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（参考資料） 

夕 張 市 防 災 会 議 条 例                   

 

昭和38年3月25日 

条 例 第 1 3 号          

 

（目    的） 

第１条  この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第16条第6項の規定に基づき、夕張市防災

会議（以下「防災会議」という）の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。 

（所掌事務） 

第２条  防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

     (1)  夕張市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

     (2)  市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

     (3)  前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

     (4)  水防計画を調査審議すること。 

(5) 前4号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務。 

（会長及び委員） 

第３条  防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

    ２  会長は、市長をもって充てる。 

    ３  会長は、会務を総理する。 

    ４  会長に事故あるときは、予めその指名する委員がその職務を代理する。 

    ５  委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 

     (1)  指定地方行政機関の職員のうちから、市長が任命する者 

     (2)  北海道の知事の部内の職員のうちから、市長が任命する者 

     (3)  北海道警察の警察官のうちから、市長が任命する者 

     (4)  市長がその部内の職員のうちから指名する者 

     (5)  教育長 

     (6)  消防長及び消防団長 

     (7)  指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから、市長が任命する者 

     (8)  その他市長が特に必要と認めて任命する者 

    ６  委員の定数は、30人以内とする。 

    ７  第5項第8号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とす

る。 

    ８  前項の委員は、再任されることが出来る。 

（専門委員） 

第４条  防災会議は、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことが出来る。 

    ２  専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指

定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。 

    ３  専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

（委    任） 

第５条  この条例に定めるもののほか、防災会議の議事、その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が

防災会議にはかって定める。
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        附    則 

      この条例は、公布の日から施行する。 

        附    則 （昭和62年3月13日条例第5号） 

      この条例は、公布の日から施行する。 

        附    則 （平成11年12月17日条例第33号） 

      この条例は、平成12年4月1日から施行する。 

        附    則 （平成12年6月15日条例第34号） 

      この条例は、公布の日から施行する。 

        附    則 （平成14年6月27日条例第22号） 

      この条例は、公布の日から施行する。 

    附  則 （平成19年6月28日条例第79号） 

   この条例は、公布の日から施行する。 

    附  則 （平成24年9月 日条例第 号） 

   この条例は、公布の日から施行する。 

 

夕張市防災会議運営要綱                

（目    的） 

第１条  夕張市防災会議（以下「防災会議」という）の運営については、災害対策基本法（昭和 36 年法律第

223号）及び夕張市防災会議条例（昭和38年条例第13号）に定めるほか、この要綱の定めるところに

よる。 

（会長の職務代理） 

第２条  防災会議の会長（以下「会長」という）に事故があるときは、防災会議委員（以下「委員」という）

である夕張市副市長が、その職務を代理する。 

（防災会議の招集及び代理出席） 

第３条  防災会議は、会長が招集し、会議の議長となる。 

    ２  委員は必要があると認めるときは、会長に対して防災会議の招集を求めることが出来る。 

    ３  会長は前項の招集要求に対し緊急を要すると認めるときは、防災会議を招集する。 

    ４  委員が事故のため出席出来ないときは、当該委員の指名した者をもって代理出席することが出来る。 

（会議の定足数） 

第４条  防災会議は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことが出来ない。ただし、緊急

を要するときはこの限りではない。 

（表    決） 

第５条  防災会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。 

（幹    事） 

第６条  防災会議に幹事若干名を置く。 

    ２  幹事は、防災会議の委員の属する機関の職員のうちから市長が任命する。 

    ３  幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。 

（会長への委任） 

第７条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。 
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夕張市災害対策本部条例              

昭和38年3月25日        

条例第１４号        

改正 昭和40年6月17日条例第23号             昭和57年10月1日条例第30号            

                                        昭和62年 3月13日条例第 5号            

 

（目    的） 

第１条  この条例は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 23条の 2第 8項の規定に基

づき、夕張市災害対策本部（以下「災害対策本部」という）に関し、必要な事項を定める

ことを目的とする。 

（組    織） 

第２条  災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総轄し、所部の職員を指揮監督する。 

    ２  災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、そ

の職務を代理する。 

    ３  災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

（   班   ） 

第３条  災害対策本部に班を置くことが出来る。 

    ２  班に属すべき災害対策本部員その他の職員は、災害対策本部長が定める。 

    ３  班に班長を置き、災害対策本部員のうちから災害対策本部長が指名する。 

    ４  班長は、班の事務を掌理する。 

（雑    則） 

第４条  この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定

める。 

            附    則 

        この条例は、公布の日から施行する。 

            附    則（昭和 40年 6月 17日条例第 23号） 

        この条例は、公布の日から施行する。 

            附    則（昭和 57年 10月 1日条例第 30号） 

        この条例は、公布の日から施行する。 

            附    則（昭和 62年 3月 13日条例第 5号） 

        この条例は、公布の日から施行する。 

            附    則（平成 9年 9月 24日条例第 37号） 

        この条例は、公布の日から施行する。 

            附  則（平成 24年 9月 日条例第 号） 

    この条例は、公布の日から施行する。 
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夕 張 市 災 害 対 策 本 部 運 営 要 綱                 

 

（趣    旨） 

第１条  夕張市災害対策本部の運営等については、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223

号）及び夕張市災害対策本部条例（昭和 38 年条例第 13 号）に定めがあるもののほ

か、この要綱の定めるところによる。 

 

（災害対策副本部長） 

第２条  災害対策副本部長は、副市長をもって充てる。 

 

（災害対策本部員） 

第３条  災害対策本部員（以下「本部員」という）は教育長、消防長、各課長及び別に指

名する者をもって充てる。 

 

