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１　関係機関の連絡先

　【指定行政機関】

担当部署 所在地 電話 ＦＡＸ

大臣官房
企画調整課

千代田区永田町1-6-1 （０３）３５８１－３５１３ （０３）３５８１－４８３９

連絡先は警察庁と同様 千代田区霞が関2-1-2 （０３）３５８１－０１４１ （０３）３５８１－０７４４

警備局
警備企画課

千代田区霞が関2-1-2 （０３）３５８１－０１４１ （０３）３５８１－０７４４

運用局
運用課

新宿区市谷本村町5-1 （０３）３２６８－３１１１ （０３）５２２５－３０２２

総務部
総務課企画室

新宿区市谷本村町5-1 （０３）３２６８－３１１１ （０３）５２２７－２２２４

総務企画局
政策課

千代田区霞が関3-1-1 （０３）３５０６－６４３３ （０３）３５０６－６０１１

大臣官房
総務課

千代田区霞が関2-1-2 （０３）５２５３－５０８９ （０３）５２５３－５０９３

国民保護・防災部
防災課国民保護室

千代田区霞が関2-1-2 （０３）５２５３－７５５０ （０３）５２５３－７５４３

大臣官房
秘書課政策評価企画室

千代田区霞が関1-1-1 （０３）３５８０－４１６０ （０３）３５９２－７００９

総務部
総務課

千代田区霞が関1-1-1 （０３）３５９２－２６３８ （０３）３５９２－６６０５

大臣官房総務課
危機管理調整室

千代田区霞が関2-2-1 （０３）５５０１ー８０５９ （０３）５５０１－８０５７

大臣官房総合政策課
企画官室

千代田区霞が関3-1-1 （０３）３５８１－７９３４ （０３）５２５１－２１６３

長官官房
総務課

千代田区霞が関3-1-1 （０３）３５８１－４１６１ （０３）３５９３－０４０１

大臣官房
文教施設企画部
施設企画課防災推進室

千代田区丸の内2-5-1 （０３）６７３４－２２９０ （０３）６７３４－３６９０

連絡先は文部科学省と同
様

千代田区丸の内2-5-1 （０３）６７３４－２２９０ （０３）６７３４－３６９０

社会・援護局
総務課

千代田区霞が関1-2-2 （０３）３５９５－２６１２ （０３）３５０３－３０９９

総合食料局
食料企画課

千代田区霞が関1-2-1 （０３）３５０２－７９４２ （０３）３５９１－１６４８

連絡先は農林水産省と同
様

千代田区霞が関1-2-1 （０３）３５０１－３８８４ （０３）３５９１－１６４８

連絡先は農林水産省と同
様

千代田区霞が関1-2-1 （０３）３５０１－３８８４ （０３）３５９１－１６４８

連絡先は原子力安全・保
安院と同様

千代田区霞が関1-3-1 （０３）３５０１－１６３７ （０３）３５０１－１１６７

総合政策課 千代田区霞が関1-3-1 （０３）３５０１－１５１１

長官官房
官房参事官室

千代田区霞が関1-3-1 （０３）３５０１－１５１１

企画調整課 千代田区霞が関1-3-1 （０３）３５０１－１６３７ （０３）３５０１－１１６７

危機管理室 千代田区霞が関2-1-3 （０３）５２５３－８８８８ （０３）５２５３－８８９１

総務部
総務課

茨城県つくば市北郷1 （０２９）８６４－４１４８ （０２９）８６４－１８０７

総務部
総務課

千代田区大手町1-3-4 （０３）３２１１－３０１４ （０３）３２０１－０６８２

総務部
国際・危機管理官

千代田区霞が関2-1-3 （０３）３５９１－９８２２ （０３）３５８０－８７７８

大臣官房総務課 千代田区霞が関1-2-2 （０３）３５８０－１３７４ （０３）３５８０－２５１７環境省

国土交通省

国土地理院

気象庁

海上保安庁

林野庁

水産庁

経済産業省

資源エネルギー庁

中小企業庁

原子力・保安院

財務省

国税庁

文部科学省

文化庁

厚生労働省

農林水産省

金融庁

総務省

消防庁

法務省

公安調査庁

外務省

名称

内閣府

国家公安委員会

警察庁

防衛省

防衛施設庁
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担当部署 所在地 電話 ＦＡＸ

総務部総務課
札幌市中央区大通西12丁目
札幌第3合同庁舎

（０１１）２７２ー１１６１ （０１１）２７２ー７５６１

総務課
札幌市北区北８条西２丁目１－１
札幌第１合同庁舎

（０１１）７０９－０５１５ （０１１）７０９－２４８１

総務部総務課 札幌市北区北８条西２丁目
（０１１）７０９ー２３１１

（内４２４２）
　（０１１）７０９－２１９６

旭川財務事務所 旭川市５条通り１０丁目左９号 （０１６６）２６－４１５１ （０１６６）２６－１３７５

総務部総務課総務第一係
函館市海岸町２４番４号
港湾合同庁舎内

（０１３８）４０－４２１３ （０１３８）４３－４６９６

総務課
札幌市北区北８条西２丁目１－１
札幌第１合同庁舎８階

（０１１）７０９－２３１１ （０１１）７０９ー２７０４

総務課
札幌市北区北８条西２丁目１－１
札幌第１合同庁舎

（０１１）７０９-２７１３ （０１１）７０９－２７１４

稚内労働基準監督署 稚内市末広３丁目３－１ （０１６２）２３－３８３３ （０１６２）２４－１６８８

食糧部計画課 札幌市中央区北４条西１７－１９－６ （０１１）６４２－５４７０ （０１１）６１３－３７９３

企画課 札幌市中央区宮の森三条７－７０ （０１１）６２２－５２１５ （０１１）６２２－５２３５

旭川事務所
宗谷森林管理署

稚内市中央１丁目２－７ （０１６２）２３－３６１７ （０１６２）２３－３６１５

宗谷森林管理署
利尻森林事務所

利尻郡利尻富士町鴛泊字栄町 （０１６３）８２-１５２９ （０１６３）８９-１５２９

総務企画部総務課
札幌市北区北８条西２丁目１－１
