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１．連絡先一覧

１－１ 防災関係機関の連絡先

１－２ 室蘭市防災会議委員名簿

２．情報伝達

２－１ 室蘭市防災無線（MCA）配置一覧
２－２ 災害時優先電話指定一覧

２－３ 電気通信事業法及び東日本電信電話㈱取扱い内容、機関等

２－４ 津波警報サイレン配置一覧

３．救援・救助

３－１ 避難場所一覧

（１） 指定緊急避難場所（屋外避難場所）

（２） 指定緊急避難場所（一次避難所）

（３） 指定緊急避難場所（津波避難ビル）

（４） 指定避難所

（５） 福祉避難所

３－２ 室蘭市内医療機関一覧表

３－３ 自主防災組織結成一覧

３－４ 清掃車両の状況

４．輸送

４－１ 北海道緊急輸送ネットワーク計画

５．気象

５－１ 室蘭市の気象の月別平年値

５－２ 気象庁震度階級関連解説表

６．各種計画・要綱等

６－１ 災害救助法施行令

６－２ 災害救助法による救助の実施について（抜粋）

６－３ 事業別国庫負担等一覧

６－４ 災害処理票

６－５ 災害情報等報告取扱要領
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６－６ 北海道地域防災計画抜粋（積雪・寒冷対策計画）

６－７ 北海道雪害対策実施要綱

６－８ 北海道融雪災害対策実施要綱

６－９ 北海道震災建築物応急危険度判定要綱

６－１０ 消防防災ヘリコプター要請手続き

６－１１ 放送を活用した避難勧告等の情報伝達に関する北海道ガイドライン

７．危険区域一覧

７－１ 河川現況

７－２ 洪水による浸水想定区域

７－３ 土砂災害・土石流災害危険区域

７－４ 急傾斜地崩壊危険指定区域

７－５ 山地災害危険指定区域

７－６ その他警戒が必要な箇所

８．災害事例

８－１ 平成 2年（1990）以降の風水害被害状況（平成 2年～平成 30年）
８－２ 海上災害被害状況

９．災害時協定等

９－１ 協定締結一覧

９－２ 放送

（１） 災害時における放送の協力に関する協定書

９－３ 医療

（１） 災害時の医療救護活動に関する協定書

（２） 災害時の歯科医療救護活動に関する協定書

（３） 災害時の医療救護活動に関する協定書

（４） 胆振・北渡島檜山地域 災害拠点病院間の災害時等における相互支援に関す

る協定書

（５） 災害時における柔道整復師の救護活動に関する協定書

９－４ 食料・生活物資の供給

（１） 災害時に必要な物資の調達及び駐車場用地の提供に関する協定書

（２） 災害時における応急生活物資の供給及び駐車場用地の提供に関する協定書

（３） 災害対応型自動販売機による協働事業に関する協定書

（４） 道内卸売市場による災害時相互応援協定

（５） 災害時に必要な物資の調達及び駐車場用地の提供に関する協定書
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（６） 災害時における応急生活物資供給の協力に関する協定書

