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第１章 計画策定の趣旨・基本的な考え方と理念   

 

１ 計画の策定趣旨 

  

東日本大震災から得られた教訓を踏まえ、事前防災および減災その他迅速な復

旧復興に資する施策を総合的かつ計画的に実施すること等を理念とする「強くし

なやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法（以

下「基本法」という。）」が平成２５年１２月に公布・施行され国土強靭化にか

かる国の計画等の指針となる、国土強靭化基本計画（以下「国基本計画」という。）

が平成２６年６月に国において策定（平成３０年１２月改訂）されたところです。 

また、基本法第１３条において「都道府県又は市町村の区域における国土強靭

化に関する施策の推進に関する基本的な計画」を定めることができるとされてい

ます。 

 本町は、近年の平均年間水害被害額が全国でも最少であり、震度４を超える地

震回数は関西地域の中でも少なく、自然災害の少ない地域です。 

しかし、全国各地で発生する自然災害や異常気象など国民生活を脅かすさまざ

まな事象が発生しています。 

こうした災害の教訓を生かし、いつ起こるかわからない大規模な自然災害に対

して、被害を最小限に抑えるなどの対策を平時から行うことが必要です。 

本町においては、「鈴鹿西縁断層」などの活断層による地震「南海トラフ地震」

等をはじめとした地震災害、強力な台風、河川の増水への対応が大きな課題とな

っています。 

 また、将来的に財政状況が厳しくなることが懸念され、今後老朽化した公共施

設等の更新・維持等が難しくなることも課題となっています。  

 本町では、総合的な行政の指針となる「第２次愛荘町総合計画」においても、

こうした災害などへの不安を取り除き、安全・安心な県土づくりの実現に向けて、

解決すべき課題を整理しております。 

こうしたことから、「愛荘町国土強靭化地域計画  （以下「愛荘町地域計画」

という。)」を策定します。 
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２ 基本的な考え方 

 

(1)  愛荘町地域計画の位置付け 

愛荘町地域計画は、基本法第13条の規定に基づく国土強靱化地域計画として、

本町における国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための指針

として策定します。 

また、基本法第14条の規定に基づき、愛荘町地域計画は国基本計画と調和が保

たれたものとします。 

(2)  愛荘町地域計画の対象とするリスク 

愛荘町地域計画が対象とするリスクは、重大な被害が想定される「大規模地震

および風水害」の大規模災害とし、このリスクにより「起きてはならない最悪の

事態」を設定します。 

(3)  基本目標 

愛荘町地域計画における基本目標として、次のとおり定めます。 

①  人命の保護が最大限図られること 

②  社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

③  町民の財産および公共施設に係る被害の最小化 

④  迅速な復旧復興 

（事前に備えるべき目標）  

① 直接死を最大限防ぐ。 

② 救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活

環境を確実に確保する。 

③ 必要不可欠な行政機能は確保する。 

④ 必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する。 

⑤ 経済活動を機能不全に陥らせない。 

⑥ ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留め

るとともに、早期に復旧させる。 

⑦ 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない。 

⑧ 社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する。 

なお、「基本目標」及び「事前に備えるべき目標」は、国の基本計画と調和を図るため

基本計画の「基本目標」及び「事前に備えるべき目標」を準用している。  
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 国土強靱化を推進する上での基本的な方針 

事前防災、減災その他迅速な復旧復興等に資する大規模自然災害に備えた本

町の全域にわたる強靱なまちづくりについて、東日本大震災や近年各地で発生

する風水害など、過去の災害から得られた経験を最大限活用しつつ、以下の方

針に基づき本町の国土強靱化を推進する。  

 

ア 国土強靱化の取組姿勢 

・本町の強靱性を損なう本質的原因として何が存在しているかをあらゆる  

側面から吟味しつつ、取組に当たる。  

・短期的な視点によらず、長期的な視野を持って計画的に取り組む。  

・本町の経済社会システムが有する潜在力、抵抗力、回復力及び適応力を強

化する。  

 

イ 適切な施策の組合せ  

・災害リスクや地域の状況等に応じて、防災施設の整備、施設の耐震化、代替

施設の確保などのハード対策と訓練・防災教育などのソフト対策を適切に組

み合わせて効果的に施策を推進する。  

・自助、共助及び公助を適切に組み合わせ、官と民が適切に連携及び役割分担

して取り組む。  

・非常時に防災・減災等の効果を発揮するのみならず、平時にも有効に活用さ

れる対策となるよう工夫する。  

 

ウ 効率的な施策の推進  

・社会資本の老朽化等を踏まえるとともに、財政資金の効率的な使用による施

策の持続的な実施に配慮して施策の重点化を図る。  

・既存の社会資本の有効活用すること等により、費用を削減しつつ効率的に施

策を推進する。  

・施設等の効率的かつ効果的な維持管理を推進する。  
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３ 計画期間 

計画期間は、令和２年度から令和６年度の５年間とします。 

計画の進捗管理の流れ 

本計画は、基本法第１３条に基づく国土強靱化地域計画として策定するもので

あり、基本計画で示された「基本的な方針」を踏まえるなど調和を保ちつつ（同

法第１４条）、滋賀県の計画との連携を図っていきます。 

なお、本計画は、町政の基本方針である「第２次愛荘町総合計画」等と連携を

図りながら、本町における国土強靱化施策を推進する上での指針として位置づけ

るものです。 

 

本計画では、進捗管理（PDCAサイクル）を行う中で、必要に応じて修正を行い、

滋賀県の計画や社会情勢に応じてその内容の検討を行います。 

PLAN 

STEP1 地域を強靭化する上での目標の明確化   

 

STEP2 起きてはならない最悪の事態、施策分野の設定   

 

STEP3 脆弱性の分析・評価、課題の検討   

 

STEP4 推進方針の検討   

 

STEP5 推進方針について重点化   

 

DO   計画的に実施   

 

CHECK  結果の評価 

 

ACTION 全体の取組の見直し・改善  
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第２章 愛荘町の地域特性 

１ 地勢 

(1) 地形 

本町は、琵琶湖の東部・湖東地域に位置し、東西約１３キロメートル、南北約

６．９キロメートル、総面積は３７．９７平方キロメートルで滋賀県全体の約１％

を占めています。 

標高は最も高い南東部で約７００メートル、低い北西部で９５メートル、鈴鹿

山系の山麓から西に広がる洪積丘陵と扇状地が湖東平野の一部を形成しており、

南には一級河川愛知川が、中央部には一級河川宇曽川、北には岩倉川が流れてい

ます。 

 

 

(2) 地質 

本町の地質は、西部平野部と東部山間部とで二大別されます。西部平野部は宇

曽川等河川に堆積作用により形成された沖積層であり、砂礫層および粘土層より

なり、東部山間部は主として火成岩、いわゆる湖東流紋岩類より形成されていま

す。 

 

 

２ 本町に被害を及ぼす活断層等 

 

滋賀県は、若狭湾を頂点とし、伊勢

湾、淡路島を結ぶ「近畿トライアング

ル」と呼ばれる三角形の北の頂点付近

に位置し、多数の活断層が分布してい

ます。 

中でも、琵琶湖西岸断層帯の活動に

よる地震では、県域の被害は最大で死

者は 2,200 人、負傷者 21,000 人、建物

全壊が 39,000棟となる想定をしていま

す。 

愛荘町では鈴鹿西縁断層帯の活動に
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よる被害想定では、建物全壊 3,584 棟、半壊 1,254 棟、死者数 78 人と想定してい

ます。 

活断層は、地震の被害だけではなく、急峻な山地地形の成因ともなっており、

その周辺地域では、地滑りや斜面崩落などの危険性が高くなっています。 

また、近い将来その発生が危惧されている南海トラフ地震においては、本町およ

び県内全域が南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 気象 

気象について、彦根地方気象台（気象庁）により観測資料がまとめられていま

す。気象状況（気象官署：彦根）の概要・記録は表１、２のとおりです。 

表１ 気象概要 平年値：１９８１年～２０１０年 

 

項　　　　目 内　　　容

年間平均気温 14.7℃

年間平均降水量 1570.9ｍｍ

年間平均風速 3.0ｍ/ｓ

年最多風向

※年最多風向の統計期間は1990年～2010年
北西

年間降雪量（降雪の多さ） 104ｃｍ

年平均相対湿度 74%

年間日照時間 1825.8時間

【周辺の活断層(帯)分布図】 
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表２ 気象記録 

 

