栗山町国民保護計画（変更案） 新旧対照表
編

章

第１編 第２章

頁
３

変更後
第１編

総

論

現 行
第１編

総

変更理由

論

第２章 国民保護措置に関する基本方針
第２章 国民保護措置に関する基本方針
（6）高齢者、障がい者等への配慮及び国際人道法の的 （6）高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法の的確
確な実施
な実施
町は、国民保護措置の実施に当たっては、高齢者、
町は、国民保護措置の実施に当たっては、高齢者、 文言修正
障がい者その他特に配慮を要する者の保護に
障害者その他特に配慮を要する者の保護について留意 「障害者」を「障がい者」に
ついて留意する。
する。
第１編 第3章

６

第１編

総

論

第３章 関係機関の事務又は業務の大綱等
○ 町の事務
９ 国民保護措置に必要な物資及び資材の備蓄
１０ 武力攻撃災害の復旧に関する措置の実施
第１編 第4章

第１編 第4章

7

7

第１編

総

論

第１編

総

論

第３章 関係機関の事務又は業務の大綱等
○ 町の事務
９ 武力攻撃災害の復旧に関する措置の実施

第１編

総

論

第４章 町の地理的、社会的特徴
(2) 気候

第４章 町の地理的、社会的特徴
(2) 気候

（平成28年～平均気温グラフ）

（平成17年～平均気温グラフ）

第１編

第１編

総

論

総

「９」を「１０」として、「９」に「国民保護措
置に必要な物資及び資材の備蓄」を追
加
北海道国民保護計画との整合

平均気温グラフ修正（平成28年）

論

第４章 町の地理的、社会的特徴
(3) 人口分布

第４章 町の地理的、社会的特徴
(3) 人口分布

人口は、市街地である栗山駅周辺に集中しており町
全体の５割を占める割合となっている。１５歳未満の年
少人口（１０.０％）、１５歳～６４歳の生産人口（５１.７％）、
６５歳以上の老年人口（３８．３％）の年齢別３区分に動
向を考察すると、年少人口と生産人口が減少しているの
に対し老人人口が増加しており、少子高齢化が進行し
ていることが伺える。（別表第２）

人口は、市街地である栗山駅周辺に集中しており町 年齢構成割合の修正
全体の５割を占める割合となっている。１５歳未満の年少
人口（１１．８％）、１５歳～６４歳の生産人口（５９．２％）、
６５歳以上の老年人口（２９％）の年齢別３区分に動向を
考察すると、年少人口と生産人口が減少しているのに対
し老人人口が増加しており、少子高齢化が進行している
ことが伺える。（別表第２）

栗山町国民保護計画（変更案） 新旧対照表
編

章

第１編 第4章

第１編 第4章

頁
7

８

変更後
第１編

総

論

現 行
第１編

総

変更理由

論

第４章 町の地理的、社会的特徴
(4) 道路の位置等

第４章 町の地理的、社会的特徴
(4) 道路の位置等

道路は、岩見沢～苫小牧を結ぶ要路として町を縦貫
する国道２３４号線と札幌～帯広を結ぶ要路として町を
横断する国道２７４号線とが重要幹線道路としての役割
を果たしている。そのほか道道８路線、町道３４９路線と
なっている。

道路は、岩見沢～苫小牧を結ぶ要路として町を縦貫
する国道２３４号線と札幌～帯広を結ぶ要路として町を
横断する国道２７４号線とが重要幹線道路としての役割
を果たしている。そのほか道道８路線、町道３３５路線と 道路路線数の修正
なっている。

第１編

第１編

総

論

第４章 町の地理的、社会的特徴
(5) 鉄道の位置等

総

論

第４章 町の地理的、社会的特徴
(5) 鉄道の位置等

鉄道は、ＪＲ室蘭 線栗山駅があり、苫小牧～岩見沢 鉄道は、ＪＲ室蘭本線栗山駅があり、苫小牧～岩見沢
間を上り７本、下り７本、計１４本の運行がされている。
間を上り７本、下り８本、計１５本の運行がされている。

「室蘭本線」を「室蘭線」
鉄道運行本数の修正

栗山町国民保護計画（変更案） 新旧対照表
編

章

第２編 第1章

頁
１５

変更後

現 行

変更理由

第２編 平素からの備えや予防

第２編 平素からの備えや予防

第１章 組織・体制の整備等
第1-１ 町の各課室における平素の業務

第１章 組織・体制の整備等
第1-１ 町の各課室における平素の業務

課室名

平素の業務

課室名

平素の業務

環境政策課

・廃棄物処理に関すること

環境生活課

・廃棄物処理に関すること

保健福祉課

・高齢者、障害者その他特に配慮を要する者
の安全確保及び支援体制の整備に関するこ
と
・安否情報の収集体制の整備に関すること

住民福祉課

・高齢者、障害者その他特に配慮を要する者
の安全確保及び支援体制の整備に関するこ
と
・安否情報の収集体制の整備に関すること
・関係機関との連携に関すること

デイサービス

・給食施設の応急利用に関すること

・農業団体との連絡調整に関すること
・商工労働団体との連絡調整に関すること
・生活関連等施設の把握及び対策に関す
ること

産業振興課

・農業団体との連絡調整に関すること
・商工労働団体との連絡調整に関すること
・生活関連等施設の把握及び対策に関す
ること
・商工業関係機関との連絡調整に関すること