札幌第１合同庁舎

（０１１）７０９－１７７３ （０１１）７０９－１７７８

管理課
札幌市北区北８条西２丁目１－１
札幌第１合同庁舎６階南

（０１１）７０９－２３１１ （０１１）７０９－４１４３

技術管理課
札幌市北区北８条西２丁目１－１
札幌第１合同庁舎

（０１１）７０９－２３１１
（内５４４９）

（０１１）７０９－２１３２

稚内開発建設部 稚内市末広５丁目６－１ （０１６２）３３－１０００ （０１６２）３３－１０４０

稚内開発建設部　沓形港
湾沓形港湾事業所

利尻郡利尻町沓形字富士見町 （０１６３）８４－２４３０

交通環境部
環境・安全防災課

札幌市中央区大通西１０丁目
札幌第２合同庁舎

（０１１）２９０－２７２４ （０１１）２９０－２７１６

札幌航空交通管制部
総務課

札幌市東区北３７条東２６丁目１－２
５

（０１１）７８２－８８６３ （０１１）７８２－８８６３

総務部
総務課

札幌市中央区北２条西１８－２ （０１１）６１１－６１２７ （０１１）６４４－９６７４

稚内地方気象台 稚内市開運２丁目２－１ （０１６２）２３－６０１６ （０１６２）２３－６０１６

総務部総務課 小樽市港町５－３ （０１３４）２７－６１６０ （０１３４）２７－６１８１

稚内海上保安部 稚内市開運２丁目２－１ （０１６２）２２－０１１８ （０１６２）２３－４８５１

総務課
札幌市中央区北１条西１０丁目１番
地ユーネットビル９Ｆ

（０１１）２５１－８７００ （０１１）２１９－７０７２

稚内自然保護官事務所 稚内市末広５丁目６－１ （０１６２）３３－１１００ （０１６２）３３－１１０１

　【自衛隊】

区分 都道府県 部隊等の長及び窓口 所在地 郵便番号 電話

陸 北海道
北部方面総監
防衛部

札幌市中央区南２６条西１０丁目 ０６４－８５１１ （０１１）５１１－７１１６

陸上自衛隊名寄駐屯地
第３普通科連隊

名寄市内渕８４番地 ０９６－８５８４ （０１６５４）３－２１３７

海 北海道
大湊地方総監
第３幕僚室

むつ市大湊町４－１ ０３５－８５１１ （０１７５）２４－１１１１

空 北海道
第２航空団司令
防衛部

千歳市平和無番地 ０６６－８５１１ （０１２３）２３－３１０１

第一管区海上保安本部

北海道開発局

北海道運輸局

航空交通管制部

札幌管区気象台

北海道地方環境事務所

北海道厚生局

北海道労働局

北海道農政事務所

北海道森林管理局

北海道経済産業局

北海道産業保安監督部

名称

札幌防衛施設局

　【指定地方行政機関】

北海道総合通信局

北海道財務局

函館税関
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部　　　　名 課　　名 係　名　等 郵便番号 所在地 電話 ＦＡＸ

危機対策局
参事

危機管理グループ
（０１１）２３１-４１１１

内線２２-５５９
（０１１）２３１-４３１４

防災調整グループ 内線２２-５６１

防災グループ 内線２２-５６８

消防グループ 内線２２-５７９

企画防災グループ 内線２２-８６１

環境安全グループ 内線２２-８６６

部　　　　名 課　　名 室　　名 郵便番号 所在地 電話 ＦＡＸ

総 務 部
危機対策局
防災消防課

防災航空室 007-0880 札幌市東区丘珠町７５５－１１ （０１１）７８２-３２３３ （０１１）７８２-３２３４

部　局　名 課　　名 係　名　等 郵便番号 所在地 電話 ＦＡＸ

総 務 部 総務課 総括グループ
（０１１）２３１-４１１１

内線２２-１１４
（０１１）２３２-１７６４

知 事 政 策 部 参事 政策企画 内線２１-１８２ （０１１）２３２-６３１３

企 画 振 興 部 総務課 総括グループ 内線２３-１１３ （０１１）２３２-３０５２

環 境 生 活 部 総務課 総括グループ 内線２４-１１１ （０１１）２３２-４１０７

保 健 福 祉 部 総務課 企画調整グループ 内線２５-１２７ （０１１）２３２-８３６８

経 済 部 総務課 総括グループ 内線２６-１１１ （０１１）２３２-８８４０

農 政 部 農政課 総括グループ 内線２７-１１１ （０１１）２３２-４１２６

水 産 林 務 部 総務課 管理グループ 内線２８-１２９ （０１１）２３２-４１４０

建 設 部 総務課 企画調整グループ 内線２９-１２５ （０１１）２３２-４１３８

出 納 局 総務課 総括グループ 内線３２-２２１ （０１１）２３２-７４５９

企 業 局 総務課 総務企画グループ 060-8588 札幌市中央区北３条西７丁目 内線３２-７２１ （０１１）２５１-３５２０

教 育 庁 企画総務部総務課 総務グループ 060-8544 札幌市中央区北３条西７丁目 内線３５-１１２ （０１１）２８１-１４８７

北 海 道 警 察
本 部

警備部警備課 060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目
（０１１）２５１-０１１０

内線５７４３
（０１１）２１９-２４０９

060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目

060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目

危機対策局
防災消防課

（０１１）２３１-４３１４
（０１１）２５１-６２４２

危機対策局
原子力安全対策課

（０１１）２３２-１１０１

　【北海道】

　　　（１）危機対策局

総 務 部

　　（２）防災航空室

　　（３）部局窓口
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支　庁　名 課　　名 係　名　等 郵便番号 所在地 電話 ＦＡＸ

