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〔ライフライン・医療等〕 

 

資料７－１ 災害時優先電話設置状況 

 

設置場所 電話番号 備考 

小平町役場 0164-56-2110 電話・FAX 

鬼鹿支所 0164-57-1111  

関モータース 0164-57-1150  

達布支所 0164-58-1111  

留萌消防組合小平消防署 0164-56-2264  

留萌消防組合小平消防署鬼鹿支署 0164-57-1253  

小平浄水場 0164-59-1414  

達布浄水場 0164-58-1930  

鬼鹿ポンプ室 0164-57-1177  

小平小学校 0154-56-2822 FAX 0164-59-1769 

小平中学校 0164-56-2225 FAX 0164-56-2700 

鬼鹿小学校 0164-57-1160  

鬼鹿幼稚園 0164-57-1353  

おにしか更生園 0164-57-1324  

沖内ダム 0164-59-1211  

大椴ダム 0164-59-1745  
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資料７－２ 衛星携帯電話設置状況 

 

無線通信系統名 所轄機関名 所在地 備考 

ソフトバンク衛星携帯電話 

（Thuraya スラヤ） 
町 

小平町役場 

企画振興課 

電話番号 

88216-6878-2340 

ソフトバンク衛星携帯電話 

（Thuraya スラヤ） 
町 

留萌消防組合 

小平消防署 

電話番号 

88216-6878-2341 
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資料７－３ ヘリコプター着陸可能地（発着場所） 

 

（令和２年６月23日現在） 

施設名 所在地 土地の状況 指定 
ドクタ 

ーヘリ 
可能地 

旧達布小学校グラウンド 小平町字達布316－14 100ｍ×50ｍ   〇 

旧寧楽小学校グラウンド 小平町字寧楽31  74ｍ×37ｍ  〇 〇 

小平中学校グラウンド 小平町字小平町401－７  90ｍ×80ｍ 〇  〇 

文化交流センター駐車場 小平町字小平町356－２  56ｍ×40ｍ  〇 〇 

望洋台キャンプ場広場 小平町字花岡17－５  75ｍ×55ｍ   〇 

鬼鹿小学校グラウンド 小平町字鬼鹿田代55  90ｍ×80ｍ   〇 

小平高等養護学校駐車場 小平町字鬼鹿田代577－２  60ｍ×28ｍ  〇 〇 

達布除雪ステーション 小平町字達布304－16  45ｍ×30ｍ  〇  

※１ 北海道消防防災ヘリコプター（指定） 

※２ ドクターヘリ（ランデブーポイント） 

※３ 北海道消防防災ヘリコプター（可能地） 
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資料７－４ 関係医療機関等の状況 

 

（令和２年４月１日現在） 

施設名 所在地 電話番号 診療科目等 

小平町立小平診療所 小平町字小平町 56-2821 内科 

小平町立鬼鹿診療所 小平町字鬼鹿港町 57-1834 内科 

小平町立小平歯科診療所 小平町字小平町 56-2732 歯科 

小平町立鬼鹿歯科診療所 小平町字鬼鹿港町 57-1540 歯科 
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資料７－５ 標識等 

 

規制の標識等

 

備考 

１ 色彩は、文字、縁線及び区分線を青色、斜め

の帯及び枠を赤色、字を白色とする。 

２ 縁線及び区分線の太さは１cmとする。 

３ 図示の長さの単位はcmとする。 

４ 道路の形状または交通の状況により特別の必

要がある場合にあっては、図示の寸法の２倍ま

で拡大し、または図示の寸法の1/2まで縮小する

ことができる。 
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資料７－６ 標章 

 

 

 

（備考）１ 色彩は記号を黄色、縁及び「緊急」の文字を赤色、「登録（車両）番号」、｢有効期

限｣、｢年｣、「月」、及び「日」の文字を黒色、登録（車両）番号並びに年、月及び日を

表示する部分を白色、地を銀色とする。 

    ２ 記号の部分に表面の画像が光の反射角度に応じて変化する措置を施すものとする。 

    ３ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。 
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資料７－７ 町有車両の現況 

 

１ 乗用車 

 