①  気温 

平均気温は県内では、大津（１４．９℃）に次いで２番目に高くなっています。 

② 降水量 

記録的な降水量としては、明治２９年９月の豪雨があげられます。これは停滞

前線によるもので、日降水量５９６．９ミリメートル、月降水量１０１８．８ミ

リメートルを記録し、平野部において台風以外の降雨では全国的にも最大クラス

です。この場合も九州のはるか南の海上に台風があり、それから暖湿流が停滞前

線に流入していました。 

しかし、一般的には、年間の降水量の平均値は１５７０．９ミリメートルと全

国的には平均的です。月降水量は、６～７月が多く、９月がこれに次いでいます。 

さらに、近年の局所的な集中豪雨等により、町域でも水害に対する危険性が高

くなっています。 

③ 降雪量 

年間降雪量（降雪の深さ）の平均値は、１０４センチメートルです。 

平成２７年１月には３３年ぶりの大雪に見舞われ、当月だけでも１０７センチ

メートルの積雪を記録しています。 

④ 風向・風速 

風向きは、年間を通じて北西および南東方向の風が卓越し、特に冬は北西の季

節風の影響が強く、風速は、北西の風は毎秒３～４メートル程度で、南東の風は

毎秒１～２メートル程度と、比較して２～３倍に達し、内陸部ながら厳冬期には

風が強くなっています。 

月最大深積雪 98ｃｍ 1918 1893.10～2019.8

日最大風速 31.2ｍ/ｓ 1934.9.21 1893.10～2019.8

最大瞬間風速 46.2ｍ/ｓ 2018.9.4 1920.1～2019.8

月降水量 1,018.8ｍｍ 1896.9 1893.10～2019.8

年降水量 3,065.5ｍｍ 1896 1893～2019

日最大1時間降水量 63.5ｍｍ 2001.7.17 1894.1～2019.8

日降水量 596.9ｍｍ 1896.9.7 1893.10～2019.8

項　　　目 最大値 記録年月日 統計期間

日最大10分間降水量 27.5ｍｍ 2001.7.17 1937.1～2019.8
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⑤ 雹 

近年では、平成１７年６月に降雹による民家、農産物の被害がありました。 

４ 滋賀県の中央に位置する交通の要衝 

本町は、近畿圏、中部圏、北陸圏の結節点に位置し、中山道をはじめ古くから

交通の要衝であり、今も国道８号、国道３０７号、名神高速道路が通る地理的優

位性を有しています。 

高速道路網は、関西国際空港や中部国際空港をはじめ、敦賀港や四日市港、大

阪港、神戸港などとも結ばれています。 

近畿圏と中部圏・北陸圏を東西に結ぶ国土幹線道路は、名神高速道路、新名神

高速道路、北陸自動車道、舞鶴若狭自動車道と名阪国道があります。このうち滋

賀県を通る名神高速道路と新名神高速道路、北陸自動車道は、近畿圏と中部圏・

北陸圏ひいては首都圏をつなぐ、日本の道路交通の大動脈となっています。 

また、鉄道は近江鉄道が本町を通過しており湖東、東近江、甲賀地域にかけた

ネットワークを形成しています。 

こうした広域道路網・鉄道網等が寸断されれば、町民の生活に大きな影響を与

えることはもちろん、滋賀県内のみならず国全体の経済活動等の停滞を招くこと

にもなります。 

 

  

   【滋賀県内の鉄道路線網】     【滋賀県をとりまく高速道路網】 
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５ 産業 

本町は、名神高速道路や国道等の広域交通網と愛知川の伏流水の豊かな水源を

背景として、各種製造業や商業などの産業集積が進んできました。 

産業別就業構造は２０１５年国勢調査において、第３次産業が５２．５％を占

めて最も多くなりますが、次いで第２次産業が４４.３％と高い割合を占めている

ことが特徴で滋賀県（３３．８％）と比較して高い割合となっています。 

第１次産業は３．２％と最も少なく、近年は人工林の保育が課題になるなど農

林業の生産者数、生産額ともに減少傾向にあります。 
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第３章 脆弱性の評価 

(1) 脆弱性の評価 

本計画を策定するに当たり、国土強靱化の推進を図る上で必要な事項を明ら

かにするため、基本法第９条第５号の規定に基づき、大規模自然災害等に対す

る脆弱性の評価（以下「脆弱性の評価」という。）を行った。  

 

 

 

 

(2) 想定するリスクの設定 

過去の被災経験や地域特性から、本町において想定するリスクは「大規模地

震」及び「風水害」とする。 

 

(3) 起きてはならない最悪の事態の設定 

 脆弱性評価は、基本法第１７条第３項に基づき、起きてはならない最悪の事

態を想定した上で行うこととする。  

本町においては、国の基本計画と調和を図りつつ本町の地域特性等を踏まえ、

「事前に備えるべき目標」ごとに、表３のとおり３４項目の「起きてはならな

い最悪の事態」を設定する。 

 

表３ 起きてはならない最悪の事態 

事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態 

1 直接死を最大限防ぐ 

1-1 
住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や不特定多
数が集まる施設の倒壊による多数の死傷者の発生  

1-2 
密集市街地や不特定多数が集まる施設における大規模火
災による多数の死傷者の発生 

1-3 
突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数
の死傷者の発生 

1-4 大規模な土砂災害（深層崩壊）等による多数の死傷者の発生 

1-5 暴風雪や豪雪等に伴う多数の死傷者の発生  

2 

救助・救急、医療活
動が迅速に行われる
とともに、被災者等
の健康・避難生活環
境を確実に確保する 

2-1 
被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物
資・エネルギー供給の停止 

2-2 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

2-3 
自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の
絶対的不足 

2-4 
医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途
絶、エネルギー供給の途絶による医療機能の麻痺  

2-5 被災地における疫病・感染症等の大規模発生  

2-6 
劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災
者の健康状態の悪化・死者の発生 

想定する

リスクの

設定  

起きては

ならない

最悪の事

態の設定  

起きてはならない最悪の事態

を回避（リスクの一部低減を

含む。）するため、施策等を分

析・評価  

施策の  

推進方針  
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3 
必要不可欠な行政機
能は確保する 

3-1 行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下  

4 
必要不可欠な情報通
信機能・情報サービ
スは確保する 

4-1 防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・機能停止  

4-2 
テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に
伝達できない事態 

4-3 
災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収
集・伝達ができず、避難行動や救助・支援が遅れる事態  

5 
経済活動を機能不全
に陥らせない 

5-1 
サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下によ
る競争力の低下 

5-2 
エネルギー供給の停止による、社会経済活動・サプライチ
ェーンの維持への甚大な影響 

5-3 
基幹的陸上交通ネットワークの機能停止による物流・人流
への甚大な影響 

5-4 食料等の安定供給の停滞 

5-5 
異常渇水等による用水供給途絶に伴う、生産活動への甚大
な影響 

6 

ライフライン、燃料
供給関連施設、交通
ネットワーク等の被
害を最小限に留める
とともに、早期に復
旧させる 

6-1 
電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や石油・
LP ガスサプライチェーン等の長期間にわたる機能の停止 

6-2 上水道等の長期間にわたる供給停止 

6-3 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

6-4 
新幹線等基幹的交通から地域交通網まで、交通インフラの
長期間にわたる機能停止 

7 
制 御 不 能 な 複 合 災
害・二次災害を発生
させない 

7-1 
地震に伴う市街地の大規模火災の発生による多数の死傷
者の発生 

7-2 沿線・沿道の建物倒壊に伴う閉塞等による交通麻痺  

7-3 
ため池、防災インフラ等の損壊・機能不全や堆積した土砂
の流出による多数の死傷者の発生 

7-4 有害物質等の大規模拡散・流出による町土の荒廃 

7-5 農地・森林等の被害による町土の荒廃 

8 

社会・経済が迅速か
つ従前より強靱な姿
で復興できる条件を
整備する 

8-1 
大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大
幅に遅れる事態 

8-2 
復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、労働者、
地域に精通した技術者等）の不足、より良い復興に向けた
ビジョンの欠如等により復興できなくなる事態  

8-3 
貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩
壊等による有形・無形の文化の衰退・損失  

8-4 
事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が
進まず復興が大幅に遅れる事態 

8-5 
風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒
産等による町経済等への甚大な影響 
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(4) 施策分野の設定 

「起きてはならない最悪の事態」を回避し、最悪の事態に至らないようにす

るために必要な施策分野として、次の個別施策分野及び横断的施策分野を設定

する。 

  【個別施策分野】  

①消防・防災 ②都市・交通 ③保健・医療・福祉 ④産業・経済  

⑤教育・こども ⑥環境・上下水道 ⑦行政機能  

【横断的施策分野】  

①情報共有と防災意識の向上 ②老朽化対策  

 