・他課室への応援に関すること

農業委員会
出納室
選挙管理委員会

産業振興課
ブランド推進課

農業委員会
出納室
選挙管理委員会
若者定住推進室

ブランド推進室

・他課室への応援に関すること

機構改革等による

栗山町国民保護計画（変更案） 新旧対照表
編

章

第２編 第1章

第２編 第1章

第２編 第1章

頁
１９

２１

２２

変更後

現 行

変更理由

第２編 平素からの備えや予防

第２編 平素からの備えや予防

第１章 組織・体制の整備等
第１-４-（１）国民の権利利益の迅速な救済

第１章 組織・体制の整備等
第１-４-（１）国民の権利利益の迅速な救済

町は、武力攻撃事態等の認定が発生した場合には、
国民保護措置の実施に伴う損失補償、国民保護措置に
係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の
救済に係る手続を迅速に処理するため、国民からの問
い合わせに対応するための総合的な窓口を開設し、以
下のとおり担当課を定める。
また、必要に応じ外部の専門家等の協力を得ることな
どにより、国民の権利利益の救済のため迅速に対応す
る。

町は、武力攻撃事態等の認定があった場合には、国 文言の修正
民保護措置の実施に伴う損失補償、国民保護措置に係
る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救
済に係る手続を迅速に処理するため、国民からの問い
合わせに対応するための総合的な窓口を開設し、以下
のとおり担当課を定める。
また、必要に応じ外部の専門家等の協力を得ることな
どにより、国民の権利利益の救済のため迅速に対応す
る。

第２編 平素からの備えや予防

第２編 平素からの備えや予防

第１章 組織・体制の整備等
第2-５-（２）ボランティア団体等に対する支援

第１章 組織・体制の整備等
第2-５-（２）ボランティア団体等に対する支援

町は、防災のための連携体制を踏まえ、日本赤十字
社北海道支部、栗山町社会福祉協議会その他のボラン
ティア関係団体等との連携を図り、武力攻撃事態等に
おいてボランティア活動が円滑に行われるよう、その活
動環境の整備を図るよう努める。

町は、防災のための連携体制を踏まえ、日本赤十字
社北海道支部、社会福祉協議会その他のボランティア 「栗山町」を追加
関係団体等との連携を図り、武力攻撃事態等において
ボランティア活動が円滑に行われるよう、その活動環境
の整備を図るよう努める。

第２編 平素からの備えや予防

第２編 平素からの備えや予防

第１章 組織・体制の整備等
第3-（１） 非常通信体制の整備

第１章 組織・体制の整備等
第3-（１） 非常通信体制の整備

町は、国民保護措置の実施に関し、非常通信体制の
整備、重要通信の確保に関する対策の推進を図るもの
とし、自然災害その他の非常時における通信の円滑な
運用を図ること等を目的として、関係省庁、地方公共団
体、主要な電気通信事業者等で構成された北海道非
常通信協議会との連携に十分配慮する。

町は、国民保護措置の実施に関し、非常通信体制の 「北海道」を追加
整備、重要通信の確保に関する対策の推進を図るもの 北海道国民保護計画との整合
とし、自然災害その他の非常時における通信の円滑な
運用を図ること等を目的として、関係省庁、地方公共団
体、主要な電気通信事業者等で構成された非常通信協
議会との連携に十分配慮する。

栗山町国民保護計画（変更案） 新旧対照表
編

章

第２編 第1章

頁
２３

変更後
第２編 平素からの備えや予防

第２編 平素からの備えや予防

第１章 組織・体制の整備等
第4-１-（2）体制の整備に当たっての留意事項

第１章 組織・体制の整備等
第4-１-（2）体制の整備に当たっての留意事項

運 ・担当職員の役割・責任の明確化等を図るととも
用 に、担当職員が被害を受けた場合に備え、円滑に
面 他の職

第２編 第1章

２４

現 行

運 ・担当職員の役割・責任の明確化等を図るととも
用 に、職員担当者が被害を受けた場合に備え、円滑
面 に他の職

第２編 平素からの備えや予防

第２編 平素からの備えや予防

第１章 組織・体制の整備等
第４-２-（２）情報伝達体制の整備

第１章 組織・体制の整備等
第４-２-（２）防災行政無線の整備

変更理由

文言修正

表題の変更

町は、消防サイレン、IP告知端末、広報車、消防団及
町は、武力攻撃事態等における迅速な警報の内容の 具体的に情報伝達手段の整備につい
び自主防災組織や自治会等の地域コミュニティーを通 伝達等に必要となる同報系その他の防災行政無線の整 て記載
じた伝達等による他、指定公共機関及び指定地方公共 備に努めるなど通信体制の充実に努める。
緊急情報ネットワークシステム（Ｅｍ－Ｎ
機関である放送事業者との協力、コミュニティＦＭなどと
ｅｔ）、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥ
の連携の強化、コンピュータやデータ通信等を活用した
ＲＴ）等を追記する。
迅速な情報提供システムの構築（充実）に努め、住民に
対する迅速かつ的確な情報伝達体制の整備（充実）を
基本指針の変更による
図る。更に緊急情報ネットワークシステム（Ｅｍ－Ｎｅｔ）、
全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、等を中心に総合
行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）等の公共ネットワークの情
報通信手段を的確に運用・管理・整備する。

栗山町国民保護計画（変更案） 新旧対照表
編

章

頁

変更後

第２編 第1章

２４

第２編 平素からの備えや予防
第１章 組織・体制の整備等
第４-3-（1）安否情報の種類、収集及び報告の様式
町は、避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は
負傷した住民の安否情報（以下参照）に関して、武力攻
撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並
びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な
事項を定める省令（平成１７年総務省令第４４号。以下
「安否情報省令」という。）第１条に規定する様式第１号
及び第２号の安否情報報告書の様式により、原則とし
て、安否情報システムを用いて道に報告する。

第２編 平素からの備えや予防
第１章 組織・体制の整備等
第４-3-（1）安否情報の種類、収集及び報告の様式
町は、避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は
負傷した住民の安否情報（以下参照）に関して、武力攻
撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並
びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な
事項を定める省令（平成１７年総務省令第４４号。以下
「安否情報省令」という。）第１条に規定する様式第１号 安否情報システムの運用開始に伴う表
及び第２号により収集を行い、第２条に規定する様式第 現の変更
３号の安否情報報告書の様式により、道に報告する。
基本指針の変更による

