
議事事項議事事項議事事項議事事項    ３３３３        

        

北斗市北斗市北斗市北斗市地域防災計画地域防災計画地域防災計画地域防災計画((((本編本編本編本編))))のののの修正修正修正修正((((案案案案))))についてについてについてについて    

    

    

（（（（１１１１））））地域防災計画地域防災計画地域防災計画地域防災計画((((本編本編本編本編))))のののの修正修正修正修正におけるにおけるにおけるにおける方針方針方針方針    

            ・・・・北斗市地域防災計画北斗市地域防災計画北斗市地域防災計画北斗市地域防災計画＜＜＜＜津波防災対策計画津波防災対策計画津波防災対策計画津波防災対策計画＞＞＞＞のののの策定策定策定策定内容内容内容内容(H25(H25(H25(H25 年年年年 3333 月策定月策定月策定月策定))))にににに    

準準準準じたじたじたじた修正修正修正修正    

            ・・・・北海道地域防災計画北海道地域防災計画北海道地域防災計画北海道地域防災計画のののの修正修正修正修正(H25(H25(H25(H25 年年年年 5555 月月月月修正修正修正修正))))等等等等のののの内容内容内容内容にににに準準準準じたじたじたじた修正修正修正修正    

    

    

（（（（２２２２））））地域防災計画地域防災計画地域防災計画地域防災計画((((本編本編本編本編))))のののの修正修正修正修正((((案案案案))))    

        ①①①①    計画計画計画計画のののの構成構成構成構成    

                ・・・・別紙別紙別紙別紙資料資料資料資料３３３３のとおりのとおりのとおりのとおり    

    

        ②②②②    修正修正修正修正((((案案案案))))    

・・・・北斗市地域防災計画北斗市地域防災計画北斗市地域防災計画北斗市地域防災計画のののの主主主主なななな修正事項修正事項修正事項修正事項・・・・・・・・・・・・別紙資料別紙資料別紙資料別紙資料４４４４のとおりのとおりのとおりのとおり    

・・・・詳細詳細詳細詳細はははは別冊別冊別冊別冊のののの新旧対照表新旧対照表新旧対照表新旧対照表のとおりのとおりのとおりのとおり    



別紙資料　３

第１章 総則 第１節 計画策定の目的 第１章 総則 第１節 計画策定の目的

第２節 計画の構成 第２節 計画の構成

第３節 計画の効果的推進【新】

第３節 用語 第４節 用語

第４節 計画の修正要領 第５節 計画の修正要領

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

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

第６節 市民及び事業所の基本的責務 第７節 市民及び事業所の基本的責務

第２章 北斗市の概況 第１節 自然の条件 第２章 北斗市の概況 第１節 自然の条件

第２節 災害の概況 第２節 災害の概況

第３章 防災組織 第１節 組織計画 第３章 防災組織 第１節 組織計画

第２節 気象業務に関する計画 第２節 気象業務に関する計画

第４章 災害予防計画 第１節 重要警戒区域及び整備計画 第４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

第２節 水害予防計画 第２節 防災訓練計画

第３節 水防計画 第３節 物資及び防災資機材等の整備・確保に
関する計画

第４節 土砂災害の予防計画 第４節 相互応援体制整備計画

第５節 風害予防計画 第５節 自主防災組織の育成等に関する計画

第６節 雪害予防計画 第６節 避難体制整備計画

第７節 融雪災害予防計画 第７節 災害時要援護者対策計画

第８節 建築物災害予防計画 第８節 情報収集・伝達体制整備計画

第９節 消防計画 第９節 建築物災害予防計画

第１０節 食料等の調達・確保及び防災資機材等
の整備

第１０節 消防計画

第１１節 避難体制整備計画 第１１節 水害予防計画

第１２節 災害時要援護者対策計画 第１２節 土砂災害予防計画

第１３節 自主防災組織育成指導計画 第１３節 風害予防計画

第１４節 積雪・寒冷対策計画 第１４節 雪害予防計画

第１５節 融雪災害予防計画

第１６節 積雪・寒冷対策計画

第５章 災害応急対策計画 第１節 災害情報通信計画 第５章 災害応急対策計画 第１節 災害情報収集・伝達計画

第２節 災害通信計画【分離】

第２節 災害広報計画 第３節 災害広報計画

第３節 応急措置実施計画 第４節 応急措置実施計画

第４節 避難対策計画 第５節 避難対策計画

第５節 救助救出計画 第６節 救助救出計画

第６節 災害警備計画 第７節 災害警備計画

第７節 交通応急対策計画 第８節 交通応急対策計画

第８節 輸送計画 第９節 輸送計画

第９節 食糧供給計画 第１０節 食料供給計画

第１０節 給水計画 第１１節 給水計画

第１１節 上下水道施設対策計画 第１２節 上下水道施設対策計画

第１２節 衣料、生活必需品等物資供給計画 第１３節 衣料、生活必需品等物資供給計画

第１４節 石油類燃料供給計画【新】

第１３節 電力施設災害応急計画 第１５節 電力施設災害応急計画

第１６節 ガス施設災害応急計画【新】

第１４節 医療救護計画 第１７節 医療救護計画

第１５節 防疫計画 第１８節 防疫計画

第１６節 廃棄物等処理計画 第１９節 廃棄物等処理計画

第１７節 飼養動物対策計画 第２０節 飼養動物対策計画

第１８節 文教対策計画 第２１節 文教対策計画

第１９節 住宅対策計画 第２２節 住宅対策計画

第２０節 被災宅地安全対策計画 第２３節 被災宅地安全対策計画

第２１節 行方不明者の捜索及び死体の収容処理
埋葬計画

第２４節 行方不明者の捜索及び死体の収容処理
埋葬計画

第２２節 障害物除去計画 第２５節 障害物除去計画

第２３節 応急土木対策計画 第２６節 応急土木対策計画

第２４節 応急飼料計画 第２７節 応急飼料計画

第２５節 労務供給計画 第２８節 労務供給計画

第２６節 ヘリコプター要請・活用計画 第２９節 ヘリコプター等活用計画

第２７節 自衛隊災害派遣要請及び派遣活動計画 第３０節 自衛隊災害派遣要請及び派遣活動計画

第２８節 広域応援計画 第３１節 広域応援計画

第２９節 職員応援派遣計画 第３２節 職員応援派遣計画

第３０節 防災ボランティアとの連携計画 第３３節 防災ボランティアとの連携計画

第３１節 災害義援金募集(配分)計画 第３４節 災害義援金募集(配分)計画

第３２節 災害応急金融計画 第３５節 災害応急金融計画

第３３節 災害救助法の適用と実施 第３６節 災害救助法の適用と実施

節
修正(案)

