
 

 国⼟強靱化基本法     国⼟強靱化基本計画  理念 基本⽅針 踏 
  地域強靱化 関  施策 総合的  計画的 推進 図    ⽇之影町
 強靱化 推進  指針    ⽇之影町国⼟強靱化地域計画  策定    

1. 基本⽬標 
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脆弱性評価       基本法     国⼟強靱化 関  施策 分野   ⾏           基本計画   県 地域計画

 施策分野 参考 9   個別施策分野 4   横断的分野 設定  評価 実施    
評価結果 踏   事前 備    ⽬標 対            推進⽅針 整理   （右表参照） 

 
 
 

 

 
本町    重点化       町 役割 ⼤   平時  影響 ⼤   緊急度 切迫度 踏   主要施策 関連  14

       本計画    重点化           推進 図  （右表参照） 
 
 
 
 
 
 

 
 

本計画      基本計画 基   概 5 年  ⾒直  ⾏   
毎年度 施策         進捗状況   所要 変更 加    

 

 

起       最悪 事態（       ） 推進⽅針 概要 

⽬標 1

1-1 住宅 建物 交通施設等 複合的 ⼤規模倒壊 公共施設 
倒壊   多数 死傷者 発⽣ 公共施設等 建築物 耐震化    ⾃助   共助   協働    地域 防災⼒強化 図   

1-2 密集市街地 公共施設    ⼤規模⽕災   多数 死傷
者 発⽣ 

地域防災⼒ 向上 向   広域的 連携   消防施設    資機材 計画的 購⼊ 更新 
⾏      防災訓練 消防団員 確保   町⺠ 防災意識 啓発 努    

1-3 台⾵ 集中豪⾬等 異常気象発⽣時    浸⽔   死傷
者 発⽣ 

台⾵ 集中豪⾬等 ⼤規模⽔害   被害 最⼩限 ⽌     河川管理者   河川改修事業
等    対策    洪⽔        周知      対策  ⼀体的 計画的 推進    

1-4 ⼟砂災害（深層崩壊）等   多数 死傷者 発⽣ ⼟砂災害    道路 施設等 社会資本  ⼈的被害 本町 基幹産業   農林業  多⼤ 
被害 及  可能性   為 砂防 治⼭施設 整備 維持管理 推進    

1-5 情報伝達 不備 防災意識 不⾜等   避難⾏動 遅 等
 多数 死傷者 発⽣ 

情報伝達体制 強化 努  避難情報 明確 発令判断基準 整備  防災教育 防災訓練 実
施   確実 避難 実施 図   

⽬標 2 

2-1 被災地  ⾷料 飲料⽔等 ⽣命 関  物資供給 ⻑期停
⽌ ⾷料 飲料⽔等 物資供給停⽌備   必要    備蓄 対  計画的 購⼊ 更新 推進    

2-2 多数  ⻑期    孤⽴集落等 同時発⽣ 多数 通⾏不能区間 ⽣  可能性 備  代替輸送路 確保  事前 道路整備等    対策
 加  地域 各家庭  備蓄体制 強化    地域防災⼒ 強化 努    

2-3 ⾃衛隊 警察 消防等 被災等   救助 救急活動等 絶対
的不⾜ 

救助 救急活動 絶対的不⾜ 備  県   ⻄⾅杵郡他２町 広域的 連携 強化       
⾃主防災組織   防災訓練等 地域防災⼒ 向上 図   

2-4 観光客 含 帰宅困難者 発⽣ 観光客 含 帰宅困難者 発⽣  場合 備  職員 訓練等参加   受援 応援 実効性 ⾼
  避難所 周知 避難場所 掲⽰ ⾏   県 観光事業者等 連携  危機管理対策 進   

2-5 医療施設   関係者 絶対的不⾜ 被災 ⽀援    途
絶      供給 途絶   医療機能 ⿇痺 

災害発⽣初動期    医療機能 損失 可能 限 少    継続的 医療活動 ⾏    医療
BCP  早期策定  医療 福祉施設 耐震化 推進    

2-6 被災地    疫病 感染症等 ⼤規模発⽣ 広域的 連携   災害廃棄物 処理体制 構築  浄化槽 適正 維持管理 促       疫
病 感染症 ⼤規模発⽣ 防   