第２編 第1章

２５

第２編 平素からの備えや予防

第２編 平素からの備えや予防

第１章 組織・体制の整備等
第４-３-（１）安否情報の種類、収集及び報告の様式

第１章 組織・体制の整備等
第４-３-（１）安否情報の種類、収集及び報告の様式

【収集・報告すべき情報】
⑤ 住所（郵便番号を含む）

【収集・報告すべき情報】
⑤ 住所

第２編 平素からの備えや予防
第１章 組織・体制の整備等
第５-２-（１） 町における訓練の実施

第２編 平素からの備えや予防
第１章 組織・体制の整備等
第５-２-（１） 町における訓練の実施

町は、近隣市町村、道、国等関係機関と共同するなど
して、国民保護措置についての訓練を実施し、武力攻
撃事態等における対処能力の向上を図る。
訓練の実施に当たっては、具体的な事態を想定し、防
災訓練におけるシナリオ作成等、既存のノウハウを活用
するとともに、道警察、自衛隊等との連携による、ＮＢＣ
攻撃等により発生する武力攻撃災害への対応訓練、広
域にわたる避難訓練等武力攻撃事態等に特有な訓練
等について、人口密集地を含む様々な場所や想定で
行うとともに、実際に資機材や様々な情報伝達手段を用
いるなど実践的なものとするよう努める。

町は、近隣市町村、道、国等関係機関と共同するなど
して、国民保護措置についての訓練を実施し、武力攻
撃事態等における対処能力の向上を図る。
訓練の実施に当たっては、具体的な事態を想定し、防
災訓練におけるシナリオ作成等、既存のノウハウを活用
するとともに、道警察、自衛隊等との連携を図る。

第２編 第1章

２６

現 行

変更理由

「（郵便番号を含む）」を追加
北海道国民保護計画との整合

訓練内容の追加
基本指針の変更による

栗山町国民保護計画（変更案） 新旧対照表
編

章

第２編 第２章

頁
２８

変更後
第２編 平素からの備えや予防

現 行

変更理由

第２編 平素からの備えや予防

第２章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関す 第２章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関す
る平素からの備え
る平素からの備え
１-（１）基礎的資料の収集
１-（１）基礎的資料の収集
【町対策本部において集約・整理すべき基礎的資料】
○ 住宅地図
（※ 人口分布、世帯数、昼夜別の人口のデータ）
○ 区域内の道路網のリスト
（※ 避難経路として想定される高速道路、国道、
道道、町道等の道路のリスト）
○ 輸送力のリスト
（※ 鉄道、バス等の運送事業者や公共交通機関の
保有する輸送力のデータ）
（※ 鉄道網やバス網、保有車両数などのデータ）
○ 避難施設のリスト（データベース策定後は、
当該データベース）
（※ 避難住民の収容能力や屋内外の別について
のリスト）
○ 備蓄物資、調達可能物資のリスト
（※ 備蓄物資の所在地、数量、区域内の主要な民間
事業者のリスト）
○ 生活関連等施設等のリスト
（※ 避難住民の誘導に影響を与えかねない一定規模
以上のもの）
○ 関係機関（国、道、民間事業者等）の連絡先一覧、
協定
（※ 特に、地図や各種のデータ等は、町対策本部に
おけるテレビの大画面上にディスプレ
ーできるようにしておくことが望ましい。）
○ 町内会・自治会等の連絡先等一覧
（※ 代表者及びその代理の者の自宅及び勤務先の
住所、連絡先等）
○ 消防機関のリスト
（※ 消防本部・署の所在地等の一覧、消防団長の
連絡先）
（※ 消防機関の装備資機材のリスト）
○ 避難行動要支援者名簿

【町対策本部において集約・整理すべき基礎的資料】
○ 住宅地図
（※ 人口分布、世帯数、昼夜別の人口のデータ）
○ 区域内の道路網のリスト
（※ 避難経路として想定される高速道路、国道、
道道、町道等の道路のリスト）
○ 輸送力のリスト
（※ 鉄道、バス等の運送事業者や公共交通機関の
保有する輸送力のデータ）
（※ 鉄道網やバス網、保有車両数などのデータ）
○ 避難施設のリスト（データベース策定後は、
当該データベース）
（※ 避難住民の収容能力や屋内外の別について
のリスト）
○ 備蓄物資、調達可能物資のリスト
（※ 備蓄物資の所在地、数量、区域内の主要な民間
事業者のリスト）
○ 生活関連等施設等のリスト
（※ 避難住民の誘導に影響を与えかねない一定規模
以上のもの）
○ 関係機関（国、道、民間事業者等）の連絡先一覧、
協定
（※ 特に、地図や各種のデータ等は、町対策本部に
おけるテレビの大画面上にディスプレ
ーできるようにしておくことが望ましい。）
○ 町内会・自治会等の連絡先等一覧
（※ 代表者及びその代理の者の自宅及び勤務先の
住所、連絡先等）
○ 消防機関のリスト
文言の修正
（※ 消防本部・署の所在地等の一覧、消防団長の
「災害時要援護者の避難支援プラン」
連絡先）
を「避難行動要支援者名簿」に修正
（※ 消防機関の装備資機材のリスト）
○ 災害時要援護者の避難支援プラン