＜　計　画　の　構　成　＞

章 節
現計画

章



節
修正(案)

章 節
現計画

章
第６章 地震防災対策計画 別冊 第６章 地震防災対策計画 別冊

第７章 津波防災対策計画 別冊

第７章 火山災害対策計画 第１節 基本方針 第８章 火山災害対策計画 第１節 基本方針

第２節 北海道駒ケ岳の概況 第２節 北海道駒ケ岳の概況

第３節 災害予防計画 第３節 災害予防計画

第４節 災害応急対策計画 第４節 災害応急対策計画

第５節 災害復旧 第５節 災害復旧

第８章 事故災害対策計画 第１節 海上災害対策計画 第９章 事故災害対策計画 第１節 海上災害対策計画

第２節 流出油等対策計画 第２節 流出油等対策計画

第３節 航空災害対策計画 第３節 航空災害対策計画

第４節 鉄道災害対策計画 第４節 鉄道災害対策計画

第５節 道路災害対策計画 第５節 道路災害対策計画

第６節 危険物等災害対策計画 第６節 危険物等災害対策計画

第７節 大規模な火事災害対策計画 第７節 大規模な火事災害対策計画

第８節 林野火災対策計画 第８節 林野火災対策計画

第９章 災害復旧計画 第１０章 災害復旧計画

第１０章 防災訓練計画

第４章第２節へ移動
第１１章

第４章第１節へ移動

防災思想普及・啓
発計画



別紙資料別紙資料別紙資料別紙資料　　　　４４４４

章章章章 主主主主　　　　なななな　　　　修修修修　　　　正正正正　　　　内内内内　　　　容容容容

第第第第１１１１章章章章 第第第第１１１１節節節節 計画策定計画策定計画策定計画策定のののの目的目的目的目的 ・・・・ 個別個別個別個別((((地震地震地震地震、、、、火山等火山等火山等火山等))))のののの災害災害災害災害にににに関関関関するするするする事項事項事項事項をををを削除削除削除削除

総則総則総則総則 第第第第２２２２節節節節 計画計画計画計画のののの構成構成構成構成 ・・・・ 地震防災地震防災地震防災地震防災からからからから分離分離分離分離したしたしたした津波防災対策計画編津波防災対策計画編津波防災対策計画編津波防災対策計画編をををを追加追加追加追加

第第第第３３３３節節節節 計画計画計画計画のののの効果的推進効果的推進効果的推進効果的推進 ・・・・ 節節節節にににに「「「「計画計画計画計画のののの効果的推進効果的推進効果的推進効果的推進」」」」をををを新設新設新設新設しししし、、、、減災減災減災減災のののの考考考考ええええ方方方方のののの導入導入導入導入、、、、防災教育防災教育防災教育防災教育のののの推進及推進及推進及推進及びびびび多様多様多様多様なななな主体主体主体主体((((視点視点視点視点))))
のののの参画参画参画参画などをなどをなどをなどを追加追加追加追加

第第第第４４４４節節節節 用語用語用語用語 ・・・・ 防災会議防災会議防災会議防災会議のののの定義定義定義定義をををを修正修正修正修正

第第第第５５５５節節節節 計画計画計画計画のののの修正要領修正要領修正要領修正要領 ・・・・ 軽微軽微軽微軽微なななな修正修正修正修正

第第第第６６６６節節節節 ・・・・ 防災関係機関名防災関係機関名防災関係機関名防災関係機関名のののの変更変更変更変更、、、、函館地方気象台及函館地方気象台及函館地方気象台及函館地方気象台及びびびび渡島総合振興局渡島総合振興局渡島総合振興局渡島総合振興局のののの事務又事務又事務又事務又はははは業務業務業務業務のののの修正修正修正修正

・・・・ 北斗市及北斗市及北斗市及北斗市及びびびび南渡島消防事務組合南渡島消防事務組合南渡島消防事務組合南渡島消防事務組合のののの消防本部消防本部消防本部消防本部とととと北斗消防署北斗消防署北斗消防署北斗消防署のののの事務又事務又事務又事務又はははは業務業務業務業務のののの修正修正修正修正

・・・・ 東日本電信電話東日本電信電話東日本電信電話東日本電信電話㈱㈱㈱㈱北海道支店及北海道支店及北海道支店及北海道支店及びびびび市内郵便局市内郵便局市内郵便局市内郵便局のののの事務又事務又事務又事務又はははは業務業務業務業務のののの修正修正修正修正

・・・・ 指定公共機関指定公共機関指定公共機関指定公共機関にににに日本貨物鉄道日本貨物鉄道日本貨物鉄道日本貨物鉄道㈱㈱㈱㈱北海道支社北海道支社北海道支社北海道支社をををを追加追加追加追加

第第第第７７７７節節節節 市民及市民及市民及市民及びびびび事業所事業所事業所事業所のののの基本的責務基本的責務基本的責務基本的責務 ・・・・ 基本的責務基本的責務基本的責務基本的責務にににに防災教育防災教育防災教育防災教育のののの強化強化強化強化、、、、教育教育教育教育のののの伝承伝承伝承伝承をををを追加追加追加追加

・・・・ 市民市民市民市民のののの備蓄品備蓄品備蓄品備蓄品をををを３３３３日分日分日分日分とするなどとするなどとするなどとするなど市民及市民及市民及市民及びびびび事業所事業所事業所事業所のののの責務責務責務責務のののの修正修正修正修正

第第第第２２２２章章章章 第第第第１１１１節節節節 自然自然自然自然のののの条件条件条件条件 ・・・・ 気象気象気象気象データデータデータデータ直近直近直近直近１４１４１４１４年間分年間分年間分年間分にににに置置置置きききき換換換換ええええ、、、、内容内容内容内容をををを気象台気象台気象台気象台データデータデータデータにににに修正修正修正修正

北斗市北斗市北斗市北斗市のののの概況概況概況概況 第第第第２２２２節節節節 災害災害災害災害のののの概況概況概況概況 ・・・・ 平成平成平成平成１８１８１８１８年以降年以降年以降年以降のののの災害災害災害災害をををを整理整理整理整理・・・・追加追加追加追加

第第第第３３３３章章章章 第第第第１１１１節節節節 組織計画組織計画組織計画組織計画 ・・・・ 市防災会議市防災会議市防災会議市防災会議のののの組織組織組織組織のののの充実充実充実充実

