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〔防災組織〕 

 

資料１－１ 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 

 

１ 指定地方行政機関 

 

機関名 事務又は業務 

北海道農政事務所 

 旭川地域拠点 

（１）農林水産省が調達及び供給した応急用食料等の供給状況に係

る確認等に関すること。 

北海道森林管理局 

 留萌南部森林管理署 

（１）所轄国有林につき保安林の配置の適正化及び施業の合理化に

関すること。 

（２）所轄国有林の復旧治山及び予防治山の実施に関すること。 

（３）林野火災の予防対策及び未然防止に関すること。 

（４）災害時における町等の要請に基づく緊急対策及び復旧用材の

供給に関すること。 

北海道開発局 

 留萌開発建設部 

（１）災害に関する情報の伝達、収集に関すること。 

（２）被害の拡大及び二次災害防止のための緊急対応の実施による

町への支援に関すること。 

（３）緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の派遣に関すること。 

（４）災害対策用機材等の地域への支援に関すること。 

（５）浮体式防災施設（防災フロート）の被災地への派遣に関する

こと。 

（６）国道の整備並びに災害復旧に関すること。 

（７）国営農業農村整備事業に係る施設の災害復旧に関すること。 

（８）補助事業に係る指導、監督に関すること。 

札幌管区気象台 

 旭川地方気象台 

（１）気象、地象、地動、水象、地震及び津波の観測並びにその成

果の収集、発表を行う。 

（２）気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震

動に限る）、水象の予報・警報等の防災気象情報の発表、伝達

及び解説を行う。 

（３）気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に努める。 

（４）気象庁が発表する緊急地震速報（警報）について、緊急地震

速報の利用の心得などの周知・広報に関すること。 

（５）町が行う防災対策に関する技術的な支援・助言を行う。 

（６）防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に努める。 
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機関名 事務又は業務 

第一管区海上保安本部 

 留萌海上保安部 

（１）気象等に関する特別警報・警報・注意報並びに情報等、大津波

警報（特別警報）・津波警報・津波注意報の船舶への周知及び災

害情報の収集に関すること。 

（２）災害時における船舶の避難誘導及び救助並びに航路障害物の

除去に関すること。 

（３）災害時における傷病者、医師、避難者又は救援物資等の緊急輸

送に関すること。 

（４）海上における人命の救助に関すること。 

（５）海上交通の安全確保に関すること。 

（６）海上における犯罪の予防及び治安の維持に関すること。 

（７）海上災害時における自衛隊の災害派遣要請に関すること。 

 

２ 自衛隊 

 

機関名 事務又は業務 

陸上自衛隊北部方面隊 

 第２師団第26普通科連隊 

（１）災害予防責任者の行う防災訓練に必要に応じ、部隊等の一部

を協力させること。 

（２）災害に関する情報の伝達、収集に関すること。 

（３）災害派遣要請権者の要請に基づき部隊等を派遣すること。 

 

３ 道 

 

機関名 事務又は業務 

留萌振興局 

 地域創生部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）留萌地域災害対策連絡協議会の事務に関すること。 

（２）防災に関する組織の整備並びに物資及び資材の備蓄等その他

災害予防措置に関すること。 

（３）防災知識の普及及び教育並びに過去の災害から得られた教訓

を伝承する活動の支援に関すること。 

（４）防災訓練及び地震・津波防災上必要な教育の実施に関するこ

と。 

（５）災害に関する情報の伝達、収集及び広報に関すること。 

（６）防災に関する施設、設備の整備に関すること。 

（７）防災に関する食糧の供給、資材及び機器の備蓄並びに供給に関

すること。 

（８）災害応急対策及び災害復旧対策の実施に関すること。 

（９）避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示（緊急）

に関すること。 
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機関名 事務又は業務 

留萌振興局 

 地域創生部（続き） 

（10）被災者に対する救助並びに救護及び救援に関すること。 

（11）災害時における保健衛生及び文教対策に関すること。 

（12）町及び指定地方公共機関の処理する防災に関する事務又は業

務の総合調整に関すること。 

（13）災害時の交通及び輸送の確保に関すること。 

（14）災害時におけるボランティア活動に関すること。 

（15）自衛隊の災害派遣要請に関すること。 

（16）その他災害発生の防御又は拡大防止のための措置に関するこ

と。 

留萌振興局 

 保健環境部 

（１）医療施設、衛生施設等の被害報告を行うこと。 

（２）災害時における医療救護活動を推進すること。 

（３）災害時における防疫活動を行うこと。 

（４）災害時における給水、清掃等環境衛生活動を推進すること。 

（５）医療、防疫、薬剤の確保及び供給を行うこと。 

留萌振興局 

 留萌建設管理部 

（１）水防技術の指導を行うこと。 

（２）災害時において関係河川の水位・雨量の情報の収集及び報告

を行うこと。 

（３）災害時において関係公共土木被害調査及び災害応急対策並び

に復旧対策を実施すること。 

（４）被災地の交通情報の収集及び交通路の確保を行うこと。 

（５）所管道路、河川の保全、災害復旧対策を行うこと。 

留萌振興局 

 森林室 

（１）所轄道有林等につき保安林の配置の適正化と施業の合理化を

図ること。 

（２）所轄道有林等の復旧治山並びに予防治山を実施すること。 

（３）林野火災の予防対策をたてその未然防止を行うこと。 

（４）災害時において町の要請があった場合、可能な範囲において

緊急対策及び復旧用材の供給を行うこと。 

 

