南砺市国土強靱化地域計画検討委員会
第 2 回 委員会
【日時】令和 2 年 10 月 19 日（月）
14 時 00 分〜
【場所】南砺市役所 別館３階 大ホール

議 事次 第
１．開 会
２．あいさつ
３．協議事項
（１）第１回委員会におけるご意見とその対応について

・・・説明資料①、別冊資料①

１．計画の趣旨 から ６．リスクシナリオ、施策分野の設定までの修正

（２）脆弱性評価と推進方針、施策の重点化（案）について ・・・説明資料②、別冊資料②

（３）その他

４．閉 会

・・・説明資料③
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南砺市国土強靭化地域計画検討委員会
第２回

委員会

配席図

日時： 令和２年１０⽉１９日（⽉）午後１４時００分〜
場所： 南砺市役所
出 入口

別館３階

大ホール

倉庫

非 常口

⻑尾治明

松本久介

委員⻑

副委員⻑

○

○

石井宏幸 委員 ○

○ 手計太一 委員

⻑谷川徹 委員 ○

○ 水谷英二 委員

春木雅世 委員 ○

○ 小谷美紀子 委員

浅谷一寛 委員 ○

○ 蟹野正男 委員

松林富子 委員 ○

○ 山本朱美 委員
総務部（事務局）

○
地域包括医療ケア部

○

ブランド戦略部

○
○

○

大日本コンサルタント

○

○

○

○

総合政 策部 市⺠協働部

教育部

ふるさと整備部

議 会事務局

○

○

○

○

○

ブランド戦略部

地域包 括医 療ケア部

○

○

総務部（事務局）

○

○

ふるさと整備部

○

記者席

○

○

○

○

記者席

○

出入口

○

○

出 入口

委員会

令和２年１０月１９日

第１回委員会におけるご意見とその対応について

第２回

南砺市国土強靱化地域計画検討委員会

説明資料①

⇒ 1.計画の策定趣旨に反映。（別冊
資料P1）

⇒ 山間部と平野部、旧町村別に、区
分や明示方法に配慮して再整理。
（別冊資料P4～）

⇒ 説明図において区分や明示方法に
配慮して再整理。（別冊資料P4
～）

⇒ 要配慮者施設を整理し、施策を確
認し推進方針に盛り込む。（別冊
資料P26～27）

○ 南砺市国土強靭化地域計画の策定趣旨を市
民に理解されやすくするには、「南砺市は山
間部と山麓に位置しており、平野部が少なく
殆どが急峻な山地に位置していることを十分
認識し、予想される被害の特徴を理解したう
えで計画を策定する必要があること」を明記
しておくことが望ましい。【伏木委員（代
理）】

○ リスクの提示においては、山間部・平野部
別、旧町村別、河川別など、対象とするリス
クをより具体的に示すことが望ましい。
○ 同計画の概要を示すため、「山間部と山麓
で被災する内容が異なり、どの様な対策を実
施してリスクの軽減を図るかについてとりま
とめること」を明記することが望ましい。
【伏木委員（代理）】

○ 説明図等において、設定根拠、旧町村界、
道路名を追加することが望ましい。また、要
配慮者施設や分散集落などは、コメントだけ
ではなく具体な位置を示すことが望ましい。
【伏木委員（代理）】

○ 要配慮者施設一覧と位置図、予想される災
害を明示することが望ましい。【伏木委員
（代理）】
○ 要配慮者への対応として情報の伝達や避難
の声かけの施策がないか確認すべきではない
か【蟹野委員】

○ 南砺市には異常気象時通行規制区間が多数
存在していることから、地域の特色として掲
載すべきではないか。【長谷川委員】

⇒ 異常気象時通行規制区間（砺波土
木C提供）を整理。（別冊資料
P19）

○ 南砺市は山々に囲まれ、麓の平野に繋がっ
⇒ 農林振興について整理。森林の維
ている特徴がある。城端地域は、平成20年の
持管理を推進方針に盛り込む。
集中豪雨に伴う被害を直撃したところである。
（別冊資料P34）
一級河川における堆積物を除外して流れをよ
くするのも重要であるが、災害に強い南砺市
とするには、「健全な山を整えること」が重
要と思われる。【松本副委員長】
○ 農林振興に係わる地域の特性やソフト・
ハード対策が不足していると思われることか
ら、担当部署(南砺市ブランド戦略部)のご意
見を踏まえ、地域の特性を計画に取り込むべ
きではないか。【水谷委員】

