及び「本編 第５章１６節 衣料、生活必需品等物資供給計画」による。 

（７）輸送活動 

輸送活動については、「本編 第５章第２７節 輸送計画」による。 

（８）保健衛生・防疫活動 

保健衛生・防疫活動については、「本編 第５章第１０節 防疫計画」、「本編 第５章第

３０節 廃棄物等処理計画」及び「本編 第５章第２７節 行方不明者の捜索及び遺体の収容

処理埋葬計画」による。 

 

２ 資機材、人員等の配備手配 

（１）物資等の調達手配 

ア 町は、地震発生後に行う災害応急対策に必要な物資、資機材（以下「物資等」という。）

の確保を行う。 

イ 町は道に対して町内の居住者及び公私の団体（以下「居住者等」という。）並びに観光

客、つり客及びドライバー等（以下「観光客等」という。）に対する応急救護及び地震発

生後の被災者救護のため必要な物資等の供給の要請をすることができる。 

（２）災害応急対策等に必要な資機材及び人員の配置 

ア 防災関係機関は、地震が発生した場合において、池田町地域防災計画（地震防災計画編）

に定める災害応急対策及び施設等の応急復旧対策を実施するため、必要な資機材の点検、

整備及び配備等の準備を行うものとする。 

（３）機関ごとの具体的な措置内容は、機関ごとに別に定める。 

 

３ 他機関に対する応援要請 

（１）町内で地震が発生した場合、町職員だけでは対応が不十分になるおそれがあるため、基本

法やあらかじめ締結した協定等に基づき、近隣市町村、道や民間団体に対して防災活動の応

援要請を行うものとする。 

（２）災害応急対策を実施するにあたって、行政機関の協力が必要と認められた場合、必要事項

を明確にしたうえで、所定の手続きによって災害対策本部から応援協力を要請するものとす
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る。 

その他については、「本編 第５章第６節 広域応援計画」及び「本編 第５章第５節 自

衛隊派遣要請及び活動計画」による。 
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第５節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備計画 
町は、海溝型地震を含む地震防災上、緊急に整備すべき施設等の整備については、本計画に定め

る。 

 

１ 整備方針 

（１）地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備については、おおむね五箇年を目途として行う

ものとし、具体的な事業計画は、地震防災対策特別措置法に基づく地震防災緊急事業五箇年

計画を作成し、推進するものとする。 

（２）町は、施設等の整備の推進について、地震防災緊急事業五箇年計画を基本に、その必要性

及び緊急度に従い、年次計画を作成し、実施できるよう努める。 

（３）施設等の整備に当たっては、ソフト対策とハード対策を組み合わせた効果的な対策の実施

に配慮して行うものとする。 

（４）施設等の整備を行うに当たっては、交通、通信その他積雪寒冷地域における地震防災上必

要な機能が確保されるよう配慮して行うものである。 

（５）具体的な事業施行等に当たっては、施設全体が未完成であっても、一部の完成により相応

の効果が発揮されるよう整備の順序及び方法について考慮するものとする。 

 

２ 建築物の耐震化 

（１）町は、耐震改修促進計画において設定された建築物の耐震改修等の具体的な目標の達成の

ために、既存建築物の耐震診断・耐震改修を促進する施策を積極的に推進する。 

（２）町は、防災拠点や学校など公共施設の耐震診断を速やかに行い、その結果を公表するとと

もに、施設の耐震性の向上を図る。 

（３）防災関係機関及び多数の者が使用する施設、並びに学校及び医療機関等の応急対策上重要

な施設管理者は、非構造部材の耐震対策を含めた耐震性の確保に積極的に努めるとともに、

避難場所・避難所に指定されている施設については、あらかじめ必要な諸機能の整備に努め

る。 

 