４ 北海道警察 

 

機関名 事務又は業務 

旭川方面留萌警察署 

 小平駐在所 

 鬼鹿駐在所 

 

 

 

（１）住民の避難誘導及び救出救助並びに緊急交通路の確保に関す

ること。 

（２）大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報の伝達及び

災害情報の収集に関すること。 

（３）災害警備本部の設置運用に関すること。 

（４）被災地、避難場所、危険箇所等の警戒に関すること。 
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機関名 事務又は業務 

旭川方面留萌警察署 

 小平駐在所 

 鬼鹿駐在所（続き） 

（５）犯罪の予防、取締り等に関すること。 

（６）危険物に対する保安対策に関すること。 

（７）広報活動に関すること。 

（８）自治体等の防災関係機関が行う防災業務の協力に関するこ

と。 

 

５ 町 

 

機関名 事務又は業務 

小平町役場 （１）町防災会議に関する事務を行うこと。 

（２）防災に関する組織の整備を図り、物資及び資材の備蓄等、地域

内の災害予防応急対策の総合調整を講ずること。 

（３）自主防災組織の充実を図ること。 

（４）住民の自発的な防災活動の促進を図ること。 

（５）防災知識の普及及び教育並びに過去の災害から得られた教訓

を伝承する活動を支援すること。 

（６）防災訓練及び地震・津波防災上必要な教育の実施に関するこ

と。 

（７）災害に関する情報の伝達、収集及び広報並びに被害状況の調査

に関すること。 

（８）町の所掌に係る災害予防、災害応急対策及び災害復旧を行うこ

と。 

（９）防災に関する施設、設備の整備に関すること。 

（10）応急用食糧及び防災関係資機材の備蓄並びに供給に関するこ

と。 

（11）消防活動及び水防活動等防災対策の実施に関すること。 

（12）避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示（緊急）

に関すること。 

（13）被災者に対する救助並びに救護及び救援に関すること。 

（14）災害時における保健衛生及び文教対策に関すること。 

（15）その他災害発生の防御又は拡大防止のための措置に関するこ

と。 

（16）災害時の交通及び輸送の確保に関すること。 

（17）被災者に対する情報の伝達及びその他の住民に対する広報に

関すること。 

（18）要配慮者の把握及び擁護に関すること。 

（19）防災ボランティアの受入れに関すること。 
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機関名 事務又は業務 

小平町教育委員会 

 

（１）災害時における被災児童及び生徒の救護並びに応急教育の指

導を行うこと。 

（２）文教施設及び文化財の保全対策等の実施に関すること。 

 

６ 消防機関 

 

機関名 事務又は業務 

留萌消防組合 

 小平消防署 

 鬼鹿支署 

 小平消防団 

（１）災害時における人命救助、消防及び水防業務を行うこと。 

（２）災害時における住民の避難誘導を行うこと。 

（３）火災警報等の住民への周知に関すること。 

（４）津波警報及び津波注意報発令時における潮位検測に関するこ

と。 

（５）被災地の警戒体制に関すること。 

 

７ 指定公共機関 

 

機関名 事務又は業務 

日本郵便株式会社北海道支社 

 町内各郵便局 

（１）災害時における郵便輸送の確保及び郵便業務運営の確保を図

ること。 

（２）郵便の非常取扱いを行うこと。 

（３）郵便局の窓口掲示板等を利用した広報活動を行うこと。 

東日本電信電話株式会社 

 北海道事業部 

（１）非常及び緊急通信の取扱いを行うほか、必要に応じ電報電話

の利用制限を実施し、重要通信の確保を図ること。 

株式会社NTTドコモ 

 北海道支社 

（１）非常及び緊急通信の取扱いを行うほか、必要に応じ電話の利

用制限を実施し、重要通信の確保を図ること。 

KDDI株式会社 （１）非常及び緊急通信の取扱いを行うほか、必要に応じ電話の利

用制限を実施し、重要通信の確保を図ること。 

ソフトバンク株式会社 （１）非常及び緊急通信の取扱いを行うほか、必要に応じ電話の利

用制限を実施し、重要通信の確保を図ること。 

日本赤十字社北海道支部 

 小平分区 

（１）救助法が適用された場合、知事との委託協定に基づく避難所

の設置、医療、助産、遺体の処理等の救助業務を実施するこ

と。 

（２）防災ボランティア（民間団体及び個人）の行う救助活動連絡

調整を行うこと。 

（３）北海道災害義援金募集委員会の運営を行うこと。 
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機関名 事務又は業務 