防災組織防災組織防災組織防災組織 ・・・・ 市市市市のののの組織組織組織組織のののの改編改編改編改編にににに伴伴伴伴うううう市災害対策本部市災害対策本部市災害対策本部市災害対策本部のののの組織及組織及組織及組織及びびびび事務分掌事務分掌事務分掌事務分掌のののの修正修正修正修正

・・・・ 地震地震地震地震・・・・津波時津波時津波時津波時のののの災害対策本部設置基準及災害対策本部設置基準及災害対策本部設置基準及災害対策本部設置基準及びびびび配備体制配備体制配備体制配備体制のののの見直見直見直見直しししし

・・・・ 市職員市職員市職員市職員がががが参集参集参集参集するするするする災害発生災害発生災害発生災害発生のののの覚知方法覚知方法覚知方法覚知方法にににに道防災道防災道防災道防災メールメールメールメールのののの登録登録登録登録・・・・受信受信受信受信をををを追加追加追加追加

第第第第２２２２節節節節 気象業務気象業務気象業務気象業務にににに関関関関するするするする計画計画計画計画 ・・・・ 気象警報及気象警報及気象警報及気象警報及びびびび注意報注意報注意報注意報をををを気象庁気象庁気象庁気象庁のののの公表内容公表内容公表内容公表内容にににに準準準準じてじてじてじて修正修正修正修正しししし、、、、特別警報特別警報特別警報特別警報をををを追加追加追加追加

・・・・ 情報等伝達系統情報等伝達系統情報等伝達系統情報等伝達系統のののの修正修正修正修正

・・・・ 水防法水防法水防法水防法にににに基基基基づくづくづくづく水防警報水防警報水防警報水防警報のののの対象河川対象河川対象河川対象河川にににに流渓川流渓川流渓川流渓川をををを追加追加追加追加しししし、、、、警報警報警報警報のののの発表基準発表基準発表基準発表基準をををを修正修正修正修正

・・・・ 土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報のののの伝達系統及伝達系統及伝達系統及伝達系統及びびびび各種気象情報等各種気象情報等各種気象情報等各種気象情報等のののの追加追加追加追加

・・・・ 地区別情報連絡責任者地区別情報連絡責任者地区別情報連絡責任者地区別情報連絡責任者はははは異常現象異常現象異常現象異常現象をををを発見発見発見発見したしたしたした際際際際のののの通報義務通報義務通報義務通報義務にににに含含含含むものとしてむものとしてむものとしてむものとして廃止廃止廃止廃止

（（（（章構成章構成章構成章構成のののの見直見直見直見直しししし）））） ・・・・ 第第第第４４４４章章章章についてについてについてについて災害予防災害予防災害予防災害予防をををを強化強化強化強化するするするする観点観点観点観点からからからから章構成章構成章構成章構成をををを見直見直見直見直しししし、、、、災害予防災害予防災害予防災害予防のののの基本基本基本基本にににに老朽化老朽化老朽化老朽化したしたしたした社会社会社会社会
資本資本資本資本のののの適切適切適切適切なななな維持管理維持管理維持管理維持管理をををを追加追加追加追加

第第第第１１１１節節節節 ・・・・ 第第第第１１１１１１１１章章章章からからからから第第第第４４４４章第章第章第章第１１１１節節節節へへへへ移動移動移動移動

・・・・ 実施責任者及実施責任者及実施責任者及実施責任者及びそのびそのびそのびその責務責務責務責務のののの整理整理整理整理

・・・・ 配慮配慮配慮配慮すべきすべきすべきすべき事項事項事項事項としてとしてとしてとして、、、、東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする大規模災害大規模災害大規模災害大規模災害のののの教訓等教訓等教訓等教訓等をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、複合災害時複合災害時複合災害時複合災害時にににに
おけるおけるおけるおける市民市民市民市民のののの災害予防及災害予防及災害予防及災害予防及びびびび災害応急措置等災害応急措置等災害応急措置等災害応急措置等にににに関関関関するするするする知識知識知識知識のののの普及普及普及普及・・・・啓発啓発啓発啓発へのへのへのへの努力義務等努力義務等努力義務等努力義務等をををを追加追加追加追加

・・・・ 学校教育関係機関学校教育関係機関学校教育関係機関学校教育関係機関におけるにおけるにおけるにおける取組事項取組事項取組事項取組事項のののの追加追加追加追加

・・・・ 第第第第１１１１章第章第章第章第７７７７節節節節とととと関連関連関連関連するするするする市民市民市民市民のののの心構心構心構心構えをえをえをえを削除削除削除削除

第第第第２２２２節節節節 防災訓練計画防災訓練計画防災訓練計画防災訓練計画 ・・・・ 第第第第１０１０１０１０章章章章からからからから第第第第４４４４章第章第章第章第２２２２節節節節へへへへ移動移動移動移動

・・・・ 多様多様多様多様なななな主体主体主体主体によるによるによるによる共同防災訓練共同防災訓練共同防災訓練共同防災訓練のののの実施及実施及実施及実施及びびびび実践的実践的実践的実践的なななな訓練訓練訓練訓練のののの実施実施実施実施とととと事後評価事後評価事後評価事後評価によるによるによるによる体制体制体制体制のののの改善改善改善改善などなどなどなど
のののの内容内容内容内容にににに修正修正修正修正

第第第第３３３３節節節節 ・・・・ 市市市市によるによるによるによる地域内地域内地域内地域内のののの備蓄量備蓄量備蓄量備蓄量、、、、供給事業者供給事業者供給事業者供給事業者のののの保有量保有量保有量保有量のののの把握把握把握把握にににに努努努努めるなどのめるなどのめるなどのめるなどの努力義務努力義務努力義務努力義務をををを追加追加追加追加

・・・・ 災害時災害時災害時災害時におけるにおけるにおけるにおける食料食料食料食料そのそのそのその他他他他のののの物資物資物資物資のののの備蓄備蓄備蓄備蓄・・・・調達体制調達体制調達体制調達体制のののの整備整備整備整備にににに関関関関するするするする協定締結協定締結協定締結協定締結のののの拡大拡大拡大拡大((((民間事業民間事業民間事業民間事業
者者者者))))

第第第第４４４４節節節節 相互応援体制整備計画相互応援体制整備計画相互応援体制整備計画相互応援体制整備計画 ・・・・ 相互応援体制整備計画相互応援体制整備計画相互応援体制整備計画相互応援体制整備計画をををを新設新設新設新設しししし、、、、そのそのそのその基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方やややや市市市市、、、、道及道及道及道及びびびび防災関係機関防災関係機関防災関係機関防災関係機関のののの相互応援体相互応援体相互応援体相互応援体
制制制制のののの整備整備整備整備をををを追加追加追加追加