(5) 脆弱性評価結果 

脆弱性評価の結果については、別添「脆弱性評価の結果」のとおりである。  
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第４章 国土強靱化の推進方針 

(1) 施策の重点化 

限られた予算や人員の中で、効率的・効果的に国土強靱化を進めるため、影

響の大きさや緊急性という観点から、表４のとおり「重点化すべき起きてはな

らない最悪の事態」を設定する。 

 

 表４ 重点化すべき起きてはならない最悪の事態 

事前に備えるべき目標 重点化すべき起きてはならない最悪の事態  

1 直接死を最大限防ぐ 

1-1 
住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や不特
定多数が集まる施設の倒壊による多数の死傷者の発生  

1-2 
密集市街地や不特定多数が集まる施設における大規模
火災による多数の死傷者の発生 

1-3 
突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多
数の死傷者の発生 

2 

救助・救急、医療活動
が迅速に行われると
ともに、被災者等の健
康・避難生活環境を確
実に確保する 

2-1 
被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わ
る物資・エネルギー供給の停止 

2-2 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

3 
必要不可欠な行政機
能は確保する 

3-1 行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

4 
必要不可欠な情報通
信機能・情報サービス
は確保する 

4-3 
災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の
収集・伝達ができず、避難行動や救助・支援が遅れる
事態 

 

(2) 起きてはならない最悪の事態別の推進方針 

脆弱性評価の結果に基づき、「起きてはならない最悪の事態」を回避するた

めの今後の施策の推進方針は、次のとおりとする。 

 

目標１ 直接死を最大限防ぐ 

 

１－１ 

重点 

住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や不特定多数が集まる

施設の倒壊による多数の死傷者の発生 

○防火水槽を計画的に耐震性を有する防火水槽に更新するとともに、設置個所の充実

を図る。  

○消防車両・消防設備の計画的な更新と資機材等の充実強化を図る。  

○消防車庫・詰所の計画的な更新整備を図る。  

○消防団員の確保と資質の向上を図る。  

○公共施設等総合管理計画個別施設計画を策定する。  
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○民間の高齢者施設の防災・減災対策に対する支援を図る。  

○耐震改修促進計画の見直しを行う。  

○地震による木造住宅等の倒壊を防止するため、耐震改修促進計画に基づき、木造住

宅等の耐震診断や耐震改修の取組の支援や耐震化の普及啓発を図る。  

○避難路等の安全を確保するため、民間ブロック塀等の耐震化の支援と啓発を図る。 

○地震による木造住宅等の倒壊を防止するため、管理不十分な空家等について関係機関

と連携し、空家対策（所有者に対する空家の除却や適正管理の指導等）を推進する。 

○災害時の緊急輸送路や広域幹線ネットワークとのアクセス道路などの分断等を回避

するため、道路の整備に関するプログラムに基づき計画的な道路改良等整備を図る。 

○地震による建物倒壊被害の拡大を防止するため、狭あい道路の拡幅を推進する。  

○身を守る行動のとり方等について、学校で継続的に防災訓練や防災教育等を推進する。 

○学校施設等長寿命化計画を策定する。  

○計画的に学校施設、文化振興施設、社会体育施設及び図書館の老朽化対策や天井等

非構造部材の耐震化を図る。  

○社会体育施設の耐震化を図る。                                                                    

【重要業績指標】  Ｒ２   Ｒ６  

○消防団員数  １１７人  →  １３０人  

○特殊建築物定期調査での指摘事項  *** →    ０件  

 

 

 

１－２ 

重点 

密集市街地や不特定多数が集まる施設における大規模火災による 

多数の死傷者の発生 

○公共施設等において地震や火災等の災害を想定した避難訓練を定期的に実施する。 

○防火水槽を計画的に耐震性を有する防火水槽に更新するとともに、設置個所の充実

を図る。  

○消防車両・消防設備の計画的な更新と資機材等の充実強化を図る。  

○消防団員の確保と資質の向上を図る。  

○防災無線、戸別受信機のデジタル化、情報通信訓練の実施等緊急時における情報収

集・伝達体制の充実を図る。  

○防災情報等を確実に伝達するため、伝達手段の多重化・多様化を図る。  

○地震による木造住宅等の倒壊を防止するため、管理不十分な空家等について関係機

関と連携し、空家対策（所有者に対する空家の除却や適正管理の指導等）を推進す

る。  

○災害時において速やかな避難や救助を図るため、緑地・オープンスペースの確保や

避難場所としての公園、緑地、広場等の整備を推進する。  

○火災の延焼による被害の拡大を防止するため、狭あい道路の拡幅を推進する。  

○計画的に学校施設、文化振興施設、社会体育施設及び図書館の老朽化対策や天井等

非構造部材の耐震化を図る。  

○社会体育施設の耐震化を図る。  

【重要業績指標】  Ｒ２   Ｒ６  

○消防団員数  １１７人  →  １３０人  
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○特殊建築物定期調査での指摘事項  ** →    ０件  

○防災無線のデジタル化  

○学校等非構造部材の耐震化  

   

 

１－３ 

重点 

突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の

発生 

○水害が想定される公共施設等において避難訓練を定期的に実施する。  

○防災マップ（洪水ハザードマップを含む。）について、最新の防災情報や避難所の

改廃等を反映するとともに住民への周知を図る。  

○浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等に所在する要配慮者利用施設（学校、福祉施

設、幼児施設等）において避難確保計画の策定を推進する。  

○防災無線、戸別受信機のデジタル化、情報通信訓練の実施等緊急時における情報収

集・伝達体制の充実を図る。  

○防災情報等を確実に伝達するため、伝達手段の多重化・多様化を図る。  

○広範囲で甚大な浸水被害を防止するため、国・県との連携を強化し、河川改修や堤

防強化対策、河道内の流下阻害となる堆積した土砂の除去や樹木の伐採等河川整備

を促進する。  

○集中豪雨等による雨水の流出量増大による市街地等の浸水被害を防止するため、計

画的な雨水排水対策を推進する。  

○雨水渠や河川水路の計画的な整備を図る。  

○身を守る行動のとり方等について、学校で継続的に防災訓練や防災教育等を推進する。 

【重要業績目標】     

○ハザードマップの更新と全世帯への配布  

○ハザードマップの多言語化  
   

 

１－４ 

 

大規模な土砂災害（深層崩壊）等による多数の死傷者の発生 

 

○土砂災害に対する安全性の向上を図るため、国・県との連携を強化し、砂防施設の

整備を促進する。  

○身を守る行動のとり方等について、学校で継続的に防災訓練や防災教育等を推進する。 

【重要業績指標】  Ｒ２   Ｒ６  

**** *** →  *** 

 

 

 

１－５ 

 

暴風雪や豪雪等に伴う多数の死傷者の発生 

 

○身を守る行動のとり方等について、学校で継続的に防災訓練や防災教育等を推進する。 

【重要業績指標】  Ｒ２   Ｒ６  

**** *** →  *** 

 

目標２ 救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・
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避難生活環境を確実に確保する 

 

２－１ 

重点 

被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・ 

エネルギー供給の停止 

○計画的な食料、生活必需品等の備蓄を図る。  

○家庭において日常備蓄（ローリングストック方式）により、非常用食料を備蓄する

よう啓発する。  

○拠点となる施設の整備に合わせて備蓄倉庫を整備する。  

○県内外を問わず、広域に自治体間、民間企業との災害時応援協定の締結の拡大を図る。 

○応援物資について適切に保管できる施設を確保する。  

○基幹的な役割を果たす避難所において、自家用発電機や太陽光発電及び蓄電池の整

備など、災害時における電力確保のための整備を行う。  

○災害時において緊急輸送路や国道・県道等の広域幹線道路ネットワークの分断等を

回避するため、国・県との連携を強化し、道路改良等整備の促進を図る。  

○災害時において緊急輸送路、地域内道路ネットワーク、広域幹線ネットワークとの

アクセス道路などの分断等を回避するため、道路の整備に関するプログラムに基づ

き計画的な道路改良等整備を図る。  

○災害時における橋梁及の信頼性・安全性を確保するため、適切な維持管理を行うと

ともに長寿命化修繕計画に基づき計画的な修繕を図る。  

 

【重要業績指標】  Ｒ２   Ｒ６  

○非常用食料等の備蓄数 食料（米）  ５，５００食 →  １０，０００食 

            毛布・タオルケット  ４００枚 →  ８００枚 

○備蓄物保管箇所数  ８箇所  →  １６箇所  

○災害時応援協定数  ２８  →  ３３  

 

 

２－２ 

重点 

多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

 

