
- 77 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 編 



- 78 - 

 

 

資料１ 

 

【関係指定地方行政機関等】 

名称 担当部署 電  話 ファクシミリ 

函館開発建設部今金河川事務所  ０１３７（８２）００４１ ０１３７（８２）２１６４ 

函館開発建設部八雲道路事務所  ０１３７（６３）３１５３ ０１３７（６４）３９６８ 

北海道農政事務所函館支局  ０１３８（２６）７８００ ０１３８（２６）７７４４ 

陸上自衛隊第２８普通科連隊 本部 第３科 ０１３８（５１）９１７１  

自衛隊函館地方協力本部 渉外広報室 ０１３８（５３）６２４１ ０１３８（５３）６２４２ 

自衛隊函館地方協力本部 今金地域事務所 ０１３７（８２）０２５８ 電話と同じ 

北海道庁 危機対策局危機対策課 ０１１（２３１）４１１１ ０１１（２３１）４３１４ 

檜山振興局 
地域創生部 

地域政策課(防災) 
０１３９（５２）６４７０ ０１３９（５２）５７８１ 

渡島総合振興局函館建設管理部今金

出張所 

 
０１３７（８２）０３０９ ０１３７（８２）０８１７ 

渡島総合振興局保健環境部八雲地域

保健室 
今金地域保健支所 ０１３７（８２）０２５１ ０１３７（８２）０５３４ 

函館方面せたな警察署 警備係 ０１３７（８４）６１１０  

今金町教育委員会  ０１３７（８２）３４８８ ０１３７（８２）３４４５ 

檜山広域行政組合今金消防署  ０１３７（８２）０５１９ ０１３７（８２）３２６３ 

檜山広域行政組合今金消防団  同 上 同 上 

北海道電力㈱八雲営業所  ０１３７（６２）２５３１ ０１３７（６２）４３５７ 

日通函館運輸㈱せたな営業所  ０１３７（８４）５２２４  

東日本電信電話㈱ 

北海道事業部北海道南支店 
総括担当 ０１３８（２１）２０１１ ０１３８（２４）２３４２ 

北部檜山医師会 せたな町民ふれあいプラザ ０１３７（８４）５４８０ 電話と同じ 

日本赤十字今金分区 役場保健福祉課 ０１３７（８２）２７８０ ０１３７（８２）３８６７ 

日本郵便㈱今金郵便局  ０１３７（８２）００７０ ０１３７（８２）２５９８ 

函館バス㈱ 北檜山出張所  ０１３７（８４）５４３４ ０１３７（８４）６３７５ 

今金町自治会町内会連合会 今金町社会福祉協議会 ０１３７（８２）０５５７ ０１３７（８２）０５５７ 

今金建設協会 和工建設（株）内 ０１３７（８２）０３５５ ０１３７（８２）０３５８ 

八雲町 総務課防災係 ０１３７（６２）２１１１ ０１３７（６２）２１２０ 

せたな町 総務課防災係 ０１３７（８４）５１１１ ０１３７（８４）４６５７ 

長万部町 総務課防災交通係 ０１３７７（２）２０００ ０１３７７（２）４８８４ 

島牧村 総務課防災対策室 ０１３６（７５）６２１１ ０１３６（７５）６２１６ 

函館市 総務部総務課 ０１３８（２１）３６４８ ０１３７（２７）６４８９ 
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資料２ 

 

