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資料編 

■ 災害危険区域、整備計画及び各種規程 

 

① 水防区域及び整備計画 

平成 31 年３月現在 
○北海道水防計画による 
＜水位周知河川…洪水等に際して水防上特に注意を要する箇所を北海道が指定＞ 

水系 河川 名称 河川位置 所在地 左岸 右岸 発災状況 

茶路川 茶路川 茶路川 
河口から 
3.5km 

茶路基西2線13-1地先 
自：茶路基線179番2地先 
至：海 

自：茶路基線181番2地先 
至：海 

･平 24.05 避難勧告 
･平 28.08 避難準備情報 
農作物冠水/河川護岸決壊 

･平 29.09 避難準備情報 
･平 30.09 避難勧告 
床下浸水/営農施設浸水 

庶路川 庶路川 庶路川 
河口から 
2.5km 

庶路基線6-3地先 
自：上庶路甲区216番地先 
至：海 

自：ﾊ゚ ﾅｱﾝｿー ﾎ゚ ｺﾏﾅｲ1番1地先 
至：海 

･平 29.09 天然護岸決壊 

＜重要水防箇所…洪水又は津波・高潮により相当な損害が生ずるおそれのある河川を北海道が指定＞ 

水系 河川 地区 位置 (起点/終点) 区域延長 

茶路川 戻辺川(左岸) 起：橋西 茶路川の合流点 終：橋西 合流点から 0.5km 上流 0.5km 

茶路川 戻辺川(右岸) 起：東 3 条北 2 丁目 茶路川の合流点 終：西 4 条北 2 丁目交流点から 0.5km 上流 0.5km 

和天別川 和天別川(左岸) 起：坂の丘 河口から 1.1km 上流 終：和天別橋 0.6km 

和天別川 和天別川(左岸) 起：下和天別橋から 0.7km 下流 終：下和天別橋 0.7km 

和天別川 和天別川(左岸) 起：中和天別 川向橋から 0.3km 下流 終：川向橋 0.3km 

和天別川 和天別川(左岸) 起：河原 緑大橋から 0.6km 下流 終：緑大橋 0.6km 

和天別川 和天別川(右岸) 起：坂の丘 河口から 1.1km 上流 終：和天別橋 0.6km 

和天別川 和天別川(右岸) 起：中和天別 起望橋 終：川向橋 0.8km 

○白糠町総合計画による 
＜樋門樋管の管理＞ 
和天別川（14 箇所）、茶路川（12 箇所）、庶路川（20 箇所）、コイトイ川・古川（4 箇所） 

＜普通河川の管理＞ 
普通河川（242 河川 延長 704.1km）、準用河川（5 河川 延長 10.4km）  
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② 高波・高潮・津波等危険区域及び整備計画 

平成 20年１月 11日現在 

番
号 

危険区域の現況 予想される被害 法令等における指定状況 整備計画 

海岸名 
海岸線危険 
区域延長 
（ｍ） 

指定済 
延長 
（ｍ） 

海岸保全施設
のある区域延
長（ｍ） 

災害の
要因 

住家 
(戸) 

公共施設 
（棟） 

道路 その他 
指定 
機関 

法令名 
指定 
年月日 

指定 
番号 

危険区域 
との関連 実施 

機関 
概要 

全部 一部 

１ 和天別 5000 4480 0 侵食     道 海岸法 S36.5.30 1228  ○ 
道 

(建設部) 
 

２ 白糠 830 830 
コンクリート 
護岸 

８３０ 
侵食 5  

町道 
御園川 
沿線 

農地宅地 
104ha 

道 海岸法 S36.5.30 1228 ○  
道 

(農政部) 

異形ﾌﾞﾛｯｸ 
830ｍ 

平1整備完了 

３ 白糠 1169 769 769 侵食 250 白糠生活館   道 海岸法 S55.10.9 2527  ○ 
道 

(建設部) 
基本計画あり 

４ 白糠 765 765 
765 

（漁港用保全
施設との計） 

津波 60  
国道 
38号 

 道 海岸法 Ｓ36 656 ○  
道 

(水産林務
部) 

海岸護岸・漁港
施設 

５ 岬 465 465 160 侵食 60    道 海岸法 S56.6.29 1435 ○  
道 

(建設部) 
基本計画あり 

６ 刺牛 2279 2279 2259 侵食 90 刺牛集会所   道 海岸法 S56.6.29 1435 ○  
道 

(建設部) 
基本計画あり 

７ 庶路 1493 958 780 侵食 5    道 海岸法 S56.6.29 1435  ○ 
道 

(建設部) 

平成５年度より
着工（離岸堤６

基） 

８ 庶路 1310 1310 

コンクリート 
護岸 
１３０８ 

根固 
１３１０ 

浸食 125 旧庶路中学校   道 海岸法 S36.5.30 1228 ○  
道 

(農政部) 
Ｓ５７ 
整備完了 

９ コイトイ 7000 6465 300 津波 40 
物産センター 

恋問館 
恋問集会所 

国道 
３８号 

 道 海岸法 S57.12.13 2426  ○ 
道 

(建設部) 

異形ﾌﾞﾛｯｸ 
830ｍ 

平1整備完了 

計 9                 

  



                            白糠町地域防災計画  資料編                            

－289－ 

 

③ 市街地における低地帯の浸水予想区域及び整備計画 

平成 20年１月 11日現在 

番
号 

危険区域の現況 予想される被害 法令等における指定状況 整備計画 

市町村名 地区名 場所 
危険区域
面積(ha) 

災害の
要因 

住家 
(戸) 

公共施設
（棟） 

道路 その他 
指定 
機関 

法令名 
指定 
年月日 

指定番号 

危険区域 
との関連 

実施 
機関 

概要 
全部 一部 

1 白糠町 
西１条 
南４丁目 

同左 0.6 溢水 66  町道        町 
平3 

工事施工 

2 白糠町 庶路宮下 同左 40.0 溢水 167 
宮下集会所 

1 

国道 
３８号 
町道 

JR 
根室本線 

      町 
Ｈ12～ 
施工 

計  2                

 

○洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設（水防法第 15 条第１項４のロ） 

No 施設名称 所在地 連絡先 

1 白糠保育園 白糠町西２条南３丁目１番地１ 2-3460 

2 白糠小学校 白糠町西２条南３丁目１番地１ 2-2828 

3 デイサービスこころ 白糠町西１条南 1 丁目２番地 25 9-2277 

４ ふれあい児童館 白糠町西庶路東２条北３丁目 2 番地１ 5-4006 

５ ケアホーム春風 白糠町庶路宮下２丁目２番地 29 5-9600 
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④ 地すべり・がけ崩れ・土石流危険渓流等危険区域及び予防計画 

令和４年１月４日現在 

区分 図番号 箇所番号 箇所名 
指定区分 

指定年度 
 

予防計画 
警戒区域 特別警戒区域  

急傾斜地崩壊危険

一覧 

急 001 Ⅰ-9-75-2796 
白糠東 3 条北 1 丁目

1 
○ ○ H25 

  

急 002 Ⅰ-9-76-2797 
白糠東 3 条北 1 丁目

2  
○  Ｒ３ 

  

急 003 Ⅰ-9-77-2798 白糠東 3 条北 2 丁目 ○ ○ Ｒ３   

急 004 Ⅰ-9-78-2799 白糠岬 2 丁目 ○ ○ Ｒ３   

急 005 Ⅰ-9-79-2800 白糠刺牛 2 丁目 ○ ○ Ｒ３   

急 006 Ⅱ-9-40-2134 
白糠東 3 条北 3 丁目

1  
○ ○ Ｒ３ 

  

急 007 Ⅱ-9-41-2135 
白糠東 3 条北 3 丁目

2 
○ ○ Ｒ３ 

  

急 008 Ⅱ-9-42-2136 白糠東 3 条北 5 丁目 ○ ○ H28   

急 009 Ⅱ-9-43-2137 白糠刺牛 3 丁目 ○ ○ Ｒ３   

急 010 Ⅱ-9-44-2138 白糠庶路２丁目 ○ ○ H28   

急 011 Ⅱ-9-45-2139 白糠庶路宮下５丁目 ○ ○ H28   

急 012 Ⅱ-9-46-2140 白糠庶路宮下５丁目 ○ ○ H28   

急 013 Ⅲ-9-37-790 白糠橋西 ○ ○ H28   

急 014 Ⅲ-9-38-791 白糠東 3 条北 6 丁目  ○ ○ H28   

急 015 Ⅲ-9-39-792 白糠庶路宮下５丁目 ○ ○ H28   

土石流危険渓流一 土 001 Ⅱ91-40 大秋の 1 の沢川 ○  H28   
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区分 図番号 箇所番号 箇所名 
指定区分 

指定年度 
 

予防計画 
警戒区域 特別警戒区域  

覧 土 002 Ⅱ-91-60 茶路 2 の沢川 ○  H28   

土 003 Ⅱ-91-70 茶路 1 の沢川 ○  H28   

土 005 Ⅱ-91-90 上茶路 1 の沢川 ○  H28   

土 006 Ⅱ-91-100 上茶路川 ○  H28   

土 007 Ⅱ-91-120 新縫別 1 号川 ○ ○ H28   

土 008 Ⅱ-91-130 縫別 1 号川 ○ ○ H28   

土 009 Ⅱ-91-140 鍛高の沢川 ○  H28   

土 010 Ⅱ-91-150 ポンヒサイシ川 ○ ○ H28   

土 011 Ⅰ-91-160 松川沢川 ○  H25   

土 012 Ⅱ-91-170 東栄 2 の沢川 ○ ○ H28   

土 013 Ⅱ-91-180 東栄 1 の沢川 ○  H28   

土 014 Ⅰ-91-190 日の出沢川 ○  H28   

土 015 Ⅰ-91-200 
シカリカップ 1 の沢

川 
○  Ｒ３ 

  

土 016 Ⅱ-91-210 
シカリカップ 2 の沢

川 
○ ○ H28 

  

土 017 Ⅱ-91-220 
シカリカップ 3 の沢

川 
○  H28 

  

土 018 Ⅰ-91-230 下刺牛沢川 ○  H24 

 北海道(林務部) 
H25～26：谷止
工 3 基、 
土留工 2 基 
北海道(建設管理
部) 
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区分 図番号 箇所番号 箇所名 
指定区分 

指定年度 
 

予防計画 
警戒区域 特別警戒区域  

H27 度完成：砂
防堰堤 

土 019 Ⅱ-91-240 刺牛 1 号川 ○  H24   

土 019 Ⅱ-91-240-1 刺牛 2 号川 ○  H24 

 北海道(林務部) 
H25～26：谷止
工 6 基 
北海道(建設管理
部) 
H28 度完成：砂防
堰堤、床固工 

土 020 Ⅱ-91-260 刺牛 3 の沢川 ○ ○ Ｒ３   

土 021 Ⅱ-91-270 上新興の沢川 ○ ○ H28   

土 022 Ⅱ-91-280 稲田の沢川 ○  Ｒ３   

地すべり危険箇所

一覧 

地 001 9-1-413 小鳥の森 ○  Ｒ３   

地 002 9-2-414 刺牛 ○  Ｒ３   

地 004 9-4-416 上茶路 2 ○  Ｒ３   

地 005 9-5-417 住吉 1 ○  Ｒ３   

地 006 9-6-418 住吉 2 ○  Ｒ３   

地 007 ③-9-668-668-0009 石炭岬 ○  Ｒ３   

地 008 ③-9-668-668-0018 左股 1 ○  Ｒ３   

※ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律指定関係 

○土砂災害想定区域内の要配慮者利用施設 

No 施設名称 所在地 連絡先 

1 白糠立正保育園 白糠町東３条北１丁目 2 番地５２ 2-2670 
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・砂防法指定関係 

