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ST0 ST1 ST2 ST3 ST4 ST5
警報級(⾼)〜 ⼤⾬・台風説明会〜 ⼤⾬⼜は洪⽔警報〜 ⽔防警報(待機)〜 氾濫注意情報〜 氾濫警戒情報〜

ステージ移行判断 気象・水文情報の発表 大雨警報(浸水)の発表 水防警報(待機)の発表 氾濫注意情報の発表 氾濫警戒情報の発表
気象・水文情報の収集・伝達 大雨・台風説明会の開催案内

大雨・台風説明会への参加による
気象予測等の収集

ステージ移行の判断・伝達 ステージ1立ち上げの協議 ステージ2移行の協議 ステージ3移行の協議 ステージ4移行の協議 ステージ5移行の協議
ステージ1立ち上げの周知・伝達 ステージ2移行の周知・伝達 ステージ3移行の周知・伝達 ステージ4移行の周知・伝達 ステージ5移行の周知・伝達

防災体制の構築 むかわ町の体制構築 各部⻑・副部⻑の動向確認 各班⻑・班員の動向確認 第1非常配備の判断・指示 第2非常配備の判断・指示 第3非常配備の判断・指示
部⻑・副部⻑会議の開催 むかわ町災害対策本部の設置準備 むかわ町災害対策本部の設置
情報共有用のホワイトボード設置 対応職員用の食糧の買い出し
本庁・支所間でのTV会議の準備・
実施

職員間の連絡手段の確認・準備

本庁・支所間の情報の共有

関係機関等との連携体制の構築
消防・警察・自衛隊との連絡体制
の確認

消防・警察・自衛隊（電話）との
情報共有

土地改良区への注意喚起 消防との協議・調整

農協への注意喚起
消防に堤防パトロールの点検場所
の指示

自治会町内会との連絡体制の確認

連絡員・応援人員の調整・派遣 リエゾン・連絡員派遣を要請

リエゾン・連絡員を派遣
防災情報の収集・伝
達

ホットラインの調整・実施 ホットライン（気象台⻑・町⻑）
ホットライン（河川事務所⻑・町
⻑）

気象・水文情報の収集・伝達 気象・水文情報の収集 気象・水文情報の収集 気象・水文情報の収集 気象・水文情報の収集 気象・水文情報の収集 気象・水文情報の収集

気象台への気象予測等の問合せ 気象台への気象予測等の問合せ 気象台への気象予測等の問合せ
気象台・室蘭開建への気象・⽔位
予測等の問合せ

気象台・室蘭開建への気象・水位
予測等の問合せ

気象台・室蘭開建への気象・水位
予測等の問合せ

気象・⽔文情報等の庁内共有 気象・水文情報等の庁内共有
町内状況の収集・伝
達

現地パトロールの準備・実施・
報告

情報収集・応急対策部の部⻑・副
部⻑による今後の協議

現地パトロールの開始 現地パトロールの実施 現地パトロールの実施 現地パトロールの実施

各班⻑への指⽰・協議（パトロー
ル計画打合せ・対応可能な職員の
確認）

各パトロール班より被害状況の連
絡

各パトロール班より被害状況の連
絡

各パトロール班より被害状況の連
絡

各パトロール班より被害状況の連
絡

パトロール用車両（給油等含
む）・道具の準備

パトロール班の被害状況による増
員の判断

パトロール班の被害状況による増
員の判断

パトロール班編成
情報収集・応急対策部へ避難ルー
トに関する情報伝達

情報収集・応急対策部へ避難ルー
トに関する情報伝達

住⺠通報・問合せの対応・報告 住⺠通報の対応 住⺠通報の対応 住⺠通報の対応 住⺠通報の対応

報道機関の取材等の対応 災害対策本部との事前調整 災害対策本部との事前調整 災害対策本部との事前調整
広報素材の確認 広報素材の確認 広報素材の確認
報道機関の取材等対応 報道機関の取材等対応 報道機関の取材等対応

