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第７章 事故災害対策計画 
 

 社会・産業の高度化、複雑化に伴い、高度な交通・輸送体系の形成、多様な危険物

等の利用の増大、トンネル、橋梁などの道路構造の大規模化等が進展している。 

 この様な社会構造の変化により、航空災害、道路災害、危険物等災害、大規模な火

事災害、林野火災など大規模な事故による被害についての防災対策の一層の充実強化

を図るため、次のとおりそれぞれの事故災害について、応急対策を定める。 

 

  第１節 航空災害対策計画 

 

１ 情報通信 

  航空災害が発生し、又は発生しようとしている場合の情報の収集及び通信等は、

「第３章 災害情報通信計画」によるほか、この計画の定めるところによる。 

(1) 情報通信連絡系統 

  航空災害の情報通信連絡系統は、別記のとおりとする。 

 (2) 実施事項 

  ア 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ものとする。 

  イ 災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報について、迅速に他の関係

機関に連絡するものとする。 

  ウ 関係機関との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

等を行うものとする。 

 

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、地域住民等それぞれの事故災害について、情報を

必要としているものに対して行う災害広報は、次により実施するものとする。 

 (1) 実施事項 

   町長は、関係機関と連携を図り、災害広報を行うものとする。 

 (2) 実施事項 

  ア 被災者の家族等への広報被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制

を整え、被災者の家族等に役立つ次の情報について、正確に、きめ細かく、適

切に提供するものとする。 

(ｱ) 航空災害の状況 

(ｲ) 家族等の安否情報  

(ｳ) 医療機関等の情報 

(ｴ) 関係機関等の災害応急対策に関する情報 
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(ｵ) その他必要な事項 

  イ 地域住民等への広報 

関係機関と連携を図り、報道機関を通じ、又は広報車の利用及び広報板の掲

示等により、次の事項について広報を実施するものとする。 

(ｱ) 航空災害の状況 

(ｲ) 旅客及び乗務員等の安否情報 

(ｳ) 医療機関等の情報 

(ｴ) 関係機関等の災害応急対策に関する情報 

(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 

(1) 災害対策組織 

町長は、航空災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じ

て応援活動体制を整え、その地域に係る災害応急対策を実施する。 

 (2) 災害(事故)対策現地合同本部の設置 

   北海道地域防災計画の「災害対策現地合同本部設置要網」に基づき、現地合同

本部が設置され、本部員として派遣要請があった場合は、町長が指名した職員を

本部員として現地合同本部に常駐させ、応急対策にあたるものとする。 

 

４ 捜索活動 

  航空機事故の捜索活動は、東京救難調整本部を通じて、各関係機関と密接に協力

の上、実施するものとする。 

 

５ 災害拡大の防止 

  危険物等による災害は、災害の拡大防止を図るため、爆発性・引火性・有毒性等

の性状を十分に把握し、事業者に対する応急措置命令等適切な応急対策を講ずるも

のとする。 

 

６ 救助救出及び医療救護活動等 

  事故災害時における救助救出活動及び医療救護活動については、「第５章第３節

避難救出計画」、「第８章 救急医療対策計画」の定めるところにより、実施する

ものとする。 

 

７ 消防活動 

  航空災害時における消防活動については、「第４章第６節 消防計画」の定めに

より実施するものとする。 
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８ 避難措置 

  人命の安全を確保するため、「第５章第３節 避難救出計画」の定めるところに

より実施するものとする。 

 

９ 行方不明者の捜索及び死体の収容 

  行方不明者の捜索及び死体の収容等は、「第５章第 12 節 行方不明者の捜索及び

死体の収容処理並びに埋葬計画」の定めるところにより実施するものとする。 

 

10 交通規制 

  災害の拡大防止及び交通の確保のため、「第５章第 13 節 交通応急対策」の定め

るところにより必要な交通規制を実施するものとする。 

 

11 防疫及び廃棄物処理等 

  事故災害時における防疫及び廃棄物処理等については、「第５章第 10 節 防疫計

画」及び「第５章第 11 節 清掃計画」の定めるところにより実施するものとする。 

 

12 自衛隊派遣要請 

  事故災害時における自衛隊派遣要請については、「第 5 章第 21 節 自衛隊派遣要

請計画」の定めるところにより実施するものとする。 

 