第第第第５５５５節節節節 自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織のののの育成等育成等育成等育成等にににに関関関関するするするする計計計計
画画画画

・・・・ 町内会町内会町内会町内会をををを基本基本基本基本としたとしたとしたとした自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織のののの育成育成育成育成とととと役割役割役割役割のののの明確化明確化明確化明確化、、、、防災士防災士防災士防災士などなどなどなど女性女性女性女性をををを含含含含むむむむ地域地域地域地域ののののリーダーリーダーリーダーリーダー
育成及育成及育成及育成及びびびび防災士防災士防災士防災士などによるなどによるなどによるなどによるネットワークネットワークネットワークネットワーク組織組織組織組織のののの育成育成育成育成をををを追加追加追加追加

第第第第６６６６節節節節 避難体制整備計画避難体制整備計画避難体制整備計画避難体制整備計画 ・・・・ 津波防災対策計画編津波防災対策計画編津波防災対策計画編津波防災対策計画編をををを分離分離分離分離したことによるしたことによるしたことによるしたことによる津波防災事項津波防災事項津波防災事項津波防災事項のののの修正修正修正修正

・・・・ 避難所避難所避難所避難所のののの確保確保確保確保についてについてについてについて、、、、広域一時滞在広域一時滞在広域一時滞在広域一時滞在へのへのへのへの対応対応対応対応にににに関関関関するするするする記述記述記述記述をををを追加追加追加追加

・・・・ 高齢者高齢者高齢者高齢者、、、、障障障障がいがいがいがい者等者等者等者等のののの安全安全安全安全かつかつかつかつ迅速迅速迅速迅速なななな避難避難避難避難のためのためのためのため避難支援計画避難支援計画避難支援計画避難支援計画のののの策定策定策定策定、、、、ハザードマップハザードマップハザードマップハザードマップによるによるによるによる避避避避
難方法難方法難方法難方法のののの住民周知住民周知住民周知住民周知のののの徹底徹底徹底徹底などなどなどなど避難体制避難体制避難体制避難体制のののの確立確立確立確立にににに関関関関するするするする記述記述記述記述のののの修正修正修正修正

・・・・ 暖房等暖房等暖房等暖房等のののの確保及確保及確保及確保及びびびび公共用地等公共用地等公共用地等公共用地等のののの有効活用有効活用有効活用有効活用へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮にににに関関関関するするするする記述記述記述記述をををを追加追加追加追加

第第第第７７７７節節節節 災害時要援護者対策計画災害時要援護者対策計画災害時要援護者対策計画災害時要援護者対策計画 ・・・・ 災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者のののの実態把握実態把握実態把握実態把握、、、、福祉避難所福祉避難所福祉避難所福祉避難所のののの指定指定指定指定、、、、災害時施設間避難協定災害時施設間避難協定災害時施設間避難協定災害時施設間避難協定のののの締結促進締結促進締結促進締結促進にににに関関関関するするするする記記記記
述述述述をををを追加追加追加追加

第第第第８８８８節節節節 情報収集情報収集情報収集情報収集・・・・伝達体制整備計画伝達体制整備計画伝達体制整備計画伝達体制整備計画 ・・・・ 第第第第５５５５章第章第章第章第１１１１節節節節からからからから平常時平常時平常時平常時のののの情報交換情報交換情報交換情報交換・・・・情報伝達体制情報伝達体制情報伝達体制情報伝達体制のののの整備等整備等整備等整備等をををを分離分離分離分離しししし節節節節をををを新設新設新設新設

第第第第９９９９節節節節 建築物災害予防計画建築物災害予防計画建築物災害予防計画建築物災害予防計画 ・・・・ 予防対策予防対策予防対策予防対策についてについてについてについて、、、、市市市市とととと道道道道のののの対策対策対策対策にににに区分区分区分区分けしてけしてけしてけして整理整理整理整理

第第第第10101010節節節節 消防計画消防計画消防計画消防計画 ・・・・ 軽微軽微軽微軽微なななな修正修正修正修正((((実施主体実施主体実施主体実施主体のののの消防本部消防本部消防本部消防本部をををを主語主語主語主語とするとするとするとする記述記述記述記述のののの整理整理整理整理))))

第第第第11111111節節節節 水害予防計画水害予防計画水害予防計画水害予防計画 ・・・・ 水防警報指定河川水防警報指定河川水防警報指定河川水防警報指定河川をををを追加追加追加追加((((流渓川流渓川流渓川流渓川))))

・・・・ 浸水想定区域内浸水想定区域内浸水想定区域内浸水想定区域内におけるにおけるにおけるにおける避難体制避難体制避難体制避難体制のののの整備整備整備整備をををを追加追加追加追加

第第第第12121212節節節節 土砂災害土砂災害土砂災害土砂災害のののの予防計画予防計画予防計画予防計画 ・・・・ 土砂災害警戒区域土砂災害警戒区域土砂災害警戒区域土砂災害警戒区域((((又又又又はははは特別警戒区域特別警戒区域特別警戒区域特別警戒区域))))のののの指定箇所指定箇所指定箇所指定箇所をををを追加追加追加追加

・・・・ 土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報のののの発表発表発表発表・・・・伝達伝達伝達伝達、、、、避難勧告等避難勧告等避難勧告等避難勧告等のののの発令発令発令発令などなどなどなど予防対策予防対策予防対策予防対策をををを追加追加追加追加

第第第第13131313節節節節 風害予防計画風害予防計画風害予防計画風害予防計画 ・・・・ 予防対策予防対策予防対策予防対策をををを実施主体別実施主体別実施主体別実施主体別にににに整理整理整理整理

第第第第14141414節節節節 雪害予防計画雪害予防計画雪害予防計画雪害予防計画 ・・・・ 北海道雪害対策実施要綱北海道雪害対策実施要綱北海道雪害対策実施要綱北海道雪害対策実施要綱によるによるによるによる市及市及市及市及びびびび防災関係機関防災関係機関防災関係機関防災関係機関のののの対策対策対策対策をををを追加追加追加追加

第第第第15151515節節節節 融雪災害予防計画融雪災害予防計画融雪災害予防計画融雪災害予防計画 ・・・・ 北海道融雪災害対策実施要綱北海道融雪災害対策実施要綱北海道融雪災害対策実施要綱北海道融雪災害対策実施要綱によるによるによるによる市及市及市及市及びびびび防災関係機関防災関係機関防災関係機関防災関係機関のののの対策対策対策対策をををを追加追加追加追加