（対 策 班） 

第４条  災害対策本部に次の班を置く。ただし、災害の状況により一部の班を設置しない

ことが出来る。 

      (1) 総括班         (6) 土木水道班            

      (2) 財務調査班    (7) 医療班            

      (3) 避難救護班      (8) 教育対策班         

      (4) 環境衛生班      (9) 防災活動班 

      (5) 建設班    

    ２  班長は、各課長及び別に指名する者をもって充てる。 

    ３  班に属すべき職員は、別に定めるところによる。 

 

（本部員会議） 

第５条  本部員会議は、災害対策に関し、災害予防又は災害応急対策の重要事項を協議し、

その推進にあたる。 

 

（本部の庶務） 

第６条  本部の庶務は、総務課において処理する。 
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北海道震災建築物応急危険度判定士認定制度要綱 

第１  趣    旨 

  この要綱は、地震により被害を受けた建築物による人的被害を防止するため、被災建築物の危険度の判

定を行う北海道震災建築物応急危険度判定士（以下「応急危険度判定士」という。）の判定に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

第２  定    義 

１  この要綱において「応急危険度判定士」とは、地震により被害を受けた建築物が余震等に対し、引き

続き安全に使用出来るかを判定することをいう。 

２  この要綱において「応急危険度判定士」とは、知事の認定を受け、応急危険度判定を行う者をいう。 

第３  応急危険度判定士の任務 

１  応急危険度判定士は、地方公共団体の依頼により応急危険度判定を行うものとする。  

２  応急危険度判定士は、判定作業中、常時認定証を携帯するものとする。 

第４  認定等 

１  応急危険度判定士は、道内に在住し、次の各号のいずれかに該当する者で、第 5 の講習を終了した者

の中から知事が認定するものとする。 

   (1)  別表に定める事項に該当する者 

   (2)  前号に規定する者のほか、知事が認めた者 

２  第 1 項の規定により認定を受けようとする者は、応急危険度判定士認定申請書により知事に申請しな

ければならない。 

第４の２ 他都府県の認定者等 

 他の都府県等で応急危険度判定士と同等の認定を受けていた者は、第５の講習会を終了した者とみなし

て第４の規定を適用することができる。この場合において、その認定を受けていたことを証する書類の写

しを添付し、知事に申請するものとする。 

第５  認定講習 

１  応急危険度判定士の認定を申請しようとする者は、知事が行う北海道震災建築物応急危険度判定士認

定講習（以下「講習」という。）を受けなければならない。 

２  講習は、次の各号に掲げる内容につき、必要な講習を行うものとする。 

   (1)総論 

   (2)応急危険度判定制度 

   (3)応急危険度判定技術 

      ア  共通の事項 

      イ  建築構造ごとの判定技術 

第６  認定証の交付 

１  知事は、申請者が応急危険度判定士として適格と認めたときは、応急危険度判定士台帳（以下「台帳」

という。）に登録し、応急危険度判定士認定証（以下「認定証」という。）を交付するものとする。 

２  知事は、申請者が応急危険度判定士として適格でないと認めたときは、認定しないことが出来る。こ

の場合において知事は、申請者に認定しない旨を通知しなければならない。 

３ 知事は応急危険度判定の実施及び支援が円滑にできるよう、市町村又は北海道震災建築物応急危険度

判定連絡協議会若しくは北海道震災建築物応急危険度判定地区協議会の会員建築関係団体に対し台帳

登録者の情報について提供することができる。 

第７  認定証の更新 

１  認定証の有効期間は 5 年間とする。 

２  認定証の更新を受けようとする者は、有効期間満了の 30 日前までに応急危険度判定士認定更新申請

書により、知事に申請しなければならない。この場合において、第 5 による講習を有効期間満了年度の

前年度から申請する日までに受けなければならない。 

３  知事は、前項の規定による申請があったときは、台帳に更新した旨を記載し、認定証を交付するもの

とする。 

４ 第 2 項の更新を受けなかった者で希望する者は、応急危険度判定士認定申請書により知事に再認定を

申請することができる。この場合において、第 5 による講習を、申請する年度の前年度から申請する日

までに受けなければならない。 

５ 知事は、前項の規定による申請があったときは、台帳に再認定した旨を記載し、認定書を交付するも
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のとする。 

