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第１章 国土強靭化の基本的な考え方 

 

第１節 計画の基本事項 

 

１ 計画策定の趣旨 

  近年、地球規模の異常気象により、大規模な水害や土砂災害の発生が懸念される状

況となってきている。 

このような状況の中、国は、あらゆる「大規模自然災害」に対して、｢致命的な被害

を負わない強さ｣と｢速やかに回復するしなやかさ｣を持った「国土強靱化」を実現する

ため平成２６年６月に基本計画を策定した。その後、策定から約５年が経過したこと

から、平成３０年１２月に、平成２８年熊本地震等の災害から得られた知見、社会情

勢の変化等を踏まえ「国土強靱化基本計画」の見直しを行った。 

三好市においても、平成３０年７月豪雨等の新たに発生した災害から得られた知見

を反映するとともに、２０１９（令和元）年５月３１日の「中央防災会議」において、

「防災基本計画」や「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」に、「臨時情報を活用し

た防災対応」が明確に位置づけられたこと等から、防災対応における国の計画等の見

直しを踏まえた脆弱性の評価を行うこととし、県と一体となって大規模自然災害を迎

え撃つ「強靱な三好市」をつくりあげ、住民生活や地域社会、産業、伝統・文化など

を守るため「三好市国土強靭化地域計画」を策定する。 

  



3 
 

２ 計画の位置付け 

「三好市国土強靭化地域計画」は、「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。）」第 13 条に基づく

国土強靭化地域計画である。本市の行政運営の指針となる三好市総合計画との整合・

調和を図りながら、分野別・個別計画の国土強靭化に関する施策の指針となるもので

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

３ 計画の期間 

計画の推進期間は、２０１９（令和元）年度から２０２３（令和５）年度の５年

間とする。その後は、概ね５年ごとに計画の見直しを行うものとする。ただし、そ

れ以前においても、施策の進捗や社会経済情勢の変化等を踏まえて、必要に応じ見

直しを行うものとする。 
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第２節 国土強靭化に向けた基本目標 

 

１ 基本目標 

三好市国土強靭化地域計画の基本目標は、国の基本計画や徳島県国土強靭化地域計

画を踏まえ、以下のように設定する。 

 

いかなる大規模自然災害等が発生しようとも 

① 人命の保護が 大限図られる 

② 本市及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持される 

③ 住民の財産及び公共施設の被害の 小化が図られる 

④ 迅速な復旧・復興を可能にする 

 

２ 事前に備えるべき目標 

国土強靭化に向けた基本目標の実現に向け、事前に備えるべき目標として、以下の

８つを設定する。 

なお、本市の強靭化に関しては、まちの活性化や地方創生につなげていくことを一

つの重要な視点として捉える。 

 

Ⅰ 大規模災害等が発生したときでも、すべての人命を守る 

Ⅱ 救助・救急、医療活動等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 

Ⅲ 必要不可欠な行政機能は確保する 

Ⅳ 必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する 

Ⅴ 経済活動を機能不全に陥らせない 

Ⅵ 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 小限に留め

るとともに、早期に復旧させる 

Ⅶ 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

Ⅷ 社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する 
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第２章 対象とする災害 

 

第１節 三好市の概要 

 

１ 自然的特性 

 本市は、徳島県の西端にあり、西は愛媛県、南は高知県、北は香川県に接して四国の

ほぼ中央に位置している。 

面積は 721.42k ㎡で、市町村では四国一の広い面積を有し、徳島県の 17.4％を占めてい

る。 

市域の大部分は丘陵並びに山地となっており、可住地は吉野川の沿川とその支流の谷合

に点在しており、その面積は 13％と低く、ほとんどが急峻な山地で形成されている。 

四国三郎（しこくさぶろう）の異名を持つ大河吉野川が中央を通り、大歩危峡や黒沢湿

原、紅葉の名所の竜ヶ岳、四国第二の高峰である剣山といった豊かな自然・名勝を有し、

豊かな自然が織りなす四季折々の独特な風景は、日本でも屈指の美しい景観を形成して

いる。 

 

２ 地質  

  地質構造としては，阿讃山脈に沿って分布している和泉層群と四国山地北斜面にあ

たる三波川帯を中心に構成されている。 

 

３ 活断層 

 市の北部である三野町，池田町には，中央構造線活断層系が通過している。中央構造

線活断層系は東から吉野川の北側を通り，池田町の諏訪神社南方で吉野川を横切り，上

野台地の南側を丸山から板野へ抜け，再び吉野川を横断，白地を通り馬路川に沿って西

へ通過している。市の中心である池田町は，中央構造線活断層系と御荷鉾構造線にはさ

まれる地帯にあり，この地帯の構造は比較的緩やかな褶曲と数多くの断層によって複雑

な様相を示している。活動度はＡ～Ｂ級で断層形態は横ずれ，断層崖などである。 

 

４ 気象 

気候は，四国山地の剣山系を中心とする山岳部は日本海側気候または，山岳気候に属す

る。 

   

５ 人口 

本市の総人口は、2006（平成 18）年の市発足以降も減少を続け、国勢調査結果によると

2005（平成 17）年の 34,103 人から 2015（平成 27）年の 26,836 人と大幅に減少してお

り、人口減少、少子高齢化が進んでいる。 
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第２節 三好市における主要な災害リスク 

 

１ 災害の歴史 

（１）南海トラフ地震 

徳島県は、有史以来幾度となく南海トラフを震源とする地震・津波により甚大な

被害を受けており、江戸時代以降も、４度の地震･津波に襲われている（下図参照）。

南海トラフ地震は、１００年～１５０年間隔の周期で繰り返し発生しており、また、

東海地震及び東南海地震と同時もしくは少しの間隔を開けて発生している。 

平成３１年１月１日現在の今後３０年以内に南海トラフ地震が発生する確率は、

地震調査研究推進本部によると７０～８０％となっている。 
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（２）大規模な水害 

本市には、一級河川の吉野川が流れており、これらの支派川がある。また、台風

の常襲地帯であることから、これらの河川は幾度となく大規模な氾濫を繰り返し、

大きな被害を与えてきた。 

特に吉野川は、「四国三郎」とも呼ばれ、我が国の３大暴れ川の 一つであり、  

かつては、毎年のように氾濫し、流域の人々を苦しめてきた。 

 

（３）土砂災害 

本市は、急峻な地形や脆弱な地質に加えて、台風常襲地帯であることから、大規

模な土砂災害にたびたび見舞われてきた。 

平成３０年７月豪雨災害では、人的被害は無かったものの住家被害は全壊３棟、

半壊４棟、床上浸水１棟の被害があり、孤立集落も発生した。また、公共土木施設

の被害は７０箇所にも及んだ。 

  

（４）雪害 

本市の平野部は、冬期でも比較的温暖であり年間降雪量も少ないが、山間部にお

いては寒冷で比較的多くの降雪がある。平成２６年１２月に、池田町及び井川町の

山間部で降った豪雪では、広範囲にわたって沿道の木々を倒したため、道路の通行

止めや電気、電話の途絶を引き起こし、長期にわたり多くの集落が孤立したところ

であり、改めて、豪雪災害に対する備えの必要性が認識された。 
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以下に昭和 9年以降徳島県における主な災害の一覧表を示す。 
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２ 対象とする自然災害（想定するリスク） 

 対象とする自然災害に関しては、本市の概要、災害の歴史や 

（１）南海トラフ地震今後３０年以内のＭ８～９クラスの発生確率が７０～８０％とな

っていること。 

（２）中央構造線活断層帯等の活断層を震源とする直下型地震も懸念されること。 

（３）平成３０年に発生した７月豪雨や台風２１号など、近年の台風は大型化し、集中

豪雨が激化していること。 

（４）平成２６年１２月の豪雪により、県西部の広い範囲で６日間にわたり孤立集落が

発生したこと。 

（５）これらの災害が同時又は連続して発生する複合災害の発生が懸念されること。 

 

などから、次のように決定する。 

   主な大規模自然災害 想定する規模等 

南海トラフ地震 

 

 

 

 

 

・南海トラフ地震については、内閣府「南海トラフの巨大地震

検討会」が公表した「想定震源断層域」に基づき、地震は M9.0

とする。 

・南海トラフの東側の領域で M8.0 の地震が発生し、７日以内に

後発地震発生の可能性が相対的に高まった場合を想定（臨時情

報の発表）。 

中央構造線・活断層地震等 

(直下型地震等) 

 中央構造線断層帯で想定される 大クラスの地震（M7.7）と

する。 

台風・梅雨

前線 

豪雨・豪雪 

 等 

 

 

 

 

大規模風水害 

 

 

 想定しうる 大規模の降雨等による風水害を想定。例えば、

連続雨量が 1,000 ミリを超える大雨や 100 ミリの雨量が数時間

継続する大雨による堤防の決壊等。 

大規模土砂災害 

 

  人的被害の発生する深層崩壊等を想定。これにより形成され

た天然ダムによる湛水及び決壊も想定。 

豪雪災害 

 

 

 短期間での除雪が困難となる、または、着雪により大量の倒

木が発生し、道路の通行止めや電気・電話等が途絶する事態が

広域で発生する豪雪を想定。 

 

複合災害 

 

  台風が連続して襲来する場合や南海トラフ地震により被災し

た施設の復旧が進まず、その後の異常気象で繰り返し大規模な

災害が発生すること等を想定。 
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第３章 脆弱性評価 

 

第１節 脆弱性評価の手順 

 

脆弱性評価は、国が示した評価手法を参考に、以下の手順で実施した。 

 

Ⅰ ８つの事前に備えるべき目標の妨げとなる「起きてはならない 悪の事態」を設定 

 

Ⅱ 「起きてはならない 悪の事態」を回避するために必要な施策分野として、基本計

画の施策分野を参考に５つの個別施策分野と５つの横断的分野を設定 

 

（１）個別施策分野 

   ①行政施策分野 

   ②住環境分野 

   ③保健医療・福祉分野 

   ④産業分野 

   ⑤国土保全・交通分野 

 

（２）横断的施策分野 

   ①リスクコミュニケーション分野 

   ②人材育成分野 

   ③官民連携分野 

   ④長寿命化対策分野 

   ⑤過疎対策分野 

 

Ⅲ 起きてはならない 悪の事態を縦軸に、施策分野を横軸に配置した「マトリクス表」

を作成し、 悪の事態の回避に寄与する既存の事業を整理 

 

Ⅳ 「マトリクス表」を用いて、 悪の事態を回避するための課題及び必要な取組を分

析 

 

第２節 脆弱性評価の結果概要 

 

１ 起きてはならない 悪の事態（リスクシナリオ）の設定 

事前に備えるべき目標の妨げとなる「起きてはならない 悪の事態」を以下のよう

に設定した。 
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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 住宅密集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住宅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）や大雪等による多数の死傷者の発生

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 想定を超える大量の帰宅困難者の発生、混乱

2-5
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

2-6 被災地における感染症等の大規模発生

2-7
劣悪な避難生活環境・トイレ環境、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・
災害関連死の発生

3-1 警察機能の大幅な低下による治安の悪化、社会の混乱

3-2 行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下や災害対応への習熟度不足による初動対応の遅れ

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、臨時情報等の収集・伝達ができず、
避難行動や救助・支援が遅れる事態

5-1 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国際競争力の低下

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 金融サービス・郵便等の機能停止による住民生活・商取引等への甚大な影響

5-4 食料等の安定供給の停滞

5-5 農業用水の供給途絶に伴う、生産活動への甚大な影響

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 汚水処理施設の長期にわたる機能停止

6-4 陸海空の交通インフラの長期間にわたる機能停止

6-5 防災インフラの長期間にわたる機能不全

7-1 地震に伴う住宅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、天然ダム等の損壊・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 有害物質の大規模拡散・流出による国土の荒廃

7-5 農地・森林等の被害による県土の荒廃

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
地域コミュニティの崩壊、復興を支える人材等の不足、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、有形・無形の文化の衰退・損失

8-4 基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態

8-5 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

8-6 速やかな復興に資する業務継続計画等の欠如による地域経済への甚大な影響

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

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

事前に備えるべき目標 プログラムにより回避すべき起きてはならない最悪の事態

1
大規模自然災害が発生し
たときでも、すべての人命
を守る

2

救助・救急、医療活動等
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
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２ 施策分野の設定 

「起きてはならない 悪の事態」を回避するために必要な施策分野として、基本計

画の施策分野を参考に５つの個別施策分野と５つの横断的分野を設定した。 

 

（１）個別施策分野 

   ①行政施策分野 

     行政機能 警察・消防等 

   ②住環境分野 

     住宅・都市 環境 

   ③保健医療・福祉分野 

     保健医療・福祉 

   ④産業分野 

     エネルギー 金融 情報通信 産業構造 農林水産 

   ⑤国土保全・交通分野 

     交通・物流 国土保全 土地利用 

 

（２）横断的施策分野 

   ①リスクコミュニケーション分野 

     様々なリスクコミュニケーション施策 

   ②人材育成分野 

     民間の人材確保・育成等 

   ③官民連携分野 

     さまざまな官民連携施策 

   ④長寿命化対策分野 

     公共土木施設等の老朽化対策等 

   ⑤過疎対策分野 

     サテライトオフィスの誘致等 

 

３ マトリクス表による既存事業の整理 

「起きてはならない 悪の事態」を縦軸に、個別施策分野を横軸に配置した「マト

リクス表」を作成し、 悪の事態の回避に寄与する既存の施策・事業の整理を行った。 

   

４ 脆弱性評価の結果 

 マトリクス表に整理した既存の施策・事業を踏まえながら、「どのようなことが起こ

ろうとも、 悪の事態に陥ることはないか」という観点から、不足している施策を確認

し、課題を抽出する脆弱性評価を行った。 

横断的分野については、個別施策分野で検討した整理結果を基に抽出し、第４章で一
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括して脆弱性評価と対応方策の整理を行った。 

 
以下に、起きてはならない 悪の事態ごとの脆弱性評価結果を示す。 
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起きてはならない 悪の事態ごとの脆弱性評価の結果  

                          （○：横断的分野に併記） 

事前に備えるべ

き目標 
プログラムにより回避すべき起き

てはならない 悪の事態 
脆弱性評価の結果及び課題 

大規模自然災害

が発生したとき

でも、すべての人

命を守る 

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 

・防災上重要な施設における耐震化等の

更なる推進を図ることが必要。 
・人的被害の軽減に向け、住宅の耐震化

等を進めることが 重要課題。 
・耐震化等に向け、住民への更なる周知

や耐震化等に取組むための動機づけを

進めることが必要。 
・市営住宅の倒壊、損傷による被害の回

避の観点から、施設の長寿命化を推進す

ることが必要。 
・過酷な災害現場での救助活動能力を高

めるため、消防等の体制や装備資機材の

更なる充実強化を図ることが必要。 
・地域の防災リーダーとなる防災士の養

成や自主防災組織等の活動促進が必要。 
○被災を 小限に食い止めるため、各住

民が、平時から避難場所・避難路・避難

方法・家族との連絡方法等を確認してお

くことが必要。 
・市内を訪れる外国人が増加するなか、

災害に不慣れな外国人に対しての対策

が必要。 
1-2 住宅密集地や不特定多数

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 

・火災を発生させないという前提のも

と、発生した際の速やかな初期消火の体

制づくりや消防力の強化が必要。 
・火災の発生延焼を防止するため、住宅

用火災報知器、消火器、感震ブレーカー

等の設置を促進することが必要。 
・住民一人ひとりの心がけを高め、未然

防止を図ることが必要。 
・地域の消防活動を担う消防団の団員確

保が必要。 
・住宅の密集した地域における対策が必
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要。 
・消火活動に必要な消防水利を充実させ