13 広域応援 

  事故災害の規模により、町単独では十分な災害対策を講じることができないとき

は、「第５章第 23 節 職員応援派遣計画」の定めにより、職員の派遣を要請し、ま

た、「第５章第 25 節 広域応援計画」の定めるところにより、応援を要請するもの

とする。 
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別記 情報通信連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道警察本部

 

事務所

自衛隊

空港事務所

東京航空局

東川警察官駐在所

国 土 交 通 省 交通管制部

(航空局) (必要に応じ)

海 上 保 安 庁 空港管理

消 防 庁

運送事業者 空港事務所

　(2)　発生地点が不明な場合（航空機の捜索活動）

東京救難調整本部

警 察 庁
北海道・上川
総合振興局

東川町･大雪
消防組合東消

防署

東京航空

防 衛 省

東川町･大雪
消防組合東消

防署 上川総合振興局 北海道

近隣消防機関 空港管理事務所

当該空港 東京航空局

　(1)　発生地点が明確な場合

発見者 旭川東警察署 東川警察官駐在所 北海道警察本部

(情報交換)
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  第２節 道路災害対策計画 

 

１ 情報通信 

  道路災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の情報の収集及び通信

等は、「第３章 災害情報通信計画」によるほか、この計画の定めるところによる。 

 (1) 情報通信連絡系統 

   道路災害の情報通信連絡系統は、別記のとおりとする。 

 (2) 実施事項 

  ア 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ものとする。 

  イ 災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報について、迅速に他の関係

機関に連絡するものとする。 

  ウ 関係機関との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

等を行うものとする。 

 

２ 災害広報 

  道路災害時における災害広報については、「本章 第１節 航空災害対策計画 ２ 

災害広報」に準じて実施するものとする。 

 

３ 応急活動体制 

  道路災害時における応急活動体制については、「本章 第１節 航空災害対策計

画 ３ 応急活動体制」準じて実施するものとする。 

 

４ 捜索活動 

  道路災害の捜索活動は、各関係機関と密接に協力の上、実施するものとする。 

 

５ 危険物流出対策 

 道路災害により危険物が流出し、又はそのおそれがある場合には、本章第３節「危

険物等災害対策計画」の定めるところにより速やかに対処し、危険物による二次災

害の防止に努めるものとする。 

 

６ 救助救出及び医療救護活動等 

  道路災害時における救助救出活動及び医療救護活動については、「第５章第３節

避難救出計画」、「第８章 救急医療対策計画」の定めるところにより、実施するも

のとする。 

 

７ 消防活動 

  道路災害時における消防活動については、「第４章第６節 消防計画」の定めると
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ころにより実施するものとする。 

 

８ 避難措置 

  人命の安全を確保するため、「第５章第３節 避難救出計画」の定めるところによ

り実施するものとする。 

 

９ 行方不明者の捜索及び死体の収容 

  行方不明者の捜索及び死体の収容等は、「第５章第 12 節 行方不明者の捜索及び

死体の収容処理並びに埋葬計画」の定めるところにより実施するものとする。 

 

10 交通規制 

  災害の拡大防止及び交通の確保のため、「第５章第 13 節 交通応急対策計画」の

定めるところにより必要な交通規制を実施するものとする。 

 

11 防疫及び廃棄物処理等 

  事故災害時における防疫及び廃棄物処理等については、「第５章第 10 節 防疫計

画」及び「第５章第 11 節 清掃計画」の定めるところにより実施するものとする。 

 

12 自衛隊派遣要請 

  事故災害時における自衛隊派遣要請については、「第５章第 21 節 自衛隊派遣要

請計画」の定めるところにより実施するものとする。 

 