（７） 災害時に必要な物資の調達に関する協定書

（８） 災害時に必要な物資の調達に関する協定書

（９） 災害時に必要な物資の調達に関する協定書

９－５ 燃料

（１） 災害時における燃料の供給及び施設の利用等の協力に関する協定書

（２） 災害時の発生時における室蘭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

９－６ 救助・救援等の支援

（１） 日本水道協会北海道地方支部災害時相互応援に関する協定

（２） 日本水道協会北海道地方支部道南地区協議会災害時相互応援に関する協定

（３） 大規模災害時における水道の応急活動に関する協定書

（４） 災害情報の通報に関する協定書

（５） 災害時における公共施設の応急対策業務に関する協定書

（６） 大規模火災等の災害時における応援出動に関する協定書

（７） 災害時における公共施設に係る電気設備等の応急対策業務に関する協定書

（８） 災害時協力協定書

（９） 災害時における機器の調達に関する協定書

（１０） 大規模災害発生時における駐車場の一時使用に関する協定

（１１） 燃料電池自動車等を活用した災害時における協力に関する協定書

（１２） 災害時における地図製品等の供給等に関する協定書

（１３） 災害時における防災資機材及び施設の利用等の協力に関する協定書

（１４） 災害時における応急対策業務に関する協定書

（１５） 室蘭市生涯学習センター「きらん」における災害対応への協力に関する

協定書

（１６） 災害時における施設の利用等の協力に関する協定書

（１７） 災害時及び防災活動における協力に関する協定書

（１８） 室蘭市災害ボランティアセンターの設置及び運営に関する協定書

９－７ 廃棄物処理

（１） 廃棄物処理に係る相互支援協定

（２） 災害時における災害廃棄物処理等の協力に関する協定書

９－８ 避難場場所・避難等支援

（１） 室蘭市と室蘭福祉事業協会の災害時における協力に関する協定書

（２） 室蘭市と室蘭郵便局の災害時における協力に関する協定書

（３） 避難場所広告付看板の設置に関する協定書

（４） 避難場所広告付看板に関する協定書
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（５） 災害に係る情報発信等に関する協定

（６） 津波発生時における緊急避難施設としての使用に関する協定書

（７） 津波発生時における緊急避難施設としての使用に関する協定書

（８） 津波時における津波避難ビルとしての使用に関する協定書

（９） 津波発生時における緊急避難施設としての使用に関する協定書

（１０） 津波時における津波避難ビルとしての使用に関する協定書

（１１） 津波時における津波避難ビルとしての使用に関する協定書

（１２） 災害時における公衆浴場等の協力に関する協定書

（１３） 特設公衆電話の設置・利用に関する覚書

（１４） 災害発生時等における福祉避難所の設置運営に関する協定書

（１５） 災害時等における施設利用の協力に関する協定書

（１６） 災害時等における施設利用の協力に関する協定書

（１７） 災害時等における施設利用の協力に関する協定書

（１８） 災害時等における施設利用の協力に関する協定書

（１９） 災害時等における施設利用の協力に関する協定書

（２０） 災害時等における施設利用の協力に関する協定書

（２１） 災害時等における施設の利用等の協力に関する協定書

（２２） 災害時等における施設利用の協力に関する協定書

９－９ 輸送

（１） 災害時における応急対策用貨物自動車の供給に関する協定

９－１０ 行政機関

（１） 災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定

（２） 姉妹都市災害時相互応援に関する協定

（３） 北海道広域消防相互応援協定

（４） 室蘭市と登別市の北海道広域消防相互応援協定に基づく申合せ事項

（５） 北海道消防防災ヘリコプター応援協定

（６） 室蘭海上保安部と室蘭市消防本部との船舶消火に関する業務協定

（７） 災害時の連携に係る協定書

（８） 室蘭市内の災害時等における連絡に係る覚書

（９） 北海道地方における災害時の応援に関する申合せ

（１０） ６市町防災協定

（１１） 災害時の応援に関する協定

（１２） 石油基地自治体協議会加盟団体災害時相互応援協定

（１３） 災害時におけるようてい・西いぶり広域連携会議構成市区町村の相互応援

に関する協定

（１４） 津波時における津波避難ビルとしての使用に関する協定書
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（１５） 室蘭市と宮古市との災害時等における相互協力応援に関する協定書

９－１１ 葬祭の支援（救助法の適用に基づき委任を受けた市の業務の支援：道協定）

（１） 災害時における葬祭用品の供給に関する協定

（２） 災害時における葬祭用品の供給に関する協定

１０．条例関係等

１０－１ 室蘭市防災会議条例

１０－２ 室蘭市防災会議専門委員会設置規程

１０－３ 室蘭市防災会議運営規程

１０－４ 室蘭市災害対策本部条例

１０－５ 室蘭市自主防災組織資機材購入費補助金交付要綱

１０－６ 突発的な大規模停電などへの応急対応マニュアル

１０－７ 避難勧告等の判断・伝達マニュアル

１０－８ 避難所開設マニュアル

１０－９ 備蓄整備方針

１１．図面関係

１１－１ 室蘭市河川位置図

１１－２ 洪水による浸水想定区域図

１１－３ 土砂災害・土石流危険区域図

１１－４ 急傾斜地崩壊危険区域図

１１－５ 山地災害危険箇所図

１１－６ その他警戒が必要な箇所

１１－７ 津波浸水予測図

１１－８ 緊急輸送道路網図

１１－９ 津波警報サイレン設置位置図