３ ライフライン施設等の耐震化 

（１）町及び防災関係機関は、主要な道路、鉄道等の基幹的な交通施設等の整備に当たって、耐

震性の強化や多重性及び代替性を考慮した耐震設計やネットワークの充実に努める。 

（２）町及び防災関係機関は、主要な通信施設等の整備に当たって、耐震性の確保に配慮し、耐

震設計やネットワークの充実に努める。 

（３）町及び防災関係機関及びライフライン事業者は、上下水道、工業用水道、電気、ガス、電

話等のライフライン施設及び灌漑用水、営農飲雑用水等のライフライン代替施設の機能の確

保を図るため、主要施設の耐震化、震災後の復旧体制の整備、資機材の備蓄等に努める。 

（４）町及び防災関係機関は、関係機関と密接な連携をとりつつ、ライフライン共同収容施設と

しての共同溝、電線共同溝等の整備等に努める。 

 

４ 長周期地震動への対応等 

（１）町は、国、関係機関による長周期地震動に関する論理的研究及び長大構造物に及ぼす影響

に対する専門的な調査研究の成果等を踏まえ、長周期地震動対策の検討、推進を図る。 

（２）このほか、建築物、構造物等の耐震化の推進については、「第２章第２節 地震に強いま

ちづくり推進計画」及び「第２章第１２節 建築物等災害予防計画」による。 
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第６節 防災訓練計画 
 町は、住民及び自主防災組織等との協調体制の強化を目的として、海溝型地震を想定した防

災訓練計画については、本計画に定める。 

 

１ 町及び防災関係機関における防災訓練の実施 

（１）町及び防災関係機関は、地震防災対策推進計画の熟知、関係機関相互の連携、住民及び自

主防災組織等との協調体制の強化を目的として、海溝型地震を想定した防災訓練を実施する

ものとする。 

（２）（１）の防災訓練は、原則年1回以上実施、また、避難行動に支障をきたすと考えられる

冬期にも訓練を行うことを配慮するものとする。 

（３）町は、道、防災関係機関、自主防災組織等と連携して、次のような具体的かつ実践的な訓

練を行うものとする。 

ア 動員訓練及び本部運営訓練 

イ 警備及び交通規制訓練 

ウ 要配慮者に対する避難誘導訓練 

エ 災害の発生状況、避難勧告・指示、自主避難による各避難場所等への避難者の人数等に

ついて、迅速かつ的確に道及び防災関係機関に伝達する訓練 

（４）防災訓練は、逐年その訓練内容を高度かつ実践的なものとするよう努めるものとする。 

このほか、防災訓練の実施については、「本編 第４章第２節 防災訓練計画」による。 
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第７節 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画 
町は、防災関係機関、地域の自主防災組織、事業所等の自衛消防組織等と協力して推進する地震

防災上必要な教育及び広報等に関する計画は、本計画に定める。 

 

１ 職員に対する防災教育 

（１）町及び防災関係機関は、災害応急対策業務に従事する職員を中心に、地震が発生した場合

における災害応急対策の円滑な実施を図るため、必要な防災教育を行うものである。 

（２）職員に対する防災教育は、本部に係る各班の所掌事務等を踏まえ各部局、各機関ごとに行

うものとし、その内容は少なくとも次の事項を含むものとする。 

ア 海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動に関する知識 

イ 地震に関する一般的な知識 

ウ 地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識 

エ 職員等が果たすべき役割 

オ 地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識 

カ 今後地震対策として取り組む必要のある課題 

 

２ 住民等に対する教育・広報 

（１）教育・広報は、地域の実態等に応じて地域単位、職場単位等で行うものとし、その内容は、

少なくとも次の事項を含むものとする。 

ア 海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動に関する知識 

イ 地震に関する一般的な知識 

ウ 地震が発生した場合に出火防止、近隣の人々と協力して行う救助活動、自動車運行の自

粛等防災上とるべき行動に関する知識 

エ 正確な情報入手の方法 

オ 防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 

カ 各地域における避難対象地区、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識 

キ 各地域における避難地及び避難路に関する知識 

ク 平素住民が実施しうる応急手当、生活必需品の備蓄、家具の固定、出火防止等の対策の

内容 

ケ 住宅の耐震診断と必要な耐震改修の実施 

（２）住民が緊急地震速報を受けたときの適切な対応行動を含め、緊急地震速報について普及

及び啓発に努めるものとする。 

（３）教育・広報の方法として、印刷物、ビデオ等の映像、各種集会の実施など地域の実情に

合わせ、より具体的な手法により、自助努力を促し地域防災力の向上を図ることも留意し

ながら、実践的な教育・広報を行うものとする。 

 