2-7 劣悪 避難⽣活環境 不⼗分 健康管理   多数 被災者
 健康状態 悪化 死者 発⽣ 

避難所⽣活者   ⾃宅避難者 ⾞中泊等 避難所外 被災者     健康悪化 災害関連死
 抑制 図    県 関係機関 連携  災害時    被災者 健康⽀援体制 整備    

⽬標 3 3-1 町 職員 施設等 被災   機能 ⼤幅 低下 職員 被災等    災害対応 必要 ⼈員 確保    恐       ⽇之影町 BCP  毎年
度 ⾒直     受援 受⼊体制 整備      ⾏政機能 維持 早期再開 図   

⽬標 4 
4-1 電⼒供給停⽌等   情報通信 ⿇痺 ⻑期停⽌ 電⼒事業者  連携    停電等   情報伝達 滞 状況 早期 解消      協定締結 平

時 訓練等   電⼒供給体制 強化    

4-2 災害時 活⽤  情報     機能停⽌  情報 収集 伝
達     避難⾏動 救助 ⽀援 遅  事態 情報伝達⼿段 多様化  地域   ⼀⼈暮  ⾼齢者等 ⾒守 体制    進    

⽬標 5 

5-1          ⼨断等   企業 ⽣産⼒低下   町内経
済 停滞 県 ⾦融機関 連携  被災中⼩企業 対 ⾦融制度 周知 努    

5-2 社会経済活動 維持 必要      供給 停⽌ 社会経済活動 維持 必要      供給源 多様化    家庭 事業者  再⽣可能   
   導⼊ 促進  電⼒供給体制 強化 努    

5-3 広域交通       分断  等 基幹的陸上交通     
  機能停⽌ 

橋梁 損傷 沿道建築物 倒壊   通⾏障害   基幹的交通       分断      未然
 防    橋梁      効率的  効果的 維持管理 継続的 実施  緊急輸送道路 含 
国道 県道 機能維持 ⽬的   整備   保全対策 推進    

5-4 農業施設 機能停⽌   ⾷糧等 安定供給 停滞 農業施設 機能停⽌   ⾷糧等 安定供給 停滞 防    農地農業⽤施設 整備   保全
対策  農地 圃場 整備   農地保全 努  災害後 営農活動 継続     努    

⽬標 6 

6-1 電⼒供給      （発変電所 送配電設備） 燃料   
供給等 ⻑期間    機能停⽌ 

防災拠点等  再⽣可能      導⼊ 推進  家庭 事業者  導⼊ 促進   電⼒事業
者  連携 協定締結   電⼒供給体制 強化    

6-2 上⽔道 ⻑期間    供給停⽌ 災害時     必要 給⽔ 確保 向  上⽔道施設 耐震化 推進    

6-3 汚⽔処理施設等 ⻑期間    機能停⽌ 平時  集落排⽔施設 機能保全  浄化槽 適正 維持管理 促   

6-4 地域交通       分断  事態 橋梁      効率的  効果的 維持管理 実施 緊急輸送道路 含 国道 県道  町道 農
道 林道 機能維持 代替輸送道路 確保 ⽬的   計画的 整備 保全対策 推進    

⽬標 7

7-1 地震 伴 市街地 ⼤規模⽕災 発⽣ 初期消⽕ 必要   防⽕⽔槽 消⽕栓等 充実 向  設置⽬標 設定  整備 進    

7-2 沿線 沿道 建物倒壊   閉塞 交通⿇痺 沿道建築物 耐震化    平時  建物倒壊   道路閉塞 対  備  災害発⽣時 閉塞 起
  場合     区間 対  迅速 道路啓開 ⾏     啓開体制 構築 図   

7-3    防災施設等 損壊 機能不全   ⼆次災害 発⽣ 県 連携  砂防 治⼭ 地    急傾斜地崩壊対策等 整備 維持管理 推進  地震 集中豪
⾬等    ⼟砂災害 発⽣ 被害 抑制 図   

7-4 有害物質 ⼤規模拡散 流出 国 県 ⻄⾅杵広域⾏政事務組合消防本部等  連携  有害物質 ⼤規模拡散 流出等 想定 
       作成 ⾒直   危険物取扱 事業者  指導等 強化    