北海道電力株式会社 

 留萌ネットワークセンター 

（１）電力供給施設の防災対策を行うこと。 

（２）災害時における電力の円滑な供給を行うよう努めること。 

（３）ダムの放流等についての関係機関との連絡調整を行うこと。 北海道電力ネットワーク株式会社 

 

８ 指定地方公共機関 

 

機関名 事務又は業務 

北海道放送株式会社 

札幌テレビ放送株式会社 

北海道テレビ放送株式会社 

北海道文化放送株式会社 

株式会社テレビ北海道 

株式会社エフエム北海道 

株式会社エフエムノースウェーブ 

日本コミュニティ放送協会 

 北海道地区協議会 

株式会社STVラジオ 

（１）防災に係る知識の普及に関すること。 

（２）気象等特別警報・警報・注意報並びに情報等及び被害状況等

に関する報道を実施し、防災広報に関する業務を行うこと。 

一般社団法人留萌医師会 （１）災害時における救急医療を行うこと。 

一般社団法人留萌歯科医師会 （１）災害時における歯科医療を行うこと。 

一般社団法人北海道薬剤師会 

 留萌支部 

（１）災害時における調剤、医薬品の供給を行うこと。 

一般社団法人北海道獣医師会 

 留萌支部 

（１）災害時における家庭動物の対応を行うこと。 

南るもい土地改良区 （１）土地改良施設の防災対策を行うこと。 

（２）農業水利施設の災害対応対策及び災害復旧対策を行うこと。 

 

９ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

 

機関名 事務又は業務 

るもい農業協同組合 

 小平支所 

留萌南部森林組合 

新星マリン漁業協同組合 

 本所 

 鬼鹿支所 

（１）共同利用施設の災害応急対策及び災害復旧策を行うこと。 

（２）被災組合員に対する融資及びその斡旋を行うこと。 

（３）共済金支払いの手続を行うこと。 

小平町商工会 （１）災害時における物価の安定及び救援物資、復旧資材の確保に

ついて協力すること。 
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機関名 事務又は業務 

小平診療所 

鬼鹿診療所 

（１）災害時において医療及び防疫対策について協力すること。 

運送事業者 （１）災害時における救援物資及び応急対策用物資の緊急輸送業等

について関係機関の支援を行うこと。 

危険物関係施設の管理者 （１）災害時における危険物の保安に関する措置を行うこと。 

 

10 自主防災組織を構成する住民組織 

 

機関名 事務又は業務 

各町内会 （１）町内会会員に対する災害予警報及び災害状況等の通報を行う

こと。 

（２）所轄地域内において発生した災害の通報を行うこと。 

（３）所轄地域内に指定された避難場所等の運営管理を行うこと。 

（４）所轄地域内の公共施設等の保全及び被害調査を行うこと 
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資料１－２ 小平町防災会議組織図 

 
      

留萌開発建設部次長 

留萌南部森林管理署長 

北海道農政事務所旭川地域拠点（地方参事官） 

      
   

指定地方行政機関の職員 
  

     
      
      
       
       
      

留萌振興局（地域創生部長） 

留萌振興局（留萌建設管理部長） 

留萌振興局（保健環境部長） 

留萌振興局（森林室長） 

      
      
   

北海道知事の部内職員 
  

     
      
      
      
       
       
   

北海道警察の警察官 
  

留萌警察署長      
       
       

会長 

（小平町長） 

     
小平町副町長 

小平町企画振興課長 

  
町長の部内職員 

  
    
     

       
       
   

教育委員会 
  

小平町教育委員会教育長      
       
       
      

東日本電信電話株式会社北海道事業部 

北海道電力株式会社留萌ネットワークセンター所長 

一般社団法人留萌医師会長 

南るもい土地改良区理事長 

   
指定公共機関の職員 

指定地方公共機関の職員 

公共的団体の職員 

  
     
     
     
     
     
      
       
       
      

留萌消防組合小平消防署長 

小平消防団長 

   
消防機関 
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資料１－３ 小平町災害対策本部組織図 

 

対策部 所属先 部員 

運営部 企画振興課 企画振興係 

 総務課 庶務係 

 

 

住民係 

 財政課 財政係 

 

 

