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　（追録を加除整理した時は、必ずその追録号数と内容現在及び加除

　　整理年月日をこの表に記入してください。）

《防災計画 昭和３８年 策定》

追録号数 内容現在（修正年） 加除整理年月日 整理者印

第　１号 昭和 ４７ 年 昭和４７年　　月　　日

第　２号 昭和 ５０ 年 昭和５０年　　月　　日

第　３号 昭和 ５５ 年 昭和５５年　　月　　日

第　４号 昭和 ５８ 年 昭和５８年　　月　　日

第　５号 昭和 ６３ 年 昭和６３年　　月　　日

第　６号 平成 　２ 年 平成　２年　　月　　日

第　７号 平成 　３ 年 平成　３年　　月　　日

第　８号 平成 　７ 年 平成　７年　　月　　日

第　９号 平成 １３ 年 平成１３年１２月　　日

第１０号 平成 １７ 年 平成１７年１２月　　日

第１１号 平成 １９ 年 平成１９年　４月　　日

第１２号 平成 ２０ 年 平成２０年　４月　　日

第１３号 平成 ２４ 年 平成２４年　３月　　日

第１４号 平成 ２５ 年 平成２５年　２月２８日

第１５号 平成 ２６ 年 平成２６年　２月２８日

第１６号 平成 ２７ 年 平成２７年　２月２７日

第１７号 平成 ２８ 年 平成２８年　２月２９日

第１８号 平成 ３０ 年 平成３０年　２月２７日

第１９号 平成 ３１ 年 平成３１年　３月　８日

第２０号 令和　２　年 令和　２年　３月１１日

第２１号

第２２号

第２３号

第２４号

第２５号

本 別 町 地 域 防 災 計 画 追 録 加 除 一 覧 表
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