【公共施設一覧(順不同)】 

施 設 名 電 話 番 号 施設管理担当 

1. 国保病院 ８２－０２２１ 国保病院 

2. 総合福祉施設「としべつ」 ８２－２７８０ 保健福祉課 

3. 高齢者共同生活施設「せせらぎ」 ８２－０３７７ 保健福祉課 

4. 総合体育館 ８２－２０２６ 教育委員会 

5. 給食センター ８２－０９２０ 教育委員会 

6. 町民センター ８２－０６３１ まちづくり推進課 

7. 老人福祉センター ８２－１５０２ 保健福祉課 

8. あったからんど ８２－３７１１ まちひと交流課 

9. 種川温泉 ８２－０３８８ まちひと交流課 

10. やすらぎ苑 ８２－１２９５ まちづくり推進課 

11. 今金消防署 ８２－０５１９ 消防署 

12. 今金小学校 ８２－０２２４ 教育委員会 

13. 旧神丘小学校  総務財政課 

14. 旧金原小学校  総務財政課 

15. 種川小学校 ８２－０５０６ 教育委員会 

16. 花石交流センター ８３－７１５６ まちづくり推進課 

17. 美利河交流センター ８３－７１５７ まちづくり推進課 

18. 中里交流センター  まちづくり推進課 

19. 今金中学校 ８２－００７２ 教育委員会 

20. 認定こども園いまかね ８２－１７１９ 教育委員会 

21. 住吉生活改善センター ８２－２９６３ まちづくり推進課 

22. 種川構造改善センター ８２－０４７６ まちづくり推進課 

23. 南栄会館 ８２－３２５６ まちづくり推進課 

24. 西部百年記念館 ８２－００９１ まちづくり推進課 

25. 八束交流センター ８２－１９４４ まちづくり推進課 

26. 白石寿の家 ８２－１２７４ まちづくり推進課 

27. 金原基幹集落センター ８２－１１７９ まちづくり推進課 

28. 豊田交流センター  まちづくり推進課 

29. 神丘構造改善センター ８２－２２２０ まちづくり推進課 

30. 鈴岡会館 ８２－２４５２ まちづくり推進課 

31. 日進寿の家 ８２－３１１０ まちづくり推進課 
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資料３ 
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資料４ 

町内地区別人口分布一覧 (平成２９年１月３１日現在) 

地 区 名 人  口 男 女 世帯数 

美利河 ぴりか ４２ ２０ ２２ ２１ 

花 石 はないし ４４ １７ ２７ ２６ 

宮 島 みやじま ５ ３ ２ １ 

中 里 なかさと ３２ １５ １７ １６ 

奥 沢 おくさわ ５ ３ ２ ３ 

住 吉 すみよし ８９ ３８ ５１ ３１ 

種 川 たねかわ ２５８ ９０ １６８ １４０ 

稲 穂 いなほ ８９ ３８ ５１ ３１ 

光 台 ひかりだい ２３ １１ １２ ９ 

今 金 いまかね ３，３７０ １，６０６ １，７６６ １，６８３ 

御 影 みかげ １８１ ８０ １０１ ９９ 

田 代 たしろ １８３ ８５ ９８ ７０ 

八 束 やつか ２２２ １１０ １１２ ９０ 

白 石 しらいし ８５ ４３ ４２ ２６ 

金 原 きんばら １２５ ６１ ６４ ４５ 

鈴 金 すずがね １２３ ６２ ６１ ５２ 

豊 田 とよた ５１ ２９ ２２ ２４ 

神 丘 かみおか ５１５ ２７０ ２４５ ２０４ 

鈴 岡 すずおか ８３ ４０ ４３ ２３ 

日 進 にっしん ２６ １４ １２ １０ 

旭 台 あさひだい ０ ０ ０ ０ 

総  計 ５，５４１ ２，６３４ ２，９０７ ２，６０２ 
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【町の各課における平素の業務】 

部局名 (国民保護に関する)平素の業務 

まちづくり 

推進課 

・町国民保護協議会の運営に関すること 

・町国民保護対策本部に関すること 

・町国民保護計画に関すること 

・避難実施要領の策定に関すること 

・国民保護に関する情報の収集に関すること 

・関係機関との連絡調整に関すること 

・国民保護にかかる備蓄・訓練等に関すること 

・住民に対する警報の内容の伝達及び緊急通報の内容の伝達に関すること 

・避難施設の運営体制の整備に関すること 

・住民の避難誘導に関すること 

・避難住民の交通安全対策に関すること 

・安否情報の収集体制の整備に関すること 

・特殊標章等の交付に関すること 

・国民保護に関する啓発に関すること 

・住民組織との連絡調整に関すること 

・国民保護関係機関に対する要請及び連絡調整に関すること 

・近隣町村との連絡調整に関すること 

・報道機関との調整に関すること 

・廃棄物処理に関すること 

 

まちひと 

交流課 

・商工関係団体、観光施設との連絡調整に関すること 

・商工業者の被災相談及び支援に関すること 

総務財政課 ・武力攻撃災害に係る職員の給与・手当等の条例・規則等に関すること 

・武力攻撃災害に係る職員の公務災害保障に関すること 

・庁舎および町有施設の応急措置および復旧対策に関すること 

・町有財産の情報の収集に関すること 

 

税務住民課 ・各税の納税猶予・減免等の条例・規則等に関すること 

 

