【資料】美瑛町地域強靱化計画に係る各指標値出典元
起きてはならない最悪の事態

項目

1-1 地震等による建築物等の大規模倒壊や火災に伴う死傷者の発生

住宅の耐震化率
社会福祉施設の耐震化率
小中学校の耐震化率
緊急指定避難場所及び指定避難所の指定数

1-2 火山噴火・土砂災害による多数の死傷者の発生

火山噴火のハザードマップの作成状況
十勝岳噴火の具体的な避難計画の策定状況
十勝岳噴火の避難確保計画の策定状況
十勝岳火山噴火緊急減災対策砂防計画に基づく砂防事業の整備進捗
洪水ハザードマップの作成状況
内水ハザードマップの作成状況
道路点検における防雪に関する道路の要点対策箇所の対策率
備蓄状況（毛布・発電機・暖房器具）

指標

数値出典元

所管課

約74%（H27） ⇒ 95%（H33）
100%（H28） ⇒ 100%を維持
約94%（H29） ⇒ 100%（H33）
緊急 56（H29） ⇒ 地域の実情に応じ増減
指定 23（H29） ⇒ 地域の実情に応じ増減
十勝岳 作成(S62) ⇒ 改訂(H27)
策定（H29）
未策定（H29） ⇒ 策定（H33）
約79%（H29） ⇒ 100%（H35）
策定（H23）
未策定（H29） ⇒ 作成（H33）
100%（H29） ⇒ 100%を維持
毛布510枚 （H29）⇒710枚(H33)
発電機16台（H29）⇒18台（H33）
暖房器具10台（H29）⇒12台（H33）
未策定（H29）⇒ 策定（H33）
指定避難所
風水害・火山災害
26箇所(H29)⇒地域の実情に応じ増減
地震災害
23箇所(H29)⇒地域の実情に応じ増減
ピクトグラムサイン
69箇所（H29）⇒地域の実情に応じ増減

美瑛町耐震改修促進計画(H22.3月策定)
防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査
市町村別公立小中学校の校舎等耐震化状況
美瑛町地域防災計画

自主防災組織活動カバー率

0.4%（H29） ⇒ 50%（H33）

防災士資格取得の状況
避難勧告等に係る具体的な発令基準の策定状況
防災訓練の実施回数
防災関連の協定件数

職員24名（H29）⇒職員・町民30名（H33）
水害 策定（H26） 土砂災害 策定（H26）
1回（Ｈ29）⇒継続的に実施する。
10件（H29） → 12件（H33）

（現状）原野行政区17世帯／4766世帯
（目標）北海道全体の現在カバー率
総務課資料より
美瑛町地域防災計画
総務課資料より
美瑛町建設業協会（H21.3.26締結）
サントリーフーズ㈱北海道支社（H22.2.1締結）
北海道コカコーラボトリング㈱（H22.4.19締結）
北海道エルピーガス災害対策協議会（H22.7.5締結）
上川管内19町村（H26.2.14決議）
上川地方建設業協会連絡協議会（H27.10.30締結）
旭川地方石油販売業協同組合（H27.12.21締結）
美瑛町内郵便局（H29.4.1締結）
陸上自衛隊上富良野駐屯地（H29.5.22締結）
㈱セブン・イレブン・ジャパン（H29.12.13締結）

備蓄整備方針の策定状況

未策定（H29） → 策定（H33）

2-2 消防、警察、自衛隊等の被災等による救助・救急活動の停滞

消防団員数

消防聞き取り（H30.1.31現在）

美瑛消防署

2-3 被災地における医療・福祉機能等の麻痺

町立病院における災害実動訓練
町立病院における応急用医療機材の整備率
社会福祉施設等との協定締結状況
予防接種法に基づく予防接種の接種率

消防団員数 123人（H29）
→ 130～135人程度を維持する。（H33）
未実施（H29） → 年１回（H33）
100％（H29） → 100%を維持
0施設（H29） → 2施設（H33）
１期 96％（H28） → 97％（H33）
２期 97.3％（H28） → 98％（H33）