区分 番号 河川名 渓流名 指定面積 指定日 

砂防指定地一覧 

27 庶路川 クッショナイ沢 5.33ha S37.9.15 

28 庶路川 クッショナイ沢 1.07ha S39.2.28 

29 ｹﾄﾝﾁ川 1 号川 6.79ha S48.5.12 

30 庶路川 中央の沢川 5.42ha S51.2.7 

31 庶路川 石の花川 6.74ha S53.4.27 

32 ｵﾚｳｹﾅｲ川 ｵﾚｳｹﾅｲ川 7.22ha S62.9.5 

33 庶路川 中央の沢川 8.68ha H3.1.10 

34 茶路川 オッサペ川 4.00ha S54.5.17 

35 茶路川 マカヨ川 6.31ha H6.9.1 

60 茶路川 松川沢川 13.61ha H12.8.9 

36 刺牛川 刺牛 1 号川 0.76ha S60.8.10 

66 下刺牛沢川 下刺牛沢川 4.92ha H25.3.13 

67 刺牛２号川 刺牛２号川 6.07ha H25.3.13 

68 下刺牛沢川 下刺牛沢川 0.95ha H26.2.14 

69 刺牛２号川 刺牛２号川 5.57ha H26.2.14 

70 刺牛川 刺牛 1 号川 4.16ha H27.2.25 

 

・地すべり等防止法指定関係 

区分 番号 区域名 指定面積 指定日 

地すべり防止区域 
12 小鳥の森 11.07ha H9.10.28 

13 岬 6.44ha H16.3.26 
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⑤ 雪崩危険区域及び整備計画 

平成 20年１月 11日現在 

番
号 

危険区域の概況 予想される被害 法令等における指定等 整備計画 

地区名 場所 
危険区域 
面積 

（ha） 

住家 
(戸) 

公共施設
等 

道路 その他 指定機関 法令等 
指定 
年月日 

指定 
番号 

指定区域 
との関連 実施機関 概要 

全域 一部 

1 
泊 

石炭岬 
同左 5.0 55  

国道 
38号 

JR 
根室本線 

      
道 

(建設部) 
 

2 刺牛 〃 3.6 30            

                

計  2              
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⑥ 防災拠点等整備計画 

（第８章 第５節関係） 

番号 区分 機能 整備拠点 所在地 整備概要 規模（現行）等 

１ 

【中枢防災拠点】 
応急対策活動で重要とな

る機能を停滞することな

く実施するため、機能の

集約及び整備をする。 

⑴ 災害対策本部 

⑵ 避難者の一時収容 

⑶ 重要な情報システムの保

護とバックアップ 

白糠町役場 西１条南１丁目 

・重要防災拠点機能 

・非常用電源 

・避難階段 
ＲＣ造地上 3 階建地下１階 

建設年：昭和 60 年 

２ 

【地域防災拠点】 
中枢防災拠点を補完し、

効果的な災害対応を可能

とするため、柔軟な手段

を用い防災拠点として機

能するよう整備をする。 

⑴ 災害対策本部の補完、現

地対策本部 

⑵ 防災関係機関の活動拠点 

⑶ 災害医療救護所 

⑷ 避難者の収容 

⑸ 資機材、食料等の備蓄 

⑹ ヘリコプターの離発着 

白糠消防庁舎 西１条北４丁目 

・防災拠点耐震改修 

・地域防災拠点機能 

・非常用電源 

・一時避難施設 

・防災行政無線設備 

・消防無線設備 

ＲＣ造地上 2 階建て 1 部 3 階 

延床面積：2,121.22 ㎡ 

建設年：令和２年 

３ 

⑴ 地域住民の指定緊急避難

場所への円滑な避難経路 

⑵ 消防資機材、緊急車両等

大型車両通行を担保する 
<避難路> 

町道 栄橋通り 

東 1･2 条北 5･6

丁目 

・幅員拡幅、歩道整備等 道路幅員：5.5ｍ 

道路延長：550ｍ 

避難対象地域： 

東 1条北 4～6丁目、東 2条北

4～6 丁目 

避難対象人数：357 人(186 世

帯) 

４ 

⑴ 地域住民の指定緊急避難

場所への円滑な避難経路 

⑵ 避難者の収容 <避難場所> 

<避難路> 

白糠中学校裏山 

西 5 条北 1 番地

2､2 番地 2 

和天別 84 番地

3､4 

和天別 102 番地 

和天別 2438 番

地 

・津波指定避難場所整備 

・津波指定避難場所用避

難路整備 

津波指定避難場所：300 ㎡拡張 

避難路： 

①既設延長 310ｍ改良 

②新設延長 150ｍ改良 

③新設延長 510ｍ改良舗装(町

道) 
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⑦ 山地災害危険地区一覧 

道
有
林 

番号 地区区分 地区名 
位      置 

渓流名 
郡・市 町・村 大字 字 

 1 山腹崩壊 刺牛1 白糠郡 白糠町  字刺牛 刺牛1 

 2 山腹崩壊 刺牛2 白糠郡 白糠町  字刺牛 刺牛2 

 3 山腹崩壊 刺牛3 白糠郡 白糠町  字刺牛 刺牛3 

 4 山腹崩壊 刺牛4 白糠郡 白糠町  字刺牛 刺牛4 

 5 山腹崩壊 白糠市街1 白糠郡 白糠町  字白糠 白糠市街1 

 6 山腹崩壊 白糠市街2 白糠郡 白糠町  字白糠 白糠市街2 

 7 山腹崩壊 和天別地区 白糠郡 白糠町  和天別 和天別地区 

 8 山腹崩壊 白糠市街5 白糠郡 白糠町  字白糠 白糠市街5 

 9 山腹崩壊 中庶路1 白糠郡 白糠町  字庶路1 中庶路1 

 10 山腹崩壊 中庶路2 白糠郡 白糠町  字庶路 中庶路2 

 11 山腹崩壊 中庶路3 白糠郡 白糠町  字庶路 中庶路3 

 12 山腹崩壊 中庶路4 白糠郡 白糠町  字庶路 中庶路4 

 13 山腹崩壊 中庶路5 白糠郡 白糠町  字庶路 中庶路5 

 14 山腹崩壊 太田地先 白糠郡 白糠町  字庶路 太田地先 

 15 山腹崩壊 新興地区 白糠郡 白糠町 大字庶路 字新興 新興地区 

 16 山腹崩壊 留田の沢 白糠郡 白糠町  和天別 留田の沢 

道 18 山腹崩壊 シュートナイ－1 白糠郡 白糠町  白糠甲区 シュートナイ－1 

道 19 山腹崩壊 シュートナイ－2 白糠郡 白糠町  白糠甲区 シュートナイ－2 

道 20 山腹崩壊 シュートナイ－3 白糠郡 白糠町  白糠甲区 シュートナイ－3 

道 21 山腹崩壊 マリの沢 白糠郡 白糠町  白糠甲区 マリの沢 

道 22 山腹崩壊 シュートナイ－5 白糠郡 白糠町  白糠甲区 シュートナイ－5 

道 23 山腹崩壊 シュートナイ－6 白糠郡 白糠町  白糠甲区 シュートナイ－6 

道 24 山腹崩壊 シュートナイ－7 白糠郡 白糠町  白糠甲区 シュートナイ－7 

道 25 山腹崩壊 シュートナイ－8 白糠郡 白糠町  白糠甲区 シュートナイ－8 

道 26 山腹崩壊 シュートナイ－9 白糠郡 白糠町  白糠甲区 シュートナイ－9 

道 27 山腹崩壊 シュートナイ－10 白糠郡 白糠町  白糠甲区 シュートナイ－10 

道 28 山腹崩壊 シュートナイ－11 白糠郡 白糠町  白糠甲区 シュートナイ－11 

道 29 山腹崩壊 押出の沢 白糠郡 白糠町  白糠甲区 押出の沢 

道 30 山腹崩壊 シュートナイ－13 白糠郡 白糠町  白糠甲区 シュートナイ－13 

道 31 山腹崩壊 トンベツ－1 白糠郡 白糠町  白糠甲区 トンベツ－1 

道 32 山腹崩壊 東宝の沢 白糠郡 白糠町  白糠甲区 東宝の沢 

道 33 山腹崩壊 トンベツ－3 白糠郡 白糠町  白糠甲区 トンベツ－3 

道 34 山腹崩壊 トンベツ－4 白糠郡 白糠町  白糠甲区 トンベツ－4 

道 35 山腹崩壊 トンベツ－5 白糠郡 白糠町  白糠甲区 トンベツ－5 

道 36 山腹崩壊 トンベツ－6 白糠郡 白糠町  白糠甲区 トンベツ－6 

道 37 山腹崩壊 トンベツ－7 白糠郡 白糠町  白糠甲区 トンベツ－7 

道 38 山腹崩壊 ビラウンナイ－1 白糠郡 白糠町  白糠甲区 ビラウンナイ－1 

道 39 山腹崩壊 ビラウンナイ－2 白糠郡 白糠町  白糠甲区 ビラウンナイ－2 

道 40 山腹崩壊 ビラウンナイ－3 白糠郡 白糠町  白糠甲区 ビラウンナイ－3 

道 41 山腹崩壊 ビラウンナイ－4 白糠郡 白糠町  白糠甲区 ビラウンナイ－4 

道 42 山腹崩壊 ビラウンナイ－5 白糠郡 白糠町  白糠甲区 ビラウンナイ－5 

道 43 山腹崩壊 ビラウンナイ－6 白糠郡 白糠町  白糠甲区 ビラウンナイ－6 

道 44 山腹崩壊 ビラウンナイ－7 白糠郡 白糠町  白糠甲区 ビラウンナイ－7 

道 45 山腹崩壊 奥ビラウンナイ－1 白糠郡 白糠町  白糠甲区 奥ビラウンナイ－1 

道 46 山腹崩壊 奥ビラウンナイ－2 白糠郡 白糠町  白糠甲区 奥ビラウンナイ－2 

道 47 山腹崩壊 奥ビラウンナイ－3 白糠郡 白糠町  白糠甲区 奥ビラウンナイ－3 

道 48 山腹崩壊 奥ビラウンナイ－4 白糠郡 白糠町  白糠甲区 奥ビラウンナイ－4 

道 49 山腹崩壊 奥ビラウンナイ－5 白糠郡 白糠町  白糠甲区 奥ビラウンナイ－5 

道 50 山腹崩壊 奥ビラウンナイ－6 白糠郡 白糠町  白糠甲区 奥ビラウンナイ－6 
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道 51 山腹崩壊 奥ビラウンナイ－7 白糠郡 白糠町  白糠甲区 奥ビラウンナイ－7 