13 広域応援 

  事故災害の規模により、町単独では十分な災害対策を講じることができないとき

は、「第５章第 25 節 広域応援計画」の定めるところにより、職員の派遣を要請し、

また、「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」に基づき、応援

を要請するものとする。 
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別記　情報通信連絡系統図

(1)　北海道の管理する道路の場合

（情報交換）

(2)　東川町の管理する道路の場合

（情報交換）

上川総合振興局

（地域創生部）

大雪消防組合

東消防署

北海道警察本部

北海道運輸局

旭川東警察署

東川警察官駐在所

北海道警察本部

東　　川　　町
北　　海　　道

（　総　務　部　）

上川総合振興局

旭川建設管理部

北　　海　　道

（　建　設　部　）

北　　海　　道

（　総　務　部　）

上川総合振興局

（地域創生部）

北海道運輸局

東川町・大雪消

防組合東消防署

旭川東警察署

東川警察官駐在所
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第３節 危険物等災害対策計画 

 

１ 情報通信 

  事故災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の情報収集及び通信等

は、「第３章 災害情報通信計画」によるほか「本章第１節 航空災害対策計画 １ 

情報通信」に準じて行うものとする。 

 

２ 災害広報 

  危険物等災害時における災害広報については、「本章第１節 航空災害対策計画 

２ 災害広報」に準じて実施するものとする。 

 

３ 応急活動体制 

  危険物等災害時における応急活動体制については、「本章第１節 航空災害対策

計画 ３ 応急活動体制」に準じて実施するものとする。 

 

４ 捜索活動 

  危険物災害の捜索活動は、各関係機関と密接に協力の上、実施するものとする。 

 

５ 災害拡大の防止 

  危険物等による災害は、災害の拡大防止を図るため、爆発性･引火性･有毒性等の

性状を十分把握し、事業者に対する応急阻止命令等適切な応急対策を講ずるものと

する。 

 

６ 救助救出及び医療救護活動等 

  事故災害時における救助救出活動及び医療救護活動については、「第５章第３節 

避難救出計画」、「第８章 救急医療対策計画」の定めるところにより、実施するも

のとする。 

 

７ 消防活動 

  事故災害時における消防活動については、「第４章第６節 消防計画」の定めに 

より実施するものとする。 

 

８ 避難措置 

  人命の安全を確保するため、「第５章第３節 避難救出計画」の定めるところによ

り実施するものとする。 
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９ 行方不明者の捜索及び死体の収容 

  行方不明者の捜索及び死体の収容等は、「第５章第 12 節 行方不明者の捜索及び

死体の収容処理並びに埋葬計画」の定めるところにより実施するものとする。 

 

10 交通規制 

  災害の拡大防止及び交通の確保のため、「第５章第 13 節 交通応急対策計画」の

定めるところにより必要な交通規制を実施するものとする。 

 

11 防疫及び廃棄物処理等 

  危険物等災害時における防疫及び廃棄物処理等については、「第５章第 10 節 防

疫計画」及び「第５章第 11 節 清掃計画」の定めるところにより実施するものとす

る。 

 

12 自衛隊派遣要請 

  事故災害時における自衛隊派遣要請ついては、「第５章第21 節 自衛隊派遣要請

計画」の定めるところにより実施するものとする。 

 

13 広域応援 

  事故災害の規模により町単独では十分な災害対策を講じることができないときは、

「第５章第 23 節 職員応援派遣計画」の定めるところにより、職員の派遣を要請

し、また、「第５章第 25 節 広域応援計画」の定めるところにより、応援を要請す

るものとする。 

 

  第４節 大規模な火事災害対策計画 

 

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

及び通信等は、「第３章 災害情報通信計画」によるほか「本章第１節 航空災害対

策計画 １ 情報通信」に準じて行うものとする。 

 

２ 災害広報 

  大規模な火事災害時における災害広達については、「本章第１節 航空災害対策

計画 ２ 災害広報」に準じて実施するものとする。 

 

３ 応急活動体制 

  大規模な火事災害時における応急活動体制については、「本章第１節 航空災害

対策計画 ３ 応急活動体制」に準じて実施するものとする。 
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４ 捜索活動 

  大規模な火事災害の捜索活動は、各関係機関と密接に協力の上、実施するものと

する。 

 

５ 救助救出及び医療救護活動等 

  事故災害時における救助救出活動及び医療救護活動については、「第５章第３節 

避難救出計画」、「第８章 救急医療対策計画」の定めるところにより、実施するも

のとする。 

 

６ 消防活動 

  事故災害時における消防活動については、「第４章第６節 消防計画」の定めによ

り実施するものとする。 

 