ることが必要 
1-3 突発的又は広域かつ長期

的な住宅地等の浸水によ

る多数の死傷者の発生 

・関係機関と連携のもと、河川改修や浚

渫、維持管理に取組むことが必要。 
・浸水想定区域等の周知を図るなど、住

民の防災意識の更なる向上を図ること

が必要。 
・被害想定の変更があった場合、ハザー

ドマップを改定することが必要。 
1-4 大規模な土砂災害（深層崩

壊）や大雪等による多数の

死傷者の発生 

・災害の発生抑制に向けた施設整備や、

住民に対しての危険箇所の周知啓発等

の取り組みが必要。 
・林業振興施策の推進を図り、森林の適

正管理に努めることが必要。 
・大雪などに伴う倒木による孤立が発生

した場合でも、情報収集伝達がおこなえ

るように、通信手段の確保が必要。 
・被害想定の変更があった場合、ハザー

ドマップを改定することが必要。（再掲） 
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前に備えるべき

目標 
プログラムにより回避すべき起き

てはならない 悪の事態 
脆弱性評価の結果及び課題 

救助・救急、医療

活動等が迅速に

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 

・適切な役割分担のもとで、食料・飲料

水等の確保を図ることが必要。 
・被害想定に対応する備蓄方針に基づい

た食料備蓄等を継続することが必要。 
・道路網の強化や災害発生時の道路啓

開、緊急輸送体制の構築に取組むことが

必要。 
2-2 多数かつ長期にわたる孤

立地域等の同時発生 
・孤立が想定される集落の想定や緊急時

のアクセス手段の確保が必要。 
・孤立集落の発生を防止するため、道路

整備を進めるとともに、橋梁の耐震化や

無電柱化、斜面対策及び重要な交通施設

を守るための治水・治山、砂防、地すべ

り対策等を着実に推進することが必要。 
・道路寸断による孤立化に備え、ヘリポ

ートの整備や通信手段の確保、避難所の

機能強化が必要。 
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 

・自衛隊・警察・消防等が被災すること

を想定した対策が必要である。 
○地域の救助・救急活動の担い手となる

消防団や自主防災組織等の育成支援に

努めることが必要。 
・道路網の強化や災害発生時の道路啓

開、緊急搬送体制の構築に取組むことが

必要。（再掲） 
2-4 想定を超える大量の帰宅

困難者の発生、混乱 
・大量の帰宅困難者を受け入れることが

できる一時滞在施設の確保が必要。 
・「道の駅」の防災拠点化を推進するこ

とが必要。 
・帰宅困難者を発生させないよう、道路

改良対策等を強化し、必要な交通を確保

することが必要。 
2-5 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

○医療施設の災害発生時の体制強化、人

材の確保に努めることが必要。 
・道路網の強化や災害発生時の道路啓
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の途絶による医療機能の

麻痺 
開、緊急搬送体制の構築に取組むことが

必要。（再掲） 
2-6 被災地における感染症等

の大規模発生 
・災害発生後の被災者の健康支援に取組

むことが必要。 
・農業集落排水施設の耐震化や合併処理

浄化槽の設置促進など、衛生関連設備の

防災力強化の取り組みが必要。 
2-7 劣悪な避難生活環境・トイ

レ環境、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・災害関連死

の発生 

・避難所の円滑な開設・運営体制の構築

を図るため、装備資機材を充実させる必

要がある。 
・避難所におけるトイレの衛生環境を改

善し、ノロウイルスなどの感染症の蔓延

を防ぐとともに、トイレの衛生環境に起

因する災害関連死を防ぐことが必要。 
・災害弱者となる可能性の高い者に対

し、平時からの健康管理を支援するとと

もに、防災意識向上を図るため、各種啓

発活動に努めることが必要。 
・福祉避難所の確保をより一層推進する

ことが必要。 
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事前に備えるべ

き目標 
プログラムにより回避すべき起き

てはならない 悪の事態 
脆弱性評価の結果及び課題 

必要不可欠な行

政機能は確保す

る 

3-1 警察機能の大幅な低下に

よる治安の悪化、社会の混

乱 

・警察や市、関係機関との情報共有体制

の構築に取組むことが必要。 
・災害発生時の治安悪化に関して、住民

一人ひとりの認識を高めていくことが

必要。 
3-2 行政機関の職員・施設等の

被災による機能の大幅な

低下や災害対応への習熟

度不足による初動対応の

遅れ 

・庁舎の耐震化、電力の確保、情報通信

システムの確保、代替不能機器等の保

全、物資の備蓄、代替庁舎の確保等を推

進することが必要。 
・自治体の業務システムのクラウド化や

発災直前の各種住民データを市外に保

管するなど、住民データの遺失を防ぐと

ともに、自治体機能の早期復旧を図るた

めの対策を講じることが必要。 
・行政機能が大幅に低下する事態を想定

しておくことが必要。 
・災害時相互応援協定を締結している市

町村からの支援の受入体制を検討して

おくことが必要。 
・災害対策本部の初動体制の充実強化、

ＢＣＰ（業務継続計画）の継続的な見直

しや訓練などを実施し、職員の災害対応

力を向上させることが必要。 
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事前に備えるべ

き目標 
プログラムにより回避すべき起き

てはならない 悪の事態 
脆弱性評価の結果及び課題 

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 

・災害情報について、多様な情報伝達手

段を活用して、迅速に伝達・周知するこ

とが必要。 
・情報通信網の耐災害性の向上や情報伝

達手段の多重化に取組むことが必要。 
・通信事業者等の回線が停止した場合に

も被災状況の確認や復旧活動等に支障

を及ぼさないよう、衛星携帯電話の配備

等による代替性の確保を図ることが必

要。 
・大雪などに伴う倒木による孤立が発生

した場合でも、情報収集伝達がおこなえ

るように、通信手段の確保が必要。（再

掲） 
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 

・災害時に電力供給が停止した場合に備

え、非常用電源設備の整備や燃料の備蓄

に努めることが必要。 
・ＢＣＰや災害対応マニュアルを策定

し、関係機関と連携した訓練等により、

大規模災害時においても、テレビ・ラジ

オ放送が中断することがないよう対策

を講じておくことが必要がある。 
4-3 災害時に活用する情報サ

ービスが機能停止し、臨時

情報や警報等の収集・伝達

ができず、避難行動や救

助・支援が遅れる事態 

・Ｊ－ＡＬＥＲＴの整備、エリアメール

の活用など情報伝達方法の強化が図ら

れたところであるが、防災行政無線のデ

ジタル化などさらなる取り組みが必要。 
・防災訓練の実施等により、臨時情報発

表時における防災対応の体制整備・連携

体制の強化、臨時情報に関する住民理解

の促進を図ることが必要。 
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事前に備えるべ

き目標 
プログラムにより回避すべき起き

てはならない 悪の事態 
脆弱性評価の結果及び課題 

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 

・事業所の耐震化やＢＣＰの策定、ＢＣ

Ｐに基づく訓練の実施等を促すことが

必要。 
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 

○供給事業者との連携のもと、安定して

エネルギーを確保する体制の構築が必

要。 
・災害対応給油所の確保が必要。 

5-3 金融サービス・郵便等の機

能停止による住民生活・商

取引等への甚大な影響 

・金融機関等の耐災害性の向上やシステ

ムのバックアップ、災害時の情報通信機

能・電源等の確保やＢＣＰの実効性向上

等の取り組みを、より一層促進すること

が必要。 
5-4 食料等の安定供給の停滞 ・事業所の耐震化やＢＣＰの策定、ＢＣ

Ｐに基づく訓練の実施等を促すことが

必要。（再掲） 
・農業施設の耐震化等が必要。 
・農林水産業に係る生活基盤等の災害対

応力強化に向け、ハード・ソフト対策の

適切な推進を図っていくことが必要。 
・災害時の生活必需品や復旧資材等、消

費生活に関する情報提供や相談体制の

充実を図るとともに，平時から物資の備

蓄や食料備蓄等を継続することが必要。 
○民間物流施設の活用、協定の締結、Ｂ

ＣＰの策定等により、自治体、国、民間

事業者等が連携した物資調達・供給体制

を構築し、迅速かつ効率的な対応に向け

て実効性を高めていくことが必要。 
・農林水産業者の生産活動継続を支援す

るとともに、農林水産業の振興により生

産力を高めておくことが必要。 
5-5 農業用水の供給途絶に伴

う、生産活動への甚大な影

響 

○基幹的な農業水利施設のデータベー

ス化が必要。 
・基幹的な農業水利施設の耐震・老朽化
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診断を実施し、改修が必要な施設の計画

的な耐震化・老朽化対策を推進すること

が必要。 
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事前に備えるべ

き目標 
プログラムにより回避すべき起き

てはならない 悪の事態 
脆弱性評価の結果及び課題 

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

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

ーン等の長期にわたる機

能の停止 

・供給事業者との連携のもと、安定して

エネルギーを確保する体制の構築が必

要。（再掲） 
・災害対応給油所の確保が必要。（再掲） 
・自家発電設備の導入に加え、ＬＰガス

の活用など、災害時におけるエネルギー

供給の多様化が必要。 
6-2 上水道等の長期間にわた

る供給停止 
○水道施設の耐震化・老朽化対策を推進

することが必要。 
・災害時の応急給水、復旧活動の体制強

化に取り組むことが必要。 
6-3 汚水処理施設等の長期間

にわたる機能停止 
・合併処理浄化槽の普及を促進すること

が必要。 
・農業集落排水施設やし尿処理施設の耐

震化等による被災の防止や早期復旧の

体制整備に努めることが必要。 
6-4 交通インフラの長期間に

わたる機能停止 
・道路網の強化や災害発生時の道路啓

開、緊急搬送体制の構築に取組むことが

必要。（再掲） 
・災害発生時における公共交通の機能維

持に向けた備えが必要。 
・孤立集落の発生を防止するため、道路

整備を進めるとともに、橋梁の耐震化や

無電柱化、斜面対策及び重要な交通施設

を守るための治水・治山、砂防、地すべ

り対策等を着実に推進することが必要。

（再掲） 
6-5 防災インフラの長期間に

わたる機能不全 
・孤立集落の発生を防止するため、道路

整備を進めるとともに、橋梁の耐震化や

無電柱化、斜面対策及び重要な交通施設

を守るための治水・治山、砂防、地すべ

り対策等を着実に推進することが必要。

（再掲）・砂防・治山・地すべり対策・

急傾斜地崩壊対策事業等のハード対策

を推進し、地震等による土砂災害の発
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生、被害を 小限に押さえることが必

要。 
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事前に備えるべ

き目標 
プログラムにより回避すべき起き

てはならない 悪の事態 
脆弱性評価の結果及び課題 

制御不能な複合

災害・二次災害を

発生させない 

7-1 地震に伴う住宅地の大規

模火災の発生による多数

の死傷者の発生 

○消防団や自主防災組織等の充実強化

による防災力の向上を図ることが必要。 
・住宅密集地における住環境改善、防災

性の向上等を図る必要がある。 
・火災の発生延焼を防止するため、住宅

用火災報知器、消火器、感震ブレーカー

等の設置を促進することが必要（再掲） 
・消火活動に必要な消防水利を充実させ

ることが必要（再掲） 
7-2 沿線・沿道の建物倒壊に伴

う閉塞等による交通麻痺 
・防災上重要な施設における耐震化等の

更なる推進を図ることが必要。（再掲） 
・人的被害の軽減に向け、住宅の耐震化

等を進めることが 重要課題。（再掲） 
・耐震化等に向け、住民への更なる周知

や耐震化等に取組むための動機づけを

進めることが必要。（再掲） 
・沿線・沿道の建物倒壊による被害の回

避や、避難路確保の観点から、関係機関

と連携した取組を推進することが必要。 
7-3 ため池、防災インフラ、天

然ダム等の損壊・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 

・関係機関と連携し、適切な点検の実施

や対策に取組むことが必要。 
・ため池について、耐震・豪雨対策を着

実に進めることが必要。 
・ため池ハザードマップの充実を図り、

ハザードマップを利用した訓練を実施

するなど、災害対応力の向上を図ること

が必要。 
・砂防・治山・地すべり対策・急傾斜地

崩壊対策事業等のハード対策を推進し、

地震等による土砂災害の発生、被害を

小限に押さえることが必要。（再掲） 
・深層崩壊や地すべりにより天然ダム等

が形成されると、湛水による越流などに

より、天然ダムが決壊し、二次災害が発

生するおそれがあることから、住民へ迅
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速に避難情報が出せるよう体制づくり

を行うことが必要。 
7-4 有害物質の大規模拡散・流

出による国土の荒廃 
・化学物質や毒物・劇物を保有する企業

は、その大規模拡散や流出を防止するた

め、必要な資機材の整備、訓練等を実施

することが必要。 
7-5 農地・森林等の被害による

国土の荒廃 
・林業振興施策の推進を図り、森林の適

正管理に努めることが必要。（再掲） 
・農地の適正管理に努めることが必要。 
○基幹的な農業水利施設の耐震・老朽化

診断を実施し、耐震改修が必要な施設の

計画的な耐震化・老朽化対策を推進する

ことが必要。（再掲） 
・鳥獣害対策を適切に実施し、自然と共

生した多様な森林づくりが図られるよ

う対応することが必要。 
・地域コミュニティによる農地･農業水

利施設等の地域資源の保全活動の取組

を推進し、防災力を強化することが必

要。 
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事前に備えるべ

き目標 
プログラムにより回避すべき起き

てはならない 悪の事態 
脆弱性評価の結果及び課題 

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 

・関係機関との連携のもと、災害廃棄物

の適正処理に向けた体制強化を図るこ

とが必要。 
・大量に発生する災害廃棄物を一時的に

集積するため、仮置場候補地の選定を促

進することが必要。 
・災害廃棄物の減量化・適正処理に資す

るため、平常時からごみの分別を徹底す

る取組が必要。 
・ごみ処理施設の耐災害性を強化するこ

とが必要。 
8-2 地域コミュニティの崩壊、

復興を支える人材等の不

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 

・震災からの復旧及び復興を迅速かつ円

滑に推進するため、事前復興の取組みを

推進することが必要。 
・地域の災害リスクや産業構造の将来像

等を踏まえた復興ビジョンを平時から 
検討し、復興まちづくり計画を策定する

ことが必要。 
○災害対応力強化のため、消防団の団員

確保促進・資機材の充実強化、自主防災

組織等の充実・強化・人材育成・装備資

機材等の充実強化、防災士の養成、防災

訓練の実施等を推進することが必要。 

8-3 貴重な文化財や環境的資

産の喪失、有形・無形の文

化の衰退・損失 

・文化財の被害に備え、それを修復する

技術の伝承が必要。 
・文化財の喪失を防ぐため、平時から住

民の文化財保護意識を醸成することが

必要。 
8-4 基幹インフラの損壊によ

り復旧・復興が大幅に遅れ

る事態 

・緊急輸送道路や、それを補完する市道、

農林道等の交通施設の災害対応力を強

化するため、各施設の整備・耐震化や無

電柱化等を図るとともに、重要な交通施

設を守るための治水・治山、砂防、地す

べり等の対策を推進することが必要。 
○各インフラにおいて、長寿命化計画や
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ストックマネジメント計画等の策定を