保健福祉課 ・災害時要配慮者の安全確保・支援体制に関すること 

・災害時要配慮者の情報収集に関すること 

・ボランティアに関すること 

・日本赤十字社北海道支部との連絡調整に関すること 

農林振興課 

農業委員会 

・農林畜産業関係者との連絡調整に関すること 

・農林畜産業施設の状況把握及び対策に関すること 

・農林畜業者野被災相談及び支援に関すること 

・家畜の対策に関すること 

 

資料５ 
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公営施設課 ・道路の状況把握及び対策に関すること 

・公共土木施設等の状況及び対策に関すること 

・危険区域の巡視に関すること 

・交通規制等の措置に関すること 

・建設、土木関係団体との連絡調整に関すること 

・上下水道施設の状況把握及び対策に関すること 

・水質の保全と検査に関すること 

・復旧に関すること 

 

教育委員会 ・国民保護についての児童生徒への指導に関すること 

・文教施設等の保全に関すること 

・各学校および教育関係機関との連絡調整に関すること 

 

国保病院 ・入院患者及び通院患者の避難や安否確認に要する情報に関すること 

・医療、助産の薬品等に関すること 

・施設および医療設備等の状況把握及び対策に関すること 

 

老人保健施設 ・入所者及び施設利用者の避難や安否確認に要する情報に関すること 

・施設及び設備の状況把握及び対策に関すること 

 

 

 

【消防機関における平素の業務】 

   

今金消防署 ・武力攻撃災害への対処に関すること（救急・救助を含む） 

・住民の避難誘導に関すること 

 

 

※ 国民保護に関する業務の総括、各課間の調整、企画立案等については、国民保護担当 

     課長等の国民保護担当責任者が行う。 

※ 上記のほか、各部署において、それぞれ「資料６」に記載されている業務の準備等に 

     関することを平素の業務とする。 
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資料６ 

 

【町対策本部長の補佐機能】 

班 機  能 

統括班 ・町対策本部会議の運営に関する事項 

・情報通信班が収集した情報を踏まえた町対策本部長の重要な意思決定に係る

補佐 

・町対策本部長が決定した方針に基づく各班に対する具体的な指示 

 

対策班  ・町が行う国民保護措置に関する調整 

・他の市町村に対する応援の求め、道への緊急消防援助隊の派遣要請及び受入

等広域応援に関する事項 

・道を通じた指定行政機関の長等への措置要請、自衛隊の部隊等の派遣要請に

関する事項 

 

情報通信班 

 

 

 

 

・以下の情報に関する国、道、他の市町村等関係機関からの情報収集、整理及

び集約 

 ○ 被災情報 ○ 避難や救援の実施状況 ○ 災害への対応状況 

 ○ 安否情報 ○ その他統括班等から収集を依頼された情報 

・町対策本部の活動状況や実施した国民保護措置等の記録 

・通信回線や通信機器の確保 

 

広報班 ・被災状況や町対策本部における活動内容の公表、報道機関との連絡調整、記

者会見等対外的な広報活動 

 

庶務班 ・町対策本部員や町対策本部職員のローテーション管理 

・市対策本部員の食料の調達等庶務に関する事項 
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 【町の各課における武力攻撃事態における業務】 

部局名 武力攻撃事態等における業務 

まちづくり 

推進課 

・町国民保護対策本部に関すること 

・避難の実施に関すること 

・避難所の運営に関すること 

・住民避難の交通安全対策に関すること 

・被災地及び避難所の衛生環境に関すること 

・安否情報の収集に関すること 

・住民に対する警報の内容の伝達及び緊急通報の内容の伝達に関すること 

・特殊標章等の交付に関すること 

・関係機関との連絡調整に関すること 

・被災情報の収集・提供に関すること 

・安否情報の収集・提供等に関すること 

・住民組織との連絡調整に関すること 

・近隣町村との連絡調整に関すること 

・報道機関との調整に関すること 

・廃棄物処理に関すること 

・火葬の許可及び火葬場の使用許可に関すること 

・仮設住宅の入居に関すること 

 

まちひと 

交流課 

・商工関係団体、観光施設との連絡調整に関すること 

・商工業者の被災相談及び支援に関すること 

 

総務財政課 ・職員の人員配置に関すること 

・武力攻撃災害に係る職員の公務災害保障に関すること 

・町情報システムの被害調査と応急措置に関すること 

・庁舎および町有施設の応急措置および復旧対策に関すること 

・町有財産の緊急使用に関すること 

・その他財務上の緊急対応に関すること 

 

税務住民課 ・各税の納税猶予・減免に関すること 

・安否情報に係る住民情報に関すること 

 

保健福祉課 

 