石　狩
地域振興部
地域政策課

主査(防災） 060-8558 札幌市中央区北３条西７丁目
（０１１）２３１-４１１１

内線　３４-３２６
（０１１）２３２-１０７０

渡　島
地域振興部
地域政策課

主査(防災） 041-8558 函館市美原４丁目６番１６号
（０１３８）４７-９０００

内線　２１９１
（０１３８）４７-９２０３

檜　山
地域振興部
地域政策課

主査(防災） 043-8558
檜山郡江差町字陣屋町３３６
－３

（０１３９）５２-１０１０
内線　２１９１

（０１３９）５２-５７８１

後　志
地域振興部
地域政策課

主査(防災） 044-8588
虻田郡倶知安町北１条東２丁
目

（０１３６）２３-１３００
内線　２１９１

（０１３６）２２-０９４８

空　知
地域振興部
地域政策課

主査(防災） 068-8558 岩見沢市８条西５丁目
（０１２６）２３-２２３１

内線　２１９１
（０１２６）２５-８１４４

上　川
地域振興部
地域政策課

主査(防災） 079-8610 旭川市永山６条１９丁目
（０１６６）４６-５９００

内線　２１９１
（０１６６）４６-５２０４

留　萌
地域振興部
地域政策課

主査(防災） 077-8585 留萌市住之江町２丁目１－２ （０１６４）４２-２５９６

宗　谷
地域振興部
地域政策課

主査(防災） 097-8558 稚内市末広４丁目２－２７
（０１６２）３３-２５１０

内線　２１９１
（０１６２）３３-２６４４

網　走
地域振興部
地域政策課

主査(地域政策） 093-8585 網走市北７条西３丁目
（０１５２）４４-７１７１

内線　２１８６
（０１５２）４４-７２６１

胆　振
地域振興部
地域政策課

主査(防災） 051-8558 室蘭市幸町９－１１
（０１４３）２２-９１３１

内線　２１９１
（０１４３）２２-４７６１

日　高
地域振興部
地域政策課

主査(防災） 057-8558 浦河郡浦河町栄丘東通５６号
（０１４６）２２-２２１１

内線　２１９１
（０１４６）２２-６５４２

十　勝
地域振興部
地域政策課

主査(防災） 080-8588 帯広市東３条南３丁目 （０１５５）２６-３１０３

釧　路
地域振興部
地域政策課

主査(防災） 085-8588 釧路市浦見２丁目２－５４
（０１５４）４１-１１３１

内線　２１８４
（０１５４）４２-２１１６

根　室
地域振興部
地域政策課

主査(防災） 087-8588 根室市常盤町３丁目２８
（０１５３）２４-０２５７

内線　２１９１
（０１５３）２３-６１８２

支庁名等 郵便番号 所在地 電話 ＦＡＸ

宗谷支庁 097-8525 稚内市末広４丁目２－２７ （０１６２）３３-２５１０ （０１６２）３２-２２５３

097-0401 利尻郡利尻町沓形字日出町 （０１６３）８４－２２４７ （０１６３）８４－２２４６

097-0101
利尻郡利尻富士町鴛泊字栄
町

（０１６３）８２－１５４９ （０１６３）８２－１８４４

097-8585 稚内市末広４丁目２－２７ （０１６２）３３-２５１６ （０１６２）３２-８２０７

097-0401 利尻郡利尻町沓形字泉町 （０１６３）８４－２００８ （０１６３）８４－３０５８

097-0101
利尻郡利尻富士町鴛泊字栄
町

（０１６３）８２－１０５４ （０１６３）８２－１８４４

保健福祉部 097-0211
利尻郡利尻富士町鬼脇字金
崎

（０１６３）８３－１３４１

北海道警察 097-0005 稚内市大黒１丁目６－４８ （０１６２）２４-０１１０

097-0101
利尻郡利尻富士町鴛泊字港
町

（０１６３）８２－２１１０

097-0211
利尻郡利尻富士町鬼脇字鬼
脇

（０１６３）８３－１００４

稚内土木現業所利尻出張所

利尻地区水産技術普及指導所

道立鬼脇診療所

旭川方面稚内警察署

旭川方面稚内警察署鴛泊駐在所

旭川方面稚内警察署鬼脇駐在所

　　（４）支庁窓口

　　（５）宗谷支庁所属出先機関等

宗谷保健福祉事務所
鴛泊社会福祉事務所出張所

稚内土木現業所

宗谷保健福祉事務所利尻支所

出先機関名等

宗谷保健福祉事務所
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区
分

市町村名 担当課名 担当係等名 郵便番号 所在地 電話 ＦＡＸ

稚内市 総務部 防災担当 097-8686 稚内市中央3丁目13番15号 （０１６２）２３-６１６１ （０１６２）２３-３３５０

猿払村 総務課 管財交通係 098-6292 宗谷郡猿払村鬼志別西町172番地 （０１６３５）２-３１３１ （０１６３５）２-３８１２

浜頓別町 総務課 総務係 098-5792 枝幸郡浜頓別町中央南1番地 （０１６３４）２-２３４５ （０１６３４）２-４７６６

中頓別町 総務課 総務グループ 098-5595 枝幸郡中頓別町字中頓別172番地6 （０１６３４）６-１１１１ （０１６３４）６-１１５５

枝幸町 総務課 総務係 098-5892 枝幸郡枝幸町本町９１６番地 （０１６３）６２-１２３４ （０１６３）６２-３３５３

豊富町 総務課 総務係 098-4110 天塩郡豊富町大通６丁目 （０１６２）８２-１００１ （０１６２）８２-２８０６

礼文町 総務課 交通防災担当 097-1201 礼文町大字香深村字トンナイ （０１６３）８６-１００１ （０１６３）８６-１００７

利尻町 総務課 総務係 097-0401 利尻郡利尻町沓形字緑町１４番地１ （０１６３）８４-２３４５ （０１６３）８４-３５５３

利尻富士町 総務課 企画調整係 097-0101 利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野6 （０１６３）８２-１１１１ （０１６３）８２-１２５３