推進することが必要。 
8-5 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 

・震災からの復旧及び復興を迅速かつ円

滑に推進するため、事前復興の取組みを

推進することが必要。（再掲） 
・大規模災害発生後、速やかな復興が図

られるよう、災害廃棄物仮置場や仮設住

宅用地の確保、復興計画策定に必要とな

る基本的データの整備などハード・ソフ

ト面における事前復興（事前準備）を進

めておくことが必要。 
○大規模災害発生後、罹災証明発行の前

提となる住家被害認定調査をはじめ、早

期復興に資する各種調査が円滑に行え

るよう研修を実施し人材を育成するこ

とが必要。 
8-6 速やかな復興に資する業

務継続計画等の欠如によ

る地域経済への甚大な影

響 

・大規模災害の発生による被災状況を、

国や県へ情報発信し、応急対策期からの

受援体制を構築するとともに、復旧・復

興期に至るまで、切れ目なく広域支援を

受け入れる体制づくりが必要。 
・災害救助法や被災者生活再建支援法な

ど、被災者支援の仕組みについて、平時

から説明会等を通じて的確に周知し、対

応力向上を図ることが必要。 
・大規模災害からの被害軽減・早期復旧

を図るため、ＢＣＰの策定を推進すると

ともに、訓練などにより策定されたＢＣ

Ｐの実効性を向上させることが必要。 
・防災の万全を図り、速やかな復興に資

するため、地域防災計画については、修

正の必要があると認めたときは、速やか

に修正することが必要。 
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第４章 国土強靭化に向けた対応方策 

 

第１節 対応方策の体系 

 

 脆弱性評価の結果を踏まえ、起きてはならない 悪の事態に応じた三好市の国土強靭

化に向けた対応方策の体系を以下のように整理する。 

 

事前に備えるべき目標① 

・大規模自然災害が発生したときでも、すべての人命を守る 

プログラムにより回避すべき起き

てはならない 悪の事態 
対応方策 

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住宅・建築物の耐震化等や防火用設備の整備 
②自助・共助の取組強化 
③建築物の倒壊等防止対策 
④防火・消火体制の整備 
⑤緊急輸送道路等の機能確保 
⑥臨時情報を活用した防災対応 1-2 住宅密集地や不特定多数

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

的な住宅地等の浸水によ

る多数の死傷者の発生 

①河川整備等の推進 
②避難対策の推進及び事前の防災力強化 

1-4 大規模な土砂災害（深層崩

壊）や大雪等による多数の

死傷者の発生 

①土砂災害対策及び森林整備の推進 
②土砂災害等に対する防災意識の啓発及び警戒避難体制

の整備 
③大雪等に伴う孤立化対策の推進 
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事前に備えるべき目標② 

・救助・救急、医療活動等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 

プログラムにより回避すべき起き

てはならない 悪の事態 
対応方策 

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 

①食料や水等の備蓄の推進 
②物資調達・供給体制の構築 
③救援物資等の受援体制の整備 
④水道施設の耐震化等 
⑤災害時要援護者等に対する物資供給体制の整備 
⑥孤立化防止のための情報収集・道路整備・土砂災害対策 
⑦ヘリコプターによる支援体制の整備 
⑧孤立化集落における電源や通信手段の確保対策 

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 

①消防等の施設の機能強化、資機材等の充実強化 
②消防団や自主防災組織の充実強化 
③防災拠点等の電力確保 
④関係機関の連携強化、訓練の実施 

2-4 想定を超える大量の帰宅

困難者の発生、混乱 
①帰宅困難者の受入体制等の確保 
②緊急輸送道路等の強化 

2-5 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 

①災害医療体制の構築・災害医療対応力の強化 
②交通網の寸断に備えた支援体制の整備 
③感染症の発生・まん延防止 
④農業集落排水等の対策による衛生面の悪化防止 
⑤避難環境の向上 
⑥要援護者支援の強化 2-6 被災地における感染症等

の大規模発生 
2-7 劣悪な避難生活環境・トイ

レ環境、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・災害関連死

の発生 
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事前に備えるべき目標③ 

・必要不可欠な行政機能は確保する 

プログラムにより回避すべき起き

てはならない 悪の事態 
対応方策 

3-1 警察機能の大幅な低下に

よる治安の悪化、社会の混

乱 

①庁舎等の耐震化等、防災拠点施設の機能強化 
②行政機関の業務継続計画の策定、広域連携等行政機能維

持体制の整備 
③情報システム等の機能強化、情報の遺失防止対策の推進 
④エネルギー供給体制等の整備・機能強化 

3-2 行政機関の職員・施設等の

被災による機能の大幅な

低下や災害対応への習熟

度不足による初動対応の

遅れ 
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事前に備えるべき目標④ 

・必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する 

プログラムにより回避すべき起き

てはならない 悪の事態 
対応方策 

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 

①関係機関間の情報通信確保対策の推進 
②放送設備の電力確保対策の促進 
③放送継続が可能となる体制の整備 
④情報通信基盤の整備及び利活用の促進 
⑤情報伝達体制の強化 
⑥中山間地域における不感エリアの解消 
⑦臨時情報が発表された場合の情報伝達体制の確立 

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、臨時

情報や警報等の収集・伝達

ができず、避難行動や救

助・支援が遅れる事態 
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事前に備えるべき目標⑤ 

・経済活動を機能不全に陥らせない 

プログラムにより回避すべき起き

てはならない 悪の事態 
対応方策 

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 

①ＢＣＰの取組等を促進 
②ライフライン事業者における対策 
③金融機関における建物等の耐災害性の向上、ＢＣＰ策定

等の促進 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 金融サービス・郵便等の機

能停止による住民生活・商

取引等への甚大な影響 
 

5-4 食料等の安定供給の停滞 ①農林業生産基盤等の災害対応力強化 
②各種ＢＣＰの策定・見直しの促進 
③農業用水の耐震化等 
④食料や水等の備蓄の推進（再掲） 
⑤物資調達・供給体制の構築（再掲） 
⑥救援物資等の受援体制の整備（再掲） 
⑦農林水産業の生活基盤等の強化 

5-5 農業用水の供給途絶に伴

う、生産活動への甚大な影

響 
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事前に備えるべき目標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 小限に留めるとと

もに、早期に復旧させる 

プログラムにより回避すべき起き

てはならない 悪の事態 
対応方策 

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

ーン等の長期にわたる機

能の停止 

①電力等供給体制の整備 
②避難所等の電力確保 
③水道施設の耐震化等（再掲） 
④汚水処理施設の耐震化等 
⑤被害想定をもとにした防災・減災対策の促進 

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 交通インフラの長期間に

わたる機能停止 
①輸送ルートを確保する土砂災害対策 
②公共交通機関等の状況把握、復旧体制の整備 
③早期復旧に向けた取組の推進 
④防災インフラの土砂災害対策 

6-5 防災インフラの長期間に

わたる機能不全 
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事前に備えるべき目標⑦ 

・制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

プログラムにより回避すべき起き

てはならない 悪の事態 
対応方策 

7-1 地震に伴う住宅地の大規

模火災の発生による多数

の死傷者の発生 

①防火・消火体制の整備（再掲） 
②住宅・建築物の耐震化等や防火用設備の整備（再掲） 
③緊急輸送道路等の機能確保（再掲） 
④ため池対策の推進 
⑤土砂災害対策の推進 
⑥有害物質等の拡散防止対策 
 

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、天

然ダム等の損壊・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 有害物質の大規模拡散・流

出による国土の荒廃 
7-5 農地・森林等の被害による

国土の荒廃 
①森林の適正管理と保全の推進 
②県産材の利用促進等 
③農地･農業水利施設等の保全 
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事前に備えるべき目標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 

プログラムにより回避すべき起き

てはならない 悪の事態 
対応方策 

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 

①災害廃棄物等の処理 
②公共施設等の老朽化対策の促進 
③貴重な文化財の保護 
④緊急輸送道路等の整備促進 8-3 貴重な文化財や環境的資

産の喪失、有形・無形の文

化の衰退・損失 
8-4 基幹インフラの損壊によ

り復旧・復興が大幅に遅れ

る事態 
8-5 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 

①地籍調査の推進 
②被災した宅地・建物の調査を行える人材の確保 
③応急仮設住宅用地の確保 

8-2 地域コミュニティの崩壊、

復興を支える人材等の不

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 

①被災者生活再建支援制度の充実 
②事前復興計画の策定促進 
③地域防災計画の修正 
④地場産業を構成する事業者等のＢＣＰ策定の促進 
⑤建設産業の担い手確保・育成 

8-6 速やかな復興に資する業

務継続計画等の欠如によ

る地域経済への甚大な影

響 
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第２節 起きてはならない 悪の事態に応じた対応方策 

 

事前に備えるべき目標 

Ⅰ 大規模自然災害が発生したときでも、すべての人命を守る 

起きてはならない 悪の事態 

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 住宅密集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 

対応方策 

①住宅・建築物の耐震化等や防火用設備の整備 
○南海トラフ地震から住民の生命を守るため、住宅の耐震化等を 重要課題と

認識し、木造住宅耐震化事業の活用を促しながら、住宅の耐震化等に努める。 

○住宅・建造物の耐震化や家具の転倒防止、ブロック塀の転倒防止等の対策に

よる被害の 抑制に向け、各種の補助事業等の継続と周知に取組む。 

○災害時に住民が利用する避難所や災害対策活動の拠点となる施設、ライフラ

イン関連施設等、地震発生による人命への重大な被害や住民生活へ深刻な影

響を及ぼすおそれのある施設については、優先的に耐震対策を行う。 

○市営住宅の倒壊や損傷により入居者や近隣住民が負傷しないように、建替え

や耐震化等により施設の長寿命化を図る。 

②自助・共助の取組強化 
○災害による死者ゼロを目指し、地域の防災リーダーとなる防災士の養成や自

主防災組織の結成促進、住民参加による避難訓練の実施等により、住民の防

災意識・知識等の向上を図る。また、地域防災力を支える人材を確保するた

め、若年層の防災活動への参加促進や児童生徒への防災教育を推進する。 

③建築物の倒壊等防止対策 
○地域の防災力の向上を図るため，老朽危険空き家・空き建築物除却支援事業

の活用を促しながら、老朽化危険空き家・空き建築物の除却に努める。 

④防火・消火体制の整備 
  ○震災による火災の発生、延焼を防止するため、住宅用火災警報器、消火器、

感震ブレーカー等の設置を促進するとともに、常備消防の体制並びに装備の

強化、消防団員の確保並びに装備品の充実を促進する。 
○火災発生時に消火活動に必要な水が不足しないように、耐震性貯水槽や防火

水槽、消火栓等の消防水利の充実に努める。 
⑤緊急輸送道路等の機能確保 

○交通インフラの損壊等により住民が負傷しないよう、道路設備の耐震化や除

却、道路改良等を促進する。 
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⑥臨時情報を活用した防災対応 

○地域の事前防災・減災体制の整備を促進するため、気象庁が発表する「南海

トラフ地震臨時情報」を活用し、地域防災計画を改定する。 

○市内を訪れる外国人が増加するなか、地震、台風、豪雨などの災害に不慣れ

な外国人に対して、防災に関する啓発を推進する。 

重要業績指標 

 別紙１ 重要業績指標（ＫＰＩ）のとおり 

 

起きてはならない 悪の事態 

１－３ 突発的又は広域かつ長期的な住宅地等の浸水による多数の死傷者の発          

    生 

対応方策 

①河川整備等の推進 
○大規模水害による被害を 小限にするため、河川・堤防等の整備・改修・耐震・

治水・老朽化対策等を推進する。 

 

②避難対策の推進及び事前の防災力強化 
○気候変動に伴う水害の頻発・激甚化に対して、住民の避難行動を促し、人的被

害をなくすため、分かりやすい水位情報の発信や洪水浸水想定区域・洪水タイ

ムラインの周知を推進する。 

○被害想定の変更があった場合は、新しい被害想定に対応したハザードマップへ

とすみやかに改定し周知を推進する。 

重要業績指標 

 別紙２ 重要業績指標（ＫＰＩ）のとおり 

 

起きてはならない 悪の事態 

１－４ 大規模な土砂災害（深層崩壊）や大雪等による多数の死傷者の発生 

対応方策 
①土砂災害対策及び森林整備の推進 
○大規模土砂災害の被害を 小限に押さえるため国・県と連携し、治山・砂防事

業、地すべり防止事業、土砂災害危険箇所の調査点検等を推進し、特に要配慮

者利用施設、避難路・避難施設に対する安全を確保する。 

○森林の荒廃を防止するとともに、国土保全機能の高度発揮を促すため、間伐等

の森林整備事業を推進する。 

②土砂災害等に対する防災意識の啓発及び警戒避難体制の整備 
○土砂災害警戒情報等を住民に対し適切に伝達することにより、土砂災害の危険

性の周知を強化する。 
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○住民への啓発、避難訓練等を併せたソフト対策全般を強化し、災害対応力の向

上を図る。 

○被害想定の変更があった場合は、新しい被害想定に対応したハザードマップへ

とすみやかに改定し周知を推進する。（再掲） 

③大雪等に伴う孤立化対策の推進 

○大雪等に伴う倒木によるライフラインの途絶や地域の孤立が発生した場合で

も、被災者の情報が把握できるよう、無線、電話、インターネットなど多重化

した通信手段の整備を図る。 

重要業績指標 

 別紙３ 重要業績指標（ＫＰＩ）のとおり 
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Ⅱ 救助・救急、医療活動等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 