税務係 

 出納室 出納係 

 議会事務局 議会事務局総務係 

鬼鹿地区対策部 鬼鹿支所 鬼鹿支所 

達布地区対策部 達布支所 達布支所 

保健福祉対策部 保健福祉課 福祉係 

  健康づくり係 

  保険係 

  地域包括支援センター 

  居宅介護支援事業所 

愛生園対策部 特別養護老人ホーム愛生園 特別養護老人ホーム愛生園 

生活環境対策部 生活環境課 管理係 

  環境衛生係 

  技術係 

  上下水道係 

経済対策部 経済課 農林係 

  基盤整備係 

  商工水産係 
 農業委員会事務局 農業委員会農地係 

教育対策部 教育委員会管理課 総務係 

  学校教育係 

 教育委員会社会教育課 社会教育係 

  文化係 

  社会体育係 

 小平共同調理場 小平共同調理場 
 小平幼稚園 小平幼稚園 

 鬼鹿幼稚園 鬼鹿幼稚園 

 おにしかこども園 おにしかこども園 

消防対策部 留萌消防組合小平消防署 庶務係 

  予防保安係 

  救急係 

  警防係 
 小平消防団 小平消防団員 
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資料１－４ 災害対策本部の所掌業務 

 

１ 共通 

 

NO 所掌業務 

（１） 地域防災計画等の作成・更新に関すること 

（２） 所管施設等の災害応急対策等に必要な資機材の整備及び点検に関すること 

（３） 所管施設等の被害状況調査、災害応急対策及び災害復旧に関すること 

（４） 所管施設等の避難の伝達及び誘導に関すること 

（５） 災害時における所管事項の執行記録に関すること 

（６） 部内の連絡調整に関すること 

（７） 他部の応援に関すること 

 

２ 運営部 

 

NO 所掌業務 

（１） 災害対策本部の設置・廃止等、災害対策本部の庶務に関すること 

（２） 町防災会議に関すること 

（３） 本部員及びその他職員の招集に関すること 

（４） 各部との連絡調整に関すること 

（５） 気象予警報等の受理・伝達に関すること 

（６） 防災行政無線による災害情報・避難勧告等の情報の伝達に関すること 

（７） 避難勧告等の発令、伝達に関すること 

（８） 避難誘導に関すること 

（９） 避難所及び避難場所の開設、管理運営の総括に関すること 

（10） 災害情報の伝達に必要な施設・設備の整備に関すること 

（11） 食料・物資及び資材等の備蓄に関すること 

（12） 災害情報等の広報に関すること 

（13） 民間事業者との支援の要請に関すること 

（14） 住民組織等との連絡調整に関すること 

（15） 他の市町村に対する相互応援に関すること 

（16） 関係機関との連絡調整及び職員派遣受入れに関すること 

（17） 自衛隊の災害派遣要請の要求及び受入に関すること 

（18） 円滑な相互応援の実施のために必要な協定に関すること 

（19） 応急措置の実施にあたっての総合調整に関すること 

（20） 電話・電気・ガス等のライフライン事業者との情報収集・連絡調整に関すること 

（21） 輸送に必要な車両等の確保・輸送計画及び運行実施に関すること 
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NO 所掌業務 

（22） 被害状況の集計及び災害に関する統計・記録作成に関すること 

（23） 安否情報の収集・整理・照会に関すること 

（24） 災害救助法の適用手続きに関すること 

（25） 防災訓練に関すること 

（26） 災害対策に要する予算編成及び資金の調達に関すること 

（27） 被災者の町税等の減免に関すること 

（28） 災害に伴う経費の経理及び出納に関すること 

（29） 災害義援金品等に関すること 

（30） 被災者台帳の作成及びり災証明書に関すること 

（31） その他各部に属さないこと 

 

３ 鬼鹿地区対策部 

 

NO 所掌業務 

（１） 鬼鹿地区の全般に関すること 

 

４ 達布地区対策部 

 

NO 所掌業務 

（１） 達布地区の全般に関すること 

 

５ 保健福祉対策部 

 

NO 所掌業務 

（１） 被災者の相談窓口、実態調査に関すること 

（２） ボランティア、日赤等による救助活動の連絡調整に関すること 

（３） 社会福祉協議会との連絡調整に関すること 

（４） 医療機関等との連絡調整に関すること 

（５） 医療品、医薬品、衛生材料の確保・配分に関すること 

（６） 医療及び助産に関すること 

（７） 避難所の開設・運営・記録に関すること 

（８） 炊き出しに関すること 

（９） 救護施設の設置及び受入れ並びに運営管理に関すること 

（10） 避難所等における避難者の健康管理・感染症対策に関すること 

（11） 避難行動要支援者の避難誘導に関すること 

（12） 救援物資・食料の調達及び配給に関すること 
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NO 所掌業務 

（13） 生活保護に関すること 

 

６ 愛生園対策部 

 

NO 所掌業務 

（１） 避難確保計画の作成に関すること 

（２） 所管施設の食料・物資及び資材等の備蓄に関すること 

（３） 所管施設の防災訓練に関すること 

（４） 避難誘導に関すること 

（５） その他所管施設における対応全般に関すること 

 

７ 生活環境対策部 

 