7-5 農地 森林等 被害   国⼟ 荒廃 更  就農者減少 繋       農地農業⽤施設 整備   保全対策  農地 圃場 整備 
  農地保全 加  新規就農      制度 継続    

7-6 ⾵評被害等   地域経済等  甚⼤ 影響 災害後 安全性  不安   ⽇之影町  旅⾏等 控  観光客対策    県 観光事業者等 
協⼒  災害等 関  正確 情報 収集       観光地     正確 情報発信 ⾏   

⽬標 8

8-1 ⼤量 発⽣  災害廃棄物 処理 停滞   復旧 復興 ⼤
幅 遅  事態 

⼤量 発⽣     予想   災害廃棄物 対   策定     広域的  災害廃棄物処理実
施計画  実効性 ⾼  適正処理 努    

8-2 道路啓開 家屋被害調査等 復旧 復興 担 ⼈材等 不⾜
   復旧 復興 ⼤幅 遅  事態 

災害発⽣直後 迅速 道路啓開 応急復旧等 実現 向  県 ⺠間企業(建設業)  連携強化
 図            等 復旧 復興 担 ⼈材等 計画的 取 組  推進    

8-3 広域 ⻑期    浸⽔被害 発⽣   復旧 復興 ⼤幅 
遅  事態 

広域 ⻑期    浸⽔被害 最⼩限       ⽔防災意識社会 再構築      基   河川
改修事業等    対策    対策  ⼀体的 計画的 推進    

8-4 地域       崩壊 治安 悪化等   復旧 復興 ⼤幅 
遅  事態 

定住希望者  ⽀援        ⺠⽣委員等 活動 通  地域 ⽣活機能等 維持     中
⼭間地域 維持 活性化 図  住⺠⾃  ⼿   主体的  意欲的 取 組  推進    

8-5 事業⽤地 確保 仮設住宅 仮店舗 仮事業所等 整備 進
  復興 ⼤幅 遅  事態 

座標値 管理     地籍調査  早期 復旧 復興 進  上 ⼤  役割 持     常 法
務局 最新情報 更新     ⼤規模災害 備    

8-6 住居 就労 確保 事業再開等 遅延   被災者 ⽣活再
建 ⼤幅 遅  事態 

被災者 ⽣活再建 ⽀援 関  ⾏政事務⼿続  円滑 実施      被災者台帳 整備 加
  広域的 罹災証明交付体制 確⽴    

⽇之影町国⼟強靱化地域計画 概要版 
⽇之影町国⼟強靱化地域計画  

脆弱性評価 推進⽅針 

重点化      

計画 ⾒直  

① ⼈命 保護 最⼤限図      
② 本町   社会 重要 機能 致命的 障害 受  維持      
③ ⽇之影町⺠ 財産   公共施設 係 被害 最⼩化 
④ 迅速 復旧復興 

⽬標 1  直接死 最⼤限防  
⽬標 2  救助 救急 医療活動 迅速 ⾏        被災者等 健康 避難⽣活環境 確実 確保   
⽬標 3  必要不可⽋ ⾏政機能 確保   
⽬標 4  必要不可⽋ 情報通信機能 情報     確保   
⽬標 5  経済活動 機能不全 陥     
⽬標 6         燃料供給関連施設 交通      等 被害 最⼩限 留       早期 復旧    
⽬標 7  制御不能 複合災害 ⼆次災害 発⽣     
⽬標 8  社会 経済 迅速  従前  強靱 姿 復興   条件 整備   

 個別施策分野   ① ⾏政機能／警察 消防等  ② 住宅 都市  ③ 保健医療 福祉  ④       情報通 
⑤ 産業  ⑥ 交通 物流  ⑦ 農林⽔産  ⑧ 国⼟保全  ⑨ 環境 

 横断的分野   ①               ② 地域活性化  ③ 広域連携  ④ ⽼朽化対策 

重点化     設定 主要施策 関連  
      選択 

        推進⽅針 重点化      ※     :重点化     

町 役割
⼤   

平時  
影響 ⼤  

緊急度  
切迫度 
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