第第第第16161616節節節節 積雪積雪積雪積雪・・・・寒冷対策計画寒冷対策計画寒冷対策計画寒冷対策計画 ・・・・ 積雪積雪積雪積雪・・・・寒冷期寒冷期寒冷期寒冷期のののの適切適切適切適切なななな避難勧告等避難勧告等避難勧告等避難勧告等のののの発令発令発令発令などなどなどなど避難救出措置等避難救出措置等避難救出措置等避難救出措置等をををを追加追加追加追加

第第第第５５５５章章章章 第第第第１１１１節節節節 災害情報収集災害情報収集災害情報収集災害情報収集・・・・伝達計画伝達計画伝達計画伝達計画 ・・・・ 平常時平常時平常時平常時のののの情報交換情報交換情報交換情報交換をををを第第第第４４４４章第章第章第章第８８８８節節節節へへへへ移動移動移動移動

災害応急対策計画災害応急対策計画災害応急対策計画災害応急対策計画 ・・・・ 道道道道によるによるによるによる必要必要必要必要にににに応応応応じたじたじたじた被災地域被災地域被災地域被災地域へのへのへのへの情報収集職員情報収集職員情報収集職員情報収集職員のののの派遣派遣派遣派遣、、、、災害情報等連絡責任者災害情報等連絡責任者災害情報等連絡責任者災害情報等連絡責任者のののの指定指定指定指定などをなどをなどをなどを
追加追加追加追加

第第第第２２２２節節節節 災害通信計画災害通信計画災害通信計画災害通信計画 ・・・・ 「「「「災害情報収集災害情報収集災害情報収集災害情報収集・・・・伝達計画伝達計画伝達計画伝達計画」」」」とととと「「「「災害通信計画災害通信計画災害通信計画災害通信計画」」」」をををを分離分離分離分離

・・・・ 通信途絶時等通信途絶時等通信途絶時等通信途絶時等におけるにおけるにおけるにおける措置措置措置措置をををを具体的具体的具体的具体的なななな記述記述記述記述にににに修正修正修正修正

第第第第３３３３節節節節 災害広報計画災害広報計画災害広報計画災害広報計画 ・・・・ 市市市市のののの広報活動広報活動広報活動広報活動のののの記述記述記述記述をををを整理整理整理整理しししし、、、、防災関係機関防災関係機関防災関係機関防災関係機関のののの広報広報広報広報をををを追加追加追加追加

第第第第４４４４節節節節 応急措置実施計画応急措置実施計画応急措置実施計画応急措置実施計画 ・・・・ 市市市市のののの実施実施実施実施するするするする応急措置応急措置応急措置応急措置のののの代行代行代行代行をををを含含含含むむむむ道道道道のののの応急措置応急措置応急措置応急措置をををを追記追記追記追記

第第第第５５５５節節節節 避難対策計画避難対策計画避難対策計画避難対策計画 ・・・・ 避難実施責任者別避難実施責任者別避難実施責任者別避難実施責任者別のののの措置内容措置内容措置内容措置内容のののの記述記述記述記述をををを整理整理整理整理

・・・・ 避難勧告等避難勧告等避難勧告等避難勧告等のののの発令基準発令基準発令基準発令基準のののの簡略化簡略化簡略化簡略化しししし、、、、避難勧告等避難勧告等避難勧告等避難勧告等のののの住民周知住民周知住民周知住民周知をををを迅速迅速迅速迅速なななな伝達方法伝達方法伝達方法伝達方法のののの内容内容内容内容にににに修正修正修正修正

・・・・ 災害予防計画災害予防計画災害予防計画災害予防計画とととと重複重複重複重複するするするする避難場所避難場所避難場所避難場所のののの記述記述記述記述をををを削除削除削除削除

物資及物資及物資及物資及びびびび防災資機材等防災資機材等防災資機材等防災資機材等のののの整備整備整備整備・・・・確確確確
保保保保にににに関関関関するするするする計画計画計画計画

北 斗 市 地 域 防 災 計 画 北 斗 市 地 域 防 災 計 画 北 斗 市 地 域 防 災 計 画 北 斗 市 地 域 防 災 計 画 の の の の 主 主 主 主 な な な な 修 正 事 項修 正 事 項修 正 事 項修 正 事 項

節節節節

防災関係機関等防災関係機関等防災関係機関等防災関係機関等のののの処理処理処理処理すべきすべきすべきすべき事務事務事務事務
又又又又はははは業務業務業務業務のののの大綱大綱大綱大綱

第第第第４４４４章章章章

災害予防計画災害予防計画災害予防計画災害予防計画 防災思想防災思想防災思想防災思想・・・・知識知識知識知識のののの普及普及普及普及・・・・啓発及啓発及啓発及啓発及びびびび防防防防
災教育災教育災教育災教育のののの推進推進推進推進にににに関関関関するするするする計画計画計画計画



章章章章 主主主主　　　　なななな　　　　修修修修　　　　正正正正　　　　内内内内　　　　容容容容節節節節

・・・・ 避難避難避難避難のののの長期化長期化長期化長期化へのへのへのへの対応対応対応対応、、、、男女双方男女双方男女双方男女双方のののの視点等視点等視点等視点等にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした具体具体具体具体のののの運営運営運営運営などなどなどなど、、、、避難所運営上避難所運営上避難所運営上避難所運営上のののの必要必要必要必要なななな
措置措置措置措置、、、、配慮配慮配慮配慮すべきすべきすべきすべき事項事項事項事項をををを追加追加追加追加

・・・・ 警戒区域警戒区域警戒区域警戒区域のののの設定設定設定設定にににに関関関関するするするする基準等基準等基準等基準等のののの記述記述記述記述のののの整理整理整理整理

・・・・ 被災者被災者被災者被災者がががが他市町村他市町村他市町村他市町村にににに一時的一時的一時的一時的にににに滞在滞在滞在滞在するするするする「「「「広域一時滞在広域一時滞在広域一時滞在広域一時滞在」」」」をををを新新新新たにたにたにたに設設設設けけけけ、、、、各主体各主体各主体各主体のののの対応等対応等対応等対応等をををを追加追加追加追加

第第第第６６６６節節節節 救出救助計画救出救助計画救出救助計画救出救助計画 ・・・・ 各主体別各主体別各主体別各主体別のののの実施責任等実施責任等実施責任等実施責任等のののの整理及整理及整理及整理及びびびび発災当初発災当初発災当初発災当初のののの７２７２７２７２時間時間時間時間がががが救命救命救命救命・・・・救助活動救助活動救助活動救助活動におけるにおけるにおけるにおける人的人的人的人的・・・・物的資源物的資源物的資源物的資源
のののの優先的配分優先的配分優先的配分優先的配分にににに関関関関するするするする記述記述記述記述をををを追加追加追加追加。。。。