NO 所掌業務 

（１） 土木被害に関する情報の収集・応急措置、復旧に関すること 

（２） 建築物被害に関する情報の収集・応急措置、復旧に関すること 

（３） 河川水位の測定及び警戒に関すること 

（４） 土木建設用機械、資機材の確保及び輸送に関すること 

（５） 除雪に関すること 

（６） 障害物の除去に関すること 

（７） 建築物の危険度判定に関すること 

（８） 応急仮設住宅に関すること 

（９） 住宅の応急修理に関すること 

（10） 被災地の環境衛生対策に関すること 

（11） 防疫活動に関すること 

（12） 廃棄物等の処理に関すること 

（13） 仮設トイレの設置に関すること 

（14） 遺体の収容・埋葬に関すること 

（15） 飲料水の確保及び給水に関すること 

（16） 家庭動物同行避難者の対応に関すること 

 

８ 経済対策部 

 

NO 所掌業務 

（１） 治山・治水対策に関すること 

（２） 林野火災予消防に関すること 
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NO 所掌業務 

（３） 農林水産に関する被害調査に関すること 

（４） 商工観光に関する被害調査に関すること 

（５） 農林水産に関する応急措置、復旧に関すること 

（６） 商工観光に関する応急措置、復旧に関すること 

（７） 被災農林水産業者への支援対策に関すること 

（８） 被災商工観光業者への支援対策に関すること 

（９） 応急食料、衣料、寝具、燃料その他生活必需品の確保に関すること 

（10） 観光客等の避難対策に関すること 

（11） 労務相談、供給に関すること 

（12） 死亡獣畜の処理に関すること 

（13） 種苗の確保に関すること 

 

９ 教育対策部 

 

NO 所掌業務 

（１） 避難確保計画の作成に関すること 

（２） 所管施設の防災訓練に関すること 

（３） 避難誘導に関すること 

（４） 避難所となっている所管施設等の管理運営に関すること 

（５） 炊き出しの実施に関すること 

（６） 被災幼児、児童・生徒の健康管理及び給食に関すること 

（７） 教職員、幼児、児童・生徒等の安全確保及び安否確認に関すること 

（８） 教職員の動員に関すること 

（９） 応急教育に関すること 

（10） 学用品等の調達・供給に関すること 

（11） 文化財等の被害調査及び保全に関すること 

（12） その他所管施設における対応全般に関すること 

 

10 消防対策部 

 

NO 所掌業務 

（１） 関係機関との連絡調整に関すること 

（２） 避難の伝達、誘導に関すること 

（３） 救助救出及び救急活動に関すること 

（４） 情報の収集及び広報活動に関すること 

（５） 消防活動・水防活動に関すること 
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NO 所掌業務 

（６） 危険箇所の警戒巡視に関すること 

（７） 行方不明者の捜索に関すること 

（８） 消防職員及び団員の運用に関すること 

（９） 二次災害の予防及び警戒に関すること 

（10） 遺体収容処理のための輸送に関すること 

（11） その他災害活動全般に関すること 
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資料１－５ 災害対策本部表示板・腕章・標旗 

 

１ 表示板 

 

 

 

２ 腕章 

 （１）本部長、副本部長、本部員用 

 

 

 

 （２）班長、班員用 
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３ 標旗 

 

 

  

小平町災害対策本部 

2
0c
m 

40cm 

白色 

黄緑色 
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資料１－６ 関係機関等の連絡先一覧 

 

１ 町（役場・消防署・公共施設等） 

 

名称 郵便番号 所在地 電話番号 

小平町役場 078-3392 留萌郡小平町字小平町216 0164-56-2111 

 鬼鹿支所 078-3441 留萌郡小平町字鬼鹿港町125－１ 0164-57-1111 

 達布支所 077-0463 留萌郡小平町字達布310 0164-58-1111 

留萌消防組合小平消防署 078-3301 留萌郡小平町字小平町397－９ 0164-56-2221 

 鬼鹿支署 078-3441 留萌郡小平町字鬼鹿港町25－138 0164-57-1253 

小平町文化交流センター 078-3301 留萌郡小平町字小平町356－２ 0164-56-9500 

鬼鹿公民館 078-3441 留萌郡小平町字鬼鹿港町125－１ 0164-57-1350 

達布活性化センター 077-0463 留萌郡小平町字達布374－４ 0164-58-1059 

小平町B&G海洋センター 078-3301 留萌郡小平町字小平町458－３ 0164-59-1216 

小平町交流ターミナル施設ゆったりかん 078-3301 留萌郡小平町字小平町458－25 0164-56-9111 

小平町やすらぎ滞在交流拠点施設ゆうゆうそう 078-3301 留萌郡小平町字小平町469-３ 0164-56-2380 

小平町望洋台キャンプ場 078-3301 留萌郡小平町字花岡17－１ 0164-59-1950 

小平町望洋台スキー場 078-3301 留萌郡小平町字小平町534－１ 0164-53-2244 

道の駅おびら鰊番屋 078-3454 留萌郡小平町字鬼鹿広富35－２ 0164-57-1411 

小平町観光交流センター 078-3454 留萌郡小平町字鬼鹿広富48－１ 0164-56-1828 

小平浄水場 078-3304 留萌郡小平町字本郷44－２ 0164-59-1414 

達布浄水場 077-0463 留萌郡小平町字達布347－１ 0164-58-1930 

小平浄化センター 078-3301 留萌郡小平町字小平町370－２ 0164-56-2162 

鬼鹿浄化センター 078-3442 留萌郡小平町字鬼鹿田代113－３ 0164-57-1881 

 