第８  認定事項等の変更 

１  応急危険度判定士は、第 6 第 1 項の規定により交付した認定証の事項に変更が生じた場合は、その変

更を生じた日から 30 日以内に認定証を添え、その旨を知事に届出なければならない。 

２  知事は、前項の届出があったときは、台帳を修正し、かつ、認定証を書き換えて、申請者に交付する

ものとする。ただし、氏名以外の事項の変更については、認定証の裏面に変更事項を記載して申請者に

交付するものとする。 

３  応急危険度判定士は、第 1 項に掲げる事項以外で次の各号に該当する事項に変更があったときは、速

やかに、その旨を知事に届出なければならない。 

   (1)住      所 

   (2)勤  務  先 

   (3)緊急連絡先 

４  知事は、前項の届出があったときは、台帳を修正するものとする。 

第９  認定証の再交付 

１  応急危険度判定士は、認定証を紛失又は汚損したときは、遅滞なく応急危険度判定士認定証再交付申

請書にその事由を記載し、知事に申請しなければならない。 

２  知事は、前項の規定による申請があったときは、台帳にその旨を記載し、申請者に認定証を再交付す

るものとする。 

３  応急危険度判定士は、前項の規定により認定証の再交付を受けた後、紛失した認定証を発見したとき

は、速やかに当該認定証を知事に返納しなければならない。 

第 10  認定の辞退 

１  応急危険度判定士は、認定を辞退しようとするときは、認定証を添えてその旨を知事に届出なければ

ならない。 

２  知事は、前項の規定による届出があったときは、台帳から抹消し、認定の取消を通知するものとする。  

第 11  認定の取消  

１  知事は、応急危険度判定士が次の各号に該当した場合においては、認定の取消を行うことが出来る。 

   (1)  建築士法第 9 条に基づく免許の取消を受けた者 

   (2)  前号に規定するもののほか、知事が認めた者 

２  知事は、前項の規定により認定の取消を行った場合は、台帳から抹消し、応急危険度判定士から認定

証を返納させるものとする。 

第 12 その他 

   この要綱に定めるもののほか、応急危険度判定士の認定に関し必要な事項は別に定める。  

別表 

区分 実務経験年数 

(1) 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号) 

第 2 条 1 項の建築士 

問わない 

(2) 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号) 

第 77 条の 58 の登録を受けた者 

問わない 

(3) 実務経験者 

ⅰ官公庁の建築技術職員若しくは職にあっ  

た者で、建築行政等の実務経験者 

ⅱ地方独立行政法人の建築に係る研究職員

若しくは職にあった者で、震災建築物調査

等の実務経験者 

5 年以上 
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（参考資料） 

被 害 状 況 判 定 基 準                 

被 害 区 分 判 断 基 準                          

人

的

被

害

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

死  者 

  当該災害が原因で死亡した死体を確認したもの。又は死体を確認することが出来ないが、

死亡したことが確実なもの。 

(1) 当該災害により負傷し、死亡した者は、当該災害による死亡者とする。 

(2) Ｃ町の者が隣接のＤ町に滞在中、当該災害によって死亡した場合は、Ｄ町の死亡者とし

て取扱う。（行方不明、重傷、軽傷についても同じ） 

(3) 氏名、性別、年齢、職業、住所、原因を調査し、市町村と警察調査が一致すること。 

行方不明 
  当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるもの。 

(1) 死者欄の(2)(3)を参照。 

重 傷 者     

  災害のため負傷し、1ヵ月以上医師の治療を受け、又は受ける必要のあるもの。 

(1) 負傷の程度の診断は医師によるものとし、診断後、入院、通院、自宅療養等が 1ヵ月以

上におよぶものを重傷者とする。 

(2) 死者欄の(2)(3)を参照。 

軽 傷 者     

  災害のため負傷し、１ヵ月未満の医師の治療を受け、又は受ける必要のあるもの。 

(1) 負傷の程度の診断は医師によるものとし、診断後入院、通院、自宅療養等が 1ヵ月未満

であるものを軽傷者とする。 

(2) 死者欄の(2)(3)を参照。 

住

家

被

害

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住 家     

現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。 

(1) 物置、倉庫等を改造して居住している場合は住家とみなす。 

(2) 商品倉庫等の一部を管理人宿舎として使用している場合で、商品倉庫、管理人宿舎とも

に半壊した場合は、住家の半壊１、商工被害１として計上すること。 

(3) 住家は、社宅、公宅（指定行政機関及び指定公共機関のもの）を問わず全て住家とする。 

世 帯     

生活を一つにしている実際の生活単位。寄宿舎、下宿、その他これ等に類する施設に宿泊す

るもので共同生活を営んでいる者は、原則としてその寄宿舎等を１世帯とする。 

(1) 同一家屋内に親子夫婦が生活の実態を別々にしている場合は２世帯とする。 

全 壊     

  住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、

埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが

困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失、若しくは流失した部分の床面積が、その住

家の延床面積の 70％以上に達した程度のものまたは住家の主要な構成要素の経済的被害を

住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 50％以上に達した程度のもの。 

(1) 被害額の算出は、その家屋（畳、建具を含む）の時価とし、家財道具の被害は含まない。 

半 壊     

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だし

いが補修すれば元通りに再使用出来る程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延

床面積の 20％以上 70％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に

占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 20％以上 50％未満のもの。 

(1) 被害額の算出は、その家屋（畳、建具を含む）の時価に減損耗率を乗じた額とし、家財

道具の被害は含まない。     
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被 害 区 分 判 断 基 準                          