第第第第７７７７節節節節 災害警備計画災害警備計画災害警備計画災害警備計画 ・・・・ 応急対策応急対策応急対策応急対策のののの実施実施実施実施にににに関関関関するするするする記述記述記述記述をををを整理整理整理整理

第第第第８８８８節節節節 交通応急対策計画交通応急対策計画交通応急対策計画交通応急対策計画 ・・・・ 交通応急対策交通応急対策交通応急対策交通応急対策のののの実施主体別実施主体別実施主体別実施主体別のののの記述記述記述記述をををを整理整理整理整理

・・・・ 緊急交通車両緊急交通車両緊急交通車両緊急交通車両にににに関関関関するするするする確認手続確認手続確認手続確認手続のののの記述記述記述記述をををを整理整理整理整理しししし、、、、事前届出制度事前届出制度事前届出制度事前届出制度のののの普及等普及等普及等普及等をををを追加追加追加追加

・・・・ 北海道緊急輸送道路北海道緊急輸送道路北海道緊急輸送道路北海道緊急輸送道路ネットワークネットワークネットワークネットワーク計画計画計画計画のののの概要概要概要概要をををを追記追記追記追記

第第第第９９９９節節節節 輸送計画輸送計画輸送計画輸送計画 ・・・・ 軽微軽微軽微軽微なななな修正修正修正修正

第第第第10101010節節節節 食料供給計画食料供給計画食料供給計画食料供給計画 ・・・・ 食料供給食料供給食料供給食料供給のののの取扱取扱取扱取扱いをいをいをいを整理整理整理整理しししし、、、、食料輸送食料輸送食料輸送食料輸送のののの記述記述記述記述をををを追加追加追加追加

第第第第11111111節節節節 給水計画給水計画給水計画給水計画 ・・・・ 浄水装置浄水装置浄水装置浄水装置のののの調達調達調達調達によるによるによるによる給水実施給水実施給水実施給水実施をををを追加追加追加追加

・・・・ 事態事態事態事態にににに照照照照らしらしらしらし緊急緊急緊急緊急をををを要要要要しししし、、、、被災地被災地被災地被災地からのからのからのからの要求要求要求要求をををを待待待待ついとまがないついとまがないついとまがないついとまがない場合場合場合場合にはにはにはには、、、、知事知事知事知事がががが応急給水応急給水応急給水応急給水にににに必要必要必要必要
なななな措置措置措置措置をををを講講講講ずることをずることをずることをずることを追加追加追加追加

第第第第12121212節節節節 上下水道施設対策計画上下水道施設対策計画上下水道施設対策計画上下水道施設対策計画 ・・・・ 軽微軽微軽微軽微なななな修正修正修正修正

第第第第13131313節節節節 衣料衣料衣料衣料、、、、生活必需品等物資供給計画生活必需品等物資供給計画生活必需品等物資供給計画生活必需品等物資供給計画 ・・・・ 各主体別各主体別各主体別各主体別のののの実施責任実施責任実施責任実施責任のののの記述記述記述記述をををを整理整理整理整理

・・・・ 災害時要援護者等災害時要援護者等災害時要援護者等災害時要援護者等ののののニーズニーズニーズニーズやややや男女男女男女男女ののののニーズニーズニーズニーズへのへのへのへの違違違違いへのいへのいへのいへの配慮配慮配慮配慮からからからから物資供給物資供給物資供給物資供給のののの範囲範囲範囲範囲をををを廃止廃止廃止廃止

第第第第14141414節節節節 石油類燃料供給計画石油類燃料供給計画石油類燃料供給計画石油類燃料供給計画 ・・・・ 石油類燃料石油類燃料石油類燃料石油類燃料((((LPGLPGLPGLPG))))のののの供給計画供給計画供給計画供給計画にににに関関関関するするするする節節節節のののの新設新設新設新設

第第第第15151515節節節節 電力施設災害応急計画電力施設災害応急計画電力施設災害応急計画電力施設災害応急計画 ・・・・ 応急対策応急対策応急対策応急対策をををを実施実施実施実施するするするする電力供給事業者電力供給事業者電力供給事業者電力供給事業者をををを追加追加追加追加

第第第第16161616節節節節 ガスガスガスガス施設災害応急計画施設災害応急計画施設災害応急計画施設災害応急計画 ・・・・ ガスガスガスガスのののの供給計画供給計画供給計画供給計画にににに関関関関するするするする節節節節のののの新設新設新設新設((((市内市内市内市内のののの一部一部一部一部がががが供給区域供給区域供給区域供給区域))))

第第第第17171717節節節節 医療救護計画医療救護計画医療救護計画医療救護計画 ・・・・ 災害派遣精神医療災害派遣精神医療災害派遣精神医療災害派遣精神医療チームチームチームチーム((((DPATDPATDPATDPAT))))にににに関関関関するするするする記述記述記述記述のののの追加追加追加追加、、、、全道的規模全道的規模全道的規模全道的規模のののの協力機関等協力機関等協力機関等協力機関等をををを追加追加追加追加

・・・・ 搬送搬送搬送搬送ヘリヘリヘリヘリのののの要請要請要請要請にににに関関関関するするするする記述記述記述記述のののの整理整理整理整理

・・・・ 経費負担及経費負担及経費負担及経費負担及びびびび損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償のののの項項項項をををを削除削除削除削除

第第第第18181818節節節節 防疫活動防疫活動防疫活動防疫活動 ・・・・ 各主体別各主体別各主体別各主体別のののの実施責任実施責任実施責任実施責任、、、、防疫活動防疫活動防疫活動防疫活動のののの記述記述記述記述のののの整理及整理及整理及整理及びびびび家畜防疫家畜防疫家畜防疫家畜防疫をををを追加追加追加追加

第第第第19191919節節節節 廃棄物等処理計画廃棄物等処理計画廃棄物等処理計画廃棄物等処理計画 ・・・・ 廃棄物等廃棄物等廃棄物等廃棄物等のののの処理処理処理処理にはにはにはには、、、、住居等住居等住居等住居等にににに運運運運ばれたばれたばれたばれた土石土石土石土石、、、、竹木等竹木等竹木等竹木等のののの除去除去除去除去をををを除除除除くことをくことをくことをくことを明記明記明記明記