３ 児童・生徒等に対する教育・広報 

学校においては、児童生徒等に対し、次の事項に配慮して学年等に応じた実践的な教育を行うも

のとする。 

（１）過去の地震の実態 

（２）地震の発生のしくみと危険性 

（３）地震に対する身の守り方と心構え 

（４）地域における地震防災の取組み等 
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４ 防災上重要な施設の管理者に対する教育・広報 

町は、防災上重要な施設の管理者に対する研修の実施に配慮するものとし、防災上重要な施設の

管理者は、道、町が実施する研修に参加するよう努めるものとする。 

 

５ 自動車運転者に対する教育・広報 

町及び北海道公安委員会（池田警察署）は、自動車運転者がとるべき措置について、教育・広報

に努めるものとする。 

 

６ 相談窓口の設置等 

町は、地震防災対策の実施上の相談を受けるため必要な窓口を設置するとともに、その旨、周知

徹底を図るものとする。 

このほか、地震防災上必要な教育及び広報については、「本編 第４章第１節 地震に関する防

災組織の普及・啓発」及び「第２章第１節 住民の心得」による。 
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第８節 地域防災力の向上に関する計画 
海溝型地震では、広域かつ甚大な被害が発生するおそれがあり、地域の被害状況によっては、地

震発生直後の応急対策活動に時間を要する可能性もあることから、「自らの身の安全は自らが守

る」という防災の原点に立って、住民自ら可能な防災対策を実践することに加え、地域住民、事業

所、自主防災組織等の参加・連携による地域防災力の向上については、本計画に定める。 

 

１ 住民の防災対策 

（１）住民は、家庭又は職場等において、個人又は共同で、人命の安全を第一として混乱の防止

に留意しつつ、地震災害による被害の発生を最小限にとどめるために必要な措置をとるもの

とする。 

（２）住民は、平常時より地震災害による備えを心がけ、地震防災に関わる研修や訓練等への参

加などを通じて、実践的な災害対応能力を身につけるよう努めるものとする。 

（３）平常時及び地震発生時の住民の心得等については、「第２章 第１節 住民の心得」による。 

 

２ 自主防災組織等の育成等 

（１）住民は、地域の自主防災組織に積極的に参加し、地域の防災に寄与するよう努めるものと

する。 

（２）町は、地域ごとの自主防災組織の設置及び育成に努め、地域住民が一致団結して、初期消

火活動の実施、避難行動要支援者の避難誘導等の防災活動が効果的に行われるよう協力体制

の確立を図る。 

（３）（３）このほか、自主防災組織の育成等については、「第２章 第７節 自主防災組織の育

成等に関する計画」による。 

 

３ 事業所等の防災対策 

（１）事業所を営む企業は、災害時に企業の果たす役割（従業員・顧客等の安全確保、２次災害

の防止、事業の継続、地域貢献、地域との共生）を十分に認識し、防災体制の整備、防災訓

練、事業所の耐震化及び予想被害からの復旧計画策定等を実施するなどの防災活動の推進に

努めるものとする。 

（２）基本計画で定められた区域において、法令に定める不特定多数の者が出入りする施設、危

険物取扱施設等の施設又は事業を管理・運営する事業者は、対策計画に基づき、町、防災関

係機関及び地域住民等との連携にも配慮し、防災対策を実施するものとする。 

（３）多数の者が利用し、又は従事する施設及び危険物を取り扱う事業所において、自衛消防組

織が法令により義務付けられている一定の事業所については、消防関係法令の周知徹底を図

るとともに、その他の事業所についても、自主的な防災組織の設置、育成等を図り、積極的

な防災体制の整備及び強化に努めるものとする。 

 

 