 担当課 車名 登録番号 種別 規格 
乗車 

人数 

購入 

年月 
備考 

１ 愛生園 ハイエース・ウェルキャブ 旭川 800 さ 1113 乗用 特種 ８ Ｈ12.５ （愛生園） 

２ 愛生園 ハイエース・ウエルキャブ 旭川 830 さ 2012 乗用 小型 ９ Ｈ24.４ （愛生園） 

３ 教育委員会 ハイエース・ワゴン 旭川 300 ぬ  290 乗用 普通 10 Ｈ25.１ （スクールバス） 

４ 教育委員会 トヨタ ノア 旭川 500 な 3467 乗用 小型 ８ Ｈ16.５ （文化交流センター） 

５ 教育委員会 サクシード 旭川 400 せ 7388 貨物 小型 ５ Ｈ21.５  

６ 財政課 エクストレイル 旭川 300 に 6177 乗用 普通 ５ Ｈ24.５  

７ 生活環境課 エクストレイル 旭川 300 た  339 乗用 普通 ５ Ｈ15.６  

８ 生活環境課 トヨタ ウィッシュ 旭川 500 ね 2205 乗用 普通 ５ Ｈ18.７ 
スピーカー付き 

（水道車） 

９ 生活環境課 サクシード 旭川 400 せ 3173 貨物 小型 ５ Ｈ19.４  

10 総務課 
スバル インプレッサ 

（安全車） 
旭川 300 な 3083 乗用 普通 ５ Ｈ22.５ スピーカー付き 

11 総務課 ハイラックス・サーフ 旭川 33  と 3872 乗用 普通 ５ Ｈ10.５ （達布支所） 

12 総務課 スズキ パレット 旭川 580 く 8387 乗用 軽 ４ Ｈ23.６ （鬼鹿支所） 

13 総務課 トヨタ プリウス 旭川 300 ふ 3598 乗用 普通 ５ Ｒ２.８ （町長車） 

14 企画振興課 スズキ パレット 旭川 580 く 8386 乗用 軽 ４ Ｈ23.６  

15 経済課 エクストレイル 旭川 300 つ 5245 乗用 普通 ５ Ｈ18.５  

16 経済課 プラド 旭川  88 そ 4927 貨物 特種 ５ Ｈ10.１ スピーカー付き 

17 経済課 
ハイゼット 

カーゴクルーズ 
旭川 480 え 5504 貨物 小型 ４ Ｈ28.５  

18 保健福祉課 
トヨタ エスティマ 

ハイブリッド 
旭川 300 ひ 5137 乗用 普通 ８ Ｒ１.７ （社会福祉協議会） 

19 保健福祉課 サクシード 旭川 400 そ 5143 貨物 小型 ５ Ｈ25.５  

20 保健福祉課 ADバン 旭川 400 せ 6251 貨物 小型 ５ Ｈ20.10  

21 保健福祉課 スズキ アルト 旭川 580 あ 9348 乗用 軽 ４ Ｈ17.11  

22 保健福祉課 スズキ アルト 旭川 580 く 7089 乗用 軽 ４ Ｈ23.５  

         

 合計     123   
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２ バス 

 

 担当課 車名 登録番号 種別 規格 
乗車 

人数 

購入 

年月 
備考 

１ 教育委員会 スクールバス（日野） 旭川 200 さ  714 バス 普通 29 Ｈ22.10 （スクールバス） 

２ 教育委員会 
スクールバス 

（ヒノリエッセツー） 
旭川 200 さ  965 バス 普通 29 Ｈ27.10 （スクールバス） 

３ 教育委員会 
スクールバス 

（トヨタ コースター） 
旭川 200 さ 1165 バス 普通 29 Ｒ２.１ （スクールバス） 

４ 総務課 マイクロバス（ヒノ） 旭川 200 さ  548 バス 普通 29 Ｈ20.３  

５ 総務課 福祉バス（禁煙車） 旭川 200 は  217 バス 大型 41 Ｈ20.３  

６ ゆったりかん 日野大型バス 旭川 200 は   89 バス 大型 45 Ｈ14.８  

         

 合計     202   
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３ トラック 

 

 担当課 車名 登録番号 種別 規格 
最大積載量 

（ｔ） 

購入 

年月 
備考 

１ 教育委員会 給食車 旭川 480 い 2272 貨物 軽 0.35 Ｈ20.８ （給食センター） 

２ 教育委員会 ダイハツ ハイゼット 旭川 480 か 5826 貨物 軽 0.35 Ｒ２.７ （海洋センター） 

３ 総務課 トヨタ・トヨエース 旭川 400 さ 9998 貨物 小型 1.25 Ｈ14.４ （たっぷりかん） 

         

 合計     1.95   
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４ 特殊車両 

 

 担当課 車名 登録番号 種別 規格 規格 
購入 

年月 
備考 

１ 生活環境課 除雪トラック 旭川 800 は 1462 貨物 大型 ７ｔ ４×４（Ｖ・Ｇ） Ｈ23.11 （除雪センター） 

２ 生活環境課 ショベルローダ 旭川 000 る 2943 特殊 大型 13ｔ（汎用・ホイール） Ｈ21.10 （除雪センター） 

３ 生活環境課 
グレーダー 

（ミツビシ） 
旭川 000 ろ 3740 特殊 大型 3.7ｍ（Ｇ・2Ｗ） Ｈ24.11 （除雪センター） 

４ 生活環境課 ショベルローダ 旭川 000 る 2518 特殊 大型 13ｔ（汎用・ホイール） Ｈ19.11 （除雪センター） 

５ 生活環境課 ロータリー除雪車 旭川 900 る  996 特殊 大型 2.2ｍ 2,300t/h級 Ｈ22.11 （除雪センター） 

６ 経済課 
コマツ 

ショベル・ローダ 
旭川 000 る 2424 特殊 大型 10ｔ（ホイール） Ｈ19.10 （堆肥センター） 

７ 経済課 
コマツ 

ショベル・ローダ 
旭川 000 る 2425 特殊 大型 10ｔ（ホイール） Ｈ19.10 （堆肥センター） 
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資料７－８ 水道施設 

 

（令和２年４月１日現在） 

水道施設名 水源所在地 日最大供給水量（ｍ３） 

小平浄水場 小平町字本郷47－２ 2,085 

達布浄水場 小平町字達布347－８ 460 
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資料７－９ 火葬場の状況 

 

（令和２年４月１日現在） 

火葬場名 所在地 処理能力（１日） 電話番号 

やすらぎ聖宛 留萌市沖見町６丁目32番２ 火葬炉 ３基 0164-42-1199 
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資料７－10 埋葬場所の状況 

 

（令和２年４月１日現在） 

墓地名 所在地 面積（ｍ２） 

臼谷墓地 小平町字臼谷79、80 3,883 

臼谷やわらぎ墓地 小平町字臼谷193の１ 2,722 

小平町墓地 小平町字小平町441の８ 3,633 

小平町霊園 小平町字小平町444、445 9,563 

寧楽墓地 小平町字寧楽63 3,470 

本郷墓地 小平町字本郷82、83 3,635 

達布四線墓地 小平町字達布186の４ 4,892 

新大椴墓地 小平町字大椴235の１ 2,061 

鬼鹿共同墓地 小平町字田代146 11,230 

豊浜墓地 小平町字豊浜129 10,576 

折真布墓地 小平町字岐富83 2,974 

 

 

  