■総括表̲むかわ町の防災⾏動⼀覧（第2回検討会結果） ※⻘字は第2回検討会後に事務局で追記・修正した部分

⾏動目標 ⾏動項目
⾏動細目

参考資料２
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ST0 ST1 ST2 ST3 ST4 ST5
警報級(⾼)〜 ⼤⾬・台風説明会〜 ⼤⾬⼜は洪⽔警報〜 ⽔防警報(待機)〜 氾濫注意情報〜 氾濫警戒情報〜

■総括表̲むかわ町の防災⾏動⼀覧（第2回検討会結果） ※⻘字は第2回検討会後に事務局で追記・修正した部分

⾏動目標 ⾏動項目
⾏動細目

参考資料２

避難場所の確保・対
応

避難場所開設の判断・指示
自主避難のための特定避難所開設
の指⽰

自主避難のための特定避難所開設
の指⽰

市街地以外の避難所開設の指⽰ 市街地の避難所開設の指⽰

土砂災害警戒区域の避難所開設の
指⽰

避難 場所開設の準備・実施
自主避難のための特定避難所の準
備・開設

派遣職員の配置計画

避難所施設の利用状況の確認
職員派遣による避難ルート・避難
所の安全確認
避難所のカギの管理者への開設の
要請

避難所用の物品準備 各避難所への職員の派遣 各避難所への職員の派遣
避難 場所の環境整備 避難 場所の環境整備

住⺠等への避難場所開設の周
知・伝達

自主避難所開設の周知 自主避難所開設の周知
市街地外対象地区住⺠への避難所
開設の周知

市街地住⺠への避難所開設の周知

土砂災害警戒区域住⺠の避難所開
設の住⺠への周知

関係機関・報道機関への避難場
所開設の伝達

市街地外対象地区の避難所開設の
伝達

市街地の避難所開設の伝達

土砂災害警戒区域の避難所開設の
伝達

避難者の受入対応
避難所の指示等を確認し、避難所
の避難者に周知

避難所の指⽰等を確認し、避難所
の避難者に周知

被災者の救護 被災者の救護
避難者への支援物資等の調達・
提供

非常食・飲料水・毛布等の配分計
画 救護物資の輸送

避難所用備品・食糧・物資の確
保・配付
医療品医療機関の確保
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ST0 ST1 ST2 ST3 ST4 ST5
警報級(⾼)〜 ⼤⾬・台風説明会〜 ⼤⾬⼜は洪⽔警報〜 ⽔防警報(待機)〜 氾濫注意情報〜 氾濫警戒情報〜

■総括表̲むかわ町の防災⾏動⼀覧（第2回検討会結果） ※⻘字は第2回検討会後に事務局で追記・修正した部分

⾏動目標 ⾏動項目
⾏動細目

参考資料２

地域住⺠の安全確保
対策

住⺠避難に関する情報の発令判
断・指示

市街地外対象地区住⺠への「避難
準備・⾼齢者等避難開始」発令の
判断

市街地住⺠への「避難準備・⾼齢
者等避難開始」発令の判断

市街地外対象地区住⺠への「避難
準備・⾼齢者等避難開始」発令の
庁内伝達

市街地住⺠への「避難準備・⾼齢
者等避難開始」発令の庁内伝達

土砂災害警戒区域の住⺠への「避
難勧告」発令の判断

市街地住⺠への「避難勧告」発令
の指⽰

土砂災害警戒区域の住⺠への「避
難勧告」発令の庁内伝達

市街地住⺠への「避難勧告」発令
の庁内伝達
市街地外対象地区住⺠への「避難
勧告」発令の指⽰
市街地外対象地区住⺠への「避難勧
告」発令の庁内伝達
対象地区住⺠への「避難指⽰(緊
急)」発令の指⽰
対象地区住⺠への「避難指⽰(緊
急)」発令の庁内伝達