基本指針の変更による

栗山町国民保護計画（変更案） 新旧対照表
編

章

第２編 第２章

頁
２９

変更後
第２編 平素からの備えや予防

現 行
第２編 平素からの備えや予防

第２章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関す 第２章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関す
る平素からの備え
る平素からの備え
１-（３）高齢者、障がい者等避難行動要支援者への配 １-（３）高齢者、障害者等災害時要援護者への配慮
慮
町は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、障害
町は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、障が 者等自ら避難することが困難な者の避難について、自
い者等自ら避難することが困難な者の避難について、 然災害時への対応として作成している避難支援プランを
自然災害時への対応として作成している避難行動要支 活用しつつ、災害時要援護者の避難対策を講じる。
援者名簿を活用しつつ、避難行動要支援者の避難対
その際、避難誘導時において、災害・福祉関係課を中
策を講じる。
心とした横断的な「災害時要援護者支援班」を迅速に設
その際、避難誘導時において、災害・福祉関係課を中 置できるよう職員の配置に留意する。
心とした横断的な「避難行動要支援者支援班」を迅速に
設置できるよう職員の配置に留意する。
第２編 第２章

３０

第２編 平素からの備えや予防
第２章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関す
る平素からの備え
５避難施設の指定への協力

変更理由

文言の修正
「障害者」を「障がい者」、「災害時要援
護者」を「避難行動要支援者」、「避難
支援プラン」を「避難行動要支援者名
簿」に修正
基本指針の変更による

第２編 平素からの備えや予防
第２章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関す
る平素からの備え
５避難施設の指定への協力

町は、道が行う避難施設の指定に際しては、施設の収 町は、道が行う避難施設の指定に際しては、必要な情 施設情報項目の追加
容人数、構造、保有設備等の必要な情報を提供するな 報を提供するなど道に協力する。
ど道に協力する。
町は、道が指定した避難施設に関する情報を避難施 基本指針の変更による
町は、道が指定した避難施設に関する情報を避難施 設データベース等により、道と共有するとともに、道と連
設データベース等により、道と共有するとともに、道と連 携して住民に周知する。
携して住民に周知する。

栗山町国民保護計画（変更案） 新旧対照表
編

章

第２編 第２章

頁
３１

変更後

現 行

第２編 平素からの備えや予防

変更理由

第２編 平素からの備えや予防

第２章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関す 第２章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関す
る平素からの備え
る平素からの備え
６-（１）生活関連等施設の把握等
６-（１）生活関連等施設の把握等
【生活関連等施設の種類及び所管省庁、所管道担当部
局】
国民保
護施行

各
号

第28条

5号

施設の種類

所管省庁名

核燃料物質（汚染物質を含
む）

原子力規制委員
会

6号

核原料物質

原子力規制委員
会

7号

放射性同位元素（汚染物質
を含む）

8号

毒劇薬（医薬品、医療機器
等の品質、有効性及び安全
性の確保等に関する法律）

【生活関連等施設の種類及び所管省庁、所管道担当部局】
国民保
護施行

各
号

第28条

5号

施設の種類

所管省庁名

核燃料物質（汚染物質を含
む）

文部科学省
経済産業省

6号

核原料物質

文部科学省
経済産業省

原子力規制委員
会

7号

放射性同位元素（汚染物質
を含む）

文部科学省

厚生労働省
農林水産省

8号

毒劇薬（薬事法）

厚生労働省
農林水産省

所管省庁名の修正

法律名称の変更

栗山町国民保護計画（変更案） 新旧対照表
編

章

第3編 第２章

頁
３９

変更後

現 行

第３編 武力攻撃事態等への対処

第３編 武力攻撃事態等への対処

第２章 町対策本部の設置等
町対策本部組織図

第２章 町対策本部の設置等
町対策本部組織図

本部員

教育長
各対策部長

対策部

班

班
総 務 班

財政資材班

総務対策部

調 査 班

４０

機構改革等による

対策部

総務広報班

第3編 第２章

機構改革等による「町対策本部組織
図」の変更

本部員

教育長
まちづくり総括
産業総括
建設総括
福祉総括

総務対策部

変更理由

「総務班」と「広報情報班」を統合

財政資材班
広報情報班
調 査 班

第３編 武力攻撃事態等への対処

第３編 武力攻撃事態等への対処

第２章 町対策本部の設置等
１-（３）町対策本部の組織構成及び機能

第２章 町対策本部の設置等
１-（３）町対策本部の組織構成及び機能

別紙

別紙

機構改革等による「武力攻撃事態にお
ける各部・班の役割変更

栗山町国民保護計画（変更案） 新旧対照表
編

章

第3編 第２章

頁
４２

変更後

現 行

第３編 武力攻撃事態等への対処
第２章 町対策本部の設置等
１-（４）町対策本部における広報等

変更理由

第３編 武力攻撃事態等への対処
第２章 町対策本部の設置等
１-（４）町対策本部における広報等

④ その他関係する報道機関
【関係報道機関一覧】
名

称

北海道新聞社 栗山支

第3編 第２章

４３

連 絡 先
Tel 0123-72-0034 Fax 0123-72-

第３編 武力攻撃事態等への対処
第２章 町対策本部の設置等
１-（５）町現地対策本部の設置

名

称

連 絡 先

北海道新聞社 栗山支

Tel 0123-72-0034 Fax 0123-72-

南空知新報社

Tel 0123-72-5735 Fax 0123-72-

「南空知新報社」を削除

第３編 武力攻撃事態等への対処
第２章 町対策本部の設置等
（5）「町現地対策本部の設置」を新設
北海道国民保護計画との整合

町長は、被災現地における国民保護措置の的確かつ
迅速な実施並びに国、道等の対策本部との連絡及び調
整等のため現地における対策が必要であると認めるとき
は、町対策本部の事務の一部を行うため、町現地対策
本部を設置する。
町現地対策本部長や町現地対策本部員は、町対策
副本部長、町対策本部員その他の職員のうちから町対
策本部長が指名する者をもって充てる。
１-（６）現地調整所の設置