郵便番号 所在地 電話 ＦＡＸ

097-0211 利尻郡利尻富士町鬼脇字鬼脇 （０１６３）８３－１００１ （０１６３）８３－１７７５

097-0101 利尻郡利尻富士町鴛泊字本泊 （０１６３）８２-１２６９ （０１６３）８２-１４１４

097-0101 利尻郡利尻富士町鴛泊字栄町 （０１６３）８２-２５３３

097-0101 利尻郡利尻富士町鴛泊字栄町 （０１６３）８２-１０３８ （０１６３）８２-２０２５

097-0211 利尻郡利尻富士町鬼脇字鬼脇 （０１６３）８３－１３１３ （０１６３）８３－１２６７

097-0211 利尻郡利尻富士町鬼脇字鬼脇 （０１６３）８３－１０８８

097-0211 利尻郡利尻富士町鬼脇字鬼脇 （０１６３）８９－３２１６ （０１６３）８３－１４７２

097-0211 利尻郡利尻富士町鬼脇字鬼脇 （０１６３）８３－１５３１ （０１６３）８３－１７３２

097-0101 利尻郡利尻富士町鴛泊字栄町 （０１６３）８２-２３２０ （０１６３）８９-２０１６

097-0101 利尻郡利尻富士町鴛泊字本町 （０１６３）８２-１００６ （０１６３）８２-１００６

097-0101 利尻郡利尻富士町鴛泊字本泊 （０１６３）８２-１３２６ （０１６３）８２-１３２６

097-0211 利尻郡利尻富士町鬼脇字鬼脇 （０１６３）８３－１１０４ （０１６３）８３－１１０４

097-0101 利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野 （０１６３）８２-１３７０ （０１６３）８２-２３７６