○孤立が想定される地域において、計画的な食料、生活必需品等の備蓄を図る。  

○孤立が想定される地域において、日常備蓄（ローリングストック方式）により、非

常用食料を備蓄するよう啓発する。  

○孤立が想定される自治会における備蓄場所の確保を図る。  

○災害時において緊急輸送路や国道・県道等の広域幹線道路ネットワークの分断等を

回避するため、国・県との連携を強化し、道路改良等整備の促進を図る。  

○災害時において緊急輸送路、地域内道路ネットワーク、広域幹線ネットワークとの

アクセス道路などの分断等を回避するため、道路の整備に関するプログラムに基づ

き計画的な道路改良等整備を図る。  

 

【重要業績指標】  Ｒ２   Ｒ６  

**** *** →     *** 
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２－３ 

 

自衛隊、警察、消防等の被災等による救助･救急活動等の絶対的不足 

 

○災害の規模や被災地のニーズに応じて受援が円滑に行われるよう、国・県の指針に  

基づき受援計画を策定する。  

○自衛隊、警察、消防等との活動の連携を目的とする合同訓練が実施できるよう、関  

係機関と調整を行う。  

○災害時に広域的な受援・応援を円滑に行うため、他自治体と応援協定の締結や平時  

の情報交換等により連携強化を図る。  

【重要業績指標】  Ｒ２   Ｒ６  

○被災等による自治体間での応援協定締結  ８ →  １０ 

 

 

２－４ 

 

医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、 

エネルギー供給の途絶による医療機能の麻痺 

○災害時におけるボランティア活動を支援するため、社会福祉協議会と連携し、必要

な協力体制を構築する。  

○災害時の感染症の発生、まん延を防止するため、インフルエンザ等の予防接種の接

種率向上の推進と感染症への正しい予防知識の周知を図る。  

○消毒液やグローブ、マスクなどの医療用備蓄品を備蓄し、定期的に更新する。  

○県、医療機関、医師会などの各種団体等と連携協力し、災害時医療体制の充実を図る。 

○災害時に医療救護所を開設できるよう医療機関等と調整を図る。  

○災害時において緊急輸送路や国道・県道等の広域幹線道路ネットワークの分断等を

回避するため、国・県との連携を強化し、道路改良等整備の促進を図る。  

○災害時において緊急輸送路、地域内道路ネットワーク、広域幹線ネットワークとの

アクセス道路などの分断等を回避するため、道路の整備に関するプログラムに基づ

き計画的な道路改良等整備を図る。  

○災害時における橋梁の信頼性・安全性を確保するため、適切な維持管理を行うとと

もに長寿命化修繕計画に基づき計画的な修繕を図る。  

 

【重要業績指標】  Ｈ２   Ｒ６  

***** *** →  *** 

 

 
 

 
 

 

２－５ 

 

被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

 

○災害時の感染症の発生、まん延を防止するため、インフルエンザ等の予防接種の接

種率向上の推進と感染症への正しい予防知識の周知を図る。  

○消毒液やグローブ、マスク、トイレなどの医療用備蓄品を備蓄し、定期的に更新す

る。  

○地震による木造住宅等の倒壊を防止するため、管理不十分な空家等について関係機
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関と連携し、空家対策（所有者に対する空家の除却や適正管理の指導等）を推進す

る。  

○緊急輸送路や避難路等に埋設してある公共下水道の幹線管渠が被災した場合、交通

機能への障害を招くため、耐震診断等を行い老朽化対策・耐震化を図る。  

【重要業績指標】  Ｒ２   Ｒ６  

○廃棄物処理に関する協定締結  ０件  →  ２件  

 

 

２－６ 

 

劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者の 

健康状態の悪化・死者の発生 

○基幹的な役割を果たす避難所において、自家用発電機や太陽光発電及び蓄電池の整

備など、災害時における電力確保のための整備を行う。  

○トイレの確保のほか、避難所開放指針等を踏まえた対策を進める。  

○被害認定調査や罹災証明書を交付するためのマニュアルやシステム整備など被災

者の生活再建支援を迅速に行うための体制を整備する。  

○災害時におけるボランティア活動を支援するため、社会福祉協議会と連携し、必要

な協力体制を構築する。  

○災害時の感染症の発生、まん延を防止するため、インフルエンザ等の予防接種の接

種率向上の推進と感染症への正しい予防知識の周知を図る。  

○消毒液やグローブ、マスク、トイレなどの医療用備蓄品を備蓄し、定期的に更新す

る。  

○県、医療機関、医師会などの各種団体等と連携協力し、災害時医療体制の充実を図る。 

○災害時に医療救護所を開設できるよう医療機関等と調整を図る。  

○計画的に学校施設及び社会体育施設の老朽化対策や天井等非構造部材の耐震化を

図る。  

○社会体育施設の耐震化を図る。  

○身を守る行動のとり方等について、学校で継続的に防災訓練や防災教育等を推進する。 

【重要業績指標】  Ｈ３０   Ｒ６  

○災害用マンホールトイレの備蓄  ２箇所 →  ４箇所 

○廃棄物処理に関する協定締結  ０  →  ２  

 

目標３ 必要不可欠な行政機能は確保する 

 

３－１ 

重点 
行政機関の職員･施設等の被災による機能の大幅な低下  

○防災拠点となる庁舎について適切な維持管理と機能強化を図る。  

○業務継続計画【震災編】の実効性を高めるため、随時見直しを行う。  

○一元化された防災情報について、職員の情報分析や対応能力の向上を図るととも

に、防災情報の充実を図る。  

【重要業績目標】  Ｒ２   Ｒ６  

○業務継続計画の改定  策定済  →  改定済  
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目標４ 必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する 

 

４－１ 

 

防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・機能停止 

 

○庁舎などの防災拠点、情報通信システムや各種サーバーを置く施設等について、非

常用発電機の設置や発電容量の適量化を図る。  

○防災無線、戸別受信機のデジタル化、情報通信訓練の実施等緊急時における情報収

集伝達体制の充実を図る。  

【重要業績指標】  Ｒ２   Ｒ６  

○庁舎・避難所の非常用発電機の設置  ３施設  →  ５施設  
 

 

 

 

４－２ 

 

テレビ･ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達でき 

ない事態 

○防災情報等を確実に伝達するため、伝達手段の多重化・多様化を図る。  

○地域における防災体制を強化するため、出前講座を積極的に開催する。また、必要

な資機材の購入や防災備蓄品の充実を図るとともに、自主防災組織の活動支援を行

う。  

○浸水想定区域等に所在する要配慮者利用施設（学校、福祉施設、幼児施設等）にお

いて避難確保計画の策定を推進する。  

○避難行動要支援者の条件に該当されている方などに対して避難行動要支援者支援

制度の周知を図る。  

○防災無線、戸別受信機のデジタル化、情報通信訓練の実施等緊急時における情報収

集伝達体制の充実を図る。  

【重要業績指標】  Ｒ２   Ｒ６  

○自主防災組織の組織数  ３６自治会  →  ４０自治会  

 

４－３ 

重点 

災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達がで

きず、避難行動や救助・支援が遅れる事態 

○地域における防災体制を強化するため、出前講座を積極的に開催する。また、必要

な資機材の購入や防災備蓄品の充実を図るとともに、自主防災組織の活動支援を行

う。  

○浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等に所在する要配慮者利用施設（学校、福祉施

設、幼児施設等）において避難確保計画等の策定を推進する。  

○防災無線の整備、戸別受信機の設置拡大、情報通信訓練の実施等緊急時における情

報収集・伝達体制の充実を図る。  

○防災情報等を確実に伝達するため、伝達手段の多重化・多様化を図る。  

○避難行動要支援者の条件に該当されている方などに対して避難行動要支援者支援

制度の周知を図る。  

【重要業績指標】  Ｈ３０   Ｒ６  
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○自主防災組織の組織数  ３６自治会  →  ４０自治会  

 

目標５ 経済活動を機能不全に陥らせない 

 

５－１ 

 

サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による競争力の

低下 

○商工会と連携して事業継続力強化支援計画を策定し、共同で小規模事業者における

事業継続計画の策定等の支援を図る。  

○商工会、金融機関等と連携し、民間事業者における事業継続計画の策定支援等を図

る。  

○災害時において緊急輸送路や国道・県道等の広域幹線道路ネットワークの分断等を

回避するため、国・県との連携を強化し、道路改良等整備の促進を図る。  

○災害時において緊急輸送路、地域内道路ネットワーク、広域幹線ネットワークとの

アクセス道路などの分断等を回避するため、道路の整備に関するプログラムに基づ

き計画的な道路改良等整備を図る。  

○災害時における橋梁の信頼性・安全性を確保するため、適切な維持管理を行うとと

もに長寿命化修繕計画に基づき計画的な修繕を図る。  

 