１-（５）現地調整所の設置

町長は、武力攻撃による災害が発生した場合、その
被害の軽減及び現地において措置に当たる要員の安
全を確保するため、現場における関係機関（道、消防機
関、道警察、自衛隊、医療機関等）の活動を円滑に調
整する必要があると認めるときは、現地調整所を設置
し、（又は関係機関により現地調整所が設置されている
場合は職員を派遣し、）関係機関との情報共有及び活
動調整を行う。

町長は、武力攻撃による災害が発生した場合、その被
害の軽減及び現地において措置に当たる要員の安全を
確保するため、現場における関係機関（道、消防機関、
道警察、自衛隊、医療機関等）の活動を円滑に調整す
る必要があると認めるときは、現地調整所を設置し、（又
は関係機関により現地調整所が設置されている場合は
職員を派遣し、）関係機関との情報共有及び活動調整
を行う。

（５）を（６）に繰り下げ

栗山町国民保護計画（変更案） 新旧対照表
編

章

第3編 第３章

第3編 第４章

頁
４８

５１

変更後

現 行

変更理由

第３編 武力攻撃事態等への対処
第３章 関係機関相互の連携
７-（２）ボランティア活動への支援等

第３編 武力攻撃事態等への対処
第３章 関係機関相互の連携
７-（２）ボランティア活動への支援等

町は、武力攻撃事態等におけるボランティア活動に
際しては、その安全を十分に確保する必要があることか
ら、武力攻撃事態等の状況を踏まえ、その可否を判断
する。
また、町は、安全の確保が十分であると判断した場合
には、道、栗山町社会福祉協議会と連携して、ボラン
ティア関係団体等と相互に協力し、被災地又は避難先
地域におけるニーズや活動状況の把握、ボランティアへ
の情報提供、ボランティアの生活環境への配慮、避難
所等に臨時に設置されるボランティア・センター等にお
ける登録・派遣調整等の受入体制の確保等に努め、そ
の技能等の効果的な活用を図る。
第３編 武力攻撃事態等への対処
第４章 警報及び避難の指示等
第１-２ 警報の内容の伝達方法

町は、武力攻撃事態等におけるボランティア活動に際
しては、その安全を十分に確保する必要があることから、
武力攻撃事態等の状況を踏まえ、その可否を判断す
る。
また、町は、安全の確保が十分であると判断した場合 「、栗山町社会福祉協議会」を追加
には、道と連携して、ボランティア関係団体等と相互に協
力し、被災地又は避難先地域におけるニーズや活動状
況の把握、ボランティアへの情報提供、ボランティアの生
活環境への配慮、避難所等に臨時に設置されるボラン
ティア・センター等における登録・派遣調整等の受入体
制の確保等に努め、その技能等の効果的な活用を図
る。
第３編 武力攻撃事態等への対処
第４章 警報及び避難の指示等
第１-２ 警報の内容の伝達方法

(1)警報の内容は、緊急情報ネットワークシステム（Emnet）、全国瞬時警報システム（J-ALERT）等を活用し、
地方公共団体に伝達される。町長は、全国瞬時警報シ
ステム（J-ALERT）と連携している情報伝達手段等によ
り、原則として以下の要領により情報を伝達する。
(2)町長は、消防機関と連携し、あるいは自治会等の自
発的な協力を得ることなどにより、各世帯等に警報の内
容を伝達することができるよう、体制の整備に努める。
この場合において、消防本部は保有する車両・装備を
有効に活用し、巡回等による伝達を行うとともに、消防
団は、平素からの地域との密接なつながりを活かし、自
治会や避難行動要支援者等への個別の伝達を行うな
ど、それぞれの特性を活かした効率的な伝達が行なわ
れるように配意する。
(3) 警報の内容の伝達においては、特に、高齢者、障害
者、外国人等に対する伝達に配慮するものとし、具体的
には、避難行動要支援者について、防災・福祉関係課
との連携の下で、避難行動要支援者名簿を活用するな
ど、避難行動要支援者に迅速に正しい情報が伝達さ
れ、避難などに備えられるような体制の整備に努める。

(1)警報の内容の伝達方法については、当面の間は、現 エムネット、Ｊアラートの運用開始に伴う
在町が保有する伝達手段に基づき、原則として以下の 表現の変更
要領により行う。
(2)町長は、消防機関と連携し、あるいは自治会等の自
発的な協力を得ることなどにより、各世帯等に警報の内
容を伝達することができるよう、体制の整備に努める。
この場合において、消防本部は保有する車両・装備を
有効に活用し、巡回等による伝達を行うとともに、消防団
は、平素からの地域との密接なつながりを活かし、自治 「避難行動要支援者」を追加
会等への個別の伝達を行うなど、それぞれの特性を活
かした効率的な伝達が行なわれるように配意する。
(3) 警報の内容の伝達においては、特に、高齢者、障害
者、外国人等に対する伝達に配慮するものとし、具体的
には、災害時要援護者について、防災・福祉関係課との
連携の下で避難支援プランを活用するなど、災害時要
援護者に迅速に正しい情報が伝達され、避難などに備
えられるような体制の整備に努める。

「災害時要援護者」を「避難行動要支
援者」、「避難支援プラン」を「、避難行
動要支援者名簿」に修正
基本指針の変更による

栗山町国民保護計画（変更案） 新旧対照表
編

章

第3編 第４章

頁

変更後

現 行

５４

第３編 武力攻撃事態等への対処
第４章 警報及び避難の指示等
第２-２-（３） 避難実施要領の策定の際における考慮事
項

第３編 武力攻撃事態等への対処
第４章 警報及び避難の指示等
第２-２-（３） 避難実施要領の策定の際における考慮事
項

⑥ 避難行動要支援者の避難方法の決定（避難支援プ ⑥ 要援護者の避難方法の決定（避難支援プラン、災
ラン、避難行動要支援者支援班の設置）
害時要援護者支援班の設置）
第3編 第４章