道 52 山腹崩壊 奥ビラウンナイ－8 白糠郡 白糠町  白糠甲区 奥ビラウンナイ－8 

道 53 山腹崩壊 奥ビラウンナイ－9 白糠郡 白糠町  白糠甲区 奥ビラウンナイ－9 

道 54 山腹崩壊 奥ビラウンナイ－10 白糠郡 白糠町  白糠甲区 奥ビラウンナイ－10 

道 55 山腹崩壊 奥ビラウンナイ－11 白糠郡 白糠町  白糠甲区 奥ビラウンナイ－11 

道 56 山腹崩壊 奥ビラウンナイ－12 白糠郡 白糠町  白糠甲区 奥ビラウンナイ－12 

道 57 山腹崩壊 奥ビラウンナイ－13 白糠郡 白糠町  白糠甲区 奥ビラウンナイ－13 

道 58 山腹崩壊 奥ビラウンナイ－14 白糠郡 白糠町  白糠甲区 奥ビラウンナイ－14 

 1 地すべり危険地区 上庶路1 白糠郡 白糠町  字上庶路 上庶路1 

 2 地すべり危険地区 中茶路1 白糠郡 白糠町  字茶路 中茶路1 

 3 地すべり危険地区 中庶路 白糠郡 白糠町  字庶路 中庶路 

 4 地すべり危険地区 中茶路2 白糠郡 白糠町  字茶路 中茶路2 

 5 地すべり危険地区 上庶路2 白糠郡 白糠町  字上庶路 上庶路2 

 6 地すべり危険地区 西茶路 白糠郡 白糠町  字茶路 西茶路 

 7 地すべり危険地区 西庶路 白糠郡 白糠町  字庶路 西庶路 

 8 地すべり危険地区 和天別川下流 白糠郡 白糠町  和天別 和天別川下流 

 9 地すべり危険地区 石炭岬 白糠郡 白糠町  字刺牛 石炭岬 

 10 地すべり危険地区 南上茶路 白糠郡 白糠町  字上茶路 南上茶路 

 11 地すべり危険地区 南大曲1 白糠郡 白糠町  字上茶路 南大曲1 

 12 地すべり危険地区 南大曲2 白糠郡 白糠町  字上茶路 南大曲2 

 13 地すべり危険地区 二股 白糠郡 白糠町  字上茶路 二股 

 14 地すべり危険地区 大平 白糠郡 白糠町  和天別 大平 

 15 地すべり危険地区 御仁田 白糠郡 白糠町  字茶路 御仁田 

 16 地すべり危険地区 川島1 白糠郡 白糠町  和天別 川島1 

 17 地すべり危険地区 川島2 白糠郡 白糠町  和天別 川島2 

 18 地すべり危険地区 左股1 白糠郡 白糠町  字上茶路 左股1 

 19 地すべり危険地区 左股2 白糠郡 白糠町  字上茶路 左股2 

 20 地すべり危険地区 左股3 白糠郡 白糠町  字上茶路 左股3 

 21 地すべり危険地区 上茶路 白糠郡 白糠町  字上茶路 上茶路 

 22 地すべり危険地区 神社の沢 白糠郡 白糠町  オオナイ 神社の沢 

 23 地すべり危険地区 上庶路 白糠郡 白糠町  字上庶路 上庶路 

道 24(23) 地すべり危険地区 牧場の沢 白糠郡 白糠町  白糠甲区 牧場の沢 

道 25(24) 地すべり危険地区 マリの沢 白糠郡 白糠町  白糠甲区 マリの沢 

 26 地すべり危険地区 上庶路 白糠郡 白糠町  上庶路 上庶路 

 1 崩壊土砂流出 遠藤の沢 白糠郡 白糠町  和天別 遠藤の沢 

 2 崩壊土砂流出 渋谷の沢 白糠郡 白糠町  字茶内 渋谷の沢 

 3 崩壊土砂流出 熊の沢 白糠郡 白糠町  字茶路 熊の沢 

 4 崩壊土砂流出 大苗の沢 白糠郡 白糠町  字中茶路 大苗の沢 

 5 崩壊土砂流出 御礼部の沢 白糠郡 白糠町  字中茶路 御礼部の沢 

 6 崩壊土砂流出 御礼部2の沢 白糠郡 白糠町  字中茶路 御礼部2の沢 

 7 崩壊土砂流出 マカヨの沢 白糠郡 白糠町  字中茶路 マカヨの沢 

 8 崩壊土砂流出 丸子の沢 白糠郡 白糠町  字中茶路 丸子の沢 

 9 崩壊土砂流出 茶路の沢 白糠郡 白糠町  字中茶路 茶路の沢 

 10 崩壊土砂流出 尾関の沢 白糠郡 白糠町  字中茶路 尾関の沢 

 11 崩壊土砂流出 イオロウシの沢 白糠郡 白糠町  字中茶路 イオロウシの沢 

 12 崩壊土砂流出 対木の沢 白糠郡 白糠町  字中茶路 対木の沢 

 13 崩壊土砂流出 中野の沢 白糠郡 白糠町  字中茶路 中野の沢 

 14 崩壊土砂流出 セタラの沢 白糠郡 白糠町  字中茶路 セタラの沢 

 15 崩壊土砂流出 江口の沢 白糠郡 白糠町  字中茶路 江口の沢 

 16 崩壊土砂流出 五郎の沢 白糠郡 白糠町  字中茶路 五郎の沢 

 17 崩壊土砂流出 大崎第1の沢 白糠郡 白糠町  字中茶路 大崎第1の沢 
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 18 崩壊土砂流出 大崎第2の沢 白糠郡 白糠町  字中茶路 大崎第2の沢 

 19 崩壊土砂流出 鍛高の沢 白糠郡 白糠町  字中茶路 鍛高の沢 

 20 崩壊土砂流出 松本の沢 白糠郡 白糠町  字中茶路 松本の沢 

 21 崩壊土砂流出 神社の沢 白糠郡 白糠町  字上茶路 神社の沢 

 22 崩壊土砂流出 大和の沢 白糠郡 白糠町  字上茶路 大和の沢 

 23 崩壊土砂流出 笹の沢 白糠郡 白糠町  字上茶路 笹の沢 

 24 崩壊土砂流出 杵渕の沢 白糠郡 白糠町  字上茶路 杵渕の沢 

 25 崩壊土砂流出 ケトンチ第2の沢 白糠郡 白糠町  字本岐 ケトンチ第2の沢 

 26 崩壊土砂流出 イロベツの沢 白糠郡 白糠町  字上茶路 イロベツの沢 

 27 崩壊土砂流出 炭鉱の沢 白糠郡 白糠町  字庶路 炭鉱の沢 

 28 崩壊土砂流出 イルモクナイ沢 白糠郡 白糠町  字庶路 イルモクナイ沢 

 29 崩壊土砂流出 松野の沢 白糠郡 白糠町  字庶路 松野の沢 

 30 崩壊土砂流出 松野第2の沢 白糠郡 白糠町  字庶路 松野第2の沢 

 31 崩壊土砂流出 上庶路神社の沢 白糠郡 白糠町  字庶路 上庶路神社の沢 

 32 崩壊土砂流出 江崎の沢 白糠郡 白糠町  字庶路 江崎の沢 

 33 崩壊土砂流出 神社第2の沢 白糠郡 白糠町  字上茶路 神社第2の沢 

 34 崩壊土砂流出 神社第3の沢 白糠郡 白糠町  字上茶路 神社第3の沢 

 35 崩壊土砂流出 熊の沢 白糠郡 白糠町  字上庶路 熊の沢 

 36 崩壊土砂流出 稲田の沢 白糠郡 白糠町  字上庶路 稲田の沢 

 37 崩壊土砂流出 慶伊の沢 白糠郡 白糠町  字上庶路 慶伊の沢 

 38 崩壊土砂流出 タンタカ団地2号沢 白糠郡 白糠町  字タンタカ タンタカ団地2号沢 

 39 崩壊土砂流出 タンタカ団地 白糠郡 白糠町  字タンタカ タンタカ団地 

 40 崩壊土砂流出 平賀団地 白糠郡 白糠町  字タンタカ 平賀団地 

 41 崩壊土砂流出 タンタカ団地3号の沢 白糠郡 白糠町  字タンタカ タンタカ団地3号の沢 

 42 崩壊土砂流出 鉄道の沢 白糠郡 白糠町  字ノイベツ 鉄道の沢 

 43 崩壊土砂流出 平賀第3の沢 白糠郡 白糠町  字タンタカ 平賀第3の沢 

 44 崩壊土砂流出 尾関第2の沢 白糠郡 白糠町  字中茶路 尾関第2の沢 

 45 崩壊土砂流出 江口の沢 白糠郡 白糠町  字タンタカ 江口の沢 

 46 崩壊土砂流出 江口2号の沢 白糠郡 白糠町  字タンタカ 江口2号の沢 

 47 崩壊土砂流出 ケトンチ第3の沢 白糠郡 白糠町  字本岐 ケトンチ第3の沢 

 48 崩壊土砂流出 平賀第4の沢 白糠郡 白糠町  字タンタカ 平賀第4の沢 

 49 崩壊土砂流出 大石の沢 白糠郡 白糠町  字上茶路 大石の沢 

 50 崩壊土砂流出 十条の沢 白糠郡 白糠町  字上茶路 十条の沢 

 51 崩壊土砂流出 平賀の沢 白糠郡 白糠町  字タンタカ 平賀の沢 

 52 崩壊土砂流出 松林の沢 白糠郡 白糠町  字上庶路 松林の沢 

 53 崩壊土砂流出 鳥居の沢 白糠郡 白糠町  字川西 鳥居の沢 

 54 崩壊土砂流出 ケトンチの沢 白糠郡 白糠町  字本岐 ケトンチの沢 

 55 崩壊土砂流出 富田の沢 白糠郡 白糠町 大字白糠 字川島 富田の沢 

 56 崩壊土砂流出 松田の2沢 白糠郡 白糠町  字恋隠 松田の2沢 

 57 崩壊土砂流出 道々の沢 白糠郡 白糠町 大字庶路 字中庶路 道々の沢 

 58 崩壊土砂流出 平賀の沢2 白糠郡 白糠町  字タンタカ 平賀の沢2 

 59 崩壊土砂流出 マカヨの沢 白糠郡 白糠町  字中茶路 マカヨの沢 

 60 崩壊土砂流出 ケトンチ第4の沢 白糠郡 白糠町  字本岐 ケトンチ第4の沢 

 61 崩壊土砂流出 ケトンチ第5の沢 白糠郡 白糠町  字本岐 ケトンチ第5の沢 

 62 崩壊土砂流出 ケトンチ第6の沢 白糠郡 白糠町  字本岐 ケトンチ第6の沢 

 63 崩壊土砂流出 ケトンチ第7の沢 白糠郡 白糠町  字本岐 ケトンチ第7の沢 

 64 崩壊土砂流出 和天別第1の沢 白糠郡 白糠町  和天別 和天別第1の沢 

 65 崩壊土砂流出 和天別第2の沢 白糠郡 白糠町  和天別 和天別第2の沢 

 66 崩壊土砂流出 和天別第3の沢 白糠郡 白糠町  和天別 和天別第3の沢 

道 101(60) 崩壊土砂流出 コガラシの沢 白糠郡 白糠町  上茶路 コガラシの沢 
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道
有
林 