【重要業績指標】  Ｒ２   Ｒ６  

○事業継続力強化支援計画の策定件数  ６件  →  １０件  

 

５－２ 

 

エネルギー供給の停止による、社会経済活動・サプライチェーンの 

維持への甚大な影響 

○災害時の事業所での電気を確保するため、自立・分散型エネルギーの導入を商工会

等と連携し推進する。  

○災害時において緊急輸送路や国道・県道等の広域幹線道路ネットワークの分断等を

回避するため、国・県との連携を強化し、道路改良等整備の促進を図る。  

○災害時において緊急輸送路、地域内道路ネットワーク、広域幹線ネットワークとの

アクセス道路などの分断等を回避するため、道路の整備に関するプログラムに基づ

き計画的な道路改良等整備を図る。  

【重要業績指標】  Ｒ２   Ｒ６  

****            *** →  *** 

 

 

５－３ 

 

基幹的陸上交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大 

な影響 

○災害時において緊急輸送路や国道・県道等の広域幹線道路ネットワークの分断等を

回避するため、国・県との連携を強化し、道路改良等整備の促進を図る。  

○災害時の公共交通ネットワークを確保するため、鉄道施設の機能維持・強化を図る。 

○災害時において緊急輸送路、地域内道路ネットワーク、広域幹線ネットワークとの

アクセス道路などの分断等を回避するため、道路の整備に関するプログラムに基づ

き計画的な道路改良等整備を図る。  
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○緊急輸送路や避難路等に埋設してある公共下水道の幹線管渠が被災した場合、交通

機能への障害を招くため、耐震診断等を行い老朽化対策・耐震化を図る。  

【重要業績指標】  Ｒ２   Ｒ６  

****            *** →  *** 

 

 
 

 
 

５－４ 

 

食料等の安定供給の停滞 

 

○家庭において食料、飲料水、生活必需品等を 1 週間分備蓄するよう啓発する。 

○県内外を問わず、広域に自治体間、民間企業との災害時応援協定の締結の拡大を図る。 

○災害時において緊急輸送路や国道・県道等の広域幹線道路ネットワークの分断等を

回避するため、国・県との連携を強化し、道路改良等整備の促進を図る。  

○災害時において緊急輸送路、地域内道路ネットワーク、広域幹線ネットワークとの

アクセス道路などの分断等を回避するため、道路の整備に関するプログラムに基づ

き計画的な道路改良等整備を図る。  

○災害時における橋梁の信頼性・安全性を確保するため、適切な維持管理を行うとと

もに長寿命化修繕計画に基づき計画的な修繕を図る。  

【重要業績指標】  Ｒ２   Ｒ６  

○災害時応援協定数  ２８  →  ３３  

 

５－５ 

 

異常渇水等による用水供給途絶に伴う、生産活動への甚大な影響 

 

○農業用施設の長寿命化や更新を図る。  

【重要業績指標】  Ｒ２   Ｒ６  

****            *** →  *** 

 

 

目標６ ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を 

最小限に留めるとともに、早期に復旧させる 

 

６－１ 

 

電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や石油・ＬＰガス 

サプライチェーン等の長期間にわたる機能の停止 

○災害時に公共施設での電気を確保するため、自立・分散型エネルギーの導入を推進

する。  

○基幹的な役割を果たす避難所において、自家用発電機や太陽光発電及び蓄電池の整

備など、災害時における電力確保のための整備を行う。  

【重要業績指標】  Ｒ２   Ｒ６  

○燃料供給に関する応援協定  １件  →  ２件  
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６－２ 

 

上水道等の長期間にわたる供給停止 

 

○愛知郡上水道事務所と給水に係る連携強化を図る。  

【重要業績指標】  Ｒ２   Ｒ６  

****            *** →  *** 

 

６－３ 

 

汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

 

○し尿収集運搬に関する協定の締結を推進する。  

○災害時における浄化槽の被災状況についての報告・連絡体制を構築するため、県と

連携し、浄化槽管理システムの整備を推進する。  

○浄化槽に関する法定検査を徹底するとともに、合併処理浄化槽への転換を含めた浄

化槽整備による個別分散型処理システムの構築を推進する。  

○緊急輸送路や避難路等に埋設してある公共下水道の幹線管渠が被災した場合、交通

機能への障害を招くため、耐震診断等を行い老朽化対策・耐震化を図る。  

○防災拠点や避難所において緊急時のトイレを確保するため、マンホールトイレの整

備を推進する。  

【重要業績指標】  Ｒ２   Ｒ６  

○し尿の収集運搬に関する協定締結数  ０件  →  １件  

○マンホールトイレ設置箇所数  ２箇所  →  ４箇所  

 

６－４ 

 

新幹線等基幹的交通から地域交通網まで、交通インフラの長期間に 

わたる機能停止 

○災害時において緊急輸送路や国道・県道等の広域幹線道路ネットワークの分断等を

回避するため、国・県との連携を強化し、道路改良等整備の促進を図る。  

○災害時の公共交通ネットワークを確保するため、鉄道施設の機能維持・強化を図る。 

○災害時において緊急輸送路、地域内道路ネットワーク、広域幹線ネットワークとの

アクセス道路などの分断等を回避するため、道路の整備に関するプログラムに基づ

き計画的な道路改良等整備を図る。  

○災害時における橋梁の信頼性・安全性を確保するため、適切な維持管理を行うとと

もに長寿命化修繕計画に基づき計画的な修繕を図る。  

○停電等による信号交差点の安全性と円滑な交通流を確保するため、ラウンドアバウ

ト交差点の整備を推進する。  

 

【重要業績指標】  Ｒ２   Ｒ６  

****            *** →  *** 
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目標７ 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

 

７－１ 

 

地震に伴う市街地の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生 

 

○耐震性を有する防火水槽に更新するとともに、設置個所の充実を図る。  

○消防車両・消防設備の計画的な更新と資機材等の充実強化を図る。  

○消防団員の確保と資質の向上を図る。  

○地域における防災体制を強化するため、出前講座を積極的に開催する。また、必要

な資機材の購入や防災備蓄品の充実を図るとともに、自主防災組織の活動支援を行

う。  

○災害時の緊急輸送路や広域幹線ネットワークとのアクセス道路などの分断等を回避

するため、道路の整備に関するプログラムに基づき計画的な道路改良等整備を図る。 

○災害時における橋梁の信頼性・安全性を確保するため、適切な維持管理を行うとと

もに長寿命化修繕計画に基づき計画的な修繕を図る。  

○災害時において速やかな避難や救助を図るため、緑地・オープンスペースの確保や

避難場所としての公園、緑地、広場等の整備を推進する。  

○火災の延焼による被害の拡大を防止するため、狭あい道路の拡幅を推進する。  

○地震による木造住宅等の倒壊を防止し避難路を確保するため、避難路沿道建築物の

耐震診断への支援や耐震化の普及啓発を図る。  

○計画的に学校施設、文化振興施設、社会体育施設及び図書館の老朽化対策や天井等

非構造部材の耐震化を図る。  

○社会体育施設の耐震化を図る。  

【重要業績指標】  Ｒ２   Ｒ６  

○消防団員数  １１７人  →  １３０人  

○自主防災組織の組織数  ３６自治会  →  ４０自治会  

 

 

７－２ 

 

沿線・沿道の建物倒壊に伴う閉塞等による交通麻痺 

 

○地震による木造住宅等の倒壊を防止するため、管理不十分な空家等について関係機関

と連携し、空家対策（所有者に対する空家の除却や適正管理の指導等）を推進する。 

○災害時において交通安全施設などの道路施設の信頼性・安全性を確保するため、適

切な維持管理と計画的な修繕を図る。  

○緊急輸送路や避難路等に埋設してある公共下水道の幹線管渠が被災した場合、交通

機能への障害を招くため、耐震診断等を行い老朽化対策・耐震化を図る。  

【重要業績指標】  Ｒ２   Ｒ６  

****            *** →  *** 
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７－３ 

 

ため池、防災インフラ等の損壊・機能不全や堆積した土砂の流出に 

よる多数の死傷者の発生 

○農村地域の防災減災力の向上を図るため、重要水防ため池（ハザードマップ含む。）

について周知を図る。  

○新たに重要水防ため池として選定された場合は、速やかにハザードマップを策定

し、周知を図る。  

○土砂災害に対する安全性の向上を図るため、国・県との連携を強化し、砂防施設の

整備を促進する。  

○身を守る行動のとり方等について、学校で継続的に防災訓練や防災教育等を推進する。 

【重要業績指標】  Ｒ２   Ｒ６  

****            *** →  *** 

 