病院聞き取り
病院聞き取り
病院聞き取り
厚生労働省 麻しん風しん予防接種の実施状況

町立病院
町立病院
町立病院
保健福祉課

3-1 町内外における行政機能の大幅な低下

災害対策本部を設置する庁舎の耐震化率

100％（H29） → 100%を維持

役場及び美瑛消防署

総務課

4-1 エネルギー供給の停止

木質バイオマスボイラー導入状況（熱利用分野）
農家戸数
耕作面積
認定農業者への農地集積率
上水道の基幹管路の耐震適合率
下水道BCPの策定状況
地震対策上重要な下水管渠の地震対策実施率
下水道施設の長寿命化計画策定状況
橋梁の予防保全率
橋梁の点検率
道路橋の長寿命化修繕計画の策定状況

まちなか交流施設
補助事業資料・林務係より聞き取り
2015農林業センサス 農業経営体数（家族経営体）
農林水産統計 市町村別耕地面積
人と農地の状況に関する市町村別データ
水道整備室聞き取り
水道整備室聞き取り
水道整備室聞き取り
水道整備室聞き取り
建設水道課聞き取り
建設水道課聞き取り
建設水道課聞き取り

農林課

4-2 食料の安定供給の停滞

利用量（1施設）140㎥（H29）
→ 利用量（2施設）1,240㎥（H33）
434戸（H27） → 現戸数を維持する。
12,700ha（H29） → 現面積を維持する。
91.8％（H28） → 95.0％（H33）
0％（H29） → 100％（H38）
策定済（H26）
0％（H29）→ 100％（H38）
未策定（H29） → 策定（H30）
90％（H29） → 100％（H30）
67％（H29） → 100％（H30）
策定済（H24）

7-1 災害廃棄物の処理の停滞等による復旧・復興の大幅な低下

農業用ため池の点検・診断の実施割合
農業用ため池のハザードマップの策定割合
多様な樹種・林齢で構成された森林の造成面積
町有林において多様な方法で更新する人工林の面積
農地・農業用水利施設等の地域資源を保全管理する活動組織数
災害廃棄物処理計画の策定状況

100%（H29） → 100%を維持
40％（H29） → 100％（H33）
77.41ha（H28） → 現面積を確保する
32.84ha（H28） → 現面積を確保する
22団体（H29） → 現団体数を維持する
未策定（H29） → 策定（H33）

農林課聞き取り
農林課聞き取り
農林課聞き取り
農林課聞き取り
農林課聞き取り
住民生活課聞き取り

農林課
農林課
農林課
水道整備室
水道整備室
水道整備室
水道整備室
建設水道課
建設水道課
建設水道課
経済文化振興課
農林課
農林課
農林課
農林課
農林課
住民生活課

7-2 復旧・復興等を担う人材の絶対的不足

町内建設土木業就業者における15～29歳の構成比

6.7％（H27） → 約10％（H33）

H27国勢調査 従業地・通学地集計

経済文化振興課

1-3 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水
1-4 暴風雪及び豪雪による交通途絶等に伴う死傷者の発生
1-5 積雪寒冷を想定した避難体制等の未整備による被害の拡大

1-6 情報伝達の不備・途絶等による死傷者の拡大

2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止

4-3 上下水道等の長期間にわたる機能停止

4-4 町外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止
5-1 供給網の寸断や中枢機能の麻痺等による企業活動等の停滞
6-1 農業用ため池の機能不全等による二次災害の発生
6-2 農地・森林等の荒廃による被害の拡大

避難行動要支援者計画の策定状況
指定避難所及び避難所ピクトグラムサインの設置状況

建設水道課
建設水道課
管理課
総務課

建設水道課調べ
総務係資料、備品台帳より

総務課
総務課
総務課
総務課
総務課
総務課
建設水道課
総務課

総務課資料より
美瑛町地域防災計画

保健福祉課
総務課

十勝岳火山避難計画（十勝岳火山防災協議会）
北海道開発局 砂防事業再評価原案準備書説明資料
美瑛町防災ガイドブック

総務課
総務課
総務課
総務課
総務課

総務課