番号 地区区分 地区名 
位      置 

渓流名 
郡・市 町・村 大字 字 

道 102(61) 崩壊土砂流出 炭ヤキの沢 白糠郡 白糠町  上茶路 炭ヤキの沢 

道 103(62) 崩壊土砂流出 牧場の沢 白糠郡 白糠町  上茶路 牧場の沢 

道 104(63) 崩壊土砂流出 フキの沢 白糠郡 白糠町  上茶路 フキの沢 

道 105(64) 崩壊土砂流出 マリの沢 白糠郡 白糠町  上茶路 マリの沢 

道 106(65) 崩壊土砂流出 押出の沢 白糠郡 白糠町  上茶路 押出の沢 

道 107(66) 崩壊土砂流出 アカネの沢 白糠郡 白糠町  白糠甲区 アカネの沢 

道 67 崩壊土砂流出 ガンケの沢 白糠郡 白糠町  白糠甲区 ガンケの沢 

道 68 崩壊土砂流出 コバの沢 白糠郡 白糠町  白糠甲区 コバの沢 

道 69 崩壊土砂流出 イワナの沢 白糠郡 白糠町  白糠甲区 イワナの沢 

道 70 崩壊土砂流出 ピラウンナイの沢 白糠郡 白糠町  白糠甲区 ピラウンナイの沢 

道 71 崩壊土砂流出 ボーリングの沢 白糠郡 白糠町  白糠甲区 ボーリングの沢 

道 72 崩壊土砂流出 ソネの沢 白糠郡 白糠町  白糠甲区 ソネの沢 

道 73 崩壊土砂流出 ヤツナミの沢 白糠郡 白糠町  白糠甲区 ヤツナミの沢 

道 74 崩壊土砂流出 ヒラウの沢 白糠郡 白糠町  白糠甲区 ヒラウの沢 

道 75 崩壊土砂流出 オノ沢 白糠郡 白糠町  白糠甲区 オノ沢 

道 76 崩壊土砂流出 左の沢 白糠郡 白糠町  白糠甲区 左の沢 

道 77 崩壊土砂流出 ビラウンナイの沢 白糠郡 白糠町  白糠甲区 ビラウンナイの沢 

道 78 崩壊土砂流出 カツラの沢 白糠郡 白糠町  白糠甲区 カツラの沢 

道 79 崩壊土砂流出 サクラの沢 白糠郡 白糠町  白糠甲区 サクラの沢 

道 80 崩壊土砂流出 ハコの沢 白糠郡 白糠町  白糠甲区 ハコの沢 

道 81 崩壊土砂流出 東宝の沢 白糠郡 白糠町  白糠甲区 東宝の沢 

道 82 崩壊土砂流出 タイラの沢 白糠郡 白糠町  白糠甲区 タイラの沢 

道 83 崩壊土砂流出 マヨイの沢 白糠郡 白糠町  白糠甲区 マヨイの沢 

道 84 崩壊土砂流出 雑木の沢 白糠郡 白糠町  白糠甲区 雑木の沢 

道 85 崩壊土砂流出 日暮の沢 白糠郡 白糠町  白糠甲区 日暮の沢 

道 86 崩壊土砂流出 トンベツ右の沢 白糠郡 白糠町  白糠甲区 トンベツ右の沢 

道 87 崩壊土砂流出 クワの沢 白糠郡 白糠町  白糠甲区 クワの沢 

道 88 崩壊土砂流出 ポンイロウベツの沢 白糠郡 白糠町  上茶路 ポンイロウベツの沢 

道 89 崩壊土砂流出 立田の沢 白糠郡 白糠町  上茶路 立田の沢 

道 90 崩壊土砂流出 藤原の沢 白糠郡 白糠町  白糠甲区 藤原の沢 

道 91 崩壊土砂流出 釧勝1号の沢 白糠郡 白糠町  白糠甲区 釧勝1号の沢 

道 92 崩壊土砂流出 釧勝2号の沢 白糠郡 白糠町  白糠甲区 釧勝2号の沢 

道 93 崩壊土砂流出 奥の沢 白糠郡 白糠町  白糠甲区 奥の沢 

道 94 崩壊土砂流出 送電線の沢 白糠郡 白糠町  上茶路 送電線の沢 

道 95 崩壊土砂流出 クモの沢 白糠郡 白糠町  上茶路 クモの沢 

道 96 崩壊土砂流出 ユキの沢 白糠郡 白糠町  上茶路 ユキの沢 

道 97 崩壊土砂流出 釧勝3号の沢 白糠郡 白糠町  上茶路 釧勝3号の沢 

道 98 崩壊土砂流出 釧勝4号の沢 白糠郡 白糠町  上茶路 釧勝4号の沢 

道 99 崩壊土砂流出 釧勝5号の沢 白糠郡 白糠町  上茶路 釧勝5号の沢 

道 100 崩壊土砂流出 釧勝6号の沢 白糠郡 白糠町  上茶路 釧勝6号の沢 

 108 崩壊土砂流出 演習林の沢 白糠郡 白糠町  和天別 演習林の沢 

 109 崩壊土砂流出 新興の沢 白糠郡 白糠町  庶路 新興の沢 

※ 北海道山地災害危険地区は下記のＵＲＬから所在を記した地図を地点ごとに検索して確認できます。 

北海道水産林務部治山課「北海道の山地災害危険地区情報」北海道山地災害危険地区マップ 

http://www.hcc-s.jp/sanchisaigai/ 



                            白糠町地域防災計画  資料編                            

－300－ 

 

 

⑧ 危険物貯蔵所等所在地 

区分 番号 施設名 設置住所 品名 数量 備考 

 屋内タンク貯蔵所 

 １ 北海道白糠高等学校 西４条北２丁目２-８ Ａ重油 8500ℓ  

 ２ ㈱北海道銀行白糠支店 東２条南２丁目３-３ 灯油 1950ℓ  

       

 簡易タンク貯蔵所 

 1 釧路空港ゴルフクラブ 大楽毛 31 番地 197 ガソリン 597ℓ  

       

 屋内貯蔵所 

 １ 札鶴ベニヤ㈱コイトイ工場合板工場 恋問６丁目１-７ 

第１石油 

第２石油 

第３石油 

10000ℓ 

20000ℓ 

10000ℓ 

 

 ２ 札鶴ベニヤ㈱コイトイ工場 IST 工場 恋問６丁目１-７ 

第１石油 

第２石油 

アルコール類 

20000ℓ 

30000ℓ 

800ℓ 

 

 ３ 
札鶴ベニヤ㈱コイトイ工場フロアー工

場 
恋問６丁目１-７ 

第１石油 

第２石油 

第３石油 

2000ℓ 

4000ℓ 

20000ℓ 

 

 ４ ニチレキ㈱釧路営業所 工業団地１丁目 
第１石油 

第３石油 

10980ℓ 

10ℓ 
 

       

 屋外タンク貯蔵所 

 １ 出光リテール販売㈱ 
西庶路東３条南２丁目

１ 
Ａ重油 50000ℓ  

 ２ 出光リテール販売㈱ 
西庶路東３条南２丁目

１ 
灯油 50000ℓ  

 ３ ニチレキ㈱釧路営業所 工業団地１丁目 灯油 15000ℓ  

 ４ ㈱マルサ笹谷商店釧白工場 庶路甲区６番地 578 Ａ重油 5000ℓ  

 ５ 建業資材㈲ 庶路甲区 39 番４ 灯油 17000ℓ  

 ６ 広洋水産㈱缶詰工場 庶路甲区６番地 584 灯油 2000ℓ  

 ７ 白糠生コン㈱ 西庶路西３条北１丁目 重油 10000ℓ  

 ８ 広洋水産㈱ミール工場 庶路甲区６番地 598 Ａ重油 18000ℓ  

 ９ 白糠バイオマス発電所 
工業団地３丁目３番地

１ 
Ａ重油 4000ℓ  

       

 一般取扱所 

 １ 出光リテール販売㈱ 
西庶路東３条南２丁目

１ 

第２石油灯 

第３石油重 

8800ℓ 

2000ℓ 
 

 ２ 新生建設運輸㈱ 西庶路西１条南３丁目 灯油・軽油 4000ℓ  

 ３ 建業資材㈲ 庶路甲区 39 番４ 灯油 9000ℓ  

 ４ トーホー工業㈱ 工業団地４丁目２-６ 重油 11208ℓ  

 ５ 北海道信用販売㈱（詰替） 東１条南２丁目２-23 灯油 29500ℓ  

 ６ ㈱三ツ輪商会白糠営業所（詰替） 西庶路東２条北１丁目 灯油 19200ℓ  

 ７ ㈲神明商事 恋問１丁目７-８ 灯油 19800ℓ  
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区分 番号 施設名 設置住所 品名 数量 備考 

 給油取扱所 

 １ 高原隆一(自家用) 西 1 条北８丁目 軽油 19000ℓ 休止中 

 ２ 伊藤忠石油㈱ 刺牛１丁目 

ガソリン 

軽油 

灯油 

10500ℓ 

10000ℓ 

10000ℓ 

 

 ３ 釧路丹頂農業協同組合 西１条南２丁目 

ガソリン 

軽油 

灯油 

廃油 

30000ℓ

30000ℓ

30000ℓ 

1950ℓ 

 

 ４ 白糠漁業協同組合(自家用) 岬１丁目 Ａ重油 50000ℓ  

 ５ 新生建設運輸㈱ 西庶路西 1 条南３丁目 

ガソリン 

軽油 

灯油 

20000ℓ 

20000ℓ 

500ℓ 

 

 ６ 出光リテール販売㈱ 西庶路東３条南１丁目 
灯油 

軽油 

9600ℓ 

9600ℓ 
 

 ７ 出光リテール販売㈱ 西庶路東３条南１丁目 
ガソリン 

軽油 

30000ℓ 

20000ℓ 
 

 ８ 広洋水産㈱(自家用) 庶路甲区６番地 584 軽油 10000ℓ  

 ９ 飯塚石材工業㈱(自家用) 庶路甲区６-397 軽油 9600ℓ  

 10 松産運輸㈱ 茶路基線 19 番地６ 
軽油 

軽油 

10000ℓ 

10000ℓ 
 

 11 ㈲コーセー運輸 工業団地１丁目３-８ 軽油 20000ℓ  

 12 北日本石油㈱白糠給油所 東１条南２丁目 

ガソリン 

軽油 

灯油 

廃油 

30000ℓ 

30000ℓ 

30000ℓ 

2000ℓ 

 

 13 北海陸運㈱ 西庶路東２条北３丁目 軽油 19200ℓ  

 14 北海陸運㈱ 西庶路東１条北３丁目 軽油 20000ℓ  

 15 ㈲神明商事 恋問１丁目７-８ 
ガソリン 

軽油 

10000ℓ 

10000ℓ 
 

 16 釧路空港ゴルフクラブ 大楽毛 31 番地 197 
軽油 

ガソリン 

497ℓ 

597ℓ 
 

 17 建業資材㈲ 庶路 39 番４ 軽油 31000ℓ  
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区分 番号 施設名 設置住所 品名 数量 備考 

 移動タンク貯蔵所 

 1 道東エア・ウォーター㈱白糠 西１条北５丁目 灯油 4000ℓ  

 ２ 伊藤忠石油㈱ 刺牛１丁目１-37 灯油・軽油 3000ℓ  

 ３ 白糠森石油 岬１丁目２-42 灯油・軽油 3000ℓ  

 ４ 新生建設運輸㈱ 西庶路東１条南３丁目 灯･軽･Ａ重 4000ℓ  

 ５ 新生建設運輸㈱ 西庶路東１条南３丁目 灯･軽･Ａ重 3750ℓ  

 ６ 出光リテール販売㈱ 西庶路東３条南１丁目 灯･軽･Ａ重 3600ℓ  

 ７ 出光リテール販売㈱ 西庶路東３条南１丁目 灯･軽･Ａ重 4000ℓ  

 ８ 出光リテール販売㈱ 西庶路東３条南１丁目 灯･軽･Ａ重 4000ℓ  

 ９ 建業資材㈲ 庶路 39 番４ 灯油・軽油 4000ℓ  

 10 池田綜合商会㈱ 東１条北５丁目 灯･軽･Ａ重 3000ℓ  

 11 池田綜合商会㈱ 東１条北５丁目 灯･軽･Ａ重 4000ℓ  

 12 ㈲ジン・サプライ 西庶路西１条北３丁目 灯・軽・重 4000ℓ  

 13 ㈲ジン・サプライ 西庶路西１条北４丁目 灯油・軽油 4000ℓ  

 14 北日本石油㈱釧路支店白糠営業所 東１条南２丁目 灯･軽･Ａ重 4000ℓ  

 15 北海道信用販売㈱ 東１条南２丁目 灯油 4000ℓ  

 16 ㈱三ツ輪商会 西庶路東２条北１丁目 灯･軽･Ａ重 8000ℓ  

 17 北海陸運㈱ 西庶路東２条北３丁目 ｶﾞｿﾘﾝ･軽･灯 20000ℓ  

 18 北海陸運㈱ 西庶路東２条北３丁目 ｶﾞｿﾘﾝ･軽･灯･Ａ重 20000ℓ  

 19 北海陸運㈱ 西庶路東２条北３丁目 ｶﾞｿﾘﾝ･軽･灯･Ａ重 14000ℓ  

 20 北海陸運㈱ 西庶路東２条北３丁目 ｶﾞｿﾘﾝ･軽･灯･Ａ重 16000ℓ  

 21 北海陸運㈱ 西庶路東２条北３丁目 ｶﾞｿﾘﾝ･軽･灯･Ａ重 16000ℓ  

 22 ㈲神明商事 恋問１丁目７-８ 灯･軽･Ａ重 4000ℓ  

 23 ㈲神明商事 恋問１丁目７-８ 灯油・軽油 4000ℓ  

 24 明進石油販売 西庶路西４条南２丁目 灯･軽･Ａ重 4000ℓ  

 25 ㈱高原重機 西１丁北１丁目１-27 灯油・軽油 4000ℓ  
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区分 番号 施設名 設置住所 品名 数量 備考 