住

家

被

害

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一部破損 

  全壊、半壊、床上浸水及び床下浸水に該当しない場合であって、建物の一部が破損した状

態で、居住するためには、補修を要する程度のもの。 

(1) 被害額の算出は、その家屋（畳、建具を含む）の時価に減損耗率を乗じた額とし、家財

道具の被害は含まない。 

床上浸水 

  住家が床上まで浸水または土砂等が床上まで堆積したため、一時的に居住することが出来

ない状態となったもの。 

(1) 被害額の算出は、床上浸水によって家屋（畳、建具を含む）が破損した部分の損害額と

し、家財道具の被害、土砂及び汚物等の除去に要する経費は含まない。 

床下浸水 

  住家が床上浸水に達しないもの。 

(1) 被害額の算出は、床下浸水によって家屋が破損した部分の損害額とし、土砂及び汚物等

の除去に要する経費は含まない。 

非
住
家
被
害 

非 住 家     

  非住家とは、住家以外の建物で、この報告中他の被害項目に属さないものとする。これら

の施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 

(1) 公共建物とは、役場庁舎、集会施設等の公用又は公共の用に供する建物をいう。なお、

指定行政機関及び指定地方公共機関の管理する建物は含まない。 

(2) その他は、公共建物以外の神社、仏閣、土蔵、物置等をいう。 

(3) 土蔵、物置等とは、生活の主体をなす主家に付随する建物の意味であって、営業用の倉

庫等は、その倉庫の用途に従ってその他の項目で取扱う。 

(4) 被害額の算出は、住家に準ずる。 

農

業

被

害

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農 地     

  農地被害は、田畑が流失・埋没等のため農耕に適さなくなった状態をいう。 

(1) 流出とは、その田畑の筆における耕土の厚さ 10％以上が流出した状態をいう。 

(2) 埋没とは、粒径１㎜以下にあっては２㎝、粒径 0.25㎜以下の土砂にあっては５㎝以上 

  流入した状態をいう。 

(3) 埋没等の等とは、地震による土地の隆起、陥没又は干ばつ等をいう。 

(4) 被害額の算出は、農地の原形復旧に要する費用又は農耕を維持するための最小限度の復

旧に要する費用とし、農作物の被害は算入しない。 

農 作 物     

  農作物が農地の流失、埋没等及び浸冠水・倒伏によって生じた被害をいう。 

(1) 浸冠水とは、水、土砂等によって、相当期間（24時間以上）作物等が地面に倒れている

状態をいう。 

(2) 倒状とは、風のため相当期間（24時間以上）作物等が地面に倒れている状態をいう。 

(3) 被害額の算出は、災害を受けなかったとしたならば得たであろう金額を推定積算するこ

と。 

農業用施設   頭首工、ため池、水路、揚水機、堤防、道路、橋梁、その他農地保全施設の被害をいう。 

共同利用施設 

  農業協同組合又は同連合会の所有する倉庫、農産物加工施設、共同作業場、産地市場施設、

種苗施設、家畜繁殖施設、共同放牧施設、家畜診療施設等及び農家の共同所有に係る営農施

設の被害をいう。 

営農施設 
  農家個人所有に係る農舎、畜舎、サイロ倉庫、尿溜、堆肥舎、農業機械類、温室、育苗施

設等の被害をいう。 

畜産被害  施設以外の畜産被害で、家畜、畜舎等の被害をいう。 

そ の 他     上記以外の農業被害、家畜、果樹（果実は含まない）草地畜産物等をいう。 
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被 害 区 分 判 断 基 準                          

土

木

被

害

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

河 川     

  河川の維持管理上必要な堤防、護岸、水制・床止め又は沿岸を保全するため防護すること

を必要とする河岸等で復旧工事を要する程度の被害をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

海 岸     

  海岸又はこれに設置する堤防、護岸、突堤その他海岸を防護することを必要とする河岸等

で、復旧工事を要する程度の被害をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

砂防設備 

  砂防法第 1条に規定する砂防設備、同法第 3条の規定によって同法が準用される砂防の施

設又は天然の河岸等で復旧工事を必要とする程度の被害をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

地すべり 

防止施設 

地すべり等防止法第 2条第 3項に規定する地すべり防止施設で復旧工事を必要とする程度の

被害をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

急傾斜地 

崩壊防止 

施  設 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第 2条第 2項に規定する急傾斜地崩壊防止施

設で復旧工事を必要とする経費を計上すること。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

道 路     

  道路法に基づき道路管理者が維持管理を行っている、道路法第 2条の道路の損壊が、復旧

工事を要する程度の被害をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

橋 梁     

  道路法に基づき道路管理者が維持管理を行っている、道路法第２条の道路を形成する橋が

流失又は損壊しﾞ、復旧工事を要する程度の被害をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

港   湾 
  港湾法第 2条第 5項に基づく水域施設、外かく施設、けい留施設等で復旧工事を要する程

度の被害を言う。 

漁 港       漁港法第 3条に規定する基本施設又は漁港の利用及び管理上重要な輸送施設。 

下 水 道 下水道法に規定する公共下水道、流域下水道、都市下水路。 

公  園 
都市公園法施行令第 31条各号に掲げる施設（主務大臣の指定するもの（植栽・いけがき）を

除く。）で、都市公園法第 2条第１項に規定する都市公園に設けられたもの。 

水

産

被

害

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

漁 船     

  動力船及び無動力船の沈没流出、破損（大破、中破、小破）の被害をいう。 

(1) 港内等における沈没は、引上げてみて今後使用出来る状態であれば破損として取扱う。 

(2) 被害額の算出は、被害漁船の再取得価格又は復旧額とする。 

漁港施設   外かく施設、けい留施設、水域施設で水産業協同組合の維持管理に属するもの。 

共同利用 

施 設     

  水産業協同組合、同連合会、又は地方公共団体の所有する施設で漁業者の共同利用に供す

る水産倉庫、加工施設、作業所、荷さばき所、養殖施設、通信施設、給水施設、給油施設、

製氷・冷凍・冷蔵施設・干場・船揚場等をいう。 

その他の施設   上記施設で個人（団体、会社を含む）所有のものをいう。 

漁具（網）   定置網、刺網、延縄、かご、函等をいう。 

水産製品   加工品、その他の製品をいう。  
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被 害 区 分 判 断 基 準                          