・災害時要配慮者の安全確保。支援に関すること 

・災害時要配慮者の安否情報に関すること 

・ボランティアに関すること 

・日赤救援活動との連絡調整に関すること 

・避難住民等の保健・衛生指導に関すること 

・避難住民等の精神ケアマネージメントに関すること 
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農林振興課 

農業委員会 

・農林畜産業関係団体との連絡調整に関すること 

・農林畜産業施設の状況把握及び対策に関すること 

・農林畜産業者の被災相談及び支援に関すること 

・家畜の対策に関すること 

公営施設課 ・建設、土木関係団体との連絡調整に関すること 

・道路の被害調査及び応急対策・復旧工事に関すること 

・公共土木施設の等の以外調査及び応急対策・復旧工事に関すること 

・交通規制等の措置に関すること 

・緊急除雪に関すること 

・応急資材の調達・分配に関すること 

・仮設住宅の建設・管理に関すること 

・被災上下水道施設の調査及び応急対策に関すること 

・飲料水の非常給水及びその広報活動に関すること 

・水質の保全に関すること 

・上下水道施設の復旧工事に関すること 

 

教育委員会 ・児童生徒の保護に関すること 

・非常時における学校運営、学習指導及び児童生徒の指導に関すること 

・児童生徒の安否情報に関すること 

・文教施設等の被害調査及び応急対策に関すること 

・武力攻撃災害時における学校給食の対策に関すること 

・給食設備、給食用物資の被害調査及び応急対策に関すること 

・各学校及び教育関係機関との連絡調整に関すること 

 

国保病院 ・被災者の応急医療救護、収容、介助及び介護に関すること 

・医療、助産の薬品等の調達に関すること 

・助産、及び被災者の救護に関すること 

・入院患者及び通院患者の避難誘導に関すること 

・入院患者及び通院患者の安否情報に関すること 

・病院施設及び医療設備等の被害調査及び応急措置に関すること 

 

老人保健施設 ・入所者及び施設利用者の避難誘導に関すること 

・入所者及び施設利用者の安否情報に関すること 

・入所者の保健及び衛生に関すること 

・施設及び設備の被害調査及び応急対策に関すること 

 

 

【消防機関における武力攻撃事態における業務】 

今金消防署 ・武力攻撃災害への対処に関すること（救急・救助を含む） 

・住民への避難誘導に関すること 
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資料７ 

 

【関係報道機関一覧】 

名  称 電話番号 ファクシミリ番号 

ＮＨＫ函館放送局 ０１３８－２７－０４２７ ０１３８－２７－６８７６ 

北海道新聞せたな支局 ０１３７－８４－５８２１ ０１３７－８４－４７９５ 

ＳＴＶ函館放送局 ０１３８－４２－７２７７ ０１３８－４２－４１７５ 

ＨＢＣ函館放送局 ０１３８－５５－８１２１ ０１３８－５５－６６１５ 

函館新聞本社 ０１３８－４３－２１２１ ０１３８－４３－３１３１ 

 

資料８ 

国民保護における用語の定義 

 

１、武力攻撃 

日本に対する外部からの武力攻撃を指し、次に掲げるようなものをいう。 

① 着上陸侵攻 

② 航空機による攻撃 

③ 弾道ミサイル攻撃 

④ ゲリラや特殊部隊による攻撃(戦線を作らず、小規模の部隊に分かれ、小規模な襲

撃や待ち伏せ、施設破壊等を行うこと。) 

 

２、武力攻撃事態 

  武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認めら 

れるに至った事態をいう。 

 

３、武力攻撃予測事態 

  武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予想されるに至った事 

態をいう。 

 

４、武力攻撃事態等 

  武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。 

 

５、武力攻撃災害 

  武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、家事、爆発、放射性物質の 

放出その他の人的・物的災害をいう。 

 

６、緊急対処事態 

  武力攻撃の手段に順ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又はそ

の行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいい、次に掲

げるようなものをいう。 

 

① 危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われる事態(原子力発電所



- 88 - 

 

の破壊、石油コンビナートの爆破等) 

② 多数の人が集合する施設及び大量輸送機関等に対する攻撃が行われる事態（ターミ

ナル駅や列車の爆破等） 

③ 多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われる事態（炭疽
た ん そ

菌やサリ

ンの大量散布等） 

④ 破壊の手段として交通機関を用いた攻撃が行われる事態（航空機による自爆テロ

等） 

 

 

７、事態認定 

  武力攻撃事態であること又は緊急対処事態であることを政府が認定することをいう。 

 