２ 幼稚園等 

 

名称 郵便番号 所在地 電話番号 

小平町立小平幼稚園 078-3301 留萌郡小平町字小平町372－３ 0164-56-2155 

小平幼児センターくるんぱ 078-3301 留萌郡小平町字小平町216 0164-59-1643 

小平町立鬼鹿幼稚園 078-3441 留萌郡小平町字鬼鹿港町283 0164-57-1353 

おにしかこども園 078-3441 留萌郡小平町字鬼鹿港町283 0164-57-1353 
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３ 学校（小中学校・高等養護学校） 

 

名称 郵便番号 所在地 電話番号 

小平町立小平小学校 078-3301 留萌郡小平町字小平町351－２ 0164-56-2822 

小平町立鬼鹿小学校 078-3442 留萌郡小平町字鬼鹿田代64－１ 0164-57-1160 

小平町立小平中学校 078-3301 留萌郡小平町字小平町401－７ 0164-56-2225 

北海道小平高等養護学校 078-3442 留萌郡小平町字鬼鹿田代577－２ 0164-57-1203 

 

４ 福祉施設等 

 

名称 郵便番号 所在地 電話番号 

小平町立特別養護老人ホーム愛生園 078-3301 留萌郡小平町字小平町398－20 0164-59-1146 

介護付有料老人ホーム陽光園 078-3301 留萌郡小平町字小平町433－29 0164-59-1281 

グループホームひだまりの家 078-3301 留萌郡小平町字小平町432－９ 0164-56-2430 

フルールハピネスおびら 078-3301 留萌郡小平町字小平町372－129 0164-56-8001 

デイサービスセンターおびら 078-3301 留萌郡小平町字小平町398－16 0164-59-1210 

おにしか更生園 078-3442 留萌郡小平町字鬼鹿田代584 0164-57-1321 

ほっぷすてっぷ 078-3442 留萌郡小平町字鬼鹿田代585 0164-57-1188 

 

５ 診療所 

 

名称 郵便番号 所在地 電話番号 

小平町立小平診療所 078-3301 留萌郡小平町字小平町163－１ 0164-56-2821 

小平町立鬼鹿診療所 078-3441 留萌郡小平町字鬼鹿港町287－１ 0164-57-1834 

小平町立小平歯科診療所 078-3301 留萌郡小平町字小平町389－６ 0164-56-2732 

小平町立鬼鹿歯科診療所 078-3441 留萌郡小平町字鬼鹿港町286－２ 0164-57-1540 

 

６ 道 

 

名称 郵便番号 所在地 電話番号 

危機対策局（大代表） 

060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 

011-231-4111 

 危機対策課危機管理係 011-204-5014 

 危機対策課危機調整係 011-204-5007 

 危機対策課災害応急対策係 011-204-5900 

 危機対策課防災教育係・地震津波係 011-204-5008 

 危機対策課消防係 011-204-5009 

 休日・夜間（当直室） 011-231-3398 
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７ 振興局 

 

名称 郵便番号 所在地 電話番号 

留萌振興局（代表・閉庁時） 077-8501 留萌市住之江町２丁目１－２ 0164-42-8404 

 地域創生部地域政策課 077-8501 留萌市住之江町２丁目１－２ 0164-42-8426 

留萌教育局 077-8501 留萌市住之江町２丁目１－２ 0164-42-8398 

留萌建設管理部 077-8501 留萌市住之江町２丁目１－２ 0164-42-8341 

 留萌建設管理部事業課 077-0011 留萌市東雲町１丁目56 0164-42-1849 

留萌保健所 077-8501 留萌市住之江町２丁目１－２ 0164-42-8310 

留萌農業改良普及センター南留萌支所 077-8501 留萌市住之江町２丁目１－２ 0164-42-8493 

留萌家畜保健衛生所 098-3217 天塩郡幌延町元町６－５ 01632-5-1226 

留萌振興局森林室 077-8501 留萌市住之江町２丁目１－２ 0164-42-8380 

 

８ 北海道警察 

 