林 

業 

被 

害 

林  地 新生崩壊地、拡大崩壊地、地すべり等をいう。 

治山施設 既設の治山施設等をいう。 

林 道     林業経営基盤整備の施設道路をいう。 

林 産 物     素材、製材、薪炭原木、薪、木炭、特殊林産物等をいう。 

 そ の 他     苗畑、造林地、製材工場施設、炭窯、その他施設（飯場、作業路を含む）等をいう。 

衛 

生 

被 

害 

水 道     水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設をいう。 

病 院     病院、診療所、助産所等をいう。 

清掃施設 ごみ処理施設、し尿処理施設及び最終処分場をいう。 

火 葬 場 火葬場をいう。 

商

工

被

害 

商 業     商品、原材料等をいう。 

工 業     工場等の建物、原材料、製品、生産機械器具等をいう。 

公立文教 

施設被害 

  公立の小、中、高校、中等教育学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園等をい

う。（私学関係はその他の項目で扱う） 

社会教育 

施設被害 
図書館、公民館、博物館、文化会館等の施設をいう。 

社会福祉 

施設被害 

老人福祉施設、身体障害者（児）福祉施設、知的障害者（児）福祉施設、児童母子福祉施設、

生活保護施設、介護老人保健施設、精神障害者社会復帰施設をいう。 

そ
の
他 

鉄道不通 汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害をいう。 

鉄道施設 線路、鉄橋、駅舎等施設の被害を言う。 

被害船舶 

（漁船除く） 

ろ、かいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能となったもの及び流失

し、所在が不明となったもの、並びに修理しなければ航行できない程度の被害をいう。 

空  港 空港整備法第 2条第１項第 3号の規定による空港をいう。 

水道（戸数） 上水道、簡易水道で断水している戸数のうち、ピーク時の戸数をいう。 

電話（戸数） 災害により通話不能となった電話の回線数をいう。 

電気（戸数） 災害により停電した戸数のうちピーク時の停電戸数をいう。 

ガス（戸数） 一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっているピーク時の戸数をいう。 

ブロック塀等 倒壊したブッロク塀又は石塀の箇所数をいう。 

都市施設 街路、公園、下水道等の都市施設をいう。 

 上記の項目以外のもので特に報告を要すると思われるもの 
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山  地  災  害  危  険  地  区