起きてはならない 悪の事態 

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 

対応方策 

①食料や水等の備蓄の推進 
○住民の家庭や地域での備蓄を促進するとともに、市はそれぞれの役割に応じた

公的備蓄を推進する。 

②物資調達・供給体制の構築 
○災害時の物資供給に係る協定の締結を推進する。 

○緊急輸送道路及びそれを補完する市道・農林道の整備・改良を推進する。 
③救援物資等の受援体制の整備 
○受援体制の強化及び物資集積拠点の機能強化を図る。 

④水道施設の耐震化等 
  ○水道施設の耐震化等を図る。 
⑤災害時要援護者等に対する物資供給体制の整備 

  ○実践的な訓練や研修を実施する。 
⑥孤立化防止のための情報収集・道路整備・土砂災害対策 

  ○地震や集中豪雨等による孤立集落の発生に備え、県と連携して「孤立可能性集落カル

テ」を作成することで、集落ごとの情報を一元的に収集し、災害時の迅速かつ的確な

支援へ繋げる。 

  ○孤立集落の発生を防止するため、生命線道路の整備・改良を推進する。 
⑦ヘリコプターによる支援体制の整備 
○孤立化に備え防災ヘリコプターが、迅速かつ円滑に災害応急対策を実施できる

よう、既設ヘリポートの適切な維持管理及び新たなヘリポートの整備を図る。 

⑧孤立化集落における電源や通信手段の確保対策 

○孤立化集落発生時に外部との通信手段を確保するための資機材の整備、避難所

の機能強化を促進するとともに、継続的に通信訓練を実施する。 

 

重要業績指標 

 別紙４ 重要業績指標（ＫＰＩ）のとおり 
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起きてはならない 悪の事態 

 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 

対応方策 

①消防等の施設の機能強化、資機材等の充実強化 
○常備消防の装備資機材等の充実強化を図るとともに、施設の整備を推進する。 

 

②消防団や自主防災組織の充実強化 
○消防団の装備資機材等の充実・強化を図るとともに、消防団員の確保を図るた

め、少年消防クラブの育成支援や若手団員、女性団員の入団促進、消防団協力

事業所の普及等を推進する。 

○消防団と自主防災組織等が連携した防災諸活動の充実強化を図る。 

③防災拠点等の電力確保 
○防災拠点等における自家発電設備等の充実を図り、停電時でも救助・救急、医

療活動の統制等に必要な電力を確保する。 

④関係機関の連携強化、訓練の実施 

○国や県との連携強化を図り、合同訓練等を実施するとともに見直しを行い、訓

練の習熟度を高める。 

重要業績指標 

 別紙５ 重要業績指標（ＫＰＩ）のとおり 

 

起きてはならない 悪の事態 

２－４ 想定を超える大量の帰宅困難者の発生、混乱 

対応方策 

①帰宅困難者の受入体制等の確保 
○道路の通行止めや公共交通機関の運行停止に伴う帰宅困難者の発生に備えて、

企業や学校における食料や水の備蓄を促進するため、その普及啓発を図る。 

○東日本大震災で、被災初期から防災拠点として機能を発揮した「道の駅」につ

いて、防災拠点化を推進する。 

 ②緊急輸送道路等の強化 

  ○緊急輸送道路及びそれを補完する市道・農林道の整備・改良を推進する。（再

掲） 

重要業績指標 

 別紙６ 重要業績指標（ＫＰＩ）のとおり 
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起きてはならない 悪の事態 

２－５ 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 

２－６ 被災地における感染症等の大規模発生 

２－７ 劣悪な避難生活環境・トイレ環境、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・災害関連死の発生 

対応方策 

①災害医療体制の構築・災害医療対応力の強化 
  ○医療関係者と防災関係機関とが連携し、災害医療訓練等を実施することによ

り、救護技術の向上、災害対応力の強化、医療と防災関係機関相互の連携強化

を図る。 
②交通網の寸断に備えた支援体制の整備 
○災害時における医薬品を確保するため，被害想定等から必要な品目・数量等を

精査し備蓄するとともに，関係業界等との協定締結等によりその供給確保体制

を構築する。 

○緊急輸送道路及びそれを補完する市道・農林道の整備・改良を推進する。（再掲） 

③感染症の発生・まん延防止 
○避難所等における感染症の発生・まん延を防ぐため、平時より住民に対し感染

症予防対策に関する周知啓発を図る。 

○感染症対策備蓄品の充実を図る。 

○被災者の健康管理を行える体制を構築する。 

④農業集落排水等の対策による衛生面の悪化防止 
○農業集落排水管の破損等による衛生面の悪化を防止するため、下水管渠におけ

る耐震化等を進める。（再掲） 

○農業集落排水施設やし尿処理施設の老朽化による大規模自然災害に対する脆弱

性を解消するため、施設の老朽化対策を推進する。 

⑤避難環境の向上 
○長期の避難生活に備えて、避難所における避難者の「生活の質（ＱＯＬ）」の向

上を図るため、避難所の機能強化を図る。 

○安心安全な避難生活を送れるようにするため、避難所の耐震化等を図る。 

○地域住民が主体となって、それぞれの役割に応じ円滑な避難所運営ができるよ

う、地域ぐるみの取組を促進する。 

○県のマニュアルを参考に「避難所運営マニュアル」の見直しを行う。 

⑥要援護者支援の強化 

○要配慮者利用施設避難確保計画の策定を促進する。 

○障害者、一人暮らし高齢者等が災害時等における避難支援を地域の中で受けら

れるようにするため、災害時避難行動要支援者に対する各種対策を推進する。 
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○福祉避難所の指定を促進するとともに、各種訓練等により災害対応力を向上さ

せる。 

重要業績指標 

 別紙７ 重要業績指標（ＫＰＩ）のとおり 
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Ⅲ 必要不可欠な行政機能は確保する 

起きてはならない 悪の事態 

３－１ 警察機能の大幅な低下による治安の悪化、社会の混乱 

３－２ 行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下や災害対応への習熟

度不足による初動対応の遅れ 

対応方策 

①庁舎等の耐震化、防災拠点施設の機能強化等 
○庁舎の耐震化、停電時の電力や情報・通信システムの確保、代替不能機器等の保

全、代替庁舎の選定･確保、備蓄品・装備品の充実等を推進する。 

②行政機関の業務継続計画の策定、広域連携等行政機能維持体制の整備 
○業務継続計画の定期的な改定・訓練の実施により、大規模災害時における行政機

能の継続及び早期復旧を図る。 

○カウンターパートなど広域的な連携を図り、大規模災害時に備え、平時からその

結びつきを強化するための取組を推進する。 

③情報システム等の機能強化、情報の遺失防止対策の推進 
  ○自治体の業務システムのクラウド化や発災直前の各種住民データを県外に保管

するなど、住民データの遺失を防ぐとともに、自治体機能の早期復旧を図るた

めの対策を講じる。 
④エネルギー供給体制等の整備・機能強化 

○災害時、電力会社から電力供給が遮断された場合に、防災拠点・避難所等への電

力供給を維持するため、電力供給の代替手段確保に努める。 

重要業績指標 

 別紙８ 重要業績指標（ＫＰＩ）のとおり 
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Ⅳ 必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する 

起きてはならない 悪の事態 

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、臨時情報や警報等の収集・伝

達ができず、避難行動や救助・支援が遅れる事態 

対応方策 

①関係機関間の情報通信確保対策の推進 
○情報通信システムの耐災害性の向上等を図る。 

○準天頂衛星システム等を活用し、防災機能の強化等を進める。 

②放送設備の電力確保対策の促進 
○災害時に電力供給が停止した場合に備え、非常用電源設備の燃料備蓄・蓄電設備

更新に努める。 

 ③放送継続が可能となる体制の整備 

  ○ＢＣＰや災害対応マニュアルを策定し、関係機関と連携した訓練等により、大

規模災害時においてもテレビ・ラジオ放送が中断することがないよう努める。 

④情報通信基盤の整備及び利活用の促進 
○通信事業者等の回線が停止した場合にも被災状況の確認や復旧活動等に支障を

及ぼさないよう、衛星携帯電話の配備等による代替性の確保を図る。 

⑤情報伝達体制の強化 
○県と協力し、災害時情報共有システム等に加え、さらなる情報伝達方法の構築を

図る。 

○防災行政無線のデジタル化等を実施し耐災害性の向上を図る。 

⑥中山間地域における不感エリアの解消 
○孤立化集落発生時に外部との通信手段を確保するための資機材の整備や避難所

の機能強化促進を継続するとともに、定期的な通信訓練の実施に努める。 

 ⑦臨時情報が発表された場合の情報伝達体制の確立 

  ○臨時情報が発表された場合の情報伝達に係る訓練や防災講座等を実施し、住民

理解の促進を図る。 

重要業績指標 

 別紙９ 重要業績指標（ＫＰＩ）のとおり 
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Ⅴ 経済活動を機能不全に陥らせない 

起きてはならない 悪の事態 

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 金融サービス・郵便等の機能停止による住民生活・商取引等への甚大な影響 

対応方策 

①ＢＣＰの取組等を促進 

○市内企業のＢＣＰ策定を支援する。 

 ②ライフライン事業者における対策 

○電力会社においては、発電及び送電設備等の耐震化等や津波対策等を推進する。 

○給油所においては、災害対応型に改修するよう努める。 

 ③金融機関における建物等の耐災害性の向上、ＢＣＰ策定等の促進 

  ○金融機関においては、建物等の耐災害性の向上やシステムのバックアップ、災

害時の情報通信機能・電源等の確保やＢＣＰ策定・実効性向上等が進められて

いるが、引き続き取組を促進する。 

重要業績指標 

 別紙１０ 重要業績指標（ＫＰＩ）のとおり 

 

起きてはならない 悪の事態 

５－４ 食料等の安定供給の停滞 

５－５ 農業用水の供給途絶に伴う、生産活動への甚大な影響 

対応方策 

①農林業生産基盤等の災害対応力強化 
○農業生産基盤等の災害対応力強化に向けて、水利施設等の整備・耐震化などを推

進する。 

②各種ＢＣＰの策定・見直しの促進 
○農林業関連施設のＢＣＰ策定を促進する。 

③農業用水の耐震化等 
○農業水利施設について、耐震診断の実施、耐震改修が必要な施設の計画的な耐震

化等を推進する。 

○基幹的な農業水利施設のデータベース化を促進する。 

④食料や水等の備蓄の推進(再掲) 
○住民の家庭や地域での備蓄を促進するとともに、市はそれぞれの役割に応じた公

的備蓄を推進する。(再掲) 

⑤物資調達・供給体制の構築(再掲) 
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○災害時の物資供給に係る協定の締結を推進する。(再掲) 
⑥救援物資等の受援体制の整備(再掲) 
○受援体制の強化及び物資集積拠点の機能強化を図る。（再掲） 

 ⑦農林水産業の生活基盤等の強化 

  ○農林水産業者の生産活動が継続できるように生活基盤を強化し、耐災害性が高

められるよう農林水産業振興を推進する。 

重要業績指標 

 別紙１１ 重要業績指標（ＫＰＩ）のとおり 
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Ⅵ 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 小限に留めると

ともに、早期に復旧させる 

起きてはならない 悪の事態 

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 金融サービス・郵便等の機能停止による住民生活・商取引等への甚大な影響 

対応方策 

①電力等供給体制の整備 
  ○あらゆる自然エネルギー技術の活用を検討し、導入・普及促進に努める。 
  ○非常用自家発電設備の整備等、非常用電源の確保に努める。 
  ○給油所においては、災害対応型に改修するよう努める。 
②避難所等の電力確保 
 ○あらゆる自然エネルギー技術の活用を検討し、導入・普及促進に努める。 
 ○非常用自家発電設備の整備等、非常用電源の確保に努める。 
③水道施設の耐震化等(再掲) 
○水道施設の耐震化、老朽化対策、水道未普及地の整備等を促進するとともに、災

害時の応急給水や復旧活動のための計画策定を推進する。 

④汚水処理施設の耐震化等 
○農業集落排水管の破損等による衛生面の悪化を防止するため、排水管渠における

耐震化等を進める。 

○農業集落排水施設やし尿処理施設の老朽化による大規模自然災害に対する脆弱

性を解消するため、施設の老朽化対策を推進する。(再掲) 

○合併処理浄化槽の設置を促進する。 

⑤被害想定をもとにした防災・減災対策の促進 

○南海トラフ巨大地震、中央構造線・活断層地震等の被害想定について、ＨＰやパ

ンフレット等による啓発に努める。 

○防災ハザードマップを随時改定し、表示情報、利便性等の質的向上を図る。 

重要業績指標 

 別紙１２ 重要業績指標（ＫＰＩ）のとおり 

 

起きてはならない 悪の事態 

６－４ 交通インフラの長期間にわたる機能停止 

６－５ 防災インフラの長期間にわたる機能不全 

対応方策 

①輸送ルートを確保する土砂災害対策 
○輸送ルートを確保するため、土砂災害対策を推進する。 
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○緊急輸送道路及びそれを補完する市道・農林道の整備・改良を推進する。（再掲） 
○孤立集落の発生を防止するため、生命線道路の整備・改良を推進する。（再掲） 

②公共交通機関等の状況把握、復旧体制の整備 
 ○発災後、速やかな公共交通機関等の状況把握及び復旧を実施するため、各種団体

との支援協定の締結、連絡体制の整備等を推進する。 
③早期復旧に向けた取組の推進 

  ○発災後、速やかに道路啓開を実施するため、各種団体との協定締結、計画策定、

訓練実施等に取組む。 

 ④防災インフラの土砂災害対策 

  ○防災インフラへの被災を防ぐため、土砂災害対策を推進する。 

重要業績指標 

 別紙１３ 重要業績指標（ＫＰＩ）のとおり 
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Ⅶ 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

起きてはならない 悪の事態 

７－１ 地震に伴う住宅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、天然ダム等の損壊・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 有害物質の大規模拡散・流出による国土の荒廃 

対応方策 

①防火・消火体制の整備（再掲） 
 ○震災による火災の発生、延焼を防止するため、住宅用火災警報器、消火器、感震

ブレーカー等の設置を促進するとともに、常備消防の体制並びに装備の強化、消

防団員の確保並びに装備品の充実を促進する。（再掲） 

○火災発生時に消火活動に必要な水が不足しないように、耐震性貯水槽や防火水

槽、消火栓等の消防水利の充実に努める。（再掲） 

 ○消防団の装備資機材等の充実・強化を図るとともに、消防団員の確保を図るため、

少年消防クラブの育成支援や若手団員、女性団員の入団促進、消防団協力事業所

の普及等を推進する。(再掲) 

○消防団と自主防災組織等が連携した防災諸活動の充実強化を図る。(再掲) 

②住宅・建築物の耐震化等や防火用設備の整備(再掲) 
 ○南海トラフ地震から住民の生命を守るため、住宅の耐震化等を 重要課題と認識

し、木造住宅耐震化事業の活用を促しながら、住宅の耐震化等に努める。（再掲） 
○住宅・建造物の耐震化や家具の転倒防止、ブロック塀の転倒防止等の対策による

被害の 抑制に向け、各種の補助事業等の継続と周知に取組む。（再掲） 
○災害時に住民が利用する避難所や災害対策活動の拠点となる施設、ライフライ 

ン関連施設等、地震発生による人命への重大な被害や住民生活へ深刻な影響を及

ぼすおそれのある施設については、優先的に耐震対策を行う。(再掲) 
③緊急輸送道路等の機能確保（再掲） 
 ○交通インフラの損壊等により住民が負傷しないよう、道路設備の耐震化や除却、