 地下タンク貯蔵所 

 １ 白糠町立白糠中学校 西５条北２丁目１-２ Ａ重油 5000ℓ  

 ２ 北海道社会福祉事業団 白糠学園 和天別 155 番地１ Ａ重油 20000ℓ  

 ３ 白糠町立白糠小学校 西２条南３丁目１-１ Ａ重油 6000ℓ  

 ４ 白糠町役場 西１条南１丁目１-１ Ａ重油 10000ℓ  

 ５ 特別養護老人ホーム清和園 和天別 100 番地１ Ａ重油 6000ℓ  

 ６ 白糠町一般廃棄最終処分場 和天別 1829-１ 灯油 2000ℓ  

 ７ 白糠町総合給食センター 和天別 139 番地１ 重油 8000ℓ  

 ８ 出光リテール販売㈱ 
西庶路東３条南２丁目

１ 
灯油 150000ℓ  

 ９ 新生建設運輸㈱ 西庶路西１条南３丁目 
灯油 

軽油 

14000ℓ 

14000ℓ 
 

 10 広洋水産㈱ 庶路甲区６番地 475 重油 20000ℓ 休止中 

 11 ㈱マルサ笹谷商店釧白工場 庶路甲区６番地 578 Ａ重油 6000ℓ 休止中 

 12 白糠町総合体育館 東２条北３丁目１-１ 重油 4000ℓ  

 13 白糠町営温水プール 東２条北３丁目１-２ 灯油 5000ℓ  

 14 白糠町立茶路小中学校 マカヨ 102 重油 4000ℓ  

 15 日中物産㈱ 工業団地２丁目２-５ 重油 5000ℓ  

 16 トーホー工業㈱ 工業団地２丁目２-５ 重油 30000ℓ  

 17 わらべや北海道㈱ 工業団地４丁目２-16 Ａ重油 15000ℓ  

 18 (有)まつや旅館 東２条南１丁目１-１ 重油 10000ℓ  

 19 ㈱白糠振興公社（恋問館） 恋問３丁目２-１ 灯油 4000ℓ  

 20 ボートピア釧路 恋問４丁目２-１ 重油 10000ℓ 休止中 

 21 白糠町立庶路学園 
西庶路学園通１丁目１

番 
灯油 4000ℓ  

       

 高圧ガス製造設備所 

 １ 釧路丸水㈱ 庶路甲区６番地 577 アンモニア   
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⑨ 災害記録 

年 月 日 種 別 地 域 被 害 状 況 

昭和27.3.4 地 震 全 域 十勝沖地震 マグニチュード8.2震度5 死者1名 

民家・公共施設等で多数被害発生 

昭和29． 冷 害  農家で甚大な被害 

昭和35.3.12 大 雨 

融 雪 

全 域 3月12日～13日にかけ雨量120ミリ 融雪と重な

り被害多し 床下浸水13戸 床上浸水3戸 橋梁

流失4ヶ所 道路欠壊4ヶ所 

昭和35.5.24 津 波 海岸全域 チリ地震の影響により太平洋沿岸地域に大きな

被害を与えたが、当地域は軽微な被害にとどま

る 床下浸水20戸 倉庫等流失5戸 道路欠壊１

ヶ所 

昭和36.10.6 台 風 全 域 台風18号により、特に庶路沢被害甚大、本岐鉱

、新白糠炭鉱も多くの被害有り 死者１名 床

下浸水57戸 床上浸水14戸 橋梁流失4ヶ所 道

路欠壊18ヶ所 畑冠水8.9ha 

昭和36.10.29 台 風 

高 潮 

海岸地域 台風26号通過に伴う高潮被害発生 床下浸水19

戸 床上浸水21戸 海岸保全流失300ｍ その他

漁具等の被害甚大 

昭和37.1.2 暴風雪 

高 潮 

海岸全域 漁港停泊中の漁船5隻大破 海岸保全15m破損 

昭和37.8.3 台 風 全 域 台風9号による集中豪雨101ミリ 床下浸水14戸 

床上浸水6戸 道路欠壊２ヶ所 橋梁流失５ヶ所 

河川欠壊17ヶ所 畑流失501.9ha 

昭和38.8.8 集中豪雨 全 域 雨量125ミリ床下浸水30戸 床上浸水16戸 道路

欠壊数ヶ所被害甚大 

昭和39.6.4 集中豪雨 全 域 雨量縫別地区180ミリ 白糠市街97ミリ 床下浸

水27戸 床上浸水 21戸 橋梁流失8ヶ所 道路

・河川欠壊30ヶ所 畑流失50.5ha 

昭和39． 冷 害  農家被害多し 

昭和40.1.9 暴風雪 

高 波 

海岸地域 低気圧通過に伴うもの 全壊2戸 半壊3戸 床

下浸水14戸 床上浸水24戸 海岸保全3ヶ所 漁

船37隻大中破 その他被害多し 

昭和40.9.10 

 

台 風 全 域 台風23号 雨量148ミリ 橋梁流失18ヶ所 道路

・河川欠壊31ヶ所 床下浸水40戸 床上浸水38

戸 畑流失冠水186ha  

その他被害甚大 

昭和42.4.11 暴風雨 全 域 低気圧通過による 雨量70ミリ 床下浸水38戸 

道路・河川欠壊11ヶ所 
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昭和42.6.29 集中豪雨 全 域 低気圧による 雨量140ミリ 床下浸水29戸 床

上浸水2戸 道路・河川欠壊7ヶ所 

昭和44.5.30 集中豪雨 全 域 低気圧による 雨量126ミリ 床下浸水10戸 床

上浸水2戸 道路・河川欠壊16ヶ所 

昭和45.2.1 暴風雨 全 域 異常低気圧 （台湾坊主）雨量60ミリ 床下浸

水2戸 床下浸水8戸 住家全半壊18戸 橋梁流

失1ヶ所 防潮堤80ｍ 欠壊 漁船30隻中破 

昭和45.5.12 集中豪雨 全 域 低気圧による 死者1名 家屋流失1戸 床下浸

水2戸 床上浸水2戸 道路・河川欠壊11ヶ所 

その他林道1ヶ所 

昭和46.5.5 強 風 全 域 最大風速 北西の風13.5ｍ 住家一部破損1ヶ所 

学校一部破損1ヶ所 道路・橋梁・公共施設に一

部被害発生 

昭和46.6.4 集中豪雨 全 域 雨量65ミリ 床下浸水11戸 床上浸水2戸 畑冠

水埋没25ha 道路・河川欠壊30ヶ所 

昭和46.9.13 台 風 全 域 台風26号通過による高波・大雨 死者1名 （役

場職員巡回中） 床下浸水8戸 床上浸水3戸 

定置15ヶ統破損 漁港一部破損 漁船18隻小中

破 畑冠水8ha  

昭和47.9.17 台 風 全 域 台風20号による暴風雨・高波 雨量130ミリ 住

家破損13戸 床下浸水37戸 床上浸水8戸 畑冠

水113ha 河川・道路欠壊44ヶ所 漁船流失1隻 

漁具被害甚大 

昭和48.6.17 地 震 全 域 根室半島沖 マグニチュード7.4 被害軽微 

昭和50.3.22 

 

集中豪雨 

 

全 域 

 

雨量75ミリ 融雪期のため被害多し 床下浸水

87戸 床上浸水 15戸 道路欠壊5ヶ所 

昭和50.5.17 集中豪雨 全 域 雨量（2日間）162ミリ 床下浸水108戸 床上浸

水25戸 畑冠水22ha そのほか被害甚大 

昭和52.7.4 集中豪雨 庶路宮下 

白糠市街 

低気圧による雨量134ミリ 床下浸水46戸床上浸

水1戸 牧草・畑冠水17ha 道路・河川欠壊31ヶ

所 

昭和54.10.19 台 風 全 域 台風20号による 雨量137ミリ 床下浸水54戸 

畑冠水6ha 道路・河川欠壊42ヶ所 

定置網14ヶ統大破 水産被害甚大 水道施設一

部破損 

昭和55.9.5 集中豪雨 全 域 雨量63ミリ 床下浸水23戸 床上浸水3戸 道路

・河川欠壊10ヶ所 

昭和56.8．5 台 風 全 域 台風12号による 道路・河川欠壊8ヶ所 橋梁流

失1ヶ所 
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昭和56.8．23 台 風 全 域 台風15号による住家一部破損10戸 非住家半壊

20戸 畑冠水3.7ha その他漁具被害多し 

昭 和 56.10 ．

22 

台 風 全 域 雨量127ミリ 道路・河川欠壊13ヶ所 橋梁流失

3ヶ所 

昭 和 57.10 ．

25 

暴風雨 白糠市街 漁具被害甚大 

昭和58.3．17 暴風雪 白糠市街 漁船沈没1隻 

昭和59.5．3 大 雨 全 域 低気圧による河川欠壊8ヶ所 草地冠水5ha 

昭和59.9．9 大 雨 全 域 低気圧による床下浸水2戸 道路欠壊1ヶ所 

昭和60．4.4 融 雪 全 域 融雪による洪水、河川欠壊7ヶ所 

昭和60.6．18 土砂崩れ 左 股 山林土砂崩れ 

昭和60.9．7 大雨洪水 全 域 低気圧による大雨洪水、道路欠壊22ヶ所 橋梁

破損4ヶ所 

昭和61.9．4 大雨洪水 全 域 台風15号から変わった低気圧による大雨洪水 

林道欠壊2ヶ所 河川欠壊 

昭 和 62.10 ．

17 

暴風雨 

洪 水 

全 域 台風19号による暴風雨、河川欠壊2ヶ所 農業用

施設一部崩壊 

昭和63.5．12 暴風雨 

洪 水 

全 域 低気圧による暴風雨、河川欠壊9ヶ所 道路欠壊

1ヶ所 

昭 和 63.11 ．

24 

暴風雨 

洪 水 

全 域 低気圧による大雨洪水、床上浸水4戸 床下浸水

15戸 農地冠水100ha 河川欠壊4ヶ所 道路欠

壊7ヶ所 橋梁破損2ヶ所 農地冠水等47ha 農

道欠壊2ヶ所 農業用資材浸水14戸 林道崩壊13

ヶ所 公共施設崩壊等3戸 

平成元.6.29 暴風雨 

洪 水 

全 域 低気圧による大雨洪水、河川欠壊29ヶ所 道路

欠壊10ヶ所 橋梁破損1ヶ所 林地土砂流出5ヶ

所 林道欠壊42ヶ所 水道流出1ヶ所 

平成元.8.28 台 風 全 域 台風17号による大雨洪水 倒木1ヶ所 土砂崩れ 

平成3.9.28 台 風 全 域 台風19号による波浪 漁具13ヶ統破損 

平成3.10.17 大雨洪水 全 域 低気圧による大雨洪水 畑冠水1.5ha 草地

21.2ha 

平成4.8.9 大雨洪水 全 域 台風10号から変わった低気圧による大雨洪水 

河川欠壊8ヶ所 

平成4.9.11 台 風 全 域 台風17号による暴風雨洪水 河川欠壊3ヶ所 漁

具9ヶ統破損 
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平成5.1.15 地 震 全 域 釧路沖地震マグニチュード7.5 全壊2 半壊3 