名称 郵便番号 所在地 電話番号 

旭川方面留萌警察署 077-0021 留萌市高砂町３丁目５－１ 0164-42-0110 

 留萌警察署小平駐在所 078-3301 留萌郡小平町字小平町129－11 0164-56-2350 

 留萌警察署鬼鹿駐在所 078-3454 留萌郡小平町字鬼鹿広富242－１ 0164-57-1822 

 

９ 陸上自衛隊 

 

名称 郵便番号 所在地 電話番号 

陸上自衛隊北部方面総監部 064-8510 札幌市中央区南26条西10丁目 011-511-7116 

 陸上自衛隊第２師団 070-8630 旭川市春光町国有無番地 0166-51-6111 

 留萌駐屯地（第26普通科連隊） 077-8555 留萌市緑ヶ丘町１丁目１－６ 0164-42-2655 

 

10 指定地方行政機関 

 

名称 郵便番号 所在地 電話番号 

留萌開発建設部（総務課） 077-8501 留萌市寿町１丁目68 0164-42-2316 

 留萌開発事務所（総務課） 077-0022 留萌市堀川町２丁目78 0164-42-3126 

北海道農政事務所旭川地域拠点 078-8506 旭川市宮前１条３丁目３番15号 0166-30-9300 

留萌南部森林管理署 077-0037 留萌市沖見町２丁目71－１ 0164-42-2515 

留萌海上保安部 077-0048 留萌市大町３丁目37－１ 0164-42-0656 

札幌管区気象台 060-0002 札幌市中央区北２条西18丁目２ 011-611-6127 

 旭川地方気象台 078-8391 旭川市宮前１条３丁目３－15 0166-32-7102 
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11 指定公共機関 

 

名称 郵便番号 所在地 電話番号 

小平郵便局 078-3399 留萌郡小平町字小平町154 0164-56-2050 

鬼鹿郵便局 078-3499 留萌郡小平町字鬼鹿港町194 0164-57-1050 

小平本郷郵便局 078-3304 留萌郡小平町字本郷121－８ 0164-56-2250 

達布郵便局 077-0463 留萌郡小平町字達布348 0164-58-1143 

臼谷簡易郵便局 078-3302 留萌郡小平町臼谷51 0164-56-2658 

NTT東日本北海道北支店 070-0040 旭川市10条10丁目2491－１ 0166-20-5410 

北海道電力留萌ネットワークセンター 077-0006 留萌市末広町４丁目10－１ 0164-42-1390 

NHK旭川放送局 070-8680 旭川市６条通り６丁目27 0166-24-7000 

 

12 指定地方公共機関 

 

名称 郵便番号 所在地 電話番号 

HBC（北海道放送）報道部 060-8501 札幌市中央区北１条西５丁目２ 011-232-5872 

 HBC旭川放送局 070-0031 旭川市１条通８丁目542－４ 0166-23-6610 

STV（札幌テレビ放送）報道部 060-8705 札幌市中央区北１条西８丁目１－１ 011-272-8296 

 STV旭川放送局 078-8252 旭川市東旭川北２条６丁目１－２ 0166-36-1010 

HTB（北海道テレビ放送）報道部 060-8406 札幌市中央区北１条西１丁目６番地 011-233-6600 

 HTB旭川支社 070-0031 旭川市１条通９丁目50－３ 0166-25-4151 

UHB（北海道文化放送）報道部 060-8527 札幌市中央区北１条西14丁目１－５ 011-241-5321 

 UHB旭川支社 070-8720 旭川市４条通９丁目1703－75 0166-26-2010 

TVH（テレビ北海道）報道部 060-8517 札幌市中央区大通東６丁目12－４ 011-232-7160 

エフエムもえる 077-0005 留萌市船場町２丁目 0164-42-3871 

一般社団法人留萌医師会 077-0028 留萌市錦町１丁目５－６－２ 0164-43-2020 

旭川地区トラック協会 079-8442 旭川市流通団地２条４丁目 0166-48-7244 

旭川ガス株式会社 070-0034 旭川市４条通16丁目左６号 0166-23-4151 
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13 その他の公的団体 

 

名称 郵便番号 所在地 電話番号 

るもい農業協同組合本所 078-4106 苫前郡羽幌町南６条２丁目16－４ 0164-62-2141 

 小平支所 078-3301 留萌郡小平町字小平255 0164-56-2211 

新星マリン漁業協同組合本所 078-3302 留萌郡小平町字臼谷283－１ 0164-56-2052 

 鬼鹿支所 078-3441 留萌郡小平町座鬼鹿港町525 0164-57-1041 

小平町社会福祉協議会 078-3301 留萌郡小平町字小平町216 0164-59-1643 

小平町商工会 078-3301 留萌郡小平町字小平町389－２ 0164-59-1111 

留萌南部森林組合 077-0021 留萌市高砂町２丁目５－25 0164-42-6100 

南るもい土地改良区 078-3301 留萌郡小平町字小平町216 0164-59-1410 

沿岸バス株式会社 078-4103 苫前郡羽幌町南３条２丁目２－２ 0164-62-1550 

てんてつバス株式会社 077-0005 留萌市船場町１丁目47 0164-42-0620 

 