山1 沼の沢 夕張市 沼の沢 1 山66 社光４ 夕張市 社光

山2 若美町１ 夕張市 南部若美町 山67 市立病院地先 夕張市 社光

山3 真谷地１ 夕張市 真谷地 山68 本町３ 夕張市 本町

山4 紅葉山１ 夕張市 紅葉山 山69 本町４ 夕張市 本町

山5 楓１ 夕張市 楓 山70 本町５ 夕張市 本町 3丁目

山6 滝ノ上１ 夕張市 滝ノ上 山71 小笠地先 夕張市 本町 3丁目

山7 千代田６ 夕張市 千代田 山72 末広町１ 夕張市 末広町

山8 南清水沢１丁目１ 夕張市 南清水沢 1丁目 山73 藤村地先 夕張市 末広町 2丁目

山9 南清水沢１丁目２ 夕張市 南清水沢 1丁目 山74 末広２丁目１ 夕張市 末広 2丁目

山10 清水沢１丁目 夕張市 清水沢 1丁目 山75 末広団地 夕張市 末広町

山11 清水沢２丁目 夕張市 清水沢 2丁目 山76 末広町５ 夕張市 末広町

山12 千代田１ 夕張市 千代田 山77 末広町６ 夕張市 末広町

山13 千代田２ 夕張市 千代田 山78 常盤１ 夕張市 常盤

山14 千代田３ 夕張市 千代田 山79 常盤２ 夕張市 常盤

山15 千代田４ 夕張市 千代田 山80 常盤３ 夕張市 常盤

山16 千代田８ 夕張市 千代田 山81 常盤４ 夕張市 常盤

山17 千代田５ 夕張市 千代田 山82 平和団地 夕張市 平和

山18 千代田７ 夕張市 千代田 山83 市営住宅 夕張市 平和

山19 千代田９ 夕張市 千代田 山84 日吉３ 夕張市 日吉

山20 新千代田１ 夕張市 千代田 山85 夕製の沢 夕張市 日吉

山21 千代田地区 夕張市 千代田 山86 日吉２ 夕張市 日吉

山22 鹿の谷１ 夕張市 鹿の谷山手町 山87 日吉４ 夕張市 日吉

山23 鹿の谷２ 夕張市 鹿の谷山手町 山88 清水沢清陵町４ 夕張市 清水沢清陵町

山24 鹿の谷３ 夕張市 鹿の谷山手町 山89 清水沢清陵町５ 夕張市 清水沢清陵町

山25 昭和１ 夕張市 昭和 山90 清水沢清陵町１ 夕張市 清水沢清陵町

山26 昭和２ 夕張市 昭和 山91 清水沢清陵町２ 夕張市 清水沢清陵町

山27 末広１丁目１ 夕張市 末広 1丁目 山92 清水沢清陵町３ 夕張市 清水沢清陵町

山28 昭和４ 夕張市 昭和 山93 清水沢清陵町６ 夕張市 清水沢清陵町

山29 昭和５ 夕張市 昭和 山94 富野１ 夕張市 富野

山30 昭和６ 夕張市 昭和 山95 富野２ 夕張市 富野

山31 昭和７ 夕張市 昭和 山96 丁未５ 夕張市 丁未

山32 昭和８ 夕張市 昭和 山97 丁未６ 夕張市 丁未

山33 旭アパート裏 夕張市 旭町

山34 夕張寺地先 夕張市 旭町

山35 鎌田地先 夕張市 旭町

山36 遺田の沢 夕張市 旭町

山37 旭町５ 夕張市 旭町

山38 旭町６ 夕張市 旭町

山39 旭町７ 夕張市 旭町

山40 旭町８ 夕張市 旭町

山41 旭町９ 夕張市 旭町

山42 旭町１０ 夕張市 旭町

山43 旭町１１ 夕張市 旭町

山44 旭町１２ 夕張市 旭町

山45 旭町１３ 夕張市 旭町

山46 松島地先 夕張市 旭町

山47 神社の沢 夕張市 住初

山48 神社地先 夕張市 住初

山49 住初３ 夕張市 住初

山50 住初４ 夕張市 住初

山51 富岡１ 夕張市 富岡

山52 福住１ 夕張市 福住

山53 福住２ 夕張市 福住

山54 福住３ 夕張市 福住

山55 錦 夕張市 錦

山56 丁未１ 夕張市 丁未

山57 丁未２ 夕張市 丁未

山58 丁未３ 夕張市 丁未

山59 丁未４ 夕張市 丁未

山60 小松１ 夕張市 小松

山61 小松２ 夕張市 小松

山62 小松３ 夕張市 小松

山63 社光１ 夕張市 社光

山64 社光２ 夕張市 社光

山65 社光３ 夕張市 社光

番

号

地

区

名

位置

備

考

市

町

村

大

字
字

（参考資料）

位置

備

考

山　腹　崩　壊　危　険　地　区　一　覧　表

番
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市
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村

大
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字

地

区

名
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山  地  災  害  危  険  地  区

地　す　べ　り　危　険　地　区　一　覧　表

崩1 昭和１ 夕張市 昭和 　＊ 地1 オソウシ沢 夕張市 滝の上

崩2 本町１丁目 夕張市 本町 1丁目 地2 オソウシ沢２ 夕張市 滝の上

崩3 常盤１ 夕張市 常盤 地3 水湯の沢 夕張市 滝の上

崩4 常盤２ 夕張市 常盤 　＊ 地4 水湯の沢２ 夕張市 滝の上

崩5 末広２丁目 夕張市 末広 2丁目 　＊ 地5 清水沢 夕張市 清水沢

崩6 本町５丁目 夕張市 本町 5丁目

崩7 鹿の谷山手町１ 夕張市 鹿の谷山手町 　＊

崩8 末広１丁目１ 夕張市 末広 1丁目 　＊

崩9 末広１丁目２ 夕張市 末広 1丁目 　＊

崩10 昭和２ 夕張市 昭和 　＊

崩11 千代田１ 夕張市 千代田 　＊

崩12 千代田 夕張市 千代田 　＊

崩13 千代田３ 夕張市 千代田 　＊

崩14 千代田４ 夕張市 千代田 　＊

崩15 千代田５ 夕張市 千代田

崩16 日吉１ 夕張市 日吉

崩17 日吉２ 夕張市 日吉

崩18 南部青葉町 夕張市 南部青葉町

崩19 沼の沢 夕張市 沼の沢 　＊

崩20 滝ノ上 夕張市 滝ノ上

崩21 旭町１ 夕張市 旭町

崩22 旭町 夕張市 旭町

崩23 昭和３ 夕張市 昭和

崩24 福住１ 夕張市 福住 　＊

崩25 社光 夕張市 社光 　＊

崩26 千代田６ 夕張市 千代田 　＊

崩27 千代田７ 夕張市 千代田

崩28 福住２ 夕張市 福住

崩29 富野１ 夕張市 富野 　＊

崩30 鹿の谷山手町２ 夕張市 鹿の谷山手町 　＊

崩31 ポンホロカベツ 夕張市 旭町

崩32 富野２ 夕張市 富野

崩33 旭町２ 夕張市 旭町

崩34 山森の沢 夕張市 住初 　＊

崩35 丁未１ 夕張市 丁未

崩36 シホロカベツ 夕張市 丁未

崩37 旭町３ 夕張市 旭町

崩38 大新の沢 夕張市 小松

崩39 炭坑の沢支流 夕張市 高松

崩40 鹿の谷山手町３ 夕張市 鹿の谷山手町

崩41 末広２丁目３ 夕張市 末広 2丁目

崩42 鹿の谷２丁目１ 夕張市 鹿の谷 2丁目 　＊

崩43 千代田８ 夕張市 千代田 　＊

崩45 鹿の谷東丘町１ 夕張市 鹿の谷東丘町 　＊

崩46 小野寺の沢 夕張市 常盤 　＊

崩47 夕製の沢 夕張市 日吉

崩48 若鍋の沢 夕張市 日吉

崩49 オソウシ沢１ 夕張市 滝ノ上

崩50 オソウシ沢２ 夕張市 滝ノ上

崩51 オソウシ沢３ 夕張市 滝ノ上

崩52 オソウシ沢４ 夕張市 滝ノ上

崩53 オソウシ沢５ 夕張市 滝ノ上

崩54 オソウシ沢６ 夕張市 滝ノ上

崩55 オソウシ沢７ 夕張市 滝ノ上

崩56 オソウシ沢８ 夕張市 滝ノ上

崩57 吉田の沢 夕張市 滝ノ上

崩58 １４０の沢１ 夕張市 滝ノ上

崩59 １４０の沢２ 夕張市 滝ノ上

崩60 水湯の沢１ 夕張市 滝ノ上

崩61 水湯の沢２ 夕張市 滝ノ上

崩62 水湯の沢３ 夕張市 滝ノ上

崩63 水湯の沢４ 夕張市 滝ノ上

崩64 水湯の沢５ 夕張市 滝ノ上

崩65 水湯の沢６ 夕張市 滝ノ上

崩66 水湯の沢７ 夕張市 滝ノ上

崩67 大湧の沢 夕張市 滝ノ上

崩68 赤湯の沢 夕張市 滝ノ上

崩69 水湯の沢８ 夕張市 滝ノ上

崩70 水湯の沢９ 夕張市 滝ノ上

 摘要 ： ＊箇所は建設管理部「土石流危険区域」と同渓流。
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 北海道の 