８、対処基本方針 

武力攻撃事態に至った場合に、事態対処法に基づき政府が定める武力攻撃事態等への 

対処に関する基本的な方針をいう。 

 

９、国民の保護のための措置(国民保護措置) 

  武力攻撃事態等（武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態）において、政府や地方公共団 

体が行う避難、救済、武力攻撃災害への対処などの措置をいう。 

 

１０、基本指針 

  国民保護法における「国民の保護に関する基本指針」をいい、政府が武力攻撃事態等 

 に備えて国民の保護のための措置に関して、あらかじめ定める基本的な指針をいう。指 

定行政機関及び都道府県が定める業務計画の基本となるものである。 

 

１１、国民保護計画 

  政府が定める国民の保護に関する基本指針に基づいて、指定行政機関（国の各省庁） 

及び地方公共団体が作成する計画で、国民の保護のための措置を行う実施体制、住民の 

避難や救済などに関する事項、平素の備えに関する事項などを定めるものである。町に 

おける国民保護計画の作成や変更に当たっては、国民保護協議会に諮問するとともに、 

都道府県知事に協議することとされている。 

 

１２、国民保護協議会 

  国民の保護のための措置に関し、広く住民の意見を求め、国民の保護に関する措置に 

関する施策を総合的に推進するため、関係機関の代表者等で構成される国民保護協議会 

を設置することとされている。 

 

１３、指定行政機関 

  国の行政機関のうち、内閣府、各省庁などの中央行政機関（政令で定める機関）をい 

う。 
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１４、指定地方行政機関 

  指定行政機関の地方支分局等（政令で定める機関）をいう。 

 

１５、指定公共機関及び指定地方公共機関 

  国及び地方公共団体と協力して、国民の保護のための措置を実施する機関である。日 

本赤十字や日本放送協会（ＮＨＫ）などの公共的機関、電力会社、ガス会社、運送事業 

者などの公益的事業を営む法人が、国及び都道府県から指定される。武力攻撃事態等及 

び緊急対処事態において警報の放送、避難住民の運送や緊急物資の運送などの役割を担 

う。 

 

 

１６、国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部 

  武力攻撃事態等又は緊急対処事態に至った場合において、国民の保護のための措置を 

総合的に実施するために、国、都道府県、市町村に設置することとされている。 

 

１７、ＮＢＣ攻撃 

  核兵器（Nuclear weapon）、生物兵器（Biological weapon）、化学兵器（Chemical 

weapon）による攻撃をいう。 

 

１８、ダーティーボム 

  放射性物質を散布することにより、放射能汚染を引き起こすことを意図した爆弾をい

う。 

 

１９、生活関連等施設 

  国民生活に関連を有する施設で、発電所、浄水施設などその安全を確保しなければ、

国民生活に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるもの、又は危険物質等を貯蔵

しているなどその安全を確保しなければ周辺の地域に著しい支障を及ぼすおそれがある

と認められる施設をいう。 
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今金町国民保護協議会条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、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（平

成１６年法律第１１２号）第４０条第８項の規定に基づき、今金町国民保護協議会（以

下「協議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（委員） 

第２条 協議会の委員の定数は、３０人以内とする。 

（会長の職務代理） 

 第３条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

  （会議） 

第４条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

 ２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができな

い。 

 ３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

（雑則） 

 第５条 前各条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会

に諮って定める。 

 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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今金町国民保護対策本部及び今金町緊急対処事態対策本部条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、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（平

成１６年法律第１１２号。以下「法」という。）第３１条（法第１８３条において準用

する場合を含む。）の規定に基づき、今金町国民保護対策本部及び今金町緊急対処事態

対策本部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 国民保護対策本部長（以下「本部長」という。）は今金町国民保護対策本部（以 

下「本部」という。）事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。 

２ 国民保護対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を

代理する。 

３ 国民保護対策本部員（以下「本部員」という。）は、本部長の命を受け、本部の事務

に従事する。 

４ 本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。 

５ 前項の職員は、町の職員のうちから町長が任命する。 

（会議） 

第３条 本部長は、本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、

本部の会議（以下「会議」という。）を招集する。 

２ 本部長は法第２８条第６項の規定により、国の職員そのほか町職員以外の者を会議に

出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。 

（部） 

第４条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき本部員は、本部長が、指名する。 

３ 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

（雑則） 

第５条 前各条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。 

 （準用） 

第６条 第２条から前条までの規定は、今金町緊急対処事態対策本部について準用する。 

 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 