７－４ 

 

有害物質等の大規模拡散・流出による町土の荒廃 

 

○倒壊工場等からの有害物質の拡散・流出等による健康被害や環境への悪影響を防止

するため、県と連携し、適正管理の啓発や調査・モニタリング等の対策を推進する。 

○アスベスト使用建築物が損壊・破損することにより、アスベストの飛散・暴露等に

よる健康被害や環境への悪影響を防止するため、アスベスト使用建築物の所在情報

を把握し、アスベスト含有分析・除去の啓発や調査・モニタリング等の対策を推進

する。  

【重要業績指標】  Ｒ２   Ｒ６  

****            *** →  *** 

 

７－５ 

 

農地・森林等の被害による町土の荒廃 

 

○有害獣による森林及び農地等への被害を防止するため、彦愛犬鳥獣被害防止計画に

基づき、有害獣の捕獲、侵入防止柵や緩衝帯等の整備等の推進を図る。  

○安全な施業の確保や森林土壌を保全し、山地の防災・減災対策を推進するため、林

道の法面整備や舗装、林道施設の長寿命化など計画的な林道路網整備を図る。  

○治山事業による山地災害の防止と森林の適正な保全管理を図る。  

○農村地域の防災減災力の向上を図るため、重要水防ため池（ハザードマップ含む。）

について周知を図る。  

○新たに重要水防ため池として選定された場合は、速やかにハザードマップを策定

し、周知を図る。  

○農業用施設の長寿命化や更新を図る。  

○農業の生産活動を維持し、農地の荒廃を防ぐため、農地等基盤整備を図る。  

○生産振興や地域振興施策など総合的な取組により、耕作放棄地の解消を図る。   

【重要業績指標】  Ｒ２  Ｒ６ 

****            *** → *** 
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目標８ 社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 

 

８－１ 

 

大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる

事態 

○災害廃棄物発生量の推計、仮置場、選別・処理方法等を定めた災害廃棄物処理計画

を策定する。  

○災害廃棄物処理の広域連携体制の構築を推進する。  

○一般廃棄物処理業許可業者等と災害廃棄物処理等の協力に関する協定締結を推進

する。  

【重要業績指標】  Ｒ２   Ｒ６  

○廃棄物処理に関する協定締結  ０件  →  ２件  

 

 

８－２ 

 

 

復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、労働者、地域に精

通した技術者等）の不足、より良い復興に向けたビジョンの欠如等に

より復興できなくなる事態 

○日頃から、罹災した場合に町税並びに国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険

に係る保険料の減免の制度が適用できることを周知する。  

○被災時における二次災害を防止するため、被災宅地危険度判定士の養成を図る。  

○滋賀県被災建築物・宅地応急危険度判定協議会に参画し、被災地への被災宅地危険

度判定士を派遣する支援体制を構築する。  

【重要業績指標】  Ｒ２   Ｒ６  

**** *** →  *** 

 

 

８－３ 

 

貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等による

有形・無形の文化の衰退・損失 

○生活文化・民俗文化について定住人口の減少により復興できなくなる事態を回避す

るため、活力ある集落づくりを推進する。  

○博物館等における資料及び展示室・収蔵庫の被害を最小限にとどめるため、展示方

法、収蔵方法等を点検する。  

○有形無形の文化財を映像等で記録し、計画的なアーカイブを図る。  

○計画的に文化財建造物の耐震化を図る。  

○文化財を守る行動のとり方等について、継続的に防災訓練・啓発を推進する。  

○計画的に博物館等の老朽化対策や天井、展示ケース、収蔵棚等非構造部材の耐震化

を図る。  

【重要業績指標】  Ｒ２   Ｒ６  

**** *** →  *** 

８－４ 

 

事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興

が大幅に遅れる事態 
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○災害後の復旧・復興を迅速に行うため、地籍調査の普及・啓発を行うとともに調査

の推進を図る。  

○被災者の住まいの確保、住宅の被害認定調査、り災証明書の発行など、事前に生活

再建支援に係る想定を行うなど検討を進める。  

○仮設住宅用地等復旧・復興のための必要な用地の確保について検討する。  

○応急段階から復旧復興段階まで災害対応を含め行政各業務における用地活用の見

込みについて把握する。  

【重要業績指標】  Ｒ２   Ｒ６  

**** *** →  *** 

 

 

８－５ 

 

風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒産等による

町経済等への甚大な影響 

○商工会と連携して事業継続力強化支援計画を策定し、共同で小規模事業者における

事業継続計画の策定等の支援を図る。  

○商工会、金融機関等と連携し、民間事業者における事業継続計画の策定支援等を図

る。  

【重要業績指標】  Ｒ２   Ｒ６  

○事業継続力強化支援計画の策定件数  ６件  →  １０件  

 

(3) 施策分野別の推進方針 

各施策の目的別に捉えた「個別施策分野」及び町が抱える政策課題別に施策を

横断的に捉えた「横断的施策分野」別に見た推進方針は、次のとおりとする。  

ア 個別施策分野別の推進方針  

(ｱ) 消防・防災 

○防火水槽を計画的に耐震性を有する防火水槽に更新するとともに、設置個所の充実

を図る。  

○消防車両・消防設備の計画的な更新と資機材等の充実強化を図る。  

○消防車庫・詰所の計画的な更新整備を図る。  

○消防団員の確保と資質の向上を図る。  

○公共施設等において地震や火災等の災害を想定した避難訓練を定期的に実施する。  

○防災無線の整備、戸別受信機の設置拡大、情報通信訓練の実施等緊急時における情

報収集・伝達体制の充実を図る。  

○防災情報等を確実に伝達するため、伝達手段の多重化・多様化を図る。  

○水害や土砂災害が想定される公共施設等において避難訓練を定期的に実施する。  

○防災マップ（洪水ハザードマップを含む。）について、最新の防災情報や避難所の

改廃等を反映するとともに町民等への周知を図る。  

○浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等に所在する要配慮者利用施設（学校、福祉施

設、幼児施設等）において避難確保計画の策定を推進する。  

○計画的な食料、生活必需品等の備蓄を図る。  
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○家庭において日常備蓄（ローリングストック方式）により、非常用食料を備蓄する

よう啓発する。  

○拠点となる施設の整備に合わせて備蓄場所を確保する。  

○県内外を問わず、広域に自治体間、民間企業との災害時応援協定の締結の拡大を図

る。  

○応援物資について適切に保管できる施設を確保する。  

○基幹的な役割を果たす避難所において、自家用発電機や太陽光発電及び蓄電池の整

備など、災害時における電力確保のための整備を行う。  

○孤立が想定される地域において、計画的な食料、生活必需品等の備蓄を図る。  

○孤立が想定される地域において、日常備蓄（ローリングストック方式）により、非

常用食料を備蓄するよう啓発する。  

○孤立が想定される自治会における備蓄場所の確保を図る。  

○孤立が想定される地域において、非常用電源用に自家発電機を設置し、その燃料を

確保する。  

○孤立が想定される地域において、地域で集会所等への自主避難を含めた避難先を確

保し、地域で運営できるよう啓発する。  

○災害の規模や被災地のニーズに応じて受援が円滑に行われるよう、国・県の指針に

基づき受援計画を策定する。  

○自衛隊、警察、消防等との活動の連携を目的とする合同訓練が実施できるよう、関

係機関と調整を行う。  

○災害時に広域的な受援・応援を円滑に行うため、他自治体と応援協定の締結や平時

の情報交換等により連携強化を図る。  

○被害認定調査や罹災証明書を交付するためのマニュアルやシステム整備など被災

者の生活再建支援を迅速に行うための体制を整備する。  

○業務継続計画の実効性を高めるため、見直しを行う。   

○一元化された防災情報について、職員の情報分析や対応能力の向上を図るととも

に、防災情報の充実を図る。  

○庁舎などの防災拠点、情報通信システムや各種サーバーを置く施設等について、非

常用発電機の設置や発電容量の適量化を図る。  

○地域における防災体制を強化するため、出前講座を積極的に開催する。また、必要

な資機材の購入や防災備蓄品の充実を図るとともに、自主防災組織の活動支援を行

う。  

○家庭において食料、飲料水、生活必需品等を備蓄するよう啓発する。  

○耐震性防火水槽の整備を進める。  
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(ｲ) 都市・交通  

○被災者の住まいの確保、住宅の被害認定調査、り災証明書の発行など、事前に生活

再建支援に係る想定を行うなど検討を進める。  

○仮設住宅用地等復旧・復興のための必要な用地の確保について検討する。  

○広範囲で甚大な浸水被害を防止するため、国・県との連携を強化し、河川改修や堤

防強化対策、河道内の流下阻害となる堆積した土砂の除去や樹木の伐採等河川整備

を促進する。  

【一級河川】  

愛知川、宇曽川  

 