・・・・ 死亡獣畜死亡獣畜死亡獣畜死亡獣畜をををを焼却焼却焼却焼却するするするする場合場合場合場合のののの覆土覆土覆土覆土をををを１１１１mmmm以上以上以上以上とするとするとするとする処理方法処理方法処理方法処理方法をををを追加追加追加追加

第第第第20202020節節節節 飼養動物対策計画飼養動物対策計画飼養動物対策計画飼養動物対策計画 ・・・・ 実施責任実施責任実施責任実施責任のののの記述記述記述記述をををを整理整理整理整理

第第第第21212121節節節節 文教対策計画文教対策計画文教対策計画文教対策計画 ・・・・ 学校施設学校施設学校施設学校施設のののの被災被災被災被災をををを想定想定想定想定したしたしたした記述記述記述記述にににに見直見直見直見直しししし・・・・整理整理整理整理

・・・・ 被災後被災後被災後被災後のののの教育要領教育要領教育要領教育要領においてにおいてにおいてにおいて、、、、被災被災被災被災によるによるによるによる精神的精神的精神的精神的なななな打撃打撃打撃打撃によってによってによってによって児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒にににに生生生生じやすいじやすいじやすいじやすい心理的心理的心理的心理的なななな障障障障
害害害害にににに十分配慮十分配慮十分配慮十分配慮することなどをすることなどをすることなどをすることなどを追加追加追加追加

・・・・ 学用品学用品学用品学用品のののの調達及調達及調達及調達及びびびび支給支給支給支給のののの甲甲甲甲をををを削除削除削除削除

第第第第22222222節節節節 住宅対策計画住宅対策計画住宅対策計画住宅対策計画 ・・・・ 応急仮設住宅応急仮設住宅応急仮設住宅応急仮設住宅をををを速速速速やかにやかにやかにやかに供給供給供給供給できるできるできるできる体制体制体制体制のののの整備整備整備整備にににに関関関関するするするする記述記述記述記述のののの追加追加追加追加

第第第第23232323節節節節 被災宅地安全対策計画被災宅地安全対策計画被災宅地安全対策計画被災宅地安全対策計画 ・・・・ 危険度判定危険度判定危険度判定危険度判定のののの実施及実施及実施及実施及びびびび支援支援支援支援にににに関関関関するするするする記述記述記述記述をををを整理整理整理整理

第第第第24242424節節節節 行方不明者行方不明者行方不明者行方不明者のののの捜索及捜索及捜索及捜索及びびびび死体死体死体死体のののの収容収容収容収容
処理埋葬計画処理埋葬計画処理埋葬計画処理埋葬計画

・・・・ 捜索及捜索及捜索及捜索及びびびび死体死体死体死体のののの処理処理処理処理にににに関関関関するするするする記述記述記述記述のののの整理及整理及整理及整理及びびびび安置場所安置場所安置場所安置場所のののの確保確保確保確保にににに関関関関するするするする記述記述記述記述をををを追加追加追加追加

第第第第25252525節節節節 障害物除去計画障害物除去計画障害物除去計画障害物除去計画 ・・・・ 障害物発生箇所別障害物発生箇所別障害物発生箇所別障害物発生箇所別のののの実施責任実施責任実施責任実施責任のののの記述記述記述記述のののの整理及整理及整理及整理及びびびび放置車両放置車両放置車両放置車両のののの除去除去除去除去のののの項項項項をををを追加追加追加追加

第第第第26262626節節節節 応急土木対策計画応急土木対策計画応急土木対策計画応急土木対策計画 ・・・・ 応急土木復旧対策応急土木復旧対策応急土木復旧対策応急土木復旧対策にににに直接関係直接関係直接関係直接関係するするするする記述記述記述記述にににに修正修正修正修正

第第第第27272727節節節節 応急飼料計画応急飼料計画応急飼料計画応急飼料計画 ・・・・ 軽微軽微軽微軽微なななな修正修正修正修正

第第第第28282828節節節節 労務供給計画労務供給計画労務供給計画労務供給計画 ・・・・ 応急対策応急対策応急対策応急対策にににに従事従事従事従事するするするする一般労働者一般労働者一般労働者一般労働者のののの円滑円滑円滑円滑なななな雇用雇用雇用雇用にににに関関関関するするするする記述記述記述記述のののの整理整理整理整理

第第第第29292929節節節節 ヘリコプターヘリコプターヘリコプターヘリコプター等活用計画等活用計画等活用計画等活用計画 ・・・・ ヘリコプターヘリコプターヘリコプターヘリコプターのののの活用活用活用活用とととと市市市市のののの対応等対応等対応等対応等のののの記述記述記述記述のののの整理及整理及整理及整理及びびびび要請対象要請対象要請対象要請対象となるとなるとなるとなる保有機関保有機関保有機関保有機関のののの拡大拡大拡大拡大をををを追加追加追加追加

第第第第30303030節節節節 ・・・・ 派遣要請権者派遣要請権者派遣要請権者派遣要請権者、、、、要請先及要請先及要請先及要請先及びびびび要請手続等要請手続等要請手続等要請手続等のののの記述記述記述記述をををを整理整理整理整理

・・・・ 派遣活動派遣活動派遣活動派遣活動のののの内容内容内容内容、、、、要請要請要請要請をををを待待待待ついとまがないついとまがないついとまがないついとまがない場合場合場合場合のののの災害派遣災害派遣災害派遣災害派遣、、、、自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊とのとのとのとの連携強化連携強化連携強化連携強化、、、、災害派遣時災害派遣時災害派遣時災害派遣時のののの
自衛官自衛官自衛官自衛官のののの権限行使権限行使権限行使権限行使などをなどをなどをなどを追加追加追加追加

第第第第31313131節節節節 広域応援計画広域応援計画広域応援計画広域応援計画 ・・・・ 大規模災害大規模災害大規模災害大規模災害がががが発生発生発生発生したしたしたした場合場合場合場合におけるにおけるにおけるにおける市市市市やややや道道道道のののの応援活動及応援活動及応援活動及応援活動及びびびび要請等要請等要請等要請等にににに関関関関するするするする記述記述記述記述をををを追加追加追加追加

・・・・ 警察災害派遣隊警察災害派遣隊警察災害派遣隊警察災害派遣隊のののの設置設置設置設置にににに伴伴伴伴うううう修正修正修正修正

第第第第32323232節節節節 職員応援派遣計画職員応援派遣計画職員応援派遣計画職員応援派遣計画 ・・・・ 要請権者要請権者要請権者要請権者やややや要請手続等要請手続等要請手続等要請手続等にににに関関関関するするするする記述記述記述記述のののの整理整理整理整理