第3編 第４章

５５

５６

第３編 武力攻撃事態等への対処

第３編 武力攻撃事態等への対処

第４章 警報及び避難の指示等
第2-３-（２）消防機関の活動

第４章 警報及び避難の指示等
第2-３-（２）消防機関の活動

消防本部及び消防署は、消火活動及び救助・救急活
動の状況を勘案しつつ、町長の定める避難実施要領に
基づき、要所に消防車両等を配置し、車載の拡声器を
活用する等効果的な誘導を実施するとともに、避難行動
要支援者の人員輸送車両等による運送を行う等保有す
る装備を有効活用した避難住民の誘導を行う。
消防団は、消火活動及び救助・救急活動について、
消防本部又は消防署と連携しつつ、自治会等と連携し
た避難住民の誘導を行うとともに、避難行動要支援者に
関する情報の確認や要避難地域内残留者の確認等を
担当する等地域とのつながりを活かした活動を行う。
第３編 武力攻撃事態等への対処
第４章 警報及び避難の指示等
第2-３-（６）高齢者、障がい者等への配慮

消防本部及び消防署は、消火活動及び救助・救急活
動の状況を勘案しつつ、町長の定める避難実施要領に
基づき、要所に消防車両等を配置し、車載の拡声器を
活用する等効果的な誘導を実施するとともに、自力歩行
困難な災害時要援護者の人員輸送車両等による運送を
行う等保有する装備を有効活用した避難住民の誘導を
行う。
消防団は、消火活動及び救助・救急活動について、
消防本部又は消防署と連携しつつ、自治会等と連携し
た避難住民の誘導を行うとともに、災害時要援護者に関
する情報の確認や要避難地域内残留者の確認等を担
当する等地域とのつながりを活かした活動を行う。
第３編 武力攻撃事態等への対処
第４章 警報及び避難の指示等
第2-３-（６）高齢者、障害者等への配慮

町長は、高齢者、障がい者等の避難を万全に行うた
め、避難行動要支援者支援班を設置し、社会福祉協議
会、民生委員、福祉事業者、障がい者団体等と協力し
て、避難行動要支援者への連絡、運送手段の確保を的
確に行うものとする。
（ゲリラ・特殊部隊による攻撃等に際しては、被害が局
地的、限定的なものにとどまることも多いことから、時間
的余裕がなく、移動により攻撃に巻き込まれる可能性が
高い場合は、屋内への避難を現実的な避難方法として
検討せざるを得ない場合もあり得る。）

町長は、高齢者、障害者等の避難を万全に行うため、
災害時要援護者支援班を設置し、社会福祉協議会、民
生委員、介護保険制度関係者、障害者団体等と協力し
て、災害時要援護者への連絡、運送手段の確保を的確
に行うものとする。
（ゲリラ・特殊部隊による攻撃等に際しては、被害が局
地的、限定的なものにとどまることも多いことから、時間
的余裕がなく、移動により攻撃に巻き込まれる可能性が
高い場合は、屋内への避難を現実的な避難方法として
検討せざるを得ない場合もあり得る。）

変更理由

「要援護者」を「避難行動要支援者」
に、「災害時要援護者支援班」を「避難
行動要支援者支援班」に修正

文言の修正
「自力歩行困難な災害時要援護者」
「災害時要援護者」を「避難行動要支
援者」に修正
基本指針の変更による

文言の修正
「障害者」を「障がい者」、「災害時要援
護者」を「避難行動要支援者」、「介護
保険制度関係者」を「福祉事業者」に修
正
北海道国民保護計画との整合

栗山町国民保護計画（変更案） 新旧対照表
編

章

頁
５６
第3編 第４章
～５７

変更後

現 行

第３編 武力攻撃事態等への対処

第３編 武力攻撃事態等への対処

第４章 警報及び避難の指示等
第2-３（７）大規模集客施設等における当該施設滞在者等の
避難

第４章 警報及び避難の指示等
基本指針の変更による「大規模集客施
設等における当該施設滞在者等の避
難」の新設
基本指針の変更による

町は、大規模集客施設や旅客輸送関連施設に対し
て、施設管理者と連携し、施設の特性に応じ当該施設
などに滞在する者等についても、避難等の国民保護措
置が円滑に実施できるよう必要な対策をとるものとする。
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

第3編 第４章

５８

残留者等への対応
避難所等における安全確保等
動物の保護等に関する配慮
通行禁止措置の周知
道に対する要請等
避難住民の運送の求め等
避難住民の復帰のための措置

変更理由

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

残留者等への対応
避難所等における安全確保等
動物の保護等に関する配慮
通行禁止措置の周知
道に対する要請等
避難住民の運送の求め等
避難住民の復帰のための措置

項番号の繰り下げ

第３編 武力攻撃事態等への対処
第４章 警報及び避難の指示等
第2-３避難住民の誘導 弾道ミサイル攻撃の場合

第３編 武力攻撃事態等への対処
第４章 警報及び避難の指示等
第2-３避難住民の誘導 弾道ミサイル攻撃の場合

※弾道ミサイル攻撃については、発射の兆候を事前に
察知した場合でも、発射された段階で攻撃目標を特定
することは極めて困難であり、また、弾道ミサイルの主体
（国又は国に準じる者）の意図等により攻撃目標は変化
するとともに、その保有する弾道ミサイルの精度により、
実際の着弾地点は変わってくる。
このため、町は、弾道ミサイル発射時に住民が適切な
行動をとることができるよう、全国瞬時警報システム（Ｊ-Ａ
ＬＥＲＴ）による情報伝達及び弾道ミサイル落下時の行動
について平素から周知に努めるとともに、弾道ミサイル
が発射された場合には、すべての市町村に着弾の可能
性があり得るものとして、対応を考える必要がある。