○災害時において緊急輸送路や国道・県道等の広域幹線道路ネットワークの分断等を

回避するため、国・県との連携を強化し、道路改良等整備の促進を図る。  

【国道】  

国道８号、国道３０７号、町内主要県道  

   

 

      

 

○災害時の公共交通ネットワークを確保するため、鉄道施設の機能維持・強化を図る。  

【鉄道】  

ＪＲ琵琶湖線、近江鉄道本線  

【駅】  

近江鉄道 愛知川駅  

 

○災害時において緊急輸送路、地域内道路ネットワーク、広域幹線ネットワークとの

アクセス道路などの分断等を回避するため、道路の整備に関するプログラムに基づ

き計画的な道路改良等整備を図る。  
 

○豪雪時において緊急輸送路をはじめ幹線道路等の適切な除排雪を推進するととも

に、除雪作業を請け負う事業者の育成等による安定的な確保を図る。  

○災害時における橋梁の信頼性・安全性を確保するため、適切な維持管理を行うとと

もに長寿命化修繕計画に基づき計画的な修繕を図る。  

○停電等による信号交差点の安全性と円滑な交通流を確保するため、ラウンドアバウ

ト交差点の整備を推進する。  

○災害時において交通安全施設などの道路施設の信頼性・安全性を確保するため、適

切な維持管理と計画的な修繕を図る。  

○雨水渠・河川水路の計画的な整備を図る。  

○土砂災害に対する安全性の向上を図るため、国・県との連携を強化し、砂防施設の

整備を促進する。  

○土砂災害の発生・被害を最小限に抑えるため、国・県との連携を強化し、急傾斜地

崩壊対策を促進する。  
 

○災害後の復旧・復興を迅速に行うため、地籍調査の普及・啓発を行うとともに調査

の推進を図る。  

○住宅・建築物安全ストック形成事業を通じて既存建築物耐震改修促進計画の見直し

を行う。  

○地震による木造住宅等の倒壊を防止するため、木造住宅等の既存建築物に対し、住

宅・建築物安全ストック形成事業を通じて住宅・建築物の耐震化促進にむけた取組を



29 

 

促進する。  

○避難路等の安全を確保するため、住宅・建築物安全ストック形成事業を通じて民間

ブロック塀等の耐震化の支援と啓発を図る。  

○地震による木造住宅等の倒壊を防止するため、管理不十分な空家等について関係機

関と連携し、空家対策（所有者に対する空家の除却や適正管理の指導等）を推進す

る。  

○災害時において速やかな避難や救助を図るため、緑地・オープンスペースの確保や

避難場所としての公園、緑地、広場等の整備を推進する。  

○被災時における二次災害を防止するため、被災宅地危険度判定士の養成を図る。  

○滋賀県被災建築物・宅地応急危険度判定協議会に参画し、被災地への被災宅地危険

度判定士を派遣する支援体制を構築する。  

○火災の延焼による被害及び地震による建物倒壊被害の拡大を防止するため、狭あい

道路の拡幅を推進する。  

○不特定多数が利用する建築物で耐震診断が義務付けられた要緊急安全確認大規模建

築物について耐震化の啓発を図る。  

○土砂災害による住宅・建物の倒壊を防ぐため、土砂災害特別警戒区域からの移転や

建物補強による対策を推進する。  

○地震による木造住宅等の倒壊を防止し避難路を確保するため、避難路沿道建築物の

耐震診断への支援や耐震化の普及啓発を図る。  

○アスベストの飛散・暴露等による健康被害や環境への悪影響を防止するため、住宅・

建築物安全ストック形成事業等を通じて、アスベスト使用建築物の所在情報を把握

し、アスベスト含有分析・除去の啓発や調査・モニタリング等の対策を推進する。  
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(ｳ) 保健・医療・福祉 

○公共施設等において地震や火災等の災害を想定した避難訓練を定期的に実施する。  

○水害が想定される公共施設等において避難訓練を定期的に実施する。  

○災害時におけるボランティア活動を支援するため、社会福祉協議会と連携し、必要

な協力体制を構築する。  

○避難行動要支援者の条件に該当されている方などに対して避難行動要支援者支援制

度の周知を図る。  

○民間の高齢者施設の防災・減災対策に対する支援を図る。  

○浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等に所在する要配慮者利用施設における避難確

保計画の策定を推進する。  

○災害時の感染症の発生、まん延を防止するため、インフルエンザ等の予防接種の接

種率向上の推進と感染症への正しい予防知識の周知を図る。  

○消毒液やグローブ、マスク、トイレなどの医療用備蓄品を備蓄し、定期的に更新す

る。  

○県、医療機関、医師会などの各種団体等と連携協力し、災害時医療体制の充実を図

る。  

○災害時に医療救護所を開設できるよう医療機関等と調整を図る。  

 

 

(ｴ) 産業・経済 

○中心市街地において官民連携拠点施設やまちなか整備、商店街の再生等により、に

ぎわい創出と地域間の強いつながりの回復を図る。  

○効率的な森林の施業と適切な森林保護を通じて、防災・減災機能など森林の持つ多

様な機能を十分に発揮させる。  

○森林のもつ多面的機能を回復し、山地の防災・減災対策を推進するため、計画的な

除間伐などの森林整備やニホンジカの食害対策を図る。  

○有害獣による森林及び農地等への被害を防止するため、彦愛犬鳥獣被害防止計画に

基づき、有害獣の捕獲、侵入防止柵や緩衝帯等の整備等の推進を図る。  

○安全な施業の確保や森林土壌を保全し、山地の防災・減災対策を推進するため、林

道の法面整備や舗装、林道施設の長寿命化など計画的な林道路網整備を図る。  

○治山事業による山地災害の防止と森林の適正な保全管理を図る。  

○農業用施設の長寿命化や更新を図る。  

○農村地域の防災減災力の向上を図るため、重要水防ため池（ハザードマップ含む。）

について周知を図る。  

○新たに重要水防ため池として選定された場合は、速やかにハザードマップを策定し、

周知を図る。  

○農業の生産活動を維持し、農地の荒廃を防ぐため、農地等基盤整備を図る。  

○生産振興や地域振興施策など総合的な取組により、耕作放棄地の解消を図る。   

○商工会と連携して事業継続力強化支援計画を策定し、共同で小規模事業者における

事業継続計画の策定等の支援を図る。  

○商工会、金融機関等と連携し、民間事業者における事業継続計画の策定支援等を図

る。  

○災害に強い民間物流施設の確保を推進する。  

 



31 

 

 

(ｵ) 教育・こども 

○生活文化・民俗文化について定住人口の減少により復興できなくなる事態を回避す

るため、活力ある集落づくりを推進する。  

○公共施設等において地震や火災等の災害を想定した避難訓練を定期的に実施する。  

○浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等に所在する要配慮者利用施設における避難確

保計画の策定を推進する。  

○水害が想定される公共施設等において避難訓練を定期的に実施する。  

○身を守る行動のとり方等について、学校で継続的に防災訓練や防災教育等を推進す

る。  

○計画的に学校施設、文化振興施設、社会体育施設及び図書館の老朽化対策や天井等

非構造部材の耐震化を図る。  

○社会体育施設の耐震化を図る。  

○博物館等における資料及び展示室・収蔵庫の被害を最小限にとどめるため、展示方

法、収蔵方法等を点検する。  

○有形無形の文化を映像等について記録し、計画的なアーカイブを図る。  

○計画的に文化財建造物の耐震化を図る。  

○文化財を守る行動のとり方等について、継続的に防災訓練・啓発を推進する。  

○計画的に博物館等の老朽化対策や天井、展示ケース、収蔵棚等非構造部材の耐震化

を図る。  

 

 

(ｶ) 環境・上下水道 

○災害時の庁舎等公共施設での電気を確保するため、自立・分散型エネルギーの導入

を推進する。  

○災害時の家庭での電気を確保するため、太陽光発電システムや蓄電池の導入の普及

啓発を図る。  

○災害時の家庭での電気を確保するため、自立・分散型エネルギーの導入を推進する。  

○し尿収集運搬に関する協定の締結を推進する。  

○災害時における浄化槽の被災状況についての報告・連絡体制を構築するため、県と

連携し、浄化槽管理システムの整備を推進する。  

○浄化槽に関する法定検査を徹底するとともに、合併処理浄化槽への転換を含めた浄

化槽整備による個別分散型処理システムの構築を推進する。  

○倒壊工場等からの有害物質の拡散・流出等による健康被害や環境への悪影響を防止

するため、県と連携し、適正管理の啓発や調査・モニタリング等の対策を推進する。 

○災害廃棄物発生量の推計、仮置場、選別・処理方法等を定めた災害廃棄物処理計画

を策定する。  

○災害廃棄物処理の広域連携体制の構築を推進する。  

○一般廃棄物処理業許可業者等と災害廃棄物処理等の協力に関する協定締結を推進す

る。  

○災害廃棄物処理計画に基づき必要となる設備・機能を備えた廃棄物処理施設の整備

を推進する。  

○災害時の事業所での電気を確保するため、自立・分散型エネルギーの導入を商工会
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等と連携し推進する。  