 山地災害危険地区 
 

 1 山地災害危険地区とは？ 

 山地災害危険地区とは、山地から発生する山腹の崩壊、地すべり及び崩壊土砂の流出な

どによって、官公署、学校、病院、道路等の公共施設等や人家等に直接被害を与えるおそ

れがある地区で、地形地質等が一定の基準以上の地区を調査把握したものです。 

 山地災害危険地区は、災害の発生形態等によって「山腹崩壊危険地区」、「崩壊土砂流

出危険地区」、「地すべり危険地区」の３種類に区分されます。 

  

 山腹崩壊危険地区 

山腹崩壊による災害（落石による災害

を含む）が発生するおそれがある地区 

【特徴】 

● 山の斜面に亀裂やわき水がある。 

● 岩石がもろく崩れやすい地質である。 

● 過去に山崩れがあった 。  

● 山崩れがあった場所にとなり合っている。 

● 急斜面で、軟弱な地盤がある。 

● 水の集まりやすい斜面地形である。 

● ときどき落石がある。  

 

 崩壊土砂流出危険地区 

山腹崩壊又は地すべりによって発生し

た土砂又は火山噴出物が土石流となっ

て流出し、災害が発生するおそれがあ

る地区 

【特徴】 

● 渓流の勾配が急である。 

● 渓流に大きな石がごろごろ堆積している。 

● たくさんの土砂が堆積している。 

● 上流が山崩れなどで荒れている。 

● 過去に土石流があった。  
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 地すべり危険地区 

地すべりによる災害が発生するおそれ

がある地区 

【特徴】 

● 過去に地すべりがあったところで、今も少

しずつ動いている。  

● わき水や地下水が豊富である。  

● 断層があるところやもろく崩れやすい岩石

がある。  

● 火山作用あるいは温泉の作用で粘土化し

た土がある。   

 

      凡      例   

 山腹崩壊危険地区   

 崩壊土砂流出危険地区   

 地すべり危険地区 
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災 害 時 応 援 協 定 一 覧 表 

協定締結先 協定名称 内容 締結日 

市・町及び消防の一部 

事務組合 
北海道広域消防相互応援協定 

陸上・消防隊・救

助隊・救急隊・航

空・回転翼航空機

を装備した消防吏

員の一隊による支

援 

平成 3年 2月 13日 

北海道 

消防防災ヘリコプター 

北海道消防防災ヘリコプター

応援協定 

災害時にヘリコプ

ター及び航空隊の

支援 

平成 8年 6月 25日 

夕張建設業協会 
災害時における災害応急復旧

業務に関する協定 

災害応急復旧業務

に係る建設機械、

人的支援等 

平成 18年 6月 20日 

北海道及び市町村 
災害時等における北海道及び市

町村相互の応援に関する協定 

災害時に必要な食

料・飲料・医療等

に対する物品や人

員等の支援 

平成 20年 6月 10日 

夕張郵便局 
災害発生時における夕張郵便局

と夕張市の協力に関する協定 

車両の広報活動ゆ

うちょ銀行の非常

時取扱い等 

平成 20年 6月 16日 

北海道開発局 
北海道地方における災害時の

応援に関する申合せ 

被害状況の把握二

次災害防止に資す

る応急準備 

平成 22年 6月 1日 

北海道エルピーガス 

災害対策協議会 

災害時等の発生時における夕

張市と北海道エルピーガス災

害対策協議会の応急・復旧活動

の支援に関する協定 

応急・復旧工事避

難場所へのＬＰガ

ス供給等 

平成 22年 7月 1日 

丸庄産業株式会社 
災害時等における応援協力及

び復旧業務に関する協定書 

山林等における捜

索に係る車両人員

等の支援 

平成 22年 7月 1日 

北海道コカ・コーラ 

ボトリング株式会社 

災害対応型自動販売機による

協働事業に関する協定書 

災害対応型自動販

売機による災害情

報の提供等 

平成 23年 9月 1日 

伊藤組土建株式会社 
災害時等における応援協力及

び復旧業務に関する協定書 

大規模災害時おけ

る建設機械人員等

の支援 

平成 23年 12月 2日 
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株式会社ＮＩＰＰＯ 
災害時等における応援協力及