ご意見への対応

委員会におけるご意見

１.第1回委員会におけるご意見とその対応

⇒ 施策を確認し、推進方針に適宜
盛り込む。

○ 要配慮者への対応として情報の伝達や避難の
声かけの施策がないか確認すべきではないか。
○ 一般の避難所では滞在の困難な方（障がい者
等）向けの福祉避難所を設けてはどうか。
【蟹野委員】

⇒ 分散集落について整理。（別冊
資料P28～30）
⇒ 近隣の自治体を含め、多々ある
災害時等応援協定を整理。推進
方針において、近隣の自治体と
の連携強化を盛り込む。（別冊
資料P31）
⇒ リスクシナリオの更新。
⇒ 事前に備えるべき目標とリスク
シナリオを一つ追加。（説明資
料①P2）

○ 分散集落一覧と位置図を添付すると分かりや
すい。【伏木委員（代理）】
○ 今回の資料は国と県に寄った計画となってい
るが、地域特性をもっと出してもよい。例え
ば、隣接する市町村とのつながりを強調。
【長尾委員長】
○ 隣接する岐阜県白川村や石川県金沢市などと
のつながりが強く、「つながりの強い自治体
はさらに強くすべき」である。【蟹野委員】
○ 南砺市にとってのリダンダンシーであれば、
「近隣自治体の協力確保」の方が南砺市なら
ではと思われる。【手計委員】

⇒ 最新年(H22)の状況を整理[マイ
カー依存が高いことを確認]
（別冊資料P24～25）

⇒ 交通事故は旧町村別に整理し、
橋梁の長寿命化について市内全
域に広がっていることを整理。
（別冊資料P15～18）

○ 「道路事故」において、南砺市の場合は山間
部に特化したものと想定されるので、砺波平
野よりも山間部を中心にした課題を明示して
はどうか。【手計委員】

○ 通勤・通学の交通手段別内訳を明示すること
で、マイカー利用と公共交通利用の傾向が確
認できる。【伏木委員（代理）】

⇒ 積雪量は山麓部と山間部に分け
て整理し、除雪オペレーターの
確保の課題を整理。（別冊資料
P7,20）

⇒ 時間軸（耐用年数等）について、
明示可能な形態で整理。（別冊
資料P11,21）

○ 「建物の老朽化が進み」は一般的にそうだと
思われるが、時間軸を踏まえ、どの地域で深
刻な問題が生じており、どこを重点的に改善
が必要かを言えるとよい。【長尾委員長】
○ 「下水道」に着目した場合、施設の老朽化の
進行状況を示し、耐用年数等から更新を優先
させるなど、各部署の現状・問題点・課題を
整理してはどうか。【長尾委員長】
○ 上下水道の普及は過去から高水準のため添付
は不要。【伏木委員（代理）】
○ 「雪」に着目すると、砺波の観測所のデータ
でも降雪量は比較的多いことは確認できるが、
地域の除雪を担っている建設業の関係、通常
の雪害よりも突発的な「どか雪」に着目して
はどうか。【手計委員】