道路改良等を促進する。（再掲） 
④ため池対策の推進 
○ため池の耐震・豪雨対策を進める。 

○ため池ハザードマップ、緊急連絡体制の整備を行い、緊急時の迅速な避難行動 

につなげるとともに、関係機関が連携した訓練を実施するなど、災害対応力の向

上を図る。 

 ⑤土砂災害対策の推進 
 ○深層崩壊をはじめとする大規模土砂災害や、それに関連してり生じる天然ダム等

の損壊に備えた防災対策を国・県と連携し着実に推進する。 
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⑥有害物質等の拡散防止対策 
○大規模な地震発生後において、危険物施設の損壊等により、有害物質等が大規模

拡散・流出していないかの確認を行う体制強化に努める。 

重要業績指標 

 別紙１４ 重要業績指標（ＫＰＩ）のとおり 

 

７－５ 農地・森林等の被害による国土の荒廃 
対応方策 

①森林の適正管理と保全の推進 
○森林の荒廃を防止するとともに、国土保全機能の高度発揮を促すため、整備が必

要な森林について間伐等の森林整備、治山・地すべり防止事業を推進する。 

○適正な森林管理が継続されるよう私有林の森林境界の明確化を促進する。 

○森林の適正管理に資するため、鳥獣害対策を適切に実施する。 

②県産材の利用促進等 
  ○県産材の生産・消費量を増加させることにより、森林の間伐や更新を促進する。 

③農地･農業水利施設等の保全 

○農業の有する多面的機能の発揮を促進させるため、地域コミュニティによる、農

地･農業水利施設等の地域資源の保全活動の取組を推進する。 
重要業績指標 

 別紙１５ 重要業績指標（ＫＰＩ）のとおり 
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Ⅷ 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 

起きてはならない 悪の事態 

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 

８－３ 貴重な文化財や環境的資産の喪失、有形・無形の文化の衰退・損失 

８－４ 基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

対応方策 

①災害廃棄物等の処理 
○大規模災害時に発生する災害廃棄物等を一時的に集積するため、仮置場の候補地

の確保に努める。 

○速やかな災害廃棄物の処理に向け、災害廃棄物処理計画の策定・改定に努める。 

○住民に対し普段からごみの分別を徹底するよう促す取り組みを推進する。 

②公共施設等の老朽化対策の促進 
  ○本市の公共施設の内、老朽化した施設については、ライフサイクルコストの

小化や予算の平準化を図るため、公共土木施設等の長寿命化対策を推進する。 

  ○ごみ処理施設の老朽化による大規模自然災害に対する脆弱性を解消するため、

施設の老朽化対策や耐災害性の強化を推進する。 

 ③貴重な文化財の保護 

  ○「文化財災害対応マニュアル」により、所有者等に文化財の耐震化等について

の意識向上を図る。 

○文化財の喪失を防ぐためには、平時から住民の文化財保護意識を醸成する。 

○文化財の被害に備え、それを修復する技術の伝承を推進する。 

○定住人口の著しい減少によって地域の活力が低下し、生活文化・民族文化の喪失

につながることを回避していくため、地方創生の取組等、地域経済に活力を与え

る方策を取り組んでいく。 

 ④緊急輸送道路等の整備促進 

  ○緊急輸送道路及びそれを補完する市道・農林道の整備・改良を推進する。（再掲） 

重要業績指標 

 別紙１６ 重要業績指標（ＫＰＩ）のとおり 

 

起きてはならない 悪の事態 

８－５ 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 

対応方策 

①地籍調査の推進 
○被災後の迅速な復旧・復興が可能となるよう、地籍調査の促進を図る。 

②被災した宅地・建物の調査を行える人材の確保 
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 ○大規模災害発生後、罹災証明発行の前提となる、住家被害認定調査を円滑に実施

するため、職員に対し実践的な研修を実施し、専門人材を養成する。 

 ○大規模災害発生後、被災建築物の危険性を速やかに判定し、２次災害から人命を

守るため、職員に対し実践的な研修を実施し、専門人材を養成する。 

③応急仮設住宅用地の確保 

○発災後に速やかに応急仮設住宅を建設できるよう、事前の用地確保を推進する。 

重要業績指標 

 別紙１７ 重要業績指標（ＫＰＩ）のとおり 

 

起きてはならない 悪の事態 

８－２ 地域コミュニティの崩壊、復興を支える人材等の不足、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 

８－６ 速やかな復興に資する業務継続計画等の欠如による地域経済への甚大な影

響 

対応方策 

①被災者生活再建支援制度の充実  
○被災者が早期に生活再建できるよう被災者支援に関する各種制度の研修等を実

施し、職員の能力向上を図る。 

②事前復興計画の策定促進 
○大規模災害からの復旧及び復興を迅速かつ円滑に推進するため、事前復興の取組

みを推進する。 

③地域防災計画の修正 

  ○防災の万全を図り、速やかな復興に資するため、地域防災計画については、修

正の必要があると認めたときは、速やかに修正する。 
 ④地場産業を構成する事業者等のＢＣＰ策定の促進 
  ○農林水産業も含めた地場産業を構成する事業者等のＢＣＰの策定や将来の担い

手育成、地域のコミュニティ力を高める取組を進めるとともに、万一の際、現

在よりも良い形で復興させていくことができるよう、地域の災害リスクや産業

構造の将来像等を踏まえた復興ビジョンを平時から検討しておくことにより、

被災が直ちに他地域への移住へとつながらないようにしていく。 
 ⑤建設産業の担い手確保・育成 
  ○復興の基盤整備を担う建設業の人材を育成するとともに、大規模災害からの被

害軽減、早期復旧を図るため、建設業ＢＣＰの策定や、策定されたＢＣＰの実

行性向上を図る。 

重要業績指標 

 別紙１８ 重要業績指標（ＫＰＩ）のとおり 
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第３節 横断的分野に応じた対応方策 

横断的分野の脆弱性評価の結果及び対応方策 

分野 脆弱性評価の結果及び課題 
リスクコミュニケーション分野 ○被災を 小限に食い止めるため、各住民が、平時から避難

場所・避難路・避難方法・家族との連絡方法等を確認してお

くことが必要。 
・住民が主体となった避難所運営に向けた取組が必要。 
○消防団や自主防災組織等の充実強化による防災力の向上

を図ることが必要。 
○医療施設の耐震化等や災害発生時の体制強化、人材の確保

に努めることが必要。 
【対応方策】 
・避難所開設運営訓練の実施 
  2 回【2018（H30)】 → 3 回（毎年） 
・三好市消防団正副団長会の開催 
  開催【2018（H30)】 → 開催（毎年） 

・三好市防災フェアの開催 

  開催【2018（H30)】 → 開催（毎年） 
・西部Ⅱ圏域災害医療訓練の参加 
  参加【2018（H30)】 → 参加（毎年） 
 

人材育成分野 ○地域の救助・救急活動の担い手となる消防団や自主防災組

織等の育成支援に努めることが必要。 
・住民の防災意識をさらに深めるため、防災啓発や避難訓練

の充実等ソフト対策を推進することが必要。 
○災害対応力強化のため、消防団の団員確保促進・資機材の

充実強化、自主防災組織等の充実・強化・人材育成・装備資

機材等の充実強化、防災士の養成、防災訓練の実施等を推進

することが必要。 
○大規模災害発生後、罹災証明発行の前提となる住家被害認

定調査をはじめ、早期復興に資する各種調査が円滑に行える

よう研修を実施し人材を育成することが必要。 
【対応方策】 
・防災訓練・防災講座等の実施 
  29 回【2018（H30)】 → 40 回（毎年） 
 
・防災ハザードマップの更新・配布 
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  推進【2018（H30)】 → 推進【2023（R5)】 
・三好市防災士会への活動支援 
  設立【2018（H30)】 → 推進【2023（R5)】 
・住家被害認定調査研修受講 

   継続【2018（H30)】 → 継続（毎年） 

・応急危険度判定士資格認定(更新)講習 

   継続【2018（H30)】 → 継続（毎年） 
 

官民連携分野 ○供給事業者との連携のもと、安定してエネルギーを確保す

る体制の構築が必要。 
○民間物流施設の活用、協定の締結、ＢＣＰの策定等により、

自治体、国、民間事業者等が連携した物資調達・供給体制を

構築し、迅速かつ効率的な対応に向けて実効性を高めていく

ことが必要。 
 
【対応方策】 
・物資調達に関する協定の締結 

   促進【2018（H30)】 → 促進【2023（R5)】 

・災害時物資提供型自動販売機の設置に係る覚書 

   継続【2018（H30)】 → 継続【2023（R5)】 
 

長寿命化対策分野 ○基幹的な農業水利施設の耐震・老朽化診断を実施し、耐震

改修が必要な施設の計画的な耐震化・老朽化対策等を推進す

ることが必要。 
○水道施設の耐震化・老朽化対策等を推進することが必要。 
○各インフラにおいて、長寿命化計画やストックマネジメン

ト計画等の策定を推進することが必要。 
 
【対応方策】 
・農業施設の耐震化・老朽化対策の実施 
   推進【2018（H30)】  →  推進【2023（R5)】 
・水道施設の耐震化・老朽化対策の実施 
   推進【2018（H30)】  →  推進【2023（R5)】 
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過疎対策分野 ・南海トラフ巨大地震等に備えた公共施設の改築更新・耐震

化・老朽化対策・移転などには多額の財政費用を必要とし、

財政基盤の脆弱な過疎市町村においては、集中的な事業実施

が財政に過大な影響を与えることが懸念されており、安定し

た財源の確保を図る必要がある。 
 
【対応方策】 
市役所本庁・各支所の改築更新又は耐震化等の実施 
  計画【2018（H30)】  →  完了【2022（R4)】 
各種過疎対策事業の実施 
  推進【2018（H30)】  →  推進【2023（R5)】 
 

 

  



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



64 
 

第５章 施策の重点化 

 

第１節 施策の重点化の考え方 

 

１ 施策の重点化の考え方 

三好市において大規模な被害が発生する自然災害としては、南海トラフ地震があげ

られ、建物倒壊を起因とする人的被害が多くなっている。また、地震の揺れによる急

傾斜地の崩壊の発生や地震火災等においても人的被害の発生が懸念される。 

ただし、津波被害のある沿岸部の市町村に比べると安全なまちであり、南海トラフ

地震が発生した際にも、人命を守ることで、地域・産業・行政機能等の維持を図るこ

とが可能と考える。 

そこで、以下の目標を掲げ、効果的・重点的に施策の推進を図ることとする。 

 

☆施策の重点化における目標 

 

 

 

 

 

本市において、多くの犠牲者が想定される南海トラフ地震が発生した場合においても、

確実な避難行動や災害に強いまちづくりの実現等により、一人の犠牲者も出さないとい

う決意を持って取組を進める。 

 

☆施策の重点化において対象とする災害 

本市において、南海トラフ地震によって多数の負傷者が想定されている建物倒壊とと

もに、発生した際に人的被害が懸念される急傾斜地崩壊と火災を対象とする。 

 

 

 

  

南海トラフ地震から犠牲者の発生“０”をめざす 

建物崩壊 急傾斜地崩壊 火 災 
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第２節 重点化すべき施策 

 プログラムにより回避すべき起きてはならない 悪の事態の内、三好市が直面するリ

スクを踏まえて、「人命の保護」を 優先として、４つの基本目標に対する効果や効率

性、事態が回避されなかった場合の影響の大きさ、緊急度、国の基本計画や県の地域計

画との一体性等を考慮し、１４の重点化すべきプログラムを選定した。重点化すべきプ

ログラムにより回避すべき「起きてはならない 悪の事態」は次表のとおりとする。 

 

事前に備えるべき目標 重点化すべきプログラムにより回避すべき起きてはならない 悪の事態 
1 大規模自然災害が発生したと

きでも、すべての人命を守る 

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 

1-3 突発的又は広域かつ長期的な住宅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）や大雪等による多数の死傷者の発生 

2 救助・救急、医療活動等が迅

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 

2-5 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 

2-7 劣悪な避難生活環境・トイレ環境、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・災害関連死の発生 

3 必要不可欠な行政機能は確保

する 
3-2 行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下や災害対応への習熟度不

足による初動対応の遅れ 

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、臨時情報や警報等の収集・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 
5-4 食料等の安定供給の停滞 

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 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）や都市ガス供給、石油・LP ガ

スサプライチェーン等の長期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 

7 制御不能な複合災害・二次災

害を発生させない 

7-1 地震に伴う住宅地の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生 

7-5 農地・森林等の被害による国土の荒廃 

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 

8-4 基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態 
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第６章 計画の進捗と進捗管理 

 

第１節 推進体制 

 

１ 自助・共助・公助による推進 

  強靭化の実現には、本市の全職員をはじめ、国や県、防災関係機関、自主防災組織

や消防団、民間事業者、教育機関、住民の一人ひとりが役割を担うという認識のもと、

適切な「自助」、「共助」及び「公助」の役割分担のもとで、計画の推進を図る。 

  なお、地域防災力の向上には、“共助”の役割が重要であり、市と関係機関の連携

を高めながら効果的な施策の推進に努める。 

 

■三好市の国土強靭化の取組に向けた自助・共助・公助の考え方のイメージ 

・「自助」は「共助」の一翼を担う一体的なものとの認識のもと、共助をターゲットと

した取組を進めることで、効果的に「自助」を高めていくことが期待される。 

・国土強靭化に向けた取組において、「共助」の担う役割は大きく、「自助」と「公助」

を効果的に結びつける役割を担うことが期待される。 

 

 

  

  

２ ハードとソフトの適切な組合せ 

  ハード対策とソフト施策の適切な組合せによる各種事業の推進を図り、効果的か

つ実効的な施策の推進に努める。 

 

  



69 
 

第２節 計画の進捗管理と見直し 

 

本計画に基づく施策・事業の確実な推進に向け、各施策・事業の適切な進捗管理が重

要になる。本計画では、重要事業指標一覧を作成し、ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理

を行うこととする。 

 

■重要業績指標一覧（抜粋） 

 

 