住⺠への防災・避難等広報の準
備・実施

広報重点地域・広報ルートの確
認・配置

広報ルートの確認・確保

広報用車両の確保
警察・消防との広報車両の割り振
り

防災行政無線に伴う広報（勧告・
指示）放送準備

広報人員の確認・車両配置計画
避難指示等発令に伴うエリアメー
ル発信準備
障がい者情報などの確認
市街地外対象地区住⺠への「避難
準備・⾼齢者等避難開始」の周
知・広報

市街地住⺠への「避難準備・⾼齢
者等避難開始」の周知・広報

土砂災害警戒区域の住⺠へ「避難
勧告」の周知・広報

市街地住⺠への「避難勧告」の周
知・広報
市街地外対象地区住⺠への「避難
勧告」の周知・広報
対象地区住⺠への「避難指⽰(緊
急)」の周知・広報

SNSによる災害情報伝達システム
の活用

SNSによる災害情報伝達システム
の活用

SNSによる災害情報伝達システム
の活用

SNSによる災害情報伝達システム
の活用

町内会⻑・防災マスターへの情報
提供FAX

町内会⻑・防災マスターへの情報
提供FAX

町内会⻑・防災マスターへの情報
提供FAX

町内会⻑・防災マスターへの情報
提供FAX
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ST0 ST1 ST2 ST3 ST4 ST5
警報級(⾼)〜 ⼤⾬・台風説明会〜 ⼤⾬⼜は洪⽔警報〜 ⽔防警報(待機)〜 氾濫注意情報〜 氾濫警戒情報〜

■総括表̲むかわ町の防災⾏動⼀覧（第2回検討会結果） ※⻘字は第2回検討会後に事務局で追記・修正した部分

⾏動目標 ⾏動項目
⾏動細目

参考資料２

地域住⺠の安全確保
対策（つづき）

要配慮者利用施設との連携体制
の構築

要配慮者利用施設への注意喚起
要配慮者利用施設への防災情報の
伝達

要配慮者避難の準備・実施
自治会町内会への要配慮者リスト
の共有

要配慮者の避難誘導

要配慮者避難状況の把握・報告 在宅の要支援者の状況確認

町内会への避難状況の確認
関係機関・報道機関への避難等
情報の伝達

「避難準備・⾼齢者等避難開始」
発令の伝達

「避難準備・⾼齢者等避難開始」
発令の伝達

「避難勧告」発令の伝達 「避難勧告」発令の伝達
「避難指⽰(緊急)」の伝達

減災行動・水防活動
防災施設・防災資機材等の確
認・防災対応

町所有の防災資機材の確認・準備 庁舎の発電機・排水ポンプ確認

⽔防活動用の公用車の確保

関係機関・団体との連携調整
業者に対する土のう作成の準備・
指⽰

開発局へのポンプ車の出動要請

農業分野関係機関協議
農業分野関係機関への気象情報・
技術情報をFAX送信
建設業者の把握（人員・機械）
リース業者のポンプ・発電機・車
両等在庫確認・発注

建設業者へ待機依頼 建設業者へ出動指⽰
減災行動・水防活動の実施・報
告

内水対応の判断・指示 内⽔対応の判断・指⽰ 内⽔対応の判断・指⽰ 内⽔対応の判断・指⽰

⽔害対応用土のうの確保 土のう作成・運搬・設置 土のう作成・運搬・設置 土のう作成・運搬・設置 土のう作成・運搬・設置
道路・交通対策 冠水道路の通行止めの対応 冠⽔道路の通⾏止めの対応 冠⽔道路の通⾏止めの対応 冠⽔道路の通⾏止めの対応

道路通⾏止めに関する警察への伝
達

道路通⾏止めに関する警察への伝
達

道路通⾏止めに関する警察への伝
達

道路通⾏止めに関する警察への伝
達

住⺠の孤⽴化への対応 住⺠の孤⽴化への対応
緊急避難対応 住⺠避難完了状況の確認 避難完了状況の確認

救助・救出活動 消防への救助・救出の要請
現場対応者の退避 現場対応者への退避指⽰

現場対応者の退避
現場対応者の退避状況の確認・報
告