ご意見への対応

1/2

委員からのご意見

説明資料①

多数かつ⻑期にわたる孤⽴地域等の同時発生

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

沿線・沿道の建物倒壊に伴う閉塞等による交通麻痺

7-1

7-2

変更点

災害に強く・しなやかな地域形

可欠な機能が維持・確保される

太平洋側の代替性確保に必要不

を整備する

より強靱な姿で復興できる条件

地域社会・経済が迅速かつ従前

を発生させない

制御不能な複合災害・二次災害

る地域づくり

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

8-1

10-1

9-1

8-6

8-5

8-4

8-3

企業・住⺠の流出等による地域活⼒の低下

太平洋側の基幹的な陸の交通ネットワークの機能停⽌

大な影響

変更点

国際的風評被害や信用不安、生産⼒の回復遅れ、大量の失業・倒産等による県内経済等への甚

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

退・喪失

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

広域地盤沈下等による広域・⻑期にわたる浸水被害の発生により復興が大幅に遅れる事態

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

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

農地・森林等の被害による自然豊かな土地の荒廃

7-5

8-2

有害物質の大規模拡散・流出による自然豊かな土地の荒廃

者の発生

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

7-4

7-3

防災インフラの⻑期間にわたる機能不全

6-5

変更点

ＪＲ等基幹的交通から地域交通網まで、陸上の交通インフラの⻑期間にわたる機能停⽌

6-4

期に復旧させる

汚水処理施設等の⻑期間にわたる機能停⽌

6-3

を最小限に留めるとともに、早

上水道、農・⼯業用水等の⻑期間にわたる供給停⽌

6-2

にわたる機能の停⽌

電⼒供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）、⽯油・LP ガスサプライチェーン等の⻑期間

⾷料等の安定供給の停滞

6-1

交通インフラネットワークの機能停⽌

5-3

サプライチェーンの寸断等による経済活動の麻痺

5-2

5-1

支援が遅れる事態

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・

防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・機能停⽌

4-1

4-2

行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下

3-2

交通事故の多発、社会の混乱

被災による現地の警察機能の大幅な低下による治安の悪化及び信号機の全面停⽌等による重大

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

2-7

3-1

被災地における疫病・感染症等の大規模発生

2-6

療機能の麻痺

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

想定を超える大量の帰宅困難者の発生、混乱

設、交通ネットワーク等の被害

ライフライン、燃料供給関連施

い

経済活動を機能不全に陥らせな

報サービスは確保する

必要不可欠な情報通信機能・情

る

必要不可欠な行政機能は確保す

保する

2-5

2-4

被災地での⾷料・飲料水・電⼒・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の⻑期停⽌

2-2

行われるとともに、被災者等の

暴風雪や豪雪等に伴う多数の死傷者の発生

2-1

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

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

突発的⼜は広域かつ⻑期的な市街地や散居村等の浸水による多数の死傷者の発生

1-4

1-3

死傷者の発生

木造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

2-3

健康・避難生活環境を確実に確

リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）

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

1-2

1-1

No

救助・救急、医療活動が迅速に

変更点

直接死を最大限防ぐ

事前に備えるべき目標

10 成と未来に希望がもてる魅⼒あ

9

8

7

6

5

4

3

2

1

No

２.事前に備えるべき目標とリスクシナリオの更新
2/2

企業・住民の流出等による地域活力の低下

①雇用機会の創出
・被災履歴の少ない当地への工場や本社機能の移転（団地開発
を含む）
・耐震化等の災害対策の推進
・高規格道路等への円滑な移動
等
②生活環境の改善
・既存構造物の修繕と改築
・空き家率の改善
等
③地域特性に応じた新たな試み
・災害リスクを回避・緩和するためのエネルギー供給源の多様
化・分散化を推進
等

上記の状態を避けるため、以下の対策を講じるものと想定する。

災害の発生に伴い、事業所の被災、需要の減少、観光客の減少等
により事業の継続が困難となり、従来どおりの雇用や生活の継続に
支障をきたす

【想定される状況】

10-1

【リスクシナリオ】

⑩ 災害に強く・しなやかな地域形成と未来に希望がもてる魅力ある
地域づくり

【事前に備えるべき目標】

被災後の経済停滞は、企業や住民の安全な地域への移転と、それに伴
う地域の活力の低下が予想され、これを防ぐことが必要である。そのた
めには、防災・減災はもちろんのこと、大規模災害に係る復旧・復興段
階を事前に見据え、併せて現在の地域の成長を促し、安全・安心で魅力
ある地域づくりを行うことが必要と考える。
（有事の防災・減災対策だけでなく、復旧・復興段階と平時の地域の活
性化にも資する取組）
（南砺市総合計画の柱の一つ、未来に希望が持てるまちの推進にも資す
る取組）