対応方策ごとの重要業績指標（ＫＰＩ）一覧

別紙１３ 重要業績指標（ＫＰＩ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９２

別紙１４ 重要業績指標（ＫＰＩ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９４

別紙１５ 重要業績指標（ＫＰＩ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９９

別紙１６ 重要業績指標（ＫＰＩ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０１

別紙１ 重要業績指標（ＫＰＩ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７１

別紙２ 重要業績指標（ＫＰＩ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７５

別紙３ 重要業績指標（ＫＰＩ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７６

別紙４ 重要業績指標（ＫＰＩ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７７

別紙５ 重要業績指標（ＫＰＩ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８０

別紙６ 重要業績指標（ＫＰＩ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８１

別紙１７ 重要業績指標（ＫＰＩ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０４

別紙１８ 重要業績指標（ＫＰＩ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０５

別紙７ 重要業績指標（ＫＰＩ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８４

別紙８ 重要業績指標（ＫＰＩ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８７

別紙９ 重要業績指標（ＫＰＩ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８８

別紙１０ 重要業績指標（ＫＰＩ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８９

別紙１１ 重要業績指標（ＫＰＩ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９０

別紙１２ 重要業績指標（ＫＰＩ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９１
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別紙１　重要業績指標（ＫＰＩ）

事前に備えるべき目標 1

1-1

1-2

①

②

③

④

⑤

⑥

現況【2018（H30)】 目標

住宅等の耐震化率 44.3% 50%【2023（R5)】

耐震相談件数 23件 25件（毎年）

幼・小・中学校の耐震化率 100% 維持【2023（R5)】

保育所・認定こども園の耐震化率 100% 維持【2023（R5)】

指定避難所の耐震化 92.6% 100％【2023（R5)】

学校施設環境改善交付金
池田小学校改築事業

検討中 完成【2023（R5)】

社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)　住宅・建築
物安全ストック形成事業
【木造・診断】民間木造住宅の耐震診断

23戸 50戸（毎年）

社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)　住宅・建築
物安全ストック形成事業
【木造・補強計画】民間木造住宅の補強計画

10戸 25戸（毎年）

社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)　住宅・建築
物安全ストック形成事業
【木造・改修検査】民間木造住宅の検査員の派遣

27戸 28戸（毎年）

社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)　住宅・建築
物安全ストック形成事業
【木造改修】耐震改修支援事業

2戸 2戸(毎年）

KPI

プログラムにより回避すべき起きてはならない 悪の事態

指標

対応方策
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社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)　住宅・建築
物安全ストック形成事業
【民間・耐震診断】大規模建築物

0戸 1戸(毎年）

地域防災拠点建築物整備緊急促進事業　要安全確認計画記
載建築物の耐震診断等

5棟 5棟（毎年）

社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)　住宅・建築
物安全ストック形成事業
【効果促進・木造改修】住まいのスマート化支援事業

25戸 25戸（毎年）

社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)　住宅・建築
物安全ストック形成事業
【効果促進・木造改修】耐震シェルター設置支援事業

0戸 1戸(毎年）

社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)　住宅・建築
物安全ストック形成事業
危険ブロック除去および除去・新設

2箇所 5箇所（毎年）

社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)　住宅・建築
物安全ストック形成事業
三野芝生中央団地B棟新築工事

計画中 完成【2021（R3)】

社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)　住宅・建築
物安全ストック形成事業
三野芝生中央団地B棟新築工事管理業務

計画中 完成【2021（R3)】

社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)　公営住宅等
整備事業
三野芝生南団地他解体工事

計画中 完成【2022（R4)】

社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)　　　　公営
住宅等整備事業

計画中 公営住宅の集約化、除却、跡地の利活用

空家対策総合支援事業　空き家対策基本事業　空き家除却 12棟 12棟（毎年）

自主防災組織の組織率 91.2% 100％【2023（R5)】

三好市防災士会の会員数 47名 80名【2023（R5)】

防災士資格取得補助事業 － 5名（毎年）

防災訓練・防災講座等の実施 29回 40回（毎年）

三好市空家等対策計画の策定・推進 － 推進【2023（R5)】

社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)　住宅・建築
物安全ストック形成事業
【木造・除却検査】民間木造住宅の検査員の派遣

1戸 50戸（毎年）

社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)　住宅・建築
物安全ストック形成事業
【効果促進・木造改修】住み替え支援事業（除却）

1戸 5戸（毎年）

感震ブレ－カ－、住宅用火災報知器の設置促進 促進 促進【2023（R5)】

常備消防の体制・装備の充実強化 促進 促進【2023（R5)】

消防団施設・装備品等の充実 促進 促進【2023（R5)】

消防団員の確保 1277名 1280名【2023（R5)】

消防防災施設整備費補助金
防火水槽（林野分）有蓋事業　の促進

工事促進中 工事促進中【2023（R5)】

社会資本整備総合交付金
（１）片山線改良事業

施工中 完成【2027（R9)】
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社会資本整備総合交付金
（１）和田下瀬線改良事業

施工中 完成【2022（R4)】

社会資本整備総合交付金
（２）八幡板野線改良事業

計画中 完成【2022（R4)】

社会資本整備総合交付金
（１）善徳重末線改良事業

計画中 完成【2022（R4)】

社会資本整備総合交付金
（１）西山線改良事業

施工中 完成【2023（R5)】

社会資本整備総合交付金
（１）東馬場線改良事業

計画中 完成【2027（R9)】

社会資本整備総合交付金
（１）流堂安田線改良事業

施工中 完成【2022（R4)】

防災・安全交付金
（１）銅山川北岸線ほか

計画中 完成【2022（R4)】

防災・安全交付金
（他）吹線

計画中 完成【2023（R5)】

防災・安全交付金
（他）百合切線

計画中 完成【2022（R4)】

防災・安全交付金
（１）漆川橋大利線

計画中 完成【2024（R6)】

防災・安全交付金
（他）津屋橋影線

計画中 完成【2024（R6)】

防災・安全交付金
（１）善徳下線

計画中 完成【2025（R7)】

防災・安全交付金
（他）菅生線

計画中 完成【2027（R9)】

防災・安全交付金
（２）高野小島線

計画中 完成【2027（R9)】

地方創生道整備推進交付金
（２）大枝線

施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（２）奥ﾉ井線

計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（２）樫尾阿佐線

施工中 完成【2024（R6)】

地方創生道整備推進交付金
（１）一宇小祖谷線

計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（２）吾橋重末線

施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）黒川線

施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）漆川橋大利線

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（他）柿野尾線分岐2号支線

計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（他）上野柳川線

計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（他）戎子線

計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（２）新駒倉線

施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）九門知行線

施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（２）太刀野山井ノ久保線

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）和田下瀬線

計画中 完成【2026（R8)】
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地方創生道整備推進交付金
（１）東馬場線

計画中 完成【2025（R7)】

地方創生道整備推進交付金
（１）片山線

計画中 完成【2024（R6)】

地方創生整備推進交付金事業
林道池田漆川線改良工事

施工中 施工中【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道日の丸線改良工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道塩塚粟山線開設工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道有瀬中尾線開設工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道下名粟山線改良工事

施工中 施工中【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道阿佐名頃線改良工事

施工中 施工中【2023（R5)】

地方創生整備推進交付金事業
林道熊谷線改良工事

施工中 施工中【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道小祖谷三加茂線改良工事

施工中 施工中【2023（R5)】

地方創生整備推進交付金事業
林道光兼峰線舗装工事

施工中 施工中【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道井ノ久保線改良舗装工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道田ノ内坂瀬線開設工事

計画中 完成【2025（R7)】

地方創生整備推進交付金事業
林道樫尾阿佐線改良工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道峰根津木線舗装工事

施工中 施工中【2023（R5)】

地域防災計画の改定 － 改定【2019（R1)】

三好市観光危機管理計画の策定・推進 － 推進【2023（R5)】
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別紙２　重要業績指標（ＫＰＩ）

事前に備えるべき目標 1

1-3

①

②

現況【2018（H30)】 目標

中小河川の整備要望 要望 要望（毎年)

吉野川無堤地区への事業着手要望 要望 要望（毎年)

排水ポンプ車の支援要望 要望 要望（毎年)

タイムラインの運用・更新 更新 更新【2023（R5)】

防災ハザードマップの更新・配布 推進 推進【2023（R5)】

防災ハザードマップ等を活用した防災教育の促進 促進 促進【2023（R5)】

避難行動要支援者名簿の作成・更新 促進 促進【2023（R5)】

プログラムにより回避すべき起きてはならない 悪の事態

対応方策

KPI

指標

75  



別紙３　重要業績指標（ＫＰＩ）

事前に備えるべき目標 1

1-4

①

②

③

現況【2018（H30)】 目標

祖谷川地区の直轄地すべり防止事業の促進 工事施工中 工事施工中【2023（R5)】

治山・砂防関連事業の要望 要望 要望（毎年)

避難行動要支援者名簿の作成・更新 再掲 促進 促進【2023（R5)】

要配慮者利用施設避難確保計画の策定促進 促進 促進【2023（R5)】

防災ハザードマップの更新・配布　 再掲 推進 推進【2023（R5)】

防災ハザードマップ等を活用した防災教育の促進 再掲 促進 促進【2023（R5)】

防災訓練・防災講座等の実施 再掲 29回 40回（毎年）

防災行政無線デジタル化 計画中 完成【2022（R4)】

電気・通信施設の耐災害性向上要望 要望 要望（毎年)

プログラムにより回避すべき起きてはならない 悪の事態

対応方策

指標
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別紙４　重要業績指標（ＫＰＩ）

事前に備えるべき目標 2

2-1

2-2

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

現況【2018（H30)】 目標

三好市備蓄計画に基づく計画的な備蓄 80% 100%【2019（R1)】

家庭内備蓄の促進 促進 促進【2023（R5)】

物資調達に関する協定の締結 促進 促進【2023（R5)】

社会資本整備総合交付金
（１）片山線改良事業

再掲 施工中 完成【2027（R9)】

社会資本整備総合交付金
（１）和田下瀬線改良事業

再掲 施工中 完成【2022（R4)】

社会資本整備総合交付金
（２）八幡板野線改良事業

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

社会資本整備総合交付金
（１）善徳重末線改良事業

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

社会資本整備総合交付金
（１）西山線改良事業

再掲 施工中 完成【2023（R5)】

社会資本整備総合交付金
（１）東馬場線改良事業

計画中 完成【2027（R9)】

社会資本整備総合交付金
（１）流堂安田線改良事業

再掲 施工中 完成【2022（R4)】

防災・安全交付金
（１）銅山川北岸線ほか

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

プログラムにより回避すべき起きてはならない 悪の事態

対応方策

KPI

指標
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防災・安全交付金
（他）吹線

計画中 完成【2023（R5)】

防災・安全交付金
（他）百合切線

計画中 完成【2022（R4)】

防災・安全交付金
（１）漆川橋大利線

計画中 完成【2024（R6)】

防災・安全交付金
（他）津屋橋影線

計画中 完成【2024（R6)】

防災・安全交付金
（１）善徳下線

計画中 完成【2025（R7)】

防災・安全交付金
（他）菅生線

計画中 完成【2027（R9)】

防災・安全交付金
（２）高野小島線

計画中 完成【2027（R9)】

地方創生道整備推進交付金
（２）大枝線

再掲 施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（２）奥ﾉ井線

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（２）樫尾阿佐線

再掲 施工中 完成【2024（R6)】

地方創生道整備推進交付金
（１）一宇小祖谷線

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（２）吾橋重末線

再掲 施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）黒川線

再掲 施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）漆川橋大利線

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（他）柿野尾線分岐2号支線

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（他）上野柳川線

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（他）戎子線

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（２）新駒倉線

再掲 施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）九門知行線

再掲 施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（２）太刀野山井ノ久保線

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）和田下瀬線

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）東馬場線

計画中 完成【2025（R7)】

地方創生道整備推進交付金
（１）片山線

計画中 完成【2024（R6)】

地方創生整備推進交付金事業
林道池田漆川線改良工事

再掲 施工中 施工中【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道日の丸線改良工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道塩塚粟山線開設工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道有瀬中尾線開設工事

計画中 完成【2026（R8)】
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地方創生整備推進交付金事業
林道下名粟山線改良工事

再掲 施工中 施工中【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道阿佐名頃線改良工事

再掲 施工中 施工中【2023（R5)】

地方創生整備推進交付金事業
林道熊谷線改良工事

再掲 施工中 施工中【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道小祖谷三加茂線改良工事

再掲 施工中 施工中【2023（R5)】

地方創生整備推進交付金事業
林道光兼峰線舗装工事

再掲 施工中 施工中【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道井ノ久保線改良舗装工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道田ノ内坂瀬線開設工事

計画中 完成【2025（R7)】

地方創生整備推進交付金事業
林道樫尾阿佐線改良工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道峰根津木線舗装工事

再掲 施工中 施工中【2023（R5)】

受援計画の策定推進 - 推進【2023（R5)】

大規模災害時の地域内物資輸送拠点の選定 1個所 ２個所【2023（R5)】

上水道基幹管路の耐震化 18.2% 23.4%【2023（R5)】

防災訓練・防災講座等の実施　 再掲 29回 40回（毎年）

孤立可能性集落カルテの作成 -
作成【2019（R1)】

連携体制構築【2022（R4)】

ヘリポートの適切な維持管理 推進 推進【2023（R5)】

ヘリポート整備及びヘリコプター降着適地の選定 40個所 50個所【2023（R5)】

防災行政無線のデジタル化　 再掲 計画中 完成【2022（R4)】

とくしまゼロ作戦県土強靱化推進事業
主要避難所停電対策事業【発電機等配備】

5個所 42個所【2021（R3)】

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
いやしの温泉郷（指定避難所）太陽光パネル及び蓄電装置
の設置

計画中 完成【2020（R2)】
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別紙５　重要業績指標（ＫＰＩ）

事前に備えるべき目標 2

2-3

①

②

③

④

現況【2018（H30)】 目標

常備消防の体制・装備の充実強化 促進 促進【2023（R5)】

消防団施設・装備品等の充実 促進 促進【2023（R5)】

消防団員の確保 1277名 1280名【2023（R5)】

女性消防団員の入団促進 33名 50名【2023（R5)】

防災訓練・防災講座等の実施 再掲 29回 40回（毎年）

本庁舎・支所・市立病院等の自家発電装置の点検・整備 点検 点検（毎年)