※ 弾道ミサイル攻撃については、発射の兆候を事前に
察知した場合でも、発射された段階で攻撃目標を特定
することは極めて困難である。
このため、弾道ミサイルの主体（国又は国に準じる者）
の意図等により攻撃目標は変化するとともに、その保有
する弾道ミサイルの精度により、実際の着弾地点は変わ
ってくる。このため、すべての市町村に着弾の可能性が 弾道ミサイル攻撃の場合の住民周知の
あり得るものとして、対応を考える必要がある。
方法について追加
基本指針の変更による

栗山町国民保護計画（変更案） 新旧対照表
編

章

第3編 第５章

第3編 第５章

頁
６０

６１

変更後

現 行

第３編 武力攻撃事態等への対処
第５章 救援
１－(1) 救援の実施

第３編 武力攻撃事態等への対処
第５章 救援
１－(1) 救援の実施

⑨ 遺体の捜索及び処理

⑨ 死体の捜索及び処理

第３編 武力攻撃事態等への対処
第５章 救援
３-（１）救援の基準等

第３編 武力攻撃事態等への対処
第５章 救援
３-（１）救援の基準等

町長は、１の(1)の通知があった場合は、「武力攻撃
事態等における国民の保護のための措置に関する法律
による救援の程度及び方法の基準」（平成２５年内閣府
告示第２２９号。以下「救援の程度及び基準」という。）及
び道国民保護計画の内容に基づき救援の措置を行う。
町長は、救援の程度及び基準によっては救援の適切な
実施が困難であると判断する場合には、知事に対し、内
閣総理大臣に特別な基準の設定についての意見を申
し出るよう要請する。

町長は、１の(1)の通知があった場合は、「武力攻撃
事態等における国民の保護のための措置に関する法律
による救援の程度及び方法の基準」（平成１６年厚生労
働省告示第３４３号。以下「救援の程度及び基準」とい
う。）及び道国民保護計画の内容に基づき救援の措置
を行う。
町長は、救援の程度及び基準によっては救援の適切な
実施が困難であると判断する場合には、知事に対し、厚
生労働大臣に特別な基準の設定についての意見を申し
出るよう要請する。

変更理由

用語の修正
「死体」を「遺体」に修正

救護事務の移管による
「平成１６年厚生労働省告示第３４３号」
を「平成２５年内閣府告示第２２９号」に
修正
「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に
修正

栗山町国民保護計画（変更案） 新旧対照表
編

章

第3編 第５章

第3編 第６章

頁
６４

６７

変更後

現 行

第３編 武力攻撃事態等への対処

第３編 武力攻撃事態等への対処

第５章 救援
３-（３）-⑧学用品の給与

第５章 救援
３-（３）-⑧学用品の給与

道と緊密に連携しつつ、小学校児童（特別支援学校
の小学部児童を含む。）、中学校生徒（中等教育学校の
前期課程及び特別支援学校の中学部生徒を含む。）及
び高等学校等生徒（高等学校（定時制の課程及び通信
制の課程を含む。）、中等教育学校の後期課程、特別
支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校及び各
種校の生徒をいう。）の被災状況を情報収集し、学用品
（教科書、文房具及び通学用品をいう。）を喪失又は損
傷し、就学上支障がある場合は、被害の実情に応じ、学
用品を給与する措置を講ずる。
⑨遺体の捜索及び処理
ア 遺体の捜索
遺体の捜索について、道警察、消防機関及び自
衛隊と連携して実施する。
イ 遺体の処理
捜索等の結果、武力攻撃災害の際に死亡した者
で社会混乱のため、その遺族が処置を行えない
場合又は遺族がいない場合、関係機関と連携し、
遺体の洗浄、縫合、消毒等の処理、死体の一次
保存（原則既存の建物）、検案等の措置を行う。

道と緊密に連携しつつ、小学校児童（盲学校、聾学校
及び養護学校（以下「特殊教育諸学校」という。）の小学
部児童を含む。）、中学校生徒（中等教育学校の前期課
程及び特殊教育諸学校の中学部生徒を含む。）及び高
等学校等生徒（高等学校（定時制の課程及び通信制の
課程を含む。）、中等教育学校の後期課程、特殊教育
諸学校の高等部、高等専門学校、専修学校及び各種学
校の生徒をいう。）の被災状況を情報収集し、学用品（教
科書、文房具及び通学用品をいう。）を喪失又は損傷
し、就学上支障がある場合は、被害の実情に応じ、学用
品を給与する措置を講ずる。
⑨死体の捜索及び処理
ア 死体の捜索
死体の捜索について、道警察、消防機関及び自
衛隊と連携して実施する。
イ 遺体の処理
捜索等の結果、武力攻撃災害の際に死亡した者
で社会混乱のため、その遺族が処置を行えない
場合又は遺族がいない場合、関係機関と連携し、
死体の洗浄、縫合、消毒等の処理、死体の一次
保存（原則 既存の建物）、検案等の措置を行う。