負傷者 87人 住家・公共施設等で多数被害発

生 

平成5.6.16 大雨洪水 全 域 低気圧による大雨洪水 床下浸水14戸 河川欠

壊6ヶ所 林道8ヶ所 

平成5.7.12 地 震 海岸地域 北海道南西沖地震マグニチュード7.8 津波警報

発令 町被害なし 

平成5.8.18 大雨洪水 全 域 台風7号から変わった低気圧 河川欠壊1 

ヶ所 

平成5.12.20 強風雨 全 域 低気圧による強風 住家一部破損4戸 商工被害

2ヶ所  

平成6.6.6 大雨洪水 全 域 低気圧による大雨洪水 河川欠壊1ヶ所 道路欠

壊1ヶ所  

平成6.9.22 台 風 全 域 台風24号 海岸欠壊1ヶ所 河川欠壊1ヶ所 漁

具９ヶ統破損  

平成6.9.24 大雨洪水 全 域 低気圧による大雨洪水 床下浸水6戸 

平成6.10.4 地 震 全 域 北海道東方沖地震 マグニチュード8.2  津波

警報発令 負傷者10人 半壊6戸 公共施設等多

数被害発生 

平成9.9.28 集中豪雨 海岸地域 雨量169ミリ 床上浸水16戸 床下浸水149戸 

農業用水道破損2ヶ所 河川欠壊3ヶ所 山腹崩

壊土砂流出によりJR根室本線一時不通 山腹崩

壊土砂流出多発発生 

平成10.8.28 大雨洪水 海岸地域 雨量190ミリ 床上浸水3戸 床下浸水7戸 農地

冠水30ha 林道欠壊等19ヶ所 営農用配水管120

ｍ流出 河岸欠壊3ヶ所 町道欠壊等22ヶ所 

平成10.9.16 台 風 海岸地域 台風5号 雨量164ミリ 床下浸水5戸 河岸欠壊

2ヶ所 町道欠壊等11ヶ所 橋梁2ヶ所欠壊 林

道欠壊8ヶ所 草地冠水5ha 農業用施設5ヶ所 

漁業関係11漁場  

平成10.9.22 台 風 海岸地域 台風7号 雨量94ミリ 白糠市街車道及び歩道陥

没1ヶ所 

平成10.10.18 台 風 海岸地域 台風10号 雨量73ミリ 被害なし 

平成11.5.5 大雨洪水 全 域 雨量101ミリ 土砂・大木流出2ヶ所 

平成10.9.22 台 風 海岸地域 台風7号 雨量94ミリ 白糠市街車道及び歩道陥

没1ヶ所 

平成10.10.18 台 風 海岸地域 台風10号 雨量73ミリ 被害なし 

平成11.5.5 大雨洪水 全 域 雨量101ミリ 土砂・大木流出2ヶ所 

平成12.4.11 大雨洪水 上庶路 河川増水による路肩欠壊 

平成12.4.15 地すべり 上庶路 林道大滝線道路等地すべり 民家2戸孤立 
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平成12.7.11 台 風 全 域 台風6号 雨量148ミリ 町道路肩欠壊8ヶ所  

農道法面崩土2路線 林道法面崩土3路線 

平成15.7.10 大雨洪水 海岸地域 雨量172ミリ 大雨に伴う岬地区土砂崩れ全壊3

戸 半壊1戸 負傷者（軽傷）1人 床下浸水13

ヶ所 

平成15.8.9 台 風 全 域 雨量179ミリ 床下浸水10ヶ所 町道路肩欠壊1

ヶ所 河川欠壊9ヶ所 橋台洗堀1ヶ所 林道法

面崩落外24ヶ所 農作物被害 デントコーン倒

伏7.5ha  

草地冠水31.9ha 草地土砂流入4.55ha 草地一

部欠壊1.32ha 

平成15.9.26 地 震 全 域 十勝沖地震マグニチュード8.0  重傷1名 軽

傷5名 半壊4棟 一部破損42棟 営農施設被害

19件 家畜被害2頭 路面陥没等33路線 農道路

面陥没等3路線 44ヶ所 林道路面亀裂2ヶ所 

公共施設破損等22件 墓石倒壊等447件 液状化

現象数ヶ所 

平成16.11.26 暴 風 全 域 住宅家屋飛散3件 

平成16.11.29 地 震 全 域 根室半島南西70㎞付近 釧路沖地震マグニチュ

ード7.1 軽傷1名 

平成16.12.6 地 震 全 域 根室半島80㎞付近 釧路沖地震マグニチュード

6.9 被害なし 

平成17.1.18 地 震 全 域 釧路沖地震 マグニチュード6.4 震度5強 被

害なし 

平成18.10.6 低気圧 海岸地域 漁船破損1隻 漁港施設2ヶ所破損 漁具7ヶ統(

定置網)流失・破損 

平成18.11.15 地 震 全 域 択捉島東北東390㎞ 千島列島東方地震マグニチ

ュード7.9 震度2 津波警報発令 被害なし 

平成19.1.13 地 震 全 域 北西太平洋沖 千島列島東方地震マグニチュード

8.2 震度3津波警報発令被害 なし 

平成19.5.17 大雨洪水 全 域 総雨量133ミリ 河川欠壊3ヶ所 道路路肩欠壊1

ヶ所 

平成19.9.7 台 風 全 域 台風9号 総雨量185ミリ 床下浸水15戸 町道

路肩欠壊17路線 農道3路線 林道2路線 通行

止め町道1路線 河川埋塞 

平成19.11.20 暴 風 海岸地域 風速最大12m/S 突風により橋北公住屋根剥離1棟 

平成20.2.24 低気圧 

（突風） 

白糠・庶路

市街 

風速最大9m/Ｓ 突風により屋根剥離2戸 

平成20.4.1 暴風雪 全 域 風速最大10m/S突風により屋根の剥離 飛散 倒

壊等12件 
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平成20.5.19 大雨洪水 全 域 総雨量41ミリ 庶路川下流冠水 町道路肩欠壊1

ヶ所 法面崩土5ヶ所 

平成20.9.11 地 震 全 域 十勝沖襟裳岬東南東110㎞付近 十勝沖地震マグ

ニチュード7 震度4 被害なし 

平成21.6.11 大 雨 全 域 雨量96ミリ 林道法面崩落外２路線12ヶ所 

平成21.6.22 大雨洪水 全 域 雨量95ミリ 床下浸水1ヶ所 漁具8ヶ統 

平成21.9.30 津 波 海岸地域 (定置網)破損 林道法面崩落外6ヶ所  町道路

盤洗掘外3ヶ所   

平成21.9.30 津 波 海岸地域 南太平洋サモア沖 マグニチュード8.3(推定) 

潮位変化なし 被害なし 

平成22.2.28 津 波 海 岸 南米チリ大地震 マグニチュード8.6(推定) 避

難勧告発令 被害なし 

平成23.3.11 地 震 全 域 東北地方太平洋沖地震マグニチュード9.0 地震

4 津波警報発令 白糠漁協市場浸水 

平成24.4.3 

   ～4 

大 雨 全 域 総雨量 69.5ミリ 町道路面洗掘5ヶ所 床下浸

水 1ヶ所 畑・草地冠水 4ヶ所 

平成24.5.4 

～5 

大雨洪水 全 域 上茶路地区総雨量 197ミリ 上庶路地区 総雨

量237ミリ 

平成24.5.6 大雨・雷 全 域 災害対策本部設置 81世帯164名避難勧告発令 

最大時間雨量25ミリ 町道29路線(88ヶ所)、林

道9路線(26ヶ所)、津波指定避難場所4路線(7ヶ

所)  路面洗掘 3河川災害復旧工事 最大時間

雨量25ミリ 町道29路線(88ヶ所)、林道9路線

(26ヶ所)、津波指定避難場所4路線(7ヶ所)  路

面洗掘 3河川災害復旧工事 

平成24.10.12 

～13 

局地的 

豪雨 

刺牛・岬 

地区 

気象観測統計開始以来の記録的大雨 24時間解

析量 200ミリ 最大時間雨量 50ミリ超(2回) 

床上浸水(刺牛地区) 住宅3戸 倉庫7棟 (共栄

地区)1戸 床下浸水(刺牛地区) 住宅13戸、番

屋1戸、倉庫5棟、集会所1ヶ所 (日の出地区)1

戸 (東山地区)倉庫兼車庫1棟 

平成27.3.2 

～3 

大雪 全域 2日12時19分最大風速、北西の風8.3メートル(最

大瞬間風速は同日12時7分に14.5メートル) 降

雪量16センチ(最深積雪60センチ) 降水量41.5

ミリ 営農施設2カ所一部損壊 

平成27.8.10 

～11 

大雨・雷

・突風 

全域 11日15時43分 大雨警報(浸水害) 17時19分 

記録的短時間大雨情報(北部付近約80ミリ) 18

時16分 大雨警報(土砂災害) ＜雨量・河川状

況(ピーク)＞白糠市街：25ミリ／時間 総雨量

41ミリ、庶路ダム：33ミリ／時間 総雨量58ミ

リ 和天別川：4.7メートル、茶路川：6.0メー

トル、庶路川：3.4メートル 落雷及び豪雨によ

る営農施設被害2カ所 
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年 月 日 種 別 地 域 被 害 状 況 

平成27.10.1 

～2 

大雨・暴

風 

全域 １日18時27分 大雨警報（浸水害）暴風警報 

波浪警報 ＜風速(ピーク)＞風速：(1日)10.5メ

ートル／時間 最大瞬間風速 19.7メートル／

ｓ (2日)15.1メートル／時間 最大瞬間風速 

22.3ｍ／ｓ 町営住宅1棟屋根 サケ定置網漁具

一部損壊 

平成27.10.8 

～9 

台風 全域 台風23号 

7日21時19分 暴風警報 波浪警報 8日3時26分 

大雨警報（浸水害）＜降水量・風速(ピーク)＞

降水量：(8日)7ミリ／時間  

風速：(8日)平均14.9メートル／ｓ 最大瞬間風

速 26.3メートル／ｓ 町営住宅1棟屋根 庶路

中学校屋根一部損壊 畑10冠水 営農施設47カ

所一部損壊 3河川 町道28路線 橋梁1風倒木

等撤去 

平成28.8.17 

～18 

台風 全域 台風7号 

16日20時30分 大雨警報(土砂災害) 17日0時37

分 大雨警報(土砂災害・浸水害) 14時54分 

洪水警報、暴風警報、波浪警報 17日19時30分 

災害対策本部設置 22時40分 茶路川氾濫危険

水位超過＜水量・雨量・風速＞降水量(17日)：

合計 59.5ミリ(1時間最大10.5ミリ 10分間最

大6.5ミリ) 風速(17日)：平均 5.1メートル

/s(最大風速19.6メートル/s 最大瞬間風速33.4

メートル/s) 

平成28.8.21 

～23 

台風 全域 台風11号 

21日1時8分 大雨警報(浸水害) 6時50分 大雨

警報(土砂災害・浸水害) 11時15分 大雨警報(

土砂災害・浸水害)、波浪警報 15時32分 大雨

警報(土砂災害・浸水害)、洪水警報、波浪警報 

21日9時00分 災害対策本部設置＜水量・雨量・

風速＞降水量(21日)：合計 117.0ミリ(1時間最

大30.0ミリ、10分間最大7.0ミリ) 風速(21日)

：平均 2.9メートル/s（最大風速6.1メートル

/s、最大瞬間風速13.2メートル/s） 

 

台風9号 

22日21時29分 大雨警報(浸水害)、暴風警報、

波浪警報＜水量・雨量・風速＞降水量(22日)：

合計 18.0ミリ(1時間最大6.0ミリ、10分間最大

2.5ミリ) 風速(23日)：平均 3.5メートル/s（

最大風速10.0メートル/s、最大瞬間風速16.7メ

ートル/s） 
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年 月 日 種 別 地 域 被 害 状 況 

平成28.8.30 

～31 

台風 全域 台風10号 

30日16時25分 大雨警報(土砂災害) 23時25分 

洪水警報 30日19時50分 災害対策本部設置＜

水量・雨量・風速＞降水量(30日)：合計 14.0

ミリ(1時間最大3.5ミリ、10分間最大1.5ミリ)風

速(30日)：平均 6.0メートル/s(最大風速9.7メ

ートル/s、最大瞬間風速18.4メートル/s) 