指標

プログラムにより回避すべき起きてはならない 悪の事態

対応方策

KPI
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別紙６　重要業績指標（ＫＰＩ）

事前に備えるべき目標 2

2-4

①

②

現況【2018（H30)】 目標

企業等における食料・水等の備蓄について啓発 促進 促進【2023（R5)】

道の駅の防災拠点化を推進 推進 推進【2023（R5)】

社会資本整備総合交付金
（１）片山線改良事業

再掲 施工中 完成【2027（R9)】

社会資本整備総合交付金
（１）和田下瀬線改良事業

再掲 施工中 完成【2022（R4)】

社会資本整備総合交付金
（２）八幡板野線改良事業

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

社会資本整備総合交付金
（１）善徳重末線改良事業

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

社会資本整備総合交付金
（１）西山線改良事業

再掲 施工中 完成【2023（R5)】

社会資本整備総合交付金
（１）東馬場線改良事業

計画中 完成【2027（R9)】

社会資本整備総合交付金
（１）流堂安田線改良事業

再掲 施工中 完成【2022（R4)】

防災・安全交付金
（１）銅山川北岸線ほか

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

防災・安全交付金
（他）吹線

計画中 完成【2023（R5)】

プログラムにより回避すべき起きてはならない 悪の事態

対応方策

KPI

指標
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防災・安全交付金
（他）百合切線

計画中 完成【2022（R4)】

防災・安全交付金
（１）漆川橋大利線

計画中 完成【2024（R6)】

防災・安全交付金
（他）津屋橋影線

計画中 完成【2024（R6)】

防災・安全交付金
（１）善徳下線

計画中 完成【2025（R7)】

防災・安全交付金
（他）菅生線

計画中 完成【2027（R9)】

防災・安全交付金
（２）高野小島線

計画中 完成【2027（R9)】

地方創生道整備推進交付金
（２）大枝線

再掲 施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（２）奥ﾉ井線

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（２）樫尾阿佐線

再掲 施工中 完成【2024（R6)】

地方創生道整備推進交付金
（１）一宇小祖谷線

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（２）吾橋重末線

再掲 施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）黒川線

再掲 施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）漆川橋大利線

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（他）柿野尾線分岐2号支線

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（他）上野柳川線

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（他）戎子線

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（２）新駒倉線

再掲 施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）九門知行線

再掲 施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（２）太刀野山井ノ久保線

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）和田下瀬線

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）東馬場線

計画中 完成【2025（R7)】

地方創生道整備推進交付金
（１）片山線

計画中 完成【2024（R6)】

地方創生整備推進交付金事業
林道池田漆川線改良工事

再掲 施工中 施工中【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道日の丸線改良工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道塩塚粟山線開設工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道有瀬中尾線開設工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道下名粟山線改良工事

再掲 施工中 施工中【2026（R8)】
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地方創生整備推進交付金事業
林道阿佐名頃線改良工事

再掲 施工中 施工中【2023（R5)】

地方創生整備推進交付金事業
林道熊谷線改良工事

再掲 施工中 施工中【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道小祖谷三加茂線改良工事

再掲 施工中 施工中【2023（R5)】

地方創生整備推進交付金事業
林道光兼峰線舗装工事

再掲 施工中 施工中【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道井ノ久保線改良舗装工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道田ノ内坂瀬線開設工事

計画中 完成【2025（R7)】

地方創生整備推進交付金事業
林道樫尾阿佐線改良工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道峰根津木線舗装工事

再掲 施工中 施工中【2023（R5)】
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別紙７　重要業績指標（ＫＰＩ）

事前に備えるべき目標 2

2-5

2-6

2-7

①

②

③

④

⑤

⑥

現況【2018（H30)】 目標

災害時医療訓練への積極的な参加 1回 1回（毎年）

物資調達に関する協定の締結　 再掲 促進 促進【2023（R5)】

災害時医療救護・保健衛生用品の備蓄 促進 促進【2023（R5)】

社会資本整備総合交付金
（１）片山線改良事業

再掲 施工中 完成【2027（R9)】

社会資本整備総合交付金
（１）和田下瀬線改良事業

再掲 施工中 完成【2022（R4)】

社会資本整備総合交付金
（２）八幡板野線改良事業

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

社会資本整備総合交付金
（１）善徳重末線改良事業

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

社会資本整備総合交付金
（１）西山線改良事業

再掲 施工中 完成【2023（R5)】

社会資本整備総合交付金
（１）東馬場線改良事業

計画中 完成【2027（R9)】

社会資本整備総合交付金
（１）流堂安田線改良事業

再掲 施工中 完成【2022（R4)】

防災・安全交付金
（１）銅山川北岸線ほか

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

プログラムにより回避すべき起きてはならない 悪の事態

対応方策

KPI

指標
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防災・安全交付金
（他）吹線

計画中 完成【2023（R5)】

防災・安全交付金
（他）百合切線

計画中 完成【2022（R4)】

防災・安全交付金
（１）漆川橋大利線

計画中 完成【2024（R6)】

防災・安全交付金
（他）津屋橋影線

計画中 完成【2024（R6)】

防災・安全交付金
（１）善徳下線

計画中 完成【2025（R7)】

防災・安全交付金
（他）菅生線

計画中 完成【2027（R9)】

防災・安全交付金
（２）高野小島線

計画中 完成【2027（R9)】

地方創生道整備推進交付金
（２）大枝線

再掲 施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（２）奥ﾉ井線

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（２）樫尾阿佐線

再掲 施工中 完成【2024（R6)】

地方創生道整備推進交付金
（１）一宇小祖谷線

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（２）吾橋重末線

再掲 施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）黒川線

再掲 施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）漆川橋大利線

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（他）柿野尾線分岐2号支線

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（他）上野柳川線

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（他）戎子線

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（２）新駒倉線

再掲 施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）九門知行線

再掲 施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（２）太刀野山井ノ久保線

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）和田下瀬線

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）東馬場線

計画中 完成【2025（R7)】

地方創生道整備推進交付金
（１）片山線

計画中 完成【2024（R6)】

地方創生整備推進交付金事業
林道池田漆川線改良工事

再掲 施工中 施工中【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道日の丸線改良工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道塩塚粟山線開設工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道有瀬中尾線開設工事

計画中 完成【2026（R8)】
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地方創生整備推進交付金事業
林道下名粟山線改良工事

再掲 施工中 施工中【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道阿佐名頃線改良工事

再掲 施工中 施工中【2023（R5)】

地方創生整備推進交付金事業
林道熊谷線改良工事

再掲 施工中 施工中【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道小祖谷三加茂線改良工事

再掲 施工中 施工中【2023（R5)】

地方創生整備推進交付金事業
林道光兼峰線舗装工事

再掲 施工中 施工中【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道井ノ久保線改良舗装工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道田ノ内坂瀬線開設工事

計画中 完成【2025（R7)】

地方創生整備推進交付金事業
林道樫尾阿佐線改良工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道峰根津木線舗装工事

再掲 施工中 施工中【2023（R5)】

防災訓練・防災講座等の実施　 再掲 29回 40回（毎年）

三好市災害時医療救護マニュアルの更新 促進 促進【2023（R5)】

災害時コーディネーターとの連携強化 促進 促進【2023（R5)】

農山漁村地域整備交付金
農業集落排水事業　西州津地区　管路施設更新工事

949ｍ更新済 完成【2021（R3)】

農山漁村地域整備交付金
農業集落排水事業　西州津地区　処理施設機能回復工事

- 施工中【2023（R5)】

とくしまゼロ作戦県土強靱化推進事業
主要避難所停電対策事業【発電機等配備】

再掲 5個所 42個所（R3）

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
いやしの温泉郷（指定避難所）太陽光パネル及び蓄電装置
の設置

再掲 計画中 完成【2020（R2)】

指定避難所の耐震化　 再掲 92.6% 100％【2023（R5)】

学校施設環境改善交付金
池田小学校改築事業

再掲 検討中 完成【2023（R5)】

避難所開設運営訓練の実施 2回 3回（毎年）

避難所運営マニュアルの更新 推進 推進【2023（R5)】

要配慮者利用施設避難確保計画の策定促進　 再掲 推進 推進【2023（R5)】

避難行動要支援者名簿の作成・更新　 再掲 促進 促進【2023（R5)】
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別紙８　重要業績指標（ＫＰＩ）

事前に備えるべき目標 3

3-1

3-2

①

②

③

④

現況【2018（H30)】 目標

市役所本庁舎新築事業 計画 完成【2022（R4)】

市役所支所新築事業【西祖谷・山城】 計画 完成【2022（R4)】

市役所支所耐震化事業【井川・東祖谷】 計画 完了【2020（R2)】

三好市備蓄計画に基づく計画的な備蓄 再掲 80% 100%【2019（R1)】

三好市業務継続計画（BCP）の更新 推進 推進【2023（R5)】

三好市ICT部門の業務継続計画の更新 推進 推進【2023（R5)】

災害時応援協定の締結 32件 40件【2023（R5)】

自治体クラウドの推進 推進 推進【2023（R5)】

とくしまゼロ作戦県土強靱化推進事業
主要避難所停電対策事業【発電機等配備】

再掲 5個所 42個所【2021（R3)】

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
いやしの温泉郷（指定避難所）太陽光パネル及び蓄電装置
の設置

再掲 計画中 完成【2020（R2)】

プログラムにより回避すべき起きてはならない 悪の事態

対応方策

KPI

指標
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別紙９　重要業績指標（ＫＰＩ）

事前に備えるべき目標 4

4-1

4-2

4-3

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

現況【2018（H30)】 目標

放送ネットワーク整備支援事業費補助金
東祖谷ネットワーク2ルート化事業

検討中 完成【2022（R4)】

放送事業者に対して放送設備の電力確保対策の促進を要望 要望 要望（毎年)

放送事業者に対して放送継続が可能となる体制の整備を要
望

要望 要望（毎年)

衛星携帯電話の適切な管理運用 推進 推進【2023（R5)】

徳島県災害時情報共有システムの適切な管理運用 推進 推進【2023（R5)】

防災行政無線のデジタル化 再掲 計画中 完成【2022（R4)】

デジタル簡易無線等の適切な管理運用 推進 推進【2023（R5)】

防災訓練・防災講座等の実施　 再掲 29回 40回（毎年）

プログラムにより回避すべき起きてはならない 悪の事態

対応方策

KPI

指標
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別紙１０　重要業績指標（ＫＰＩ）

事前に備えるべき目標 5

5-1

5-2

5-3

①

②

③

現況【2018（H30)】 目標

市内企業に対するＢＣＰ策定の促進 促進 促進【2023（R5)】

ライフライン事業者に対して耐災害性向上の取組みを要望 要望 要望（毎年)

金融機関に対して耐災害性向上の取組みを要望 要望 要望（毎年)

プログラムにより回避すべき起きてはならない 悪の事態

対応方策

KPI

指標
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別紙１１　重要業績指標（ＫＰＩ）

事前に備えるべき目標 5

5-4

5-5

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

現況【2018（H30)】 目標

中村農業用水路橋定期点検業務 実施済（H28） 完了【2021（R3)】

農林業関連施設のＢＣＰ策定の促進 促進 促進【2023（R5)】

三好市備蓄計画に基づく計画的な備蓄 再掲 80% 100%【2019（R1)】

家庭内備蓄の促進　 再掲 促進 促進【2023（R5)】

物資調達に関する協定の締結　 再掲 促進 促進【2023（R5)】

受援計画の策定推進 再掲 - 推進【2023（R5)】

大規模災害時の地域内物資輸送拠点の選定 再掲 1個所 ２個所【2023（R5)】

強い農業・担い手づくり総合支援交付金
強い農業・担い手づくり総合支援事業

- 1件（毎年）

地方創生整備推進交付金事業
林道塩塚粟山線開設工事

施工中 施工中【2023（R5)】

地方創生整備推進交付金事業
林道田ノ内坂瀬線開設工事

施工中 施工中【2023（R5)】

地方創生整備推進交付金事業
林道有瀬中尾線開設工事

施工中 施工中【2023（R5)】

プログラムにより回避すべき起きてはならない 悪の事態

対応方策

KPI

指標
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別紙１２　重要業績指標（ＫＰＩ）

事前に備えるべき目標 6

6-1

6-2

6-3

①

②

③

④

⑤

現況【2018（H30)】 目標

市役所本庁舎新築事業　 再掲 計画 完成【2022（R4)】

とくしまゼロ作戦県土強靱化推進事業
主要避難所停電対策事業【発電機等配備】

再掲 5個所 42個所【2021（R3)】

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
いやしの温泉郷（指定避難所）太陽光パネル及び蓄電装置
の設置

再掲 計画中 完成【2020（R2)】

上水道基幹管路の耐震化 再掲 18.2% 23.4%【2023（R5)】

農山漁村地域整備交付金
農業集落排水事業　西州津地区　管路施設更新工事

再掲 949ｍ更新済 完成【2021（R3)】

農山漁村地域整備交付金
農業集落排水事業　西州津地区　処理施設機能回復工事

再掲 - 工事促進中【2023（R5)】

循環型社会形成推進交付金（浄化槽分）
三好市浄化槽市町村整備推進事業

87基 140基（毎年）

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（地域の防災・減
災と低炭素化を同時実現する自立・分散型エネルギー設備
等導入推進事業）
三好市浄化槽市町村整備推進事業

調査中 事業促進中【2023（R5)】

防災ハザードマップの更新・配布　 再掲 推進 推進【2023（R5)】

防災ハザードマップ等を活用した防災教育の促進 再掲 促進 促進【2023（R5)】

指標

プログラムにより回避すべき起きてはならない 悪の事態

対応方策

KPI
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別紙１３　重要業績指標（ＫＰＩ）

事前に備えるべき目標 6

6-4

6-5

①

②

③

④

現況【2018（H30)】 目標

社会資本整備総合交付金
（１）片山線改良事業

再掲 施工中 完成【2027（R9)】

社会資本整備総合交付金
（１）和田下瀬線改良事業

再掲 施工中 完成【2022（R4)】

社会資本整備総合交付金
（２）八幡板野線改良事業

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

社会資本整備総合交付金
（１）善徳重末線改良事業

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

社会資本整備総合交付金
（１）西山線改良事業

再掲 施工中 完成【2023（R5)】

社会資本整備総合交付金
（１）東馬場線改良事業

計画中 完成【2027（R9)】

社会資本整備総合交付金
（１）流堂安田線改良事業

再掲 施工中 完成【2022（R4)】

防災・安全交付金
（１）銅山川北岸線ほか

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

防災・安全交付金
（他）吹線

計画中 完成【2023（R5)】

防災・安全交付金
（他）百合切線

計画中 完成【2022（R4)】

防災・安全交付金
（１）漆川橋大利線

計画中 完成【2024（R6)】

プログラムにより回避すべき起きてはならない 悪の事態

対応方策

KPI

指標
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防災・安全交付金
（他）津屋橋影線

計画中 完成【2024（R6)】

防災・安全交付金
（１）善徳下線

計画中 完成【2025（R7)】

防災・安全交付金
（他）菅生線

計画中 完成【2027（R9)】

防災・安全交付金
（２）高野小島線

計画中 完成【2027（R9)】

地方創生道整備推進交付金
（２）大枝線

再掲 施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（２）奥ﾉ井線

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（２）樫尾阿佐線

再掲 施工中 完成【2024（R6)】

地方創生道整備推進交付金
（１）一宇小祖谷線

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（２）吾橋重末線

再掲 施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）黒川線

再掲 施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）漆川橋大利線

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（他）柿野尾線分岐2号支線

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（他）上野柳川線

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（他）戎子線

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（２）新駒倉線

再掲 施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）九門知行線

再掲 施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（２）太刀野山井ノ久保線

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）和田下瀬線

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）東馬場線

計画中 完成【2025（R7)】

地方創生道整備推進交付金
（１）片山線

計画中 完成【2024（R6)】

地方創生整備推進交付金事業
林道池田漆川線改良工事

再掲 施工中 施工中【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道日の丸線改良工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道塩塚粟山線開設工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道有瀬中尾線開設工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道下名粟山線改良工事