【設定の背景】

南砺市の独自性について、第1回委員会の意見を踏まえ、新たな「事
前に備えるべき目標」と「リスクシナリオ」を検討した。

■事前に備えるべき目標とリスクシナリオの追加

説明資料①

令和２年１０月１９日

脆弱性評価と推進方針、施策の重点化（案）について

第２回 委員会

南砺市国土強靱化地域計画検討委員会

説明資料②

令和3 (2021) 年度から概ね5年間

国土強靱化基本計画
南砺市の弱点を洗い出し、リスクシナリオに対する施
策を設定する際の切り口（視点）

[2] 施策分野の設定

「事前に備えるべき目標」の達成には、どの様な施策
を行うかを設定する必要があります。そのため、「起
きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」を事
前に想定して、この事態を解決する施策が何かを考え
ることで、対応すべき施策を具体化する

[1] 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）

リスクシナリオ、施策分野の設定

南砺市の地域特性及び過去の災害などから明らかに
なった課題などを考慮し、基本目標を更に具体的に表
したもの

[3] 事前に備えるべき目標

国土強靱化を策定、推進する上での基本的な考え方

[2] 基本的な方針

[1] 基本目標

地域を強靱化する上での目標の明確化
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リスクへの対応方策：国土保 全・交通物流分野(個別施策分野)
・土砂災害等に対する防災意識の向 上
・土砂災害等に対する警戒避難体制の整 備
・土砂災害等に対する災害対応能⼒の向 上
・土砂災害等の対策の推進
など

課題を解決する方針・方法を考える

脆弱性の分析・評価、課題：大規模な 災害時における迅速かつ的確な
防災活動が必要である
市 の防災意識の向上を図る必要がある
など

リスクシナリオを避けるための課題

リスクシナリオ：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暴風雪や豪雪等に伴 う
多数の死傷者の発生(1-5)

直接死が発生する事象は何？

（例）事前に備えるべき目標：直接死を最 大限防ぐ (No1)

限られた資源で効率的、効果的に南砺市の強靱化を進め
るために、重点的・優先的に進める対応方策を選定する

施策の重点化・優先順位付け

脆弱性の評価結果（課題）に対して、講ずべきリスクへの
対応方策（推進方針）を、施策分野ごとに整理する

リスクへの対応方策の検討（推進方針）

計画の対象とするリスクの設定

南砺市の人・経済・社会に影響を与えると想定される
災害（リスク）を設定

「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」を避
けるために、どの様な施策を実施しているか？
実施している施策は十分か？など、南砺市の施策の実施状
況などについて評価し、改善すべき課題を明確にする