097-0211 利尻郡利尻富士町鬼脇字鬼脇 （０１６３）８３－１３２１ （０１６３）８３－１３２０

097-0101 利尻郡利尻富士町鴛泊字本町 （０１６３）８２-１０９４ （０１６３）８２-１０９８

097-0101 利尻郡利尻富士町鴛泊字本泊 （０１６３）８２-１１９２ （０１６３）８２-１４３４

097-0211 利尻郡利尻富士町鬼脇字鬼脇 （０１６３）８３－１００３ （０１６３）８３－１００８

097-0101 利尻郡利尻富士町鴛泊字栄町 （０１６３）８２-１０９２ （０１６３）８２-１２４４

097-0211 利尻郡利尻富士町鬼脇字清川 （０１６３）８３－１１１２ （０１６３）８３－１１１６

097-0101 利尻郡利尻富士町鴛泊字本町 （０１６３）８２-１３１６ （０１６３）８２-１３１６

097-0101 利尻郡利尻富士町鴛泊字栄町 （０１６３）８２-２３８８

097-0211 利尻郡利尻富士町鬼脇字鬼脇 （０１６３）８３－１１８０

097-0401 利尻郡利尻町沓形字泉町 （０１６３）８４-２７４２ （０１６３）８４-２９３４

097-0101 利尻郡利尻富士町鴛泊字栄町 （０１６３）８２-１１１９ （０１６３）８９-１１５４

097-0101 利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野 （０１６３）８２-２５１３

097-0211 利尻郡利尻富士町鬼脇字清川 （０１６３）８３－１０５７ （０１６３）８３－１１７７

利尻礼文消防事務組合消防本部

利尻礼文消防事務組合利尻富士支署

利尻富士温泉保養施設

利尻郡学校給食組合

利尻富士町総合交流促進施設

利尻郡清掃施設組合

利尻空港管理事務所

利尻富士町鴛泊診療所

利尻富士町立特別養護老人ホーム

利尻富士町デイサービスセンター

宗

谷

　【利尻富士町所属関係機関】

出先機関名

利尻富士町役場鬼脇支所

利尻島開発総合センター

利尻富士町歯科診療所

利尻富士町鬼脇公民館

利尻富士町立鴛泊小学校

利尻富士町立本泊小学校

利尻富士町立利尻小学校

利尻富士町教育委員会

利尻富士町立鬼脇保育所

利尻富士町立鴛泊中学校

利尻富士町立鬼脇中学校

利尻富士町立鴛泊幼稚園

　【市町村】

利尻富士町総合保健福祉センター

利尻富士町立鴛泊保育所

利尻富士町立本泊保育所

利尻島老人保健施設
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　【その他の機関】

　　（1）　指定公共機関（抜粋）

所管省庁 名称 担当部署 所在地 電話 ＦＡＸ

厚生労働
省

日本赤十字社 救護・福祉部　救護課 東京都港区芝大門１－１－３ （０３）３４３７－７０８４ （０３）３４３５－８５０９

総務省 日本郵政公社 本社ＣＳＲ室 〒100-8798千代田区霞が関1-3-2 （０３）３５０４－４６２４ （０３）３５０６－６７３２

国土交通
省

東日本高速道路株式会社
北海道支社
管理事業部事業統括チー
ム

北海道札幌市厚別区大谷地西５丁目１２－３０ （０１１）８９６－５８９２ （０１１）８９６－５８８８

国土交通
省

北海道旅客鉄道株式会社 総合企画本部経営企画部 北海道札幌市中央区北11条西15丁目1番1号 （０１１）７００－５７１６ （０１１）７００－５７１９

国土交通
省

日本貨物鉄道株式会社
総合企画本部経営企画部
企画・経営計画グループ

東京都千代田区飯田橋３丁目１３番１号 （０３）３２３９－９１２１ （０３）３２３９－９１２３

総務省 東日本電信電話株式会社
ネットワーク事業推進部
サービス運営部災害対策
室

東京都新宿区西新宿3-19-2 （０３）５３５９－４８３０ （０３）５３３３－１２４５

経済産業
省

北海道電力株式会社 総務部 総務グループ 北海道札幌市中央区大通東１－２ ０１１－２５１－４０９９ ０１１－２５１－０３２９

国土交通
省

リベラ株式会社
（東日本フェリー株式会社）

札幌市中央区南四条西１１－１２９２－４ （０１１）５１８－２７３１ （０１１）５１８－２７５５

国土交通
省

ジェイアール北海道バス株式会社 総務部 札幌市東区北６条東３丁目３ー２０ （０１１）７５３－２３１５ （０１１）７４１－７５９５

国土交通
省

佐川急便株式会社 労務運行管理部 京都府京都市南区上鳥羽角田町６８番地 （０７５）６９１－６５００ （０７５）６８１－２３４９

国土交通
省

日本通運株式会社 作業管理部 東京都港区東新橋１丁目９番４号
　（０３）６２５１－１４３

０
　（０３）６２５１－６６７

６

国土交通
省

ヤマト運輸株式会社 社会貢献部 東京都中央区銀座２丁目１６番１０号 （０３）３５４１－３４１１
　（０３）３５４２－３８８

７

国土交通
省

全日本空輸株式会社 札幌支店（北海道）
〒060-0004
北海道札幌市中央区北４条西４丁目　伊藤加藤
ビル３階

（０１１）２７１－１５３１ （０１１）２３２－０１１３

国土交通
省

北海道国際航空株式会社 本社企画部
〒060-0001　北海道札幌市中央区北1条西2丁
目9　オーク札幌ビル8Ｆ

（０１１）２５２－５５３９ （０１１）２５２－５５９２

総務省
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株
式会社

ネットワーク事業部　統合
ネットワーク部（危機管理）

東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビル2階201 （０３）５２０２－９９０９ （０３）５５０１－３０１４

総務省 KDDI株式会社
運用本部運用管理部
統括グループ

東京都新宿区西新宿2-3-2 KDDIビル （０３）３３４７－５２９９ （０３）３３４７－６２４３

総務省 日本テレコム株式会社 総務部 東京都港区東新橋1-9-1　東京汐留ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
代（０３）６８８８－８００

０
（０３）３５７２－５５４０

総務省 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 災害対策室
東京都千代田区永田町2-11-1　山王ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ
35F

（０３）５１５６－１７２９ （０３）５１５６－０２６５

総務省 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道 災害対策室
北海道札幌市中央区北１条西１４丁目６番地
ＮＴＴドコモ北海道ビル　南館13階

（０１１）２４２－１９６１ （０１１）２０７－６７９９

総務省 ボーダフォン株式会社
コーポレートセキュリティ
室

東京都港区東新橋１－９－１
東京汐留ビルディング

（０３）６８８９－６３０４ （０３）６８８９－６６０３
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機　関　名 担当課名 郵便番号 所在地 電話 ＦＡＸ

