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〔通信・輸送に関する資料〕 

 

資料35 無線通信施設 

 

 １ 防災行政無線 

番号 局名 種別 住所 

① 南幌町役場 親局（デジタル同報系、移動系） 南幌町栄町３丁目２番１号 

② 南幌支署 遠隔制御装置 南幌町栄町４丁目１番３号 

③ 緑町 屋外拡声子局 南幌町緑町５丁目６番１号 

④ 町立病院前 屋外拡声子局 南幌町北町４丁目６番 

⑤ 中央団地 屋外拡声子局 南幌町中央４丁目３番 

⑥ 西町 屋外拡声子局 南幌町西町５丁目８番 

⑦ 東町 屋外拡声子局 南幌町南16線西８号 

⑧ 夕張太 屋外拡声子局、再送信子局 南幌町南16線西20号 

⑨ 川向 再送信子局 南幌町南11線西１号 

 

 
同報系防災行政無線固定系置局配置図（南幌町全体図） 
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同報系防災行政無線固定系置局配置図（南幌町市街地拡大図） 

 

 ２ 移動局 

番号 局種別 設置場所名称 登録名称 

１ 親局装置 都市整備課 都市整備課 

２ 親局装置 車両センター 車両センタ 

３ 親局装置 生涯学習センターぽろろ ぽろろ 

４ 半固定 農村環境改善センター 農村環境 

６ 半固定 スポーツセンター スポーツセ 

７ 半固定 南幌小学校 南幌小学校 

８ 半固定 南幌中学校 南幌中学校 

９ 半固定 ふれあい館 ふれあい館 

10 半固定 あいくる あいくる 

12 車載局 車載無線機１（2121） トラック１ 

13 車載局 車載無線機２ トラック２ 

14 車載局 車載無線機３（2336） ロータリー 

15 車載局 車載無線機４（5467） グレーダー 

16 車載局 車載無線機５（5391） パト車１ 

17 車載局 車載無線機６（9826） パト車２ 

18 車載局 車載無線機７（1579） ドーザー１ 
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番号 局種別 設置場所名称 登録名称 

19 車載局 車載無線機８（1591） 歩ロータリ 

20 車載局 車載無線機９（9158） ドーザー２ 

21 車載局 車載無線機10（1065） スクール１ 

22 車載局 車載無線機11（1085） スクール２ 

23 車載局 車載無線機12（1385） スクール３ 

25 携帯局 携帯無線機１ 維持組合１ 

26 携帯局 携帯無線機２ 維持組合２ 

27 携帯局 携帯無線機３ 公用車１ 

28 携帯局 携帯無線機４ 公用車２ 

29 携帯局 携帯無線機５ 公用車３ 

30 携帯局 携帯無線機６ 公用車４ 

31 携帯局 携帯無線機７ 公用車５ 

32 携帯局 携帯無線機８ 公用車６ 

33 携帯局 携帯無線機９ 公用車７ 

34 携帯局 携帯無線機10 公用車８ 

35 携帯局 南幌高校 南幌高校 

36 携帯局 南幌養護学校 南幌養護 

38 車載局 ポータブル型無線機１ 車輛センタ 

39 車載局 ポータブル型無線機２ 役場土木Ｇ 

40 車載局 ポータブル型無線機３ 役場 

41 車載局 ポータブル型無線機４ 教育委員会 
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資料36 ヘリコプター離着陸可能地 

 

名称 場所 
東京測地系数値座標 防災 

ヘリコプター 

ドクター 

ヘリコプター 北緯 東経 

旧南幌小学校・中学校共同グラウンド 栄町３丁目 43.03448 141.39125 ○ ○ 

南幌町柳陽公園 栄町２丁目 43.03376 141.3906  ○ 

南幌町スポーツセンター 中央２丁目 43.0328 141.39221  ○ 

町立南幌病院 元町２丁目 43.0401 141.3919  ○ 

南幌町総合保安センター 南14線西11番地 43.03355 141.3834  ○ 

南幌リバーサイド公園 南13線西３番地 43.0515 141.406 ○ ○ 

やすらぎ公園 南15線西22番地 43.1179 141.3458 ○ ○ 
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資料37 標章 

 

 

 

 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」並びに年月日を表

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。 

 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38 緊急輸送道路 

 

機能区分 道路情報 路線番号 路線名 

第二次 
国道全部 337 国道275号 

町道全部  役場通り線 
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資料39 町所有車両の現況 

 

区分 台数 備考 

乗用車   

 普通乗用車 ２  

 小型乗用車 ５  

 軽自動車 １  

貨物車   

 軽自動車 ４  

 小型貨物（ライトバン等） 10  

 普通貨物（ダンプトラック等） ４  

乗合自動車   

 マイクロバス ２  

 スクールバス ３  

 温泉バス ２  

特殊自動車   

 普通特殊   

  福祉自動車 １  

 大型特殊   

  ロータリ除雪車 ２  

  タイヤドーザ ２  

  グレーダ １  

  除雪トラック １  

  トラクター ２  

計 42  

  