第３編 武力攻撃事態等への対処

第３編 武力攻撃事態等への対処

第６章 安否情報の収集・提供
収集項目
１避難住民・負傷住民

第６章 安否情報の収集・提供
収集項目
１避難住民・負傷住民

①氏名
②フリガナ
③出生の年月日
④男女の別
⑤住所（郵便番号を含む）

①氏名
②フリガナ
③出生の年月日
④男女の別
⑤住所

変更理由

学校教育法の一部改正
学校名の修正

文言の修正
「死体」を「遺体」に修正

「（郵便番号を含む）」を追加
北海道国民保護計画との整合

栗山町国民保護計画（変更案） 新旧対照表
編

章

第3編 第６章

第3編 第６章

頁

変更後

６７
第３編 武力攻撃事態等への対処
～６８
第６章 安否情報の収集・提供
２-（１）安否情報の収集

６８

現 行

変更理由

第３編 武力攻撃事態等への対処
第６章 安否情報の収集・提供
２-（１）安否情報の収集

町は、避難所において安否情報の収集を行うほか、
平素から把握している町が管理する諸学校等からの情
報収集、道警察への照会などにより安否情報の収集を
行う。
安否情報の収集に当たっては、避難住民又は武力攻
撃災害により負傷した住民については安否情報省令第
１条に規定する様式第１号を、武力攻撃災害により死亡
した住民については同様式第２号を用いて行う。
また、安否情報の収集は、避難所において、避難住
民から任意で収集した情報のほか、住民基本台帳等町
が平素から行政事務の円滑な遂行のために保有する情
報等を活用して行う。

町は、避難所において安否情報の収集を行うほか、
平素から把握している町が管理する諸学校等からの情
報収集、道警察への照会などにより安否情報の収集を
行う。
安否情報の収集に当たっては、避難住民又は武力攻
撃災害により負傷した住民については安否情報省令第
１条に規定する様式第１号を、武力攻撃災害により死亡
した住民については同様式第２号を用いて行う。
また、安否情報の収集は、避難所において、避難住 外国人登録制度廃止に伴う文言の削
民から任意で収集した情報のほか、住民基本台帳、外 除
国人登録原票等町が平素から行政事務の円滑な遂行
のために保有する情報等を活用して行う。

第３編 武力攻撃事態等への対処
第６章 安否情報の収集・提供
３ 道に対する報告

第３編 武力攻撃事態等への対処
第６章 安否情報の収集・提供
３ 道に対する報告

安否情報システム運用開始に伴う表現
町は、道への報告に当たっては、原則として、安否情
町は、道への報告に当たっては、原則として、安否情 の変更
報省令第１条に規定する様式第３号に必要事項を記載 報省令第２条に規定する様式第３号に必要事項を記載
した書面（電磁的記録を含む）を、安否情報システム等 し道に送付する。
基本指針の変更による
により道に送付する。ただし、事態が急迫してこれらの
方法によることができない場合は、口頭や電話などでの
報告を行う。

栗山町国民保護計画（変更案） 新旧対照表
編

章

第3編 第７章

第3編 第７章

頁
７８

７９

変更後

現 行

変更理由

第３編 武力攻撃事態等への対処

第３編 武力攻撃事態等への対処

第７章 武力攻撃災害への対処
第４-（４）汚染原因に応じた対応

第７章 武力攻撃災害への対処
第４-（４）汚染原因に応じた対応

町は、ＮＢＣ攻撃のそれぞれの汚染原因に応じて、国
及び道との連携の下、それぞれ次の点に留意して措置
を講ずる。
①核攻撃等の場合
・町は、核攻撃等による災害が発生した場合、国の対策
本部による汚染範囲の特定を補助するため、汚染の範
囲特定に資する被災情報を道に直ちに報告する。
・措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、被
ばく線量の管理を行いつつ、活動を実施させる。
・町は、避難住民等（輸送に使用する車両及びその乗
務員を含む。）の避難退域時検査及び簡易除染その他
放射性物質による汚染の拡大を防止するため、住民等
へ向け、避難退域時検査場所、災害の概要、避難に必
要な情報提供に努めるものとする。
・町長は、必要に応じ、安定ヨウ素剤の予防服用の実施
及び飲食物の摂取制限等の措置について、北海道地
域防災計画（原子力防災計画編）に準じて行うものとす
る。

町は、ＮＢＣ攻撃のそれぞれの汚染原因に応じて、国
及び道との連携の下、それぞれ次の点に留意して措置
を講ずる。
①核攻撃等の場合
文言等の整理
町は、核攻撃等による災害が発生した場合、国の対策
本部による汚染範囲の特定を補助するため、汚染の範
囲特定に資する被災情報を道に直ちに報告する。
また、措置に当たる要員に防護服を着用させるととも
に、被ばく線量の管理を行いつつ、活動を実施させる。
核攻撃等の対応に係る追記
基本指針の変更による

第３編 武力攻撃事態等への対処

第３編 武力攻撃事態等への対処

第７章 武力攻撃災害への対処
第７章 武力攻撃災害への対処
第４-（５）町長及び関係消防組合の管理者若しくは長の 第４-（５）町長及び関係消防組合の管理者若しくは長の
権限
権限
法第108条
1号

対象物件等
飲食物、衣類、寝具その他の物

法第108条
1号

対象物件等
飲食物、衣類、寝具その他の物

2号

生活の用に供する水

2号

生活の用に供する水

3号

遺体

3号

死体

文言の修正
「死体」を「遺体」に修正

栗山町国民保護計画（変更案） 新旧対照表
編

章

第3編 第９章

頁
８３

変更後

現 行

第３編 武力攻撃事態等への対処

第３編 武力攻撃事態等への対処

第９章 保健衛生の確保その他の措置
２-（２）廃棄物処理対策

第９章 保健衛生の確保その他の措置
２-（２）廃棄物処理対策

① 町は、地域防災計画の定めに準じて、「災害廃棄物 ① 町は、地域防災計画の定めに準じて、「震災廃棄物
対策指針」（平成２６年３月環境省大臣官房廃棄物・リサ 対策指針」（平成１０年厚生省生活衛生局作成）等を参
イクル部）等を参考としつつ、廃棄物処理体制を整備す 考としつつ、廃棄物処理体制を整備する。
る。

変更理由

「災害廃棄物対策指針」（平成２６年３
月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル
部）
への修正
基本指針の変更による