台風 7号、 11

号、 9号、 10

号 

 被害概要 人的被害：軽傷1人 町営住宅2棟屋根、住宅1戸

一部損壊 農作物(畑115.9ha)冠水等 農道4路

線 営農施設101カ所 2河川護岸決壊等 町道

11路線 林道9路線 庶路中屋根一部損壊 白糠

小グランドフェンス倒壊 

平成29.4.18 波浪 海上 18日11時12分 波浪警報発表 白糠漁港及び航

路に時化による堆砂 

平成29.9.18 台風 全域 発令：避難準備情報・高齢者等避難開始 

18日08時24分 大雨・暴風・波浪警報 10時11

分 大雨・洪水・暴風・波浪警報 17時08分 

洪水・暴風・波浪警報 総雨量(白糠57ミリ(最

大時間雨量13.5ミリ)、上茶路96ミリ、上庶路

128ミリ)、時間最大雨量(白糠13ミリ、上茶路31

ミリ、上庶路32ミリ)、茶路川最高水位735セン

チ、16時45分災害対策本部設置、避難準備情報

・高齢者等避難開始発令、避難所開設(3カ所)、

大雨による町道18路線22カ所で路面洗掘、路肩

決、天然護岸1カ所決壊、壊冠水による農作物被

害169ha、波浪によるサケ定置網損傷、暴風によ

る施設損壊、上茶路以北停電 

平成30.3.9 大雨・融

雪 

全域 発令：避難勧告 

9日04時13分 洪水・暴風・波浪警報発表 総雨

量(白糠105.5ミリ、上茶路145ミリ、上庶路163

ミリ)、時間最大雨量(白糠13ミリ、上茶路12ミ

リ、上庶路15ミリ)、茶路川最高水位790センチ

、06時00分災害対策本部設置、12時30分避難準

備情報・高齢者等避難開始発令、避難所開設(3

カ所)、14時00分避難勧告発令、床下浸水2世帯

、浸水等による営農施設被害7カ所 

平成30.9.6 地震 全域 6日03時07分発生。平成30年北海道胆振東部地震

(震度7、マグニチュード6.7、深さ37キロ)白糠

町は震度3 北海道電力苫東火力発電所運転停止

を起因とする全道への給電停止により大規模停

電発生(白糠町5700契約) 7日01時35分に白糠市

街、庶路市街、茶路沢、庶路沢、同日23時55分

に西庶路市街復旧 停電により40農場84.6トン

生乳廃棄、商工業9店舗商品被害等 
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令和2.3.10 大雨・融

雪 

全域 発令：避難準備・高齢者等避難開始 

11日05時17分 洪水・波浪警報発表 総雨量(白

糠66.5ミリ、上茶路73.0ミリ、上庶路87.0ミリ)

、時間最大雨量(白糠12.5ミリ、上茶路10.0ミリ

、上庶路14.0ミリ)、茶路川最高水位714センチ

、11日03時10分災害対策本部設置、04時20分避

難準備情報・高齢者避難開始発令、避難所開設

(3カ所)、農業被害(農業用施設2カ所、共同利用

施設1カ所、営農施設2カ所) 

令和3.2.15 大雨・融

雪 

全域 15日15時27分 暴風・波浪警報発表 総雨量(白

糠55.0ミリ、上茶路51.0ミリ、上庶路51.0ミリ)

、時間最大雨量(白糠11.5ミリ、上茶路7.0ミリ

、上庶路7.0ミリ)、茶路川最高水位495センチ、

床下浸水2世帯、農業被害(営農施設7カ所) 

令和3.4.18 大雨 全域 18日02時52分 大雨・洪水・雷注意報発表 総

雨量(白糠57.0ミリ、上茶路138.0ミリ、上庶路

152.0ミリ)、時間最大雨量(白糠9.0ミリ、上茶

路18.0ミリ、上庶路19.0ミリ)、茶路川最高水位

697センチ、18日14時00分災害警戒本部設置、農

業被害(農業用施設2カ所)、町道洗掘、欠壊等

(31路線)、林道陥没等(9路線) 

令和3.9.18 大雨 全域 18日05時18分 大雨・雷・強風・波浪注意報発

表 総雨量(白糠107.0ミリ、上茶路67.0ミリ、

上庶路68.0ミリ)、時間最大雨量(白糠13.5ミリ

、上茶路8.0ミリ、上庶路6.0ミリ)、茶路川最高

水位530センチ、18日8時30分災害警戒本部設置

、農業被害(農業用施設1カ所) 

令和3.11.10 大雨 全域 9日21時43分 波浪警報 大雨・雷・強風・洪水

注意報発表 総雨量(白糠80.5ミリ、上茶路

157.0ミリ、上庶路143.0ミリ)、時間最大雨量(

白糠11.5ミリ、上茶路19.0ミリ、上庶路22.0ミ

リ)、茶路川最高水位800センチ、10日5時00分災

害警戒本部設置、農業被害(畑39ha、農業用施設

1カ所)、町道洗掘、欠壊等(3路線)、林道陥没等

(3路線) 

令和3.11.22 大雨 全域 22日15時59分 暴風・波浪警報 大雨・雷・洪

水注意報発表 総雨量(白糠62.0ミリ、上茶路

135.0ミリ、上庶路124.0ミリ)、時間最大雨量(

白糠7.5ミリ、上茶路23.0ミリ、上庶路21.0ミリ

)、茶路川最高水位678センチ、22日22時40分災

害警戒本部設置、農業被害(農業用施設1カ所)、

町道洗掘、欠壊等(2路線) 
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令和4.7.23 大雨 全域 23日21時43分 大雨警報(浸水害) 雷・強風・

波浪・洪水・濃霧注意報発表 総雨量(白糠42.5

ミリ、上茶路105.0ミリ、上庶路93.0ミリ)、時

間最大雨量(白糠18.5ミリ、上茶路46.0ミリ、上

庶路42.0ミリ)、茶路川最高水位612センチ、23

日12時11分災害警戒本部設置、町道洗掘、欠壊

等(54路線)、その他文教施設(1箇所) 
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⑩津波防災推進のための事業一覧 

 

施策 

項目 
実施内容 実施箇所 目標 

目標達成 

年度 

１-① 
津波指定避難場所、 

人道橋、避難路整備事業 
釧白工業団地第１工区 １箇所 令和７年度 

１-② 避難路ＬＥＤ照明整備 

白糠学園:13基、坂の丘:15

基、茶路2号:2基、逍遥公

園:6基、配水池:8基、東山

:12基、厳島:3基、石炭岬

:5基、刺牛:17基、西庶路

:8基、庶路学:2基、庶路墓

地:19基、宮下:3基 

13箇所 

113基 
令和５年度 

１-③ 
津波指定避難場所、 

避難階段、スロープ整備 
旧白糠小学校 １箇所 令和６年度 

１-④ 避難ビル整備 駅前複合施設 １箇所 令和８年度 

１-⑤ 避難タワー整備 庶路支所 １箇所 令和７年度 

２ 津波救命艇整備 恋問集会所 １箇所 令和５年度 

３ 避難路改修整備 

茶路2号線、逍遥公園東側

町有林、石炭岬裏山、刺牛

裏山、西庶路裏山、宮下裏

山津波指定避難場所 

６箇所 令和５年度 

４ 避難路改修整備 和天別原野戻辺線 １箇所 令和10年度 

５ 避難路踏切拡幅整備 庶路原野乳呑線植村踏切 １箇所 令和５年度 

６ 災害対策拠点施設整備 白糠町役場庁舎 １箇所 令和10年度 

７ ２次避難用連絡路整備 

東山公園～ 

白糠町上水道配水池 

町立白糠学園裏山～清和園 

２箇所 令和７年度 

８ 避難用跨線橋整備 ＪＲ西庶路駅 １箇所 令和７年度 
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⑪ 各種規程 

 

 資料１ 

 

○白糠町防災会議条例 

（昭和38年３月17日 条例第14号） 

改正 昭和 49 年４月 １日条例第 22 号 平成６年３月 17 日条例第 12 号 

 平成 ８年６月 10 日条例第 ９号 平成 12 年３月 24 日条例第５号 

 平成 14 年３月 20 日条例第 11 号 平成 17 年 10 月６日条例第 25 号 

 平成 25 年３月 18 日条例第 ２号  

 

（趣旨） 

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

づき白糠町防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めるものとす

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。 

⑴ 白糠町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

⑵ 町長の諮問に応じて白糠町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

⑶ 前号に規程する重要事項に関し、町長に意見を述べること。 

⑷ 前各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、町長をもって充てる。 

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。 

５ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

⑴ 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 

⑵ 陸上自衛隊の自衛官のうちから町長が任命するもの 

⑶ 北海道の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 

⑷ 北海道警察の警察官のうちから町長が任命する者 

⑸ 町長が、その部内の職員のうちから指名する者 

⑹ 教育長 

⑺ 釧路市消防長 

⑻ 白糠消防団長 

⑼ 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者 

⑽ 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者 

６ 委員の定数は、20 名以内とする。 

７ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。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。 

 

（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できる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、陸上自衛隊の自衛官、北海道の職員、町の職
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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

から町長が任命する。 

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、会長が防災会議に諮って定める。 

 

附 則 

この条例は、昭和 38 年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 49 年４月１日条例第 22 号） 

この条例は、昭和 49 年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年３月 17 日条例第 12 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成８年６月 10 日条例第９号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 12 年３月 24 日条例第５号抄） 

この条例は、平成 12 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 14 年３月 20 日条例第 11 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 17 年 10 月６日条例第 25 号） 

この条例は、平成 17 年 10 月 11 日から施行する。 

附 則（平成 25 年３月 18日条例第２号） 

この条例は、平成 25 年３月 18日から施行する。 

（経過措置） 

この条例の施行日から平成 26 年３月 31 日までの間に改正後の白糠町防災会議条例（以下

「改正後の条例」という。）第３条第５項第 10 号の規定に基づき任命される委員（補欠の委

員を除く。）の任期は、改正後の条例第３号条第７項の規定にかかわらず、同日までとする。 
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 資料２ 

 

○白糠町災害対策本部条例 

                         （昭和38年３月17日条例大15号） 
                       改正 平成14年３月20日条例第11号 

平成25年３月18日条例第３号 

（趣旨） 

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

基づき白糠町災害対策本部に関し、必要な事項を定めるものとする。 

  [災害対策基本法（昭和36年法律第233号）第23条７項] 

 

（組織） 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、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。 

 

（部） 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

 

（委任） 

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、昭和38年４月１日から施行する。 

附 則（平成14年３月20日条例第11号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年３月18日条例第3号） 

この条例は、平成25年３月18日から施行する。 
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 資料３ 

 

○白糠町防災会議運営規程 

 

（昭和61年３月19日 訓令第１号） 

改正 平成19年３月30日訓令第６号 

平成25年３月21日訓令第２号 

（趣旨） 

第１条 白糠町防災会議（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）、災害対策基本法施行令（昭和 37 年政令第 286 号）及び白糠

町防災会議条例（昭和 38 年条例第 14 号）に定めるもののほか、この規程に定めるところ

による。 

  [災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）] 

   [災害対策基本法施行令（昭和 37 年政令第 286 号）] 

   [白糠町防災会議条例（昭和 38 年条例第 14 号）] 

（会長の職務代理） 

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

「委員」という。）である白糠町副町長がその職務を代理する。 

（防災会議の招集） 

第３条 防災会議は会長が招集する。 

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できるも

のとする。 

（議事） 

第４条 防災会議は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

（委員の異動報告） 

第５条 防災会議条例（昭和 38 年条例第 14 号）第３条第５項第１号、第２号、第３号及び

第７号の委員が異動等により変更のあった場合は当該委員の後任者はその職、氏名及び異

動年月日を直ちに会長に報告しなければならない。 

（対策本部の設置） 

第６条 白糠町災害対策本部の設置に関し町長は緊急止むを得ないと認めた場合においては

災害対策基本法第23条第１項の防災会議の意見をきくことを省略することができる。 

  [災害対策基本法第23条第１項] 

（会長への委任） 

第７条 この規程に定めるもののほか、運営等に関し必要な事項は会長が定める。 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成19年3月30日訓令第6号） 

この訓令は、平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月21日訓令第2号） 

この訓令は、平成 25 年３月 21 日から施行する。 
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 資料４ 

 

○白糠町災害対策本部運営規程 

 

（昭和61年３月19日 訓令第２号） 

改正 平成６年３月29日訓令第２号  平成９年７月16日訓令第11号 

 平成14年12月16日訓令第19号 平成14年12月30日訓令第20号 

 平成19年３月30日訓令第６号 平成20年１月31日訓令第６号 

 平成23年３月21日訓令第 3号     

 