（第2回）での議事
脆弱性の分析・評価、課題の検討

（第1回）での議事

（“第2次南砺市総合計画”より引用）

【目指す べき将来の地域の姿】誰ひとり取り残さない誰もが笑顔で暮らし続けられるまちへ

【計画期 間】

説明資料②

地域の現状と課題の整理

【計画検討の流れ】

南砺市国土強靱化地域計画

南砺市国土強靱化地域計画検討委員会（第2回）

富山県国土強靱化地域計画

Ⅲ）火災の想定
Ⅳ）地震災害の想定
Ｖ）その他事故災害の想定

Ⅱ）雪害の想定

大項目
Ⅰ）風水害の想定

ⅳ）原子⼒事故災害

ⅲ）危険物等事故災害

ⅰ）鉄道事故災害
ⅱ）道路事故災害

（県外を含む）

ⅱ）水害（大雨）
ⅲ）土砂災害（地すべり等）

小項目
ⅰ）風害（強風）

【計画の対象とするリスクの設定】

施策の重点化・優先順位付け

リスクへの対応方策の検討（推進方針）

脆弱性の分析・評価、課題の検討

リスクシナリオ、施策分野の設定

地域を強靱化する上での目標の明確化

計画の対象とするリスクの設定

地域の現状と課題の整理

南砺市国土強靱化地域計画

地域の課題
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(1) 地震災害
(2) 水害

4 災害履歴
・過去に震度４以上の地震は９回発生
・過去から幾度となく台風や梅雨前線による水害が発生

・平地部には、⼯業用地や⼯場が広範囲に⽴地

・城端、井波、福野及び福光地域には、街路が狭く、木造密 ・災害時における被災人口の増大、火災の延焼地域の拡大等、被
集地が存在
害拡大が懸念
・住宅 の 耐 震 化 率は約60％ 、 特 定建築 物 の 耐 震 化率は約 ・住宅と特定建築物の耐震化率の向上
86％
・火を使用する設備等の設置に関する届出件数は2,636件

・冬の大雪（S38,S56,S59,H18豪雪）が特徴
・市 の 活や移動性を阻害し、物流や生産性にも大きく影響
・フェーン現象が起きると、強い南風とともに平常の気温よ ・火災の危険が極めて大きい
りも高くなり空気が乾燥
・侵⾷・洗掘による堤防の決壊が懸念され、河川氾濫が発生する
・梅雨期は集中豪雨が起きやすく、夏は台風が接近する
可能性が高い

・三方を山に囲まれ、中央北側には平野が拡がる
・旧町村の地形的特徴をみると、平野部・山間部混合する山
麓部と山間部に大別
・急流河川が存在し、農業用排水路等が広く展開

地域の現状

説明資料②

・地震や水害への対策が必要

・⼯業用地や⼯場の中には、河川の氾濫に伴い、被害が発生する
危険性がある
・自動車の利用は著しく増加
・大量の自動車によって引き起こされる交通混乱は避難の遅延と
(3) 交通機関の発達
・東海北陸自動車道といった高速交通網の整備
被害拡大が懸念
・年間1千件以上（人身・物損）の交通事故が発生
・交通事故災害が発生した場合、多数の被害者が発生
・人身事故のうち約9割が平野部で発生
・山間部の橋梁やトンネルでの交通事故災害は、多数の被害者ま
・橋梁の半数弱は1970年代に架設
たは影響等が懸念
・身近な道路の危険性が高い
・架設後50年を超える割合は、20年後には8割強と増加するため、
計画的な橋梁の補修・補強および架替の実施が必要
・山間部に事前通行規制区間が多数存在
・広い範囲で通行規制が生じる可能性や、孤⽴集落の発生が懸念
・日常生活の利便性向上とその依存度が高まる
・施設の被害が発生した場合、その復旧に時間を要する
(4) 日常生活の確保
・情報不足や生活の不便性等が、不安増大につながる
・耐震化や地すべり対策などの災害対策が必要
(5) 避 難所と 自 主 防 災組織の ・避難所の約半数は災害リスクがある
・市内には36の自主防災組織数があり、組織率は99.9％と非 ・各地域における自主防災組織の組織率100％を目標
確保
常に高い
・人口の減少、市外への通勤者・通学者が増大
・地域コミュニティ活動の停滞
(6) コミュニティ活動の停滞
・地域における防災行動⼒の向上が必要
・高齢者、外国人等の要配慮者が増加
・防災の様々な場所において要配慮者に配慮した施策展開
(7) 要配慮者の増加
・要配慮者施設のうち4割弱は災害リスクあり
・要配慮者施設に対する災害対策が必要
・南砺市は区域が広い上に、特に山間部は、集落が点在
・災害の発生時に孤⽴集落発生の危険性に配慮
(8) 分散した集落の形成
・男女共同参画の視点を取り入れた防災体制を確⽴
(9) 男女共同参画の視点を取 ・男女双方の視点に配慮した防災を進めることが必要
り入れた防災
・防災協定を全58自治体と締結済
・近隣自治体や同時被災が想定しにくい自治体との連携強化
(10) 災害時応援協定
・ドクターヘリのランデブーポイントが78箇所存在
・場合によっては使用不可となるランデブーポイントは18箇所
(11) ドクターヘリ
存在
・桜ヶ池や赤祖父ため池などの大規模なため池を有する。
・利賀ダム建設事業等のハード対策や、ため池の耐震・豪雨対策
(12) 農林振興
・林地の適正管理・保全、流木防⽌対策など、災害に強い森
が必要
づくりを推進している。
・林地の適正管理（保全）が必要
(2) ⼯業用地の保全