14 留萌管内災害時相互応援協定締結先 

 

名称 郵便番号 所在地 電話番号 

留萌市 077-8601 留萌市幸町１丁目11 0164-42-1801 

増毛町 077-0292 増毛郡増毛町弁天町３丁目61 0164-53-1111 

苫前町 078-3792 苫前郡苫前町字旭37－１ 0164-64-2211 

羽幌町 078-4198 苫前郡羽幌町南町１－１ 0164-62-1211 

初山別村 078-4492 苫前郡初山別村字初山別96－１ 0164-67-2211 

遠別町 098-3543 天塩郡遠別町字本町３丁目37 01632-7-2111 

天塩町 098-3398 天塩郡天塩町新栄通８丁目 01632-2-1001 

 

15 ３町防災協定締結先（小平・幌加内・沼田３町広域振興協議会） 

 

名称 郵便番号 所在地 電話番号 

沼田町 078-2202 雨竜郡沼田町南１条３丁目６－53 0164-35-2111 

幌加内町 074-0492 雨竜郡幌加内町字幌加内4699 0165-35-2121 

 

16 姉妹都市災害時相互応援協定締結先 

 

名称 郵便番号 所在地 電話番号 

小平市 187-8701 東京都小平市小川町２－1333 042-341-1211 
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17 その他協定締結先 

 

名称 郵便番号 所在地 電話番号 

小平町建設業協会 078-3301 留萌郡小平町字小平町389-2 0164-59-1111 

 

18 その他町内業者（水道指定業者） 

 

名称 郵便番号 所在地 電話番号 

（株）新名建設 078-3301 留萌郡小平町字小平町351-13 0164-59-1017 

（株）向井建設 078-3301 留萌郡小平町字小平町428-43 0164-59-1955 

 

19 その他町内業者（下水道指定業者） 

 

名称 郵便番号 所在地 電話番号 

小平自動車運輸（株） 078-3301 留萌郡小平町字小平町433-14 0164-56-2301 

（株）新名建設 078-3301 留萌郡小平町字小平町351-13 0164-59-1017 

（株）向井建設 078-3301 留萌郡小平町字小平町428-43 0164-59-1955 

（有）村井工業 078-3441 留萌郡小平町字鬼鹿港町172 0164-57-1007 
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資料１－７ 海難対策関係機関、団体一覧 

 

名称 郵便番号 所在地 電話番号 

小平町役場 078-3392 留萌郡小平町字小平町216 0164-56-2111 

 鬼鹿支所 078-3441 留萌郡小平町字鬼鹿港町125－１ 0164-57-1111 

 達布支所 077-0463 留萌郡小平町字達布310 0164-58-1111 

留萌消防組合小平消防署 078-3301 留萌郡小平町字小平町397－９ 0164-56-2221 

 鬼鹿支署 078-3441 留萌郡小平町字鬼鹿港町25－138 0164-57-1253 

留萌振興局（代表・閉庁時） 077-8501 留萌市住之江町２丁目１－２ 0164-42-8404 

 地域創生部地域政策課 077-8501 留萌市住之江町２丁目１－２ 0164-42-8426 

留萌建設管理部 077-8501 留萌市住之江町２丁目１－２ 0164-42-8341 

 留萌建設管理部事業課 077-0011 留萌市東雲町１丁目56 0164-42-1849 

留萌保健所 077-8501 留萌市住之江町２丁目１－２ 0164-42-8310 

留萌開発建設部（総務課） 077-8501 留萌市寿町１丁目68 0164-42-2316 

 留萌開発事務所（総務課） 077-0022 留萌市堀川町２丁目78 0164-42-3126 

留萌海上保安部 077-0048 留萌市大町３丁目37－１ 0164-42-0656 

北海道運輸局旭川運輸支局 070-0902 旭川市春光町10－１ 0166-51-5271 

留萌特別地域気象観測所 077-0048 留萌市大町２丁目 0164-42-0418 

北海道労働局留萌労働基準監督署 077-0048 留萌市大町２丁目12 0164-42-0463 

旭川方面留萌警察署 077-0021 留萌市高砂町３丁目５－１ 0164-42-0110 

NTT東日本北海道北支店 070-0040 旭川市10条10丁目2491－１ 0166-20-5410 

NHK旭川放送局 070-8680 旭川市６条通り６丁目27 0166-24-7000 

北海道電力（株）留萌ネットワークセンター 077-0006 留萌市末広町４丁目10－１ 0120-06-0174 

新星マリン漁業協同組合本所 078-3302 留萌郡小平町字臼谷283－１ 0164-56-2052 

 鬼鹿支所 078-3441 留萌郡小平町座鬼鹿港町525 0164-57-1041 

 

  