北海道放送株式会社 総務局総務部 060-8501 札幌市中央区北１条西５丁目 （０１１）２３２-５８３１ （０１１）２３１-８４２７

札幌テレビ放送株式会社 報道制作局報道部 060-8705 札幌市中央区北1条西8丁目1-1 （０１１）２７２-８２９５ （０１１）２７１-１５３５

北海道テレビ放送株式会社 062-8501 札幌市豊平区平岸４－１３ （０１１）８２４-４１４１ （０１１）８１２-１７６４

北海道文化放送株式会社 報道部 060-8527 札幌市中央区北１条西１４丁目 （０１１）２１４-５３２１ （０１１）２７１-５４９７

株式会社テレビ北海道 報道制作部 060-8517 札幌市中央区大通東６丁目 （０１１）２３２-７１６０ （０１１）２３２-７１７３

株式会社エフエム北海道 管理本部 060-8532 札幌市中央区北1条西2丁目 （０１１）２４１-０８０４ （０１１）２５１-６３５７

株式会社エフエム・ノースウェーブ 編成局 060-8557
札幌市北区北７条西４丁目３－１
新北海道ビル８Ｆ

（０１１）７０７-６５０５ （０１１）７０７-８３１１

北海道瓦斯株式会社 060-8530 札幌市中央区大通西７丁目３番地１ （０１１）２０７-２１０２ （０１１）２０７-２１０３

社団法人北海道医師会 事業第五課 060-8627 札幌市中央区大通西6丁目 （０１１）２３１-１４３２ （０１１）２４１-３０９０

社団法人北海道歯科医師会 総務課 060-0031 札幌市中央区北1条東９丁目 （０１１）２３１-０９４５ （０１１）２７１-７５１４

社団法人北海道トラック協会 総務部総務課 064-0809 札幌市中央区南9西1 （０１１）５３１-２２１５ （０１１）５２１-５８１０

社団法人北海道バス協会 060-0001 札幌市中央区北1条西19丁目2 （０１１）６２１-４１６１ （０１１）６２１-１５６６

社団法人北海道薬剤師会 管理課 062-8631 札幌市豊平区平岸１－８－５－１２ （０１１）８１１-０１８４ （０１１）８３１-２４１２

旭川ガス株式会社 総務課 070-8515 旭川市４条通１６丁目左６号 （０１６６）２３-３３０７ （０１６６）２４-３０８２

釧路ガス株式会社 総務部 085-0026 釧路市寿４丁目１番２号 （０１５４）２２-８１０１ （０１５４）２３-００３４

室蘭ガス株式会社 総務部 050-0086 室蘭市大沢町１－１８－１０ （０１４３）４４-３１５６ （０１４３）４４-２１１０

帯広ガス株式会社 総務部総務課 080-0019 帯広市西９条南８丁目５ （０１５５）２４-４２００ （０１５５）２４-４３４７

苫小牧ガス株式会社 総務部 053-0011 苫小牧市末広町２丁目１０番１９号 （０１４４）３２-５３８１ （０１４４）３２-３３１５

滝川ガス株式会社 総務管理部総務課 073-0033 滝川市新町３丁目１１番５号 （０１２５）２３-３５１０ （０１２５）２４-６９９１

岩見沢ガス株式会社 総務部 068-8688 岩見沢市２条西１６丁目１番地 （０１２６）２２-２１５８ （０１２６）２５-６３９０

美唄ガス株式会社 業務部総務課 072-0011 美唄市大通り東１条南３丁目１－３１ （０１２６）６２-１１２２ （０１２６）６４-２３２２

東日本海フェリー株式会社 営業企画部 064-0804
札幌市中央区南４条西１１丁目１２９２
番地  蔦井ビル

（０１１）５１８-２７８０ （０１１）５１８-２７８３

北日本海運株式会社 総務部 040-0063
函館市若松町７－１５
テーオー小笠原ビル６F

（０１３８）２６-９７７１ （０１３８）２２-６８６３

共栄運輸株式会社 総務部 040-0061 函館市海岸町２２－５ （０１３８）４２-４１２１ （０１３８）４２-４１２０

道南自動車フェリー株式会社 総務課 041-0821 函館市港町３丁目１９－２ （０１３８）４３-４８８１ （０１３８）４２-７３８８

羽幌沿海フェリー株式会社 庶務課 078-4120 苫前郡羽幌町港町１丁目 （０１６４）６２-１７７４ （０１６４）６２-５２３１

株式会社北海道エアシステム 総務部 066-0012 千歳市美々新千歳空港内 （０１２３）４６-５５３３ （０１２３）４６-５５３４

　（2）　指定地方公共機関

7



　（3）　その他の機関

所在地 電話 自治会名 電話

東日本海フェリー株式会社
稚内支店

稚内市開運１丁目４－１
（0162）２３-３７８０

fax（0162）23－6730
大　磯 大 野 透 （0163）８２-１３０５

東日本海フェリー株式会社
鴛泊駅

利尻富士町鴛泊字港町
（0163）８２-１１２１

fax（0163）82－2065
本　泊 工 藤 孝 秀 ８２－１７３９

宗谷バス株式会社 稚内市開運１丁目４－１
（0162）２３-５５１０

fax（0162）22－5042
富士岬 可 香 谷 芳 雄 ８２－１２８０

宗谷バス株式会社
利尻営業所

利尻郡利尻町沓形字泉町
（0163）８４-２５５０

fax（0163）84－2421
栄町１ 長 森 正 良 ８２－１４７３

富士ハイヤー株式会社 利尻富士町鴛泊字本町 （0163）８２-１１８１ 栄町２ 菊 地 喜 助 ８２－１３０９

北海道電力株式会社
稚内営業所

稚内市港３丁目１－１３
（0162）２３-４００１

fax（0162）23－2017
本　町 梅 谷 哲 夫 ８２－１５８８

北海道電力株式会社
沓形発電所

利尻郡利尻町沓形字種富町 （0163）８４-２０７８ 港　町 菅 原 昇 ８２－１８８３

鴛泊郵便局 利尻富士町鴛泊字本町 （0163）８２-１１８１ 湾　内 菅 原 正 ８２－１４１７

鬼脇郵便局 利尻富士町鬼脇字鬼脇 （0163）８３-１１６０ 野　塚 山 本 義 憲 ８２－１７４３

利尻島国保中央病院
（救急医療機関）

利尻郡利尻町沓形字緑町
（0163）８４-２６２６

fax（0163）84－2640
雄忠志内 亀 田 英 樹 ８２－２８１８

市立稚内病院
（災害拠点病院）

稚内市中央４丁目１１－６ （0162）２３-２７７１ 鰊　泊 吉 田 秀 雄 ８３－１０４９

宗谷医師会
稚内市中央５丁目４－１７
医療法人社団横田内科医院内

（0162）２４-１５１０
fax（0162）24－4773

旭　浜 東 山 栄 一 ８３－１１２３

利尻富士町社会福祉協議会 利尻富士町鴛泊字富士野 （0163）８２-２７９１ 石　崎 中 北 光 男 ８３－１７６１

鴛泊漁業協同組合 利尻富士町鴛泊字港町
（0163）８２-１１０５

fax（0163）82－1580
二　石 熊 谷 茂 ８３－１１３９

鬼脇漁業協同組合 利尻富士町鬼脇字鬼脇
（0163）８３-１２２１

fax（0163）83－1117
清　川 熊 中 康 一 ８３－１１７９

利尻富士町商工会 利尻富士町鴛泊字富士野
（0163）８２-１１２５

fax（0163）82－2179
鬼脇１ 種 谷 正 邦 ８３－１１４８

自主
防災 栄町第２自治会自主防災会 利尻富士町鴛泊字栄町 （0163）８２-１３０９ 鬼脇２ 加 藤 正 廣 ８３－１４４３

金　崎 常 名 恒 雄 ８３－１５３２

沼　浦 小 松 光 行 ８３－１０４４

南　浜 中 本 繁 成 ８３－１５７１

野　中 吉 田 利 継 ８３－１７５９

産
業
・
経
済

会長名機　関　名

電
気
・
通
信
・
運
送

医
療
・
福
祉

8



２　輸送施設等

（1）道　路

平成18年4月1日現在

（2）港　湾

平成18年4月1日現在、単位：ｍ

（3）空　港

平成18年4月1日現在

36.5 17.3

区分

道道

町道

うち利尻富士町分 34.2 100 100

計

100 100

53.1 100 100

0.7 100 100

実延長　　(km) 改良率　　(％) 舗装率　　(％)