○アスベストの飛散・暴露等による健康被害や環境への悪影響を防止するため、住宅・

建築物安全ストック形成事業等を通じて、アスベスト使用建築物の所在情報を把握

し、アスベスト含有分析・除去の啓発や調査・モニタリング等の対策を推進する。  

○緊急輸送路や避難路等に埋設してある公共下水道の幹線管渠が被災した場合、交通

機能への障害を招くため、耐震診断等を行い老朽化対策・耐震化を図る。  

○下水道の効率的な地震対策を推進するため、下水道施設の被害想定マップを策定す

る。  

○防災拠点や避難所において緊急時のトイレを確保するため、マンホールトイレの整

備を推進する。  

○存続する農業集落排水処理施設について機能診断を実施し、これに基づく計画的な

老朽化対策・耐震化を図る。  

○愛知郡上水道事務所と応急給水に係る連携強化を図る。  

 

 

(ｷ) 行政機能 

○防災拠点となる庁舎について適切な維持管理と機能強化を図る。  

○庁舎などの防災拠点、情報通信システムや各種サーバーを置く施設等について、非

常用発電機の設置や発電容量の適量化を図る。  

○災害時の庁舎等公共施設での電気を確保するため、自立・分散型エネルギーの導入

を推進する。  

○応急段階から復旧復興段階まで災害対応を含め行政各業務における用地活用の見込

みについて把握する。  

○日頃から、罹災した場合に町税並びに国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険

に係る保険料の減免の制度が適用できることを周知する。  

○計画的に公共施設の適切な維持管理、更新等を実施する。  

 

 

 

 

 

イ 横断的施策分野  

(ｱ) 情報共有と防災意識の向上 

○公共施設等において地震や火災等の災害を想定した避難訓練を定期的に実施する。  

○水害が想定される公共施設等において避難訓練を定期的に実施する。  

○防災無線の整備、戸別受信機の設置拡大、情報通信訓練の実施等緊急時における情

報収集・伝達体制の充実を図る。  

○防災マップ（洪水ハザードマップを含む。）について、最新の防災情報や避難所の改

廃等を反映するとともに町民等への周知を図る。  

○浸水想定区域等に所在する要配慮者利用施設（学校、福祉施設、幼児施設等）にお

いて避難確保計画の策定を推進する。  

○災害の規模や被災地のニーズに応じて受援が円滑に行われるよう、国・県の指針に

基づき受援計画を策定する。  
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○自衛隊、警察、消防等との活動の連携を目的とする合同訓練が実施できるよう、関

係機関と調整を行う。  

○災害時に広域的な受援・応援を円滑に行うため、他自治体と応援協定の締結や平時

の情報交換等により連携強化を図る。  

○一元化された防災情報について、職員の情報分析や対応能力の向上を図るとともに、

防災情報の充実を図る。  

○地域における防災体制を強化するため、出前講座等を積極的に開催する。また、必

要な資機材の購入や防災備蓄品の充実を図るとともに、自主防災組織の活動支援を

行う。  

○応急段階から復旧復興段階まで災害対応を含め行政各業務における用地活用の見込

みについて把握する。  

○災害時におけるボランティア活動を支援するため、社会福祉協議会と連携し、必要

な協力体制を構築する。  

○避難行動要支援者の条件に該当されている方などに対して避難行動要支援者支援制

度の周知を図る。  

○災害時の感染症の発生、まん延を防止するため、インフルエンザ等の予防接種の接

種率向上の推進と感染症への正しい予防知識の周知を図る。  

○農村地域の防災減災力の向上を図るため、重要水防ため池（ハザードマップ含む。）

について周知を図る。  

○商工会と連携して事業継続力強化支援計画を策定し、共同で小規模事業者における

事業継続計画の策定等の支援を図る。  

○商工会、金融機関等と連携し、民間事業者における事業継続計画の策定支援等を図

る。  

○地震による木造住宅等の倒壊を防止するため、木造住宅等の既存建築物に対し、住

宅・建築物安全ストック形成事業を通じて住宅・建築物の耐震化促進にむけた取組を

促進する。  

○避難路等の安全を確保するため、住宅・建築物安全ストック形成事業を通じて民間

ブロック塀等の耐震化の支援と啓発を図る。  

○地震による木造住宅等の倒壊を防止するため、管理不十分な空家等について関係機

関と連携し、空家対策（所有者に対する空家の除却や適正管理の指導等）を推進す

る。  

○土砂災害による住宅・建物の倒壊を防ぐため、土砂災害特別警戒区域からの移転や

建物補強による対策を推進する。  
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(ｲ) 老朽化対策 

○消防車両・消防設備の計画的な更新と資機材等の充実強化を図る。  

○消防車庫・詰所の計画的な更新整備を図る。  

○民間の高齢者施設の防災・減災対策に対する支援を図る。  

○農業用施設の長寿命化や更新を図る。  

○災害時の公共交通ネットワークを確保するため、鉄道施設の機能維持・強化を図る。 

○災害時における橋梁の信頼性・安全性を確保するため、適切な維持管理を行うとと

もに長寿命化修繕計画に基づき計画的な修繕を図る。  

○災害時において交通安全施設などの道路施設の信頼性・安全性を確保するため、適

切な維持管理と計画的な修繕を図る。  

○既存建築物耐震改修促進計画の見直しを行う。  

○地震による木造住宅等の倒壊を防止するため、耐震診断や耐震改修の取組の支援や耐

震化の普及啓発を図る。  

○地震による木造住宅等の倒壊を防止するため、管理不十分な空家等について関係機

関と連携し、空家対策（所有者に対する空家の除却や適正管理の指導等）を推進す

る。  

○計画的に学校施設、文化振興施設、社会体育施設及び図書館の老朽化対策や天井等

非構造部材の耐震化を図る。  

○社会体育施設の耐震化を図る。  

○計画的に文化財建造物の耐震化を図る。  

○計画的に博物館等の老朽化対策や天井、展示ケース、収蔵棚等非構造部材の耐震化

を図る。  
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（参考）  

○強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱

化基本法（平成２５年法律第９５号）  

（地方公共団体の責務）  

第４条 地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、国土強靱化に関し、

国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じ

た施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。  

 

（施策の策定及び実施の方針）  

第９条 国土強靱化に関する施策は、次に掲げる方針に従って策定され、及

び実施されるものとする。  

(1)～(4) 省略 

(5) 国土強靱化の推進を図る上で必要な事項を明らかにするため、大規模

自然災害等に対する脆弱性の評価を行うこと。  

 

（国土強靱化基本計画）  

第１０条 政府は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図

るため、地方公共団体の国土強靱化に関する施策の実施に関する主体的な

取組を尊重しつつ、前章に定める基本方針等及び国が本来果たすべき役割

を踏まえ、国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画を（以下

「国土強靱化基本計画」という。）、国土強靱化基本計画以外の国土強靱化

に係る国の計画等の指針となるべきものとして定めるものとする。  

 

（国土強靱化地域計画）  

第１３条  都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計

画的な推進を図るため、当該都道府県又は市町村の区域における国土強靱

化に関する施策の推進に関する基本的な計画（以下「国土強靱化地域計画」

という。）を、国土強靱化地域計画以外の国土強靱化に係る当該都道府県

又は市町村の計画等の指針となるべきものとして定めることができる。  

 

（国土強靱化地域計画と国土強靱化基本計画との関係）  

第１４条 国土強靱化地域計画は、国土強靱化基本計画との調和が保たれた

ものでなければならない。  

 

（国土強靱化基本計画の案の作成）  

第１７条 本部は、国土強靱化の推進を図る上で必要な事項を明らかにする

ため、脆弱性評価の指針を定め、これに従って脆弱性評価を行い、その結

果に基づき、国土強靱化基本計画の案を作成しなければならない。  

２～３ 省略  

３ 脆弱性評価は、起きてはならない最悪の事態を想定した上で、科学的知

見に基づき、総合的かつ客観的に行うものとする。  

 