７ 避難措置 

  人命の安全を確保するため、「第５章第３節 避難救出計画」の定めるところによ

り実施するものとする。 

 

８ 行方不明者の捜索及び死体の収容 

  行方不明者の捜索及び死体の収容等は、「第５章第 12 節 行方不明者の捜索及び

死体の収容処理並びに埋葬計画」の定めるところにより実施するものとする。 

 

９ 交通規制 

  災害の拡大防止及び交通の確保のため、「第５章第 13 節 交通応急対策計画」の

定めるところにより必要な交通規制を実施するものとする。 

 

10 防疫及び廃棄物処理等 

  事故災害時における防疫及び廃棄物処理等については、「第５章第 10 節 防疫計

画」及び「第５章第 11 節 清掃計画」の定めるところにより実施するものとする。 

 

11 自衛隊派遣要請 

  事故災害時における自衛隊派遣要請については、「第５章第 21 節 自衛隊派遣要

請計画」の定めるところにより実施するものとする。 

 

12 広域応援 

  事故災害の規模により、町単独では十分な災害対策を講じることができないとき

は、「第５章第 25 節 広域応援計画」の定めるところにより、職員の派遣を要請し、

また、「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」に基づき、応援

を要請するものとする。 
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  第５節 林野火災対策計画 

 

 林野火災の予防、応急対策を目的とした林野火災対策計画は、本計画の定めるとこ

ろによる。 

 

１ 組織 

  林野火災の予防対策を推進するため、東川町林野火災予消防対策協議会を設け、

構成機関相互の連絡、情報交換の実施及び指導等、予消防対策の円滑なる実施を図

るものとする。 

 (1) 実施機関 

   東川町、大雪消防組合東消防署、上川中部森林管理署、上川総合振興局南部森

林室、東川町森林組合、 

 (2) 協力機関 

   東川警察官駐在所、東川西警察官駐在所、志比内警察官駐在所、東川消防団、

東川町森林組合、東川町教育委員会、町内小中学校、東川町農業協同組合、一般

社団法人ひがしかわ観光協会、林業関係団体 

 

２ 気象情報対策 

  林野火災の発生は、気象条件が極めて大きな要素になることにかんがみ、気象予

警報を的確に把握し、予防の万全を期すため、次により情報の連絡体制を確立する

ものとする。 

 (1) 林野火災気象通報 

   林野火災気象通報を受理したときは、次により関係機関及び一般住民に対して

伝達するものとする。 

 

 (2) 伝達系統 

   発令された通報の伝達系統は「第３章第１節 気象予警報等の伝達計画」に掲

げる気象予警報伝達系統図及び東川町林野火災予消防対策協議会で定める気象情

一般気象予報（旭川地方気象台） 説　　　　　　　　明

 情報

(原則として週間予報に含ませる)
 林野火災が発生し易いから注意して下さい。

 乾燥注意報 　　　　　　　　　〃

 強風注意報  山火事が発生しやすく甚だ危険です｡

 注意報解除 今まで通報した注意報は解除します｡



                            第７章 事故災害対策計画 

                  