利尻富士利尻線 12.6 100 100

路線名

ポロフンベ線外199線 91.7

うち利尻富士町分 25.9

本泊利尻空港線 0.7

うち利尻富士町分

100 100

うち利尻富士町分 7.6 100

沓形仙法志鴛泊線 39.8 100

100

100

地
　
方
　
港
　
湾

港 湾 名 鴛　泊　港 鬼　脇　港

163 100

699 718

5,020 1,460

298

263

118 118

合　　計

153 153 306

6,480

物 揚 場

船 揚 場

外 か く 施 設 延 長

1,234 1,168 2,402

1,417

101 197

－5.5ｍ

－5.0ｍ

岸 壁係
留
施
設
延
長

計

－6.0ｍ

　総面積 　66ha

　所在地 　利尻富士町鴛泊字本泊

　設置管理者 　北海道

　滑走路延長 　1,800ｍ×45ｍ

　着陸帯延長・幅 　1,920ｍ×150ｍ

　標点・標高
　N45°14'23"
　E141°11'29"　、30.1ｍ

　空港名 　利尻空港

　種類 　第三種空港

　エプロン
　小型ジェット用　２
　小型機用　１

　駐車場台数 　約124台

　旅客ターミナル 　1,936㎡

　運用時間 　9：00～17：00（8時間）
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（4）輸送状況等

　①　離島航路

平成18年4月1日現在

　②　空　路

平成18年4月1日現在

　③　バ　ス

平成18年4月1日現在

108 461宗谷バス㈱利尻営業所 7 292 61

就航先

車両台数
(台)

会社名
乗車定員

座席 補助席 立席 計

1便(通年)

B737－500型機 126 1便(6～8月)

空港名 機種 座席数 便数供用開始 運行会社

利尻空港 H11.6.1 全日本空輸㈱ 新千歳空港
DH8－300型機 56

最大
2,528

84
クイーン宗谷

プリンス宗谷

フィルイーズ
宗谷

3,551

所要時間

稚→利 1;40
稚→礼 1;55
利→礼 0;40

乗用車
(台)

航路 会社名 船名 総トン数

東日本海
フェリー

3,578

3,531

3,554

ボレアース
宗谷

　稚内～利礼

稚→利　52km

稚→礼　59km

利→礼　19km

264

便数

2～5便/日

輸送能力

旅客数
(人)

トラック
(台)
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３　高齢者、身体障害者等の人口

(1)　高齢者

平成18年9月30日現在

(福祉課調べ)

(2)　要介護（要支援）認定者数

平成18年9月30日現在、単位：人

(福祉課調べ)

(3)　身体障害者（障害者手帳交付状況）

平成18年9月30日現在、単位：人

(福祉課調べ)

(4)　外国人

各年12月末日現在、単位：人

(福祉課調べ)

Ｈ18登録者数

16

介護療養型医療　

(人) (65歳以上) 入所者数　　(人) 入所者数　　(人) 施設入所者数 (人)

人口総数 高齢者人口 介護老人福祉施設 介護老人保健施設

3

対人口総数 対高齢者人口 対高齢者人口 対高齢者人口

1,074 48 25

0.3%

区　分 要支援 要介護1

3,107

34.6% 4.5% 2.3%

要介護2 要介護3

13

55

206

4

14

5

108

第２号
被保険者

(40～64歳)

合　計

1

1

2 1 0 8

179

6

16 10 187

2 24

合　計４級 ５級 ６級

要介護4 要介護5 計

第１号
32 30 15 10被保険者

(65歳以上)

33 32

１級 ２級

12 80

13 83

3 1

視 覚 障 害

聴 覚 又 は 平 衡 機 能 の 障 害

10 3 1 35

3 5

区　　分 ３級

11

音 声 機 能 、 言 語 機 能 又 は
そ し ゃ く 機 能 の 障 害

肢 体 不 自 由

2 3

15 26 15 37

14

心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の

障 害

合　　計

9 837

57 41

16 15 16

30 51

Ｈ15登録者数 Ｈ16登録者数 Ｈ17登録者数
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４ 避難実施要領の作成例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難実施要領（一例） 

 

北海道○○○町長 

○月○日○時現在 

 

１ 避難の経路、避難の手段その他避難の方法 

Ａ町における住民の避難は、次の方法で行うものとする。 

(1) Ａ町のＡ１地区の住民は、Ｂ市のＢ１地区にあるＢ市立Ｂ1 高校体育館を避難先とし

て、○日○時を目途に住民の避難を開始する。 

【避難経路及び避難手段】 

○ 避難の手段（バス・船舶・その他） 

バスの場合： Ａ町Ａ １地区の住民は、Ａ町立Ａ１小学校グラウンドに集合する。そ

の際、○ 日○時を目途に、できるだけ自治会、町内会、事業所等の単位

で行動すること。 

集合後は、○○ バス会社の用意したバスにより、道道○○号線を利用

して、Ｂ市立Ｂ１高校体育館に避難する。 

船舶の場合： Ａ町１地区の住民は、Ａ町Ａ港に、○日○時○分を目途に集合する。そ

の際、○日○ 時○ 分を目途に、できるだけ自治会、町内会、事業所等

の単位で行動すること。集合後は、○日○時○分発Ｂ市Ｂ１港行きの、

○○汽船が所有するフェリー○○号に乗船する。 

・・・・以下略・・・ 

(2) Ａ町Ａ２地区の住民は、Ｂ市Ｂ２地区にあるＢ市立Ｂ２中学校を避難先として、○日○

時○分を目途に住民の避難を開始する。 

・・・・以下略・・・ 

２ 避難住民の誘導の実施方法 

(1) 職員の役割分担 

避難住民の避難誘導が円滑に行えるよう、以下に示す要員及びその責任者等について、

町職員等の割り振りを行う。 

・住民への周知要員 

・避難誘導要員 

・町対策本部要員 

・現地連絡要員 

・避難所運営要員 

・水、食料等支援要員等 

(2) 残留者の確認 

町で指定した避難の実施時間の後、すみやかに、避難を指示した地区に残留者がいな

いか確認する。（時間的余裕がある場合は、各世帯に声をかける。） 
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(3) 高齢者、障害者その他特に配慮を要する者に対する避難誘導 