第第第第33333333節節節節 防災防災防災防災ボランティアボランティアボランティアボランティアとのとのとのとの連携計画連携計画連携計画連携計画 ・・・・ ボランティアボランティアボランティアボランティア団体団体団体団体ににににＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯをををを含含含含めためためためた記述記述記述記述のののの整理整理整理整理

・・・・ 被災者被災者被災者被災者のののの心心心心ののののケアケアケアケアをををを含含含含めるなどめるなどめるなどめるなど活動内容活動内容活動内容活動内容のののの修正修正修正修正

第第第第34343434節節節節 災害義援金募集災害義援金募集災害義援金募集災害義援金募集((((配分配分配分配分))))計画計画計画計画 ・・・・ 軽微軽微軽微軽微なななな修正修正修正修正

第第第第35353535節節節節 災害応急金融計画災害応急金融計画災害応急金融計画災害応急金融計画 ・・・・ 記述内容記述内容記述内容記述内容のののの簡素化簡素化簡素化簡素化

第第第第36363636節節節節 災害救助法災害救助法災害救助法災害救助法のののの適用適用適用適用とととと実施実施実施実施 ・・・・ 救助救助救助救助にににに必要必要必要必要とするとするとするとする措置措置措置措置のののの項項項項のののの追加追加追加追加などなどなどなど

第第第第６６６６章章章章 ・・・・ 津波防災対策津波防災対策津波防災対策津波防災対策をををを分離分離分離分離したことにしたことにしたことにしたことに伴伴伴伴うううう記述記述記述記述のののの整理整理整理整理

地震防災対策計画地震防災対策計画地震防災対策計画地震防災対策計画

第第第第７７７７章章章章 ・・・・ 津波防災対策計画津波防災対策計画津波防災対策計画津波防災対策計画をををを分離分離分離分離したことにしたことにしたことにしたことに伴伴伴伴うううう章章章章のののの新設新設新設新設（（（（ただしただしただしただし、、、、計画計画計画計画はははは別冊別冊別冊別冊とするとするとするとする。）。）。）。）

津波防災対策計画津波防災対策計画津波防災対策計画津波防災対策計画

第第第第８８８８章章章章 第第第第４４４４節節節節 災害応急対策計画災害応急対策計画災害応急対策計画災害応急対策計画 ・・・・ 軽微軽微軽微軽微なななな修正修正修正修正

火山災害対策計画火山災害対策計画火山災害対策計画火山災害対策計画

第第第第９９９９章章章章 第第第第１１１１節節節節 海上災害対策計画海上災害対策計画海上災害対策計画海上災害対策計画 ・・・・ 救助救出活動救助救出活動救助救出活動救助救出活動におけるにおけるにおけるにおける各実施主体各実施主体各実施主体各実施主体のののの実施事項実施事項実施事項実施事項のののの記述記述記述記述をををを整理整理整理整理

事故災害対策計画事故災害対策計画事故災害対策計画事故災害対策計画 ・・・・ 海上保安部海上保安部海上保安部海上保安部のののの実施事項実施事項実施事項実施事項にににに船舶交通船舶交通船舶交通船舶交通のののの障害障害障害障害のののの除去除去除去除去をををを追加追加追加追加

・・・・ 港湾等対策港湾等対策港湾等対策港湾等対策についてについてについてについて、、、、第第第第２２２２節節節節、、、、第第第第６６６６節節節節にににに関係計画関係計画関係計画関係計画があるためがあるためがあるためがあるため削除削除削除削除

第第第第２２２２節節節節 流出油等対策計画流出油等対策計画流出油等対策計画流出油等対策計画 ・・・・ 災害予防及災害予防及災害予防及災害予防及びびびび災害応急対策災害応急対策災害応急対策災害応急対策にににに関関関関するするするする記述記述記述記述のののの整理整理整理整理

第第第第３３３３節節節節 航空災害対策計画航空災害対策計画航空災害対策計画航空災害対策計画 ・・・・ 救助救出活動救助救出活動救助救出活動救助救出活動にににに関関関関するするするする記述記述記述記述のののの整理整理整理整理

第第第第４４４４節節節節 鉄道災害対策計画鉄道災害対策計画鉄道災害対策計画鉄道災害対策計画 ・・・・ 医療救護活動及医療救護活動及医療救護活動及医療救護活動及びびびび消防活動消防活動消防活動消防活動についてについてについてについて、、、、鉄軌道事業者鉄軌道事業者鉄軌道事業者鉄軌道事業者によるによるによるによる協力協力協力協力をををを追加追加追加追加

第第第第５５５５節節節節 道路災害対策計画道路災害対策計画道路災害対策計画道路災害対策計画 ・・・・ 消防活動及消防活動及消防活動及消防活動及びびびび交通規制交通規制交通規制交通規制についてについてについてについて、、、、道路管理者道路管理者道路管理者道路管理者のののの協力又協力又協力又協力又はははは交通規制交通規制交通規制交通規制をををを追加追加追加追加

第第第第６６６６節節節節 危険物等災害対策計画危険物等災害対策計画危険物等災害対策計画危険物等災害対策計画 ・・・・ 災害予防災害予防災害予防災害予防にににに火薬類災害予防火薬類災害予防火薬類災害予防火薬類災害予防、、、、高圧高圧高圧高圧ガスガスガスガス災害予防災害予防災害予防災害予防、、、、毒物毒物毒物毒物・・・・劇物災害予防劇物災害予防劇物災害予防劇物災害予防、、、、放射性物質災害予防放射性物質災害予防放射性物質災害予防放射性物質災害予防にににに関関関関
するするするする内容内容内容内容をををを追加追加追加追加

第第第第７７７７節節節節 大規模大規模大規模大規模なななな火事災害対策計画火事災害対策計画火事災害対策計画火事災害対策計画 ・・・・ 軽微軽微軽微軽微なななな修正修正修正修正

第第第第８８８８節節節節 林野火災対策計画林野火災対策計画林野火災対策計画林野火災対策計画 ・・・・ 軽微軽微軽微軽微なななな修正修正修正修正

第第第第１０１０１０１０章章章章 ・・・・ 不要文不要文不要文不要文のののの削除削除削除削除

災害復旧計画災害復旧計画災害復旧計画災害復旧計画

自衛隊災害派遣要請及自衛隊災害派遣要請及自衛隊災害派遣要請及自衛隊災害派遣要請及びびびび派遣活動派遣活動派遣活動派遣活動
計画計画計画計画