再掲 施工中 施工中【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道阿佐名頃線改良工事

再掲 施工中 施工中【2023（R5)】

地方創生整備推進交付金事業
林道熊谷線改良工事

再掲 施工中 施工中【2026（R8)】
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地方創生整備推進交付金事業
林道小祖谷三加茂線改良工事

再掲 施工中 施工中【2023（R5)】

地方創生整備推進交付金事業
林道光兼峰線舗装工事

再掲 施工中 施工中【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道井ノ久保線改良舗装工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道田ノ内坂瀬線開設工事

計画中 完成【2025（R7)】

地方創生整備推進交付金事業
林道樫尾阿佐線改良工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道峰根津木線舗装工事

再掲 施工中 施工中【2023（R5)】

災害時応援協定の締結 32件 40件【2023（R5)】

防災訓練・防災講座等の実施 再掲 29回 40回（毎年）

治山・砂防関連事業の要望　 再掲 要望 要望（毎年)
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別紙１４　重要業績指標（ＫＰＩ）

事前に備えるべき目標 7

7-1

7-2

7-3

7-4

①

②

③

④

⑤

⑥

現況【2018（H30)】 目標

感震ブレ－カ－、住宅用火災報知器の設置促進 再掲 促進 促進【2023（R5)】

常備消防の体制・装備の充実強化　 再掲 促進 促進【2023（R5)】

消防防災施設整備費補助金
防火水槽（林野分）有蓋事業　の促進

再掲 工事促進中 工事促進中【2023（R5)】

消防団施設・装備品等の充実　 再掲 促進 促進【2023（R5)】

消防団員の確保 再掲 1277名 1280名【2023（R5)】

住宅等の耐震化率　 再掲 44.3% 50%【2023（R5)】

耐震相談件数 再掲 23件 25件（毎年）

幼・小・中学校の耐震化率　 再掲 100% 維持【2023（R5)】

保育所・認定こども園の耐震化率　 再掲 100% 維持【2023（R5)】

指定避難所の耐震化 再掲 92.6% 100％【2023（R5)】

学校施設環境改善交付金
池田小学校改築事業

再掲 検討中 完成【2023（R5)】

プログラムにより回避すべき起きてはならない 悪の事態

対応方策

KPI

指標

95 



社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)　住宅・建築
物安全ストック形成事業
【木造・診断】民間木造住宅の耐震診断

再掲 23戸 50戸（毎年）

社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)　住宅・建築
物安全ストック形成事業
【木造・補強計画】民間木造住宅の補強計画

再掲 10戸 25戸（毎年）

社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)　住宅・建築
物安全ストック形成事業
【木造・改修安安検査】民間木造住宅の検査員の派遣

再掲 27戸 28戸（毎年）

社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)　住宅・建築
物安全ストック形成事業
【木造改修】耐震改修支援事業

再掲 2戸 2戸(毎年）

社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)　住宅・建築
物安全ストック形成事業
【民間・耐震診断】大規模建築物

再掲 0戸 1戸(毎年）

社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)　住宅・建築
物安全ストック形成事業
【緊急輸送・診断】要安全確認計画記載建築物の耐震診断

再掲 5棟 5棟（毎年）

社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)　住宅・建築
物安全ストック形成事業
【効果促進・木造改修】安全安心なリフォーム支援事業

再掲 25戸 25戸（毎年）

社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)　住宅・建築
物安全ストック形成事業
【効果促進・木造改修】耐震シェルター設置支援事業

再掲 0戸 1戸(毎年）

社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)　住宅・建築
物安全ストック形成事業
危険ブロック除去および除去・新設

再掲 2箇所 5箇所（毎年）

社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)　住宅・建築
物安全ストック形成事業
【アスベスト含有調査等及び除去等】

再掲 0箇所 促進【2023（R5)】

社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)　住宅・建築
物安全ストック形成事業
三野芝生中央団地B棟新築工事

再掲 計画中 完成【2021（R3)】（R3）

社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)　住宅・建築
物安全ストック形成事業
三野芝生中央団地B棟新築工事管理業務

再掲 計画中 完成【2021（R3)】

社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)　公営住宅等
整備事業
三野芝生南団地他解体工事

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

社会資本整備総合交付金
（１）片山線改良事業

再掲 施工中 完成【2027（R9)】

社会資本整備総合交付金
（１）和田下瀬線改良事業

再掲 施工中 完成【2022（R4)】

社会資本整備総合交付金
（２）八幡板野線改良事業

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

社会資本整備総合交付金
（１）善徳重末線改良事業

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

社会資本整備総合交付金
（１）西山線改良事業

再掲 施工中 完成【2023（R5)】

社会資本整備総合交付金
（１）東馬場線改良事業

計画中 完成【2027（R9)】

社会資本整備総合交付金
（１）流堂安田線改良事業

再掲 施工中 完成【2022（R4)】

防災・安全交付金
（１）銅山川北岸線ほか

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

防災・安全交付金
（他）吹線

計画中 完成【2023（R5)】

防災・安全交付金
（他）百合切線

計画中 完成【2022（R4)】

防災・安全交付金
（１）漆川橋大利線

計画中 完成【2024（R6)】

防災・安全交付金
（他）津屋橋影線

計画中 完成【2024（R6)】

防災・安全交付金
（１）善徳下線

計画中 完成【2025（R7)】
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防災・安全交付金
（他）菅生線

計画中 完成【2027（R9)】

防災・安全交付金
（２）高野小島線

計画中 完成【2027（R9)】

地方創生道整備推進交付金
（２）大枝線

再掲 施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（２）奥ﾉ井線

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（２）樫尾阿佐線

再掲 施工中 完成【2024（R6)】

地方創生道整備推進交付金
（１）一宇小祖谷線

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（２）吾橋重末線

再掲 施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）黒川線

再掲 施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）漆川橋大利線

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（他）柿野尾線分岐2号支線

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（他）上野柳川線

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（他）戎子線

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（２）新駒倉線

再掲 施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）九門知行線

再掲 施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（２）太刀野山井ノ久保線

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）和田下瀬線

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）東馬場線

計画中 完成【2025（R7)】

地方創生道整備推進交付金
（１）片山線

計画中 完成【2024（R6)】

地方創生整備推進交付金事業
林道池田漆川線改良工事

再掲 施工中 施工中【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道日の丸線改良工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道塩塚粟山線開設工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道有瀬中尾線開設工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道下名粟山線改良工事

再掲 施工中 施工中【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道阿佐名頃線改良工事

再掲 施工中 施工中【2023（R5)】

地方創生整備推進交付金事業
林道熊谷線改良工事

再掲 施工中 施工中【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道小祖谷三加茂線改良工事

再掲 施工中 施工中【2023（R5)】

地方創生整備推進交付金事業
林道光兼峰線舗装工事

再掲 施工中 施工中【2026（R8)】

97 



地方創生整備推進交付金事業
林道井ノ久保線改良舗装工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道田ノ内坂瀬線開設工事

計画中 完成【2025（R7)】

地方創生整備推進交付金事業
林道樫尾阿佐線改良工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道峰根津木線舗装工事

再掲 施工中 施工中【2023（R5)】

防災ハザードマップの更新・配布　 再掲 推進 推進【2023（R5)】

防災ハザードマップ等を活用した防災教育の促進 再掲 促進 促進【2023（R5)】

治山・砂防関連事業の要望　 再掲 要望 要望（毎年)

危険物有害物質等の保有・管理状況の把握と指導 - 推進【2023（R5)】
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別紙１５　重要業績指標（ＫＰＩ）

事前に備えるべき目標 7

7-5

①

②

③

現況【2018（H30)】 目標

地方創生整備推進交付金事業
林道池田漆川線改良工事

施工中 施工中【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道日の丸線改良工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道下名粟山線改良工事

施工中 施工中【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道阿佐名頃線改良工事

施工中 施工中【2023（R5)】

地方創生整備推進交付金事業
林道熊谷線改良工事

施工中 施工中【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道小祖谷三加茂線改良工事

施工中 施工中【2023（R5)】

地方創生整備推進交付金事業
林道光兼峰線舗装工事

施工中 施工中【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道井ノ久保線改良舗装工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道樫尾阿佐線改良工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道峰根津木線舗装工事

施工中 施工中【2023（R5)】

地方創生整備推進交付金事業
林道塩塚粟山線開設工事

再掲 施工中 施工中【2026（R8)】

プログラムにより回避すべき起きてはならない 悪の事態

対応方策

KPI

指標

99 



地方創生整備推進交付金事業
林道田ノ内坂瀬線開設工事

再掲 施工中 施工中【2025（R7)】

地方創生整備推進交付金事業
林道有瀬中尾線開設工事

再掲 施工中 施工中【2026（R8)】

鳥獣被害防止総合対策交付金
鳥獣被害防止対策事業

実施・推進 実施・推進【2023（R5)】

森林・山村多面的機能発揮対策交付金
里山林保全事業

1団体 2団体【2023（R5)】

林業・木材産業成長産業化促進対策
森林整備地域活動支援交付金事業

3団体 4団体【2023（R5)】

林業・木材産業成長産業化促進対策
木材加工流通施設整備事業

6施設 7施設【2023（R5)】

林業・木材産業成長産業化促進対策
木造公共建物等整備事業

2施設 3施設【2023（R5)】

林業・木材産業成長産業化促進対策
高性能林業機械導入事業

2団体 3団体【2023（R5)】

林業・木材産業成長産業化促進対策
木質バイオマス利用促進施設整備事業

6施設 7施設【2023（R5)】

中村農業用水路橋定期点検業務 再掲 実施（H28） 完了【2021（R3)】
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別紙１６　重要業績指標（ＫＰＩ）

事前に備えるべき目標 8

8-1

8-3

8-4

①

②

③

④

現況【2018（H30)】 目標

三好市災害廃棄物処理計画の更新 推進 推進【2023（R5)】

災害廃棄物仮置場用地の確保 確保 確保【2023（R5)】

公共土木施設等の長寿命化対策推進 推進 推進【2023（R5)】

文化財所有者の耐震化等についての意識向上 推進 推進【2023（R5)】

市民への文化財保護意識の醸成 推進 推進【2023（R5)】

社会資本整備総合交付金
（１）片山線改良事業

再掲 施工中 完成【2027（R9)】

社会資本整備総合交付金
（１）和田下瀬線改良事業

再掲 施工中 完成【2022（R4)】

社会資本整備総合交付金
（２）八幡板野線改良事業

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

社会資本整備総合交付金
（１）善徳重末線改良事業

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

社会資本整備総合交付金
（１）西山線改良事業

再掲 施工中 完成【2023（R5)】

社会資本整備総合交付金
（１）東馬場線改良事業

計画中 完成【2027（R9)】

プログラムにより回避すべき起きてはならない 悪の事態

対応方策

KPI

指標
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社会資本整備総合交付金
（１）流堂安田線改良事業

再掲 施工中 完成【2022（R4)】

防災・安全交付金
（１）銅山川北岸線ほか

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

防災・安全交付金
（他）吹線

計画中 完成【2023（R5)】

防災・安全交付金
（他）百合切線

計画中 完成【2022（R4)】

防災・安全交付金
（１）漆川橋大利線

計画中 完成【2024（R6)】

防災・安全交付金
（他）津屋橋影線

計画中 完成【2024（R6)】

防災・安全交付金
（１）善徳下線

計画中 完成【2025（R7)】

防災・安全交付金
（他）菅生線

計画中 完成【2027（R9)】

防災・安全交付金
（２）高野小島線

計画中 完成【2027（R9)】

地方創生道整備推進交付金
（２）大枝線

再掲 施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（２）奥ﾉ井線

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（２）樫尾阿佐線

再掲 施工中 完成【2024（R6)】

地方創生道整備推進交付金
（１）一宇小祖谷線

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（２）吾橋重末線

再掲 施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）黒川線

再掲 施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）漆川橋大利線

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（他）柿野尾線分岐2号支線

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（他）上野柳川線

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（他）戎子線

再掲 計画中 完成【2022（R4)】

地方創生道整備推進交付金
（２）新駒倉線

再掲 施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）九門知行線

再掲 施工中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（２）太刀野山井ノ久保線

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）和田下瀬線

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生道整備推進交付金
（１）東馬場線

計画中 完成【2025（R7)】

地方創生道整備推進交付金
（１）片山線

計画中 完成【2024（R6)】

地方創生整備推進交付金事業
林道池田漆川線改良工事

再掲 施工中 施工中【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道日の丸線改良工事

計画中 完成【2026（R8)】
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地方創生整備推進交付金事業
林道塩塚粟山線開設工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道有瀬中尾線開設工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道下名粟山線改良工事

再掲 施工中 施工中【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道阿佐名頃線改良工事

再掲 施工中 施工中【2023（R5)】

地方創生整備推進交付金事業
林道熊谷線改良工事

再掲 施工中 施工中【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道小祖谷三加茂線改良工事

再掲 施工中 施工中【2023（R5)】

地方創生整備推進交付金事業
林道光兼峰線舗装工事

再掲 施工中 施工中【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道井ノ久保線改良舗装工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道田ノ内坂瀬線開設工事

計画中 完成【2025（R7)】

地方創生整備推進交付金事業
林道樫尾阿佐線改良工事

計画中 完成【2026（R8)】

地方創生整備推進交付金事業
林道峰根津木線舗装工事

再掲 施工中 施工中【2023（R5)】
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別紙１７　重要業績指標（ＫＰＩ）

事前に備えるべき目標 8

8-5

①

②

③

現況【2018（H30)】 目標

防災・安全社会資本整備交付金
地籍調査事業　（地籍調査進捗率）

51% 60%【2023（R5)】

住家被害認定調査研修受講 継続 継続【2023（R5)】

応急危険度判定士資格認定(更新)講習受講 継続 継続【2023（R5)】

応急仮設住宅建設用地の確保 確保 確保【2023（R5)】

プログラムにより回避すべき起きてはならない 悪の事態

対応方策

KPI

指標
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別紙１８　重要業績指標（ＫＰＩ）

事前に備えるべき目標 8

8-2

8-6

①

②

③

④

⑤

現況【2018（H30)】 目標

被災者生活再建支援制度の研修 － 推進【2023（R5)】

事前復興計画策定の推進 － 推進【2023（R5)】

地域防災計画の改定　 再掲 － 改定【2019（R1)】

市内企業に対するＢＣＰ策定の促進　 再掲 促進 促進【2023（R5)】

プログラムにより回避すべき起きてはならない 悪の事態

対応方策

KPI

指標
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三好市国土強靭化地域計画 

２０２０（令和２）年３月策定 

２０２１（令和３）年１１月改訂 

２０２２（令和４）年３月改訂 

２０２３（令和５）年３月改訂 
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