誘導に当たっては、傷病者、障害者、高齢者、幼児等を優先的に避難誘導する。また、

自主防災組織や自治会など地域住民にも、福祉関係者との連携の下、町職員等の行う避

難誘導の実施への協力を要請する。 

３ その他避難の実施に関し必要な事項 

(1) 携行品は、数日分の飲料水や食料品、生活用品、救急医薬品、ラジオ、懐中電灯等、必

要なものを入れた非常持出品だけとし、身軽に動けるようにする。 

(2) 服装は、身軽で動きやすいものとし、帽子や頭巾で頭を保護し、靴は底の丈夫な履きな

れた運動靴を履くようにする。 

(3) 避難誘導から離脱してしまった場合などの、緊急時の連絡先は以下のとおりとする。 

Ａ町対策本部担当△山○男 

ＴＥＬ 0×-52××-××51（内線××××） 

ＦＡＸ 0×-52××-××52 

・・・・以下略・・・ 
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※ 離島からの避難の場合 

離島における避難では、島外への避難を前提として考えた場合に、全住民の避難が可能な運送

手段を確保することが必要となるが、都道府県が、国及び指定公共機関並びに指定地方公共機

関である運送事業者と調整して確保することが基本である。 

市（町村）では、当該運送送手段の確保の状況を踏まえ、島内の住民を、運送の拠点となる港

湾へ運送するバスや公用車などを確保し、各地区の住民に周知を行うことが措置の中心となる。 

 

 

 

 

 

 

避難実施要領（一例） 

 

○○市（町村）長 

○月○日○時現在 

 

１ 事態の状況、避難の必要性 

対策本部長は、○○島に対する武装工作員の侵攻の可能性を考慮し、警報を発令し、○

○島の全島を要避難地域とする避難措置の指示を行った・・・・・。 

（対処基本方針の内容、警報の内容、避難措置の指示の内容等を踏まえて記載。） 

知事は、別添の避難の指示を行ったところである（避難の指示を添付）。 

 

２ 避難誘導の方法 

（１）避難誘導の全般的方針 

○○市（町村）は、○○島の全域の住民約○○○名について、○○日１２：００を目途

に避難住民の運送を開始する。避難は、○日～○日の３日かけて行う。 

島外への避難住民の運送は、○○港から、○○汽船のフェリー２隻、○○輸送のフェリ

ー３隻をピストン運送して行うこととする。緊急時には、これ以外にも海上保安部等の船

艇・航空機及び海上自衛隊の輸送艦艇が避難住民の運送に当たるよう要請している。 

出航便の一時間前に港湾に到着できるよう、○○バスにより、島内を循環して、住民を

移動させる。 

○○市（町村）は、住民を徒歩により、バス停に集合させるものとし、自家用車の使用

は、特別な事情がある場合以外は、認めない。 

避難先は、当面の間は、○○市（町村）の○○公民館及び○○体育館とする。 

（※）島外への輸送手段については、道が国と、又は市（町村）が道と調整して、指定地方公

共機関（又は指定公共機関）である運送事業者の輸送手段をチャーターする。 

（※）島内の各地域からフェリーの発着港湾までの移動は、基本的には、市（町村）が、島内

のバスや公用車両を活用して行う。交通手段が不足する場合は、県警察の意見を聞いた上

で、自家用車等を交通手段として示すことができる。 

 

（２）事前準備の呼びかけ 

全住民に対して、防災行政無線や連絡網（回覧）により、避難のための準備を行うこと

を呼びかける。 
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 その際、広報車やヘリコプター等を活用して、周知する。 

職員は、担当地域を配分して、各自治会単位での避難者リストを、自治会長や消防団長

の協力を得て作成する。その際、各地区の避難希望日時の要望を聴取する。 

避難用バスの時間等については、防災行政無線や連絡網（回覧）により知らせるととも

に、隣近所同士で声を掛け合うように呼びかける。 

災害時要援護者については、一般の住民よりも避難に時間を要することから、危急の場合

に対応できるよう、早期の避難を促す。また、災害時要援護者支援班を設けて、避難の支

援を行う。 

 

（３）避難所等までの避難 

避難所等までは、徒歩により移動する。自家用車の使用は、避難に介護を必要とする者

とその介護者に限定するものとする。 

○○市（町村）は、避難者リストを作成し、各地区の住民は、出来るだけまとまって集

団で行動するよう努める。 

避難の最終日においては、避難者リスト等に基づき、残留者を個別訪問して、避難の有

無を確認する。 

（※）島外への避難の手段が限られることから、可能な限り、残留者が取り残されないような

個別訪問等の対応を心がける。 

 

（４）港湾における対応 

港湾においては、避難連絡所を設置して、職員が、作成した避難者リストにより避難住

民の確認を行う。また、各種の問い合わせへの対応、連絡調整を行うとともに、順次、住

民を落ち着いて、乗船させるとともに、食料や飲料水を配給する。 

 

（５）避難先における対応 

避難先の港湾においては、連絡所を設置し、道の支援により、○○公民館、○○体育館

までの運送手段の調整を行う。 

 

※ 誘導に際しての留意点、各部の役割、連絡・調整先等の記載は略。 

 

 