（趣旨） 

第１条 白糠町災害対策本部（以下「本部」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）及び白糠町災害対策本部条例（昭和 38 年条例第 15 号）に定

めるもののほか、この規程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、副町長及び教育長をもって充てる。 

 

（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、町長が指名する職員をもって充て

る。 

 

（対策部及び班） 

第４条 本部には次の対策部を置き対策部の下に班を置く。ただし災害の状況により一部の

対策部及び班を設置しないことができる。 

⑴ 企画総務対策部（総務班・税務班・車両班・支所班・財政班・情報班）  

⑵ 保健福祉対策部（衛生班・福祉班・医療班） 

⑶ 経済対策部（経済班・建設班） 

⑷ 水道対策部（水道班・下水道班） 

⑸ 文教対策部（学校教育班・社会教育班） 

⑹ 支援対策部（支援班） 

２ 部には、部長を置くほか必要に応じ副部長を置くことができる。部長、副部長は、部に

属すべき部課等の部課長等をもって充てる。 

３ 班には、班長を置く。班長は、部に属すべき職員のうちから課長又は主幹をもって充て

る。 

４ 部及び班に属すべき職員は、概ね部長の属する部課等の職員をもって充てる。 

５ 部及び班の所掌事務は、別に定めるものとする。 

 

（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 本部の庶務は地域防災課において処理する。 

 

附 則 
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この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成６年３月29日訓令第２号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成９年７月16日訓令第11号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成14年12月16日訓令第19号） 

この訓令は、平成14年12月18日から施行する。 

附 則（平成14年12月30日訓令第20号） 

この訓令は、平成 15 年１月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月30日訓令第６号） 

この訓令は、平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年１月31日訓令第６号） 

この訓令は、平成 20 年２月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月21日訓令第３号） 

この訓令は、平成 25 年３月 21 日から施行する。 
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 資料５ 

 

○除雪作業基準 

 

１ 国道路線（釧路開発建設部） 

区 分 除    雪    目    標 

第１種除雪 昼夜の別なく除雪を実施し、交通を安全に確保する。 

第２種除雪 ２車線確保を原則として、夜間除雪は通常行わない。 

第３種除雪 
１車線確保を原則とし、必要な避難場所を設ける。夜間除雪は通常行わ

ない。 

 

２ 道道路線（釧路総合振興局釧路建設管理部） 

区 分 標準交通量 除   雪   目   標 

第１種除雪 1,000台/日以上 
異常な降雪時以外は２車線以上の幅員確保を原則

に、異常時においても、極力２車線の確保を図る。 

第２種除雪 
300台以上～

1,000台/日未満 

２車線以上の幅員確保を原則に、異常降雪時におい

ても、極力１車線以上の確保を図る。夜間除雪は実施

しない。 

第３種除雪 300台/日未満 

２車線の幅員確保を原則に、状況により１車線幅員で

待避所を設け、異常降雪時においては、一時通行止め

も止むを得ない。夜間除雪は実施しない。 

 

３ 町道（経済部建設課） 

・片側１車線の２車線道路は２車線幅員確保を原則とする。 

・１車線の道路は１車線幅員確保を原則とする。 

・基本的に夜間除雪は実施しないが、異常降雪時においては、状況により対応する。 

※ 参考 夜間除雪＝午後６時頃から午前６時頃の除雪として考える。 

 

４ 除雪作業路線等 

国道・道道及び町道の除雪作業は、各機関の除雪基準により除雪作業面による。 
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 資料６ 

 

○災害時における西庶路、庶路地区職員登庁要綱 

 

（目的） 

１ この要綱は、災害の発生又はまさに発生しようとするとき、西庶路・庶路地区在住の白糠町

職員（以下「職員」という。）が白糠町地域防災計画（以下「防災計画」という。）「第５章 

第２節 動員計画 ２ 職員の非常登庁及び自主参集」に基づき、白糠町役場（以下「本庁」

という。）に登庁するのに危険な状況の場合は、庶路支所又はその他西庶路・庶路地区の公共

施設に登庁することを目的とする。 

 

（登庁基準） 

２ 登庁基準は、次のとおりとする。 

⑴ 震度４以上の地震が発生したとき。 

⑵ 津波警報が発令されたとき。〔身の安全を確保してから参集すること。〕 

⑶ 災害対策本部長（以下「本部長」という。）が必要と認めたとき。 

⑷ その他、町長が必要と認めたとき。 

 

（統制及び指揮） 

３ 西庶路・庶路地区の職員が登庁した場合の、統制及び指揮は、庶路支所に勤務の管理職又は

登庁職員の中から本部長（町長）が指定する職員がこれに当る。 

  この職員は、速やかに班を編成し、必要な処置を行うものとする。 

 

 （支部の設置） 

４ 災害対策本部（以下「本部」という。）が設置された場合、本部長は必要により、登庁した

場所に災害対策支部を設置することができる。支部長は、第３項の職員がこれに当たる。 

 

 （情報の伝達及び収集） 

５ 災害情報の伝達及び収集は、白糠町行政用無線（移動無線）（以下「移動無線」という。）

により行うものとし、その地区の避難状況、被害状況等を常に本庁及び本部に連絡するものと

する。 

無線による災害情報の伝達及び収集にあたっては、必ず通信責任者を決め通信内容を記録するも

のとする。通信責任者は、無線の免許人若しくは第３項の職員が指定する職員がこれに当たる。 
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 （移動無線の設置） 

６ 移動無線の設置は、次のとおりとする。 

移動無線の名称 移動無線番号 設置場所 設 置 施 設 

ぼうさいしらぬか 

14 

36 

37 

38 

48 

西庶路東２条南２丁目 2

番地 28 
庶路支所 

附属部品 

急速充電器 １台 

アンテナ  １本 

固定用電源 １台 

 

形 態 設置場所 台 数 

車載無線 
役場車両 

庶路支所車両 

２６(１０ワット) 

 １(１０ワット) 

携帯無線 
役場地域防災課 

庶路支所 

１８( ５ワット) 

 ３( ５ワット) 

可搬無線 庶路支所  １(１０ワット) 

 

（避難状況の把握） 

７ 災害の発生により避難場所に住民が避難した場合は、速やかに避難人数を確認するとともに、

避難場所以外に避難した住民の誘導を行い、避難人数を報告するものとする。又は避難施設に

移動する場合若しくは、直接避難施設に避難しようとする住民がいる場合は、施設の安全を確

認したうえで開放するものとする。この場合、開放した施設名、時間、避難人数を報告するも

のとする。 

 

 （被害調査） 

８ 被害調査は、人的被害、住家被害調査を優先的に行い、随時本庁及び本部に報告するものと

する。又は特に被害の著しい地域、人命救助及び応急対策が必要な場合は、速やかに連絡する

ものとする。 

 

 （緊急車両） 

９ 緊急車両については、登庁職員の自家用車両を使用するものとする。広報活動については、

公用車両を使用する。 

 

 （防災訓練） 

10 「第４章 第８節 防災訓練計画」に基づいて行い、特に通信訓練を重点的に行うものとす

る。 

 

 （その他） 

11 その他、本要綱にない事項は、防災計画によるものとする。 
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 資料７ 

 

○排水ポンプ場の設置場所 

 

ポ  ン  プ  場 所    在    地 
ポンプ数 

（台） 

配水能力 

(ｔ／分) 

庶路川下流ポンプ場 西庶路東３条南３丁目2番地15地先 1 6.3 

宮下ポンプ場 庶路宮下３丁目 1 番地８地先 1 6.3 

植村ポンプ場 庶路宮下 1 丁目１番地４地先 1 6.3 

鍛冶石油横ポンプ場 西庶路東３条南１丁目１番地27地先 1 6.3 

橋北ポンプ場 西４条北１丁目１番地36地先 1 6.3 

庶路川河口ポンプ場 庶路２丁目８番地25地先 2 6.3 

春日ポンプ場 西１条南１丁目2番地103 1 6.3 

白小ポンプ場 西２条南３丁目１番地5 2 

1 

4 

9 

旧ＪＡ跡地先ポンプ場 西１条北２丁目2番地42地先 1 6.3 

 

なお、災害時の緊急の場合で、町の備蓄が不足し、民間等の資機材の調達が困難な場合は、

町外の市町村又は民間等から調達するものとする。調達困難な場合は、知事（釧路総合振興局

長）に要請するものとする。 
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資料８ 

 

○白糠町避難行動要支援者支援制度実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、地域や各関係機関が連携し、65歳以上の高齢者世帯及び障がい者など、災

害時に支援が必要とされる住民を援護するための制度を整備することにより、これらの者が安

心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「要援護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者のうち、災害時

において支援（以下「支援」という。）を希望するものであって、支援を受けるため、庶路支

所長、釧路市西消防署白糠支署長、町内会長、民生委員・児童委員、白糠消防団員、北海道警

察（以下「支援者」という。）に個人情報を提供することに同意した者をいう。 

⑴ 65歳以上のひとり暮らし及び夫婦世帯の高齢者世帯 

⑵ 身体障害者手帳３級以上の者（但し、下肢・体幹機能障害については等級を定めない。） 

⑶ 要介護及び要支援認定者 

⑷ 療育手帳Ａ判定の者 

⑸ 前各号に掲げる者のほか、災害時に要援護が必要な者 

（要援護者の登録） 

第３条 要援護者は、次に掲げる事項を白糠町避難行動要支援者登録台帳（以下「登録台帳」と

いう。）（様式第１号）に登録しなければならない。 

⑴ 要援護者の住所、氏名及び生年月日 

⑵ 緊急時の連絡先 

⑶ 健康の状況等に関する事項 

⑷ その他、必要な事項 

（登録台帳の保管） 

第４条 町長は、登録台帳の原本を保管するとともに、登録台帳を基に作成した一覧表（様式第

２号）を支援者にそれぞれ保管させるものとする。 

（登録事項の変更） 

第５条 要援護者は、自己の個人情報について誤り、不備又は登載したくない事項がある場合は、

訂正等申出書（別記様式）を町長に提出することにより、訂正、追加又は削除（以下「訂正等」

という。）することができる。 

２ 前項の申し出があった場合、町長は調査を行い、遅滞なく個人情報の訂正等について必要な

措置を講じなければならない。 

３ 町長は、第１項の申し出等があった場合は、登録台帳に変更事項を記載するとともに、支援

者にその旨を通知するものとする。 
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（登録の取消し） 

第６条 町長は、要援護者が第２条各号のいずれにも該当しなくなったとき、又は登録の取消し

の申請があったときは、当該要援護者の登録を取り消すものとする。 

（支援の方法） 

第７条 支援者は、要援護者に対し必要な限度をもって登録台帳情報を活用して、次に掲げる援

護を行うものとする。 

⑴ 連絡受信時の即時対応（氏名、電話番号検索） 

⑵ 救急時における的確・迅速な対応 

⑶ 災害時の避難支援等 

⑷ 災害時における災害区域の特定及び要援護者の把握 

⑸ 災害時等における迅速な情報収集、安否確認等 

⑹ 前号の活動を容易にするために、日常生活において行う声掛け及び相談等 

（利用の制限） 

第８条 支援者は、前条各号に掲げる支援以外の目的で登録台帳を使用してはならない。 

２ 支援者は、登録台帳に記載された個人情報及び支援上知り得た個人の情報を他人に漏らして

はならない。支援者の職から退いた後も、また同様とする。 

３ 支援者は、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えいその他を防止するために必要な措置を講

じ、登録台帳を安全に保管しなければならない。 

４ 支援者は、登録台帳を紛失したときは、速やかに町長に報告しなければならない。 

５ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、要援護者の生命又は身体を災害か

ら保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、支援者

その他の者に対し、登録台帳情報を提供することができる。この場合においては、要援護者本

人の同意を得ることを要しない。 

（雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 21年２月 20日から施行する。 

この要綱は、平成 26年４月１日から施行する。 

 