び復旧業務に関する協定書 

大規模災害時にお

ける建設機械人員

等の支援 

平成 24年 6月 7日 

南空知４市５町 

夕張市 

岩見沢市 

美唄市 

三笠市 

栗山町 

南幌町 

由仁町 

長沼町 

月形町 

災害時相互応援に関する協定 

被災者への緊急避

難先または一時宿

泊施設の提供及び

あっせん。 

食料・飲料水・生

活必需物資の提供

及びあっせん 

平成 24年 11月 26日 

㈱共成ﾚﾝﾃﾑ夕張営業所 

㈱ｶﾅﾓﾄ夕張営業所 

㈱ｱｸﾃｨｵ夕張出張所 

災害時おける機器の調達に 

関する協定書 

大規模災害時にお

ける機械、器具等

の調達支援 

平成 24年 11月 27日 

陸上自衛隊第７師団 

第７２戦車連隊 
災害時の連携に係る協定書 

平素及び災害対処

時における緊密化

に係る協定 

平成 25年 12月 24日 

北海道夕張高等養護学校 

災害時における指定緊急避難

所及び指定避難所としての使

用に関する協定 

指定避難所等とし

て利用することに

関する協定 

平成 26年 8月 22日 

社会法人 幸照会  

ｹｱﾊｳｽﾚｲﾝﾎﾞｰﾋﾙｽﾞ 

災害時における指定緊急避難

所及び指定避難所としての使

用に関する協定 

指定避難所等とし

て利用することに

関する協定 

平成 26年 8月 25日 

特定非営利活動法人 

あ・りーさだ 

災害時における指定緊急避難

所及び指定避難所としての使

用に関する協定 

指定避難所等とし

て利用することに

関する協定 

平成 26年 9月 8日 

養護老人ホーム 

夕張紅葉園 

災害時における指定緊急避難

所及び指定避難所としての使

用に関する協定 

指定避難所等とし

て利用することに

関する協定 

平成 26年 9月 26日 

株式会社スポートピア 

災害時における指定緊急避難

所及び指定避難所としての使

用に関する協定 

指定避難所等とし

て利用することに

関する協定 

平成 26年 11月 25日 

北海道夕張高等学校 

災害時における指定緊急避難

所及び指定避難所としての使

用に関する協定 

指定避難所等とし

て利用することに

関する協定 

平成 27年 4月 14日 

株式会社夕電 
災害時等における応援協力及

び復旧業務に関する協定書 

災害時に車両・電

気設備機械・資材

及び人員の支援 

平成 27年 2月 16日 
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夕張ｴﾈｯｸｽ共同組合 
災害時における石油類燃料の

供給等に関する協定 

災害時又は武力攻

撃時の石油類の優

先給油等 

平成 27年 7月 10日 

一般財団法人  

北海道電気保安協会 

災害時における災害応急復旧

業務に関する協定書 

災害時における公

共施設の電力復旧

に係る支援 

平成 27年 8月 21日 

株式会社 

ホーマックニコット 

災害時における物資の供給に

関する協定 

災害時に必要な物

資の支援 
平成 27年 12月 1日 

一般社団法人 らぷらす 

ゆうばりはまなす会館 

災害時における指定緊急避難

所及び指定避難所としての使

用に関する協定 

指定避難所等とし

て利用することに

関する協定 

平成 28年 5月 11日 

一般社団法人 らぷらす 

ゆうばり共生型ファーム 

災害時における指定緊急避難

所及び指定避難所としての使

用に関する協定 

指定避難所等とし

て利用することに

関する協定 

平成 28年 5月 11日 

株式会社 

セブン‐イレブン・ジャパン 

災害時の物資供給及び店舗営

業の継続又は早期再開に関す

る協定書 

災害時における物

資の調達及び供給

を行い、市民生活

の早期安定を図る

ための支援 

平成 29年 7月 26日 

社会福祉法人 

夕張みどりの会 

災害時における福祉避難所と

しての使用に関する協定 

福祉避難所として

利用することに関

する支援 

平成 30年 10月 10日 

一般財団法人 

札幌地区トラック協会 

南空知支部 

 

災害時における輸送業務に関

する協定 

緊急時における輸

送業務に関する支

援 

令和元年 10月 4日 

合同容器株式会社 
災害発生時における応急生活

物資の供給に関する協定 

災害における応急

生活物資の支援 
令和元年 11月 25日 

ヤフー株式会社 
災害に係る情報発信等に関す

る協定 

災害時における必

要な情報を提供す

る支援 

令和 2年 6月 15日 
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夕張建設業協会会員名簿 

 

正会員 16事業所                             令和 3年 9月 1日現在 順不同 

No 役職名 事業所名 代表者名 所 在 地 電 話 ＦＡＸ 

1 会長 坂本建設工業(株) 坂本 豊 南部大宮町 105番地 0123-55-2228 0123-55-5229 

2 副会長 北宝建設(株) 中島 功治 南部新光町 38 0123-55-2522 0123-55-2525 

3 理事 (有)永井組 佐藤 広光 清水沢清栄町 0123-59-7151 0123-59-3546 

4 理事 北寿産業(株) 柳沼 伸幸 清水沢清栄町 102 0123-59-2431 0123-53-4700 

5 理事 丸七氏家建設(株) 氏家 聡太 本町 4丁目 31番地 0123-52-3161 0123-52-3163 

6 監査 (株)泉工務店 泉 知典 鹿の谷 3丁目 0123-52-2430 0123-52-4048 

7 監査 大晃電気工業(株) 柿崎 英俊 清水沢 2丁目 0123-59-7236 0123-59-4884 

8  日管建設(株) 大島 敏宏 末広 1丁目 0123-52-2551 0123-52-1915 

9  (有)みのしま建設 蓑島 範之 清水沢 1丁目 108 0123-59-3997 0123-59-4111 

10  (株)白倉建設 白倉 伸義 本町 4丁目 61番地 0123-52-1114 0123-52-1115 

11  (有)三建工業 杉村 進 日吉 6番地 0123-56-6688 0123-56-5577 

12  (有)北一建商 佐々木 保 南清水沢 1丁目 124 0123-59-7954 0123-59-7958 

13  駒井電気工業(株) 駒井 博行 南清水沢 1丁目 47-73 0123-59-3021 0123-59-2640 

14 
 

東亜建材工業(株) 北本 政美 清水沢清栄町国有地 0123-59-3219 0123-59-7358 

15 
 

(株)玉置組 玉置 治 日吉 5番地 13 0123-56-6676 0123-56-6676 

16 
 

北陽興業（株） 柳沼 宏明 南清水沢３丁目 128 0123-59-3525 0123-59-3418 

 事務局 丸七氏家建設(株) 氏家 奈穂子 本町 4丁目 31番地 0123-52-3161 0123-52-3163 

 

 

 

 
準会員      