- 412 - 

報伝達系統網により行う。 
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３ 林野火災予防対策 

  林野火災発生原因は、殆どが人為的によるものであるため、次により対策を講ず

るものとする。 

(1) 発生原因別対策 

  ア 一般入林者対策 

    山菜採取、魚釣、ハイキング等の入林者に対する対策として、次の事項を推

進する。 

   (ｱ) タバコ、焚火による失火については、十分な思想の啓発を図る。 

   (ｲ) 入林しようとする者は、入林許可が必要であることを指導し、無許可入

林者をなくする。 

   (ｳ) 危険時の入林禁止の周知を図る。 

   (ｴ) 掲示板等を設置し、啓発する。 

   (ｵ) 観光関係者による防火思想の啓発を図る。 

  イ 火入対策 

    林野火災危険期間（４・５・６月）中の火入れは極力避けるようにし、でき

る限り夏季又は秋季に行うよう指導するとともに、火入対策として次の事項

を徹底し推進を図る。 

   (ｱ) 火入れ方法の指導 

   (ｲ) 火入れをする場合は、森林法第 21 条第１項の規定により町長の許可を取

り許可付帯条件の厳守を励行させる。 

   (ｳ) 警報発令又は気象状況の急変の際は、一切の火入れを中止させる。 

   (ｴ) 火入れ跡地の完全消火を図り、責任者の確認を受けるとともに、状況に

応じ１～５日くらいの監視を励行させる。 

   (ｵ) 森林法及び条例、規則等で規制している火入れ以外の火入れについて

も、特に気象状況に十分留意して行うよう指導する。 

  ウ 森林所有者 

    森林所有者は、自己の所有林野における失火を防ぐため、次の事項を実施す

るよう努めるものとする。 

 (ｱ) 自己の所有林野への入林者に対する防火啓発 

   (ｲ) 巡視員の配置 

   (ｳ) 無断入林者に対する指導 

   (ｴ) 火入れに対する安全対策 

  エ 林内事業者対策 

    林内において事業を営むものは、危険期間中次の体制を取り山火予防に万全

を期するものとする。 

  (ｱ) 林内事業者は、火気責任者を定め、事業区域内に巡視員を配置するものと

する｡ 
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   (ｲ) 事業箇所に、火気責任者の指定する喫煙所並びに焚火、ゴミ焼箇所を設け、

標識及び消火設備を完備するものとする。 

   (ｳ) 事業箇所の火気責任者は、あらかじめ事業箇所内の連絡系統を定め、関係

機関との連絡の万全を図るものとする。 

   (ｴ) 道路整備その他の事業者は、事業区域内より失火することのないよう森

林所有者と協議し、万全の予防措置を講ずるものとする。 

  (2) 森林所有者対策 

     森林所有者は、自己の所有林野より放火及び失火のないよう、次の事項を実

施するものとする。 

   (ｱ) 一般住民に対する広報活動 

   (ｲ) 巡視員の配置 

   (ｳ) 無許可入林者に対する指導 

   (ｴ) 火入れに対する安全対策 

 

４ 林野火災消防対策 

  林野火災消防の目的は、火災を最も短時間に、最も容易に消火し、危険物を除去

して火災の拡大防止に努めることにあるので、町及び消防機関は平常時より林野火

災に即応する体制の強化を図り消防対策の万全を期するものとする。 

 (1) 林野火災発生通報 

   火災の発見者は、電話その他最も迅速な方法により別表「林野火災発生通報系統

図」に基づき通報するものとする。 

 (2) 関係機関への通報及び協力要請 

    町は、林野火災の発生通報を受けたとき、直ちに関係機関に連絡通報し、消火

作業の協力を要請すること。 

 (3) 協力機関への出動 

   火災発生において、地元関係機関で消火困難となったときは、消防応援協定に

基づく関係市町村等への出動要請を行うものとする。 
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５ 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、市町村等各関係機関が被災者の家族等、地域住民等に対して行う広

報は、「第５章第２節 災害広報計画」の定めによるほか、次により実施するものと

する。 

(1) 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問い合わせ等に対応する体制を整えるほか、

被災者の家族等に役立つ次の情報について、正確に、きめ細かく、適切に提供す

るものとする。 

ア 災害の状況 

イ 家族等の安否情報 

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 

 (2) 地域住民等への広報 

    関係機関は、報道機関を通じ、又は広報車の利用等により、次の事項について

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 

 

６ 避難措置 

  市町村等各関係機関は、人命の安全を確保するため、「第５章第３節 避難救出計

画」の定めるところにより、必要な避難措置を実施するものとする。 

 

７ 交通規制 

  北海道警察等各関係機関は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、第５章第 13

節 交通応急対策計画」の定めにより必要な交通規制を実施するものとする。 

 

８ 自衛隊派遣要請 

  北海道知事等法令で定める者は、「第５章第 21 節 自衛隊派遣要請計画」の定め

により、林野火災の規模や収集した被害情報から判断し、必要がある場合には、自

衛隊に対し災害派遣を要請するものとする。 

 



                            第７章 事故災害対策計画 

                  

- 417 - 

９ 広域応援 

  北海道、市町村及び消防機関は、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５章第 25 節 広域応援計画」の定めにより、他

の消防機関、他の市町村、他都道府県及び国へ応援を要請するものとする。 
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