(1) 既成市街地の保全

3 社会経済的特性

(1) 降雪
(2) 降雨・乾燥等

2 気象的特性

(2) 地形

(1) 位置

1 地形的特性

【地域の現状と課題の整理】

南砺市国土強靱化地域計画検討委員会（第2回）

① 人命の保護が最大限図られること
② 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 市 の財産及び公共施設に係る被害の最 化
④ 迅速な復旧復興

[1] 基本目標

施策の重点化・優先順位付け

リスクへの対応方策の検討（推進方針）

脆弱性の分析・評価、課題の検討

リスクシナリオ、施策分野の設定

地域を強靱化する上での目標の明確化

計画の対象とするリスクの設定

地域の現状と課題の整理

南砺市国土強靱化地域計画

南砺市国土強靱化地域計画検討委員会（第2回）

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 地域社会・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
９ 太平洋側の代替性確保に必要不可欠な機能が維持・確保される
10 災害に強く・しなやかな地域形成と未来に希望がもてる魅⼒ある
地域づくり

[3] 事前に備えるべき目標

基本方針4．地域の特性に応じた施策の推進
⑦ 人のつながりやコミュニティ機能の向上を図るとともに、各地域に
おいて強靱化を推進する担い手が適切に活動できる環境整備に努める。
⑧ 女性、高齢者、子ども、障がい者、観光客、外国人等に十分配慮して
施策を講じる。
⑨ 地域の特性に応じて、環境との調和及び景観の維持に配慮するとともに、
自然環境の有する多様な機能を活用するなどし、自然との共生を図る
こと。

基本方針3．効率的な施策の推進
⑥ 施策の重点化や既存の社会資本を有効活用すること等により、費用を
縮減しつつ効率的に施策を推進する。

基本方針2．適切な施策の組み合わせ
③ 災害リスクや地域の状況等に応じて、ハード対策とソフト対策を適切
に組み合わせて効果的に施策を推進する。
④ 「自助」、「共助」及び「公助」を適切に組み合わせ、官（国、県、
市町村）と （住 、 間事業者等）が適切に連携及び役割分担して
取り組む。
⑤ 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。

基本方針1．取組姿勢
① 南砺市の強靱性を損なう本質的原因をあらゆる側面から検証したうえで
取り組む。
② 時間管理概念を持ちつつ、 期的な視野を持って計画的に取り組む。

[2] 基本的な方針

説明資料②
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＜1＞ 個別施策分野
行政機能・防災教育分野
住環境分野
保健医療・福祉分野
産業分野
国土保全・交通物流分野
＜2＞ 横断的施策分野
リスクコミュニケーション分野
人材育成分野
官 連携分野
老朽化対策分野
太平洋側のリダンダンシーの確保分野

【施策分野】

施策の重点化・優先順位付け

リスクへの対応方策の検討（推進方針）

脆弱性の分析・評価、課題の検討

リスクシナリオ、施策分野の設定

地域を強靱化する上での目標の明確化

計画の対象とするリスクの設定

地域の現状と課題の整理

南砺市国土強靱化地域計画

南砺市国土強靱化地域計画検討委員会（第2回）
事前に備えるべき目標

支援が遅れる事態

防災インフラの

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
沿線・沿道の建物倒壊に伴う閉塞等による交通麻痺

7-1
7-2

期間にわたる機能停

ＪＲ等基幹的交通から地域交通網まで、陸上の交通インフラの
6-5

期間にわたる供給停

地域社会・経済が迅速かつ従前

を発生させない

災害に強く・しなやかな地域形

可欠な機能が維持・確保される

太平洋側の代替性確保に必要不

を整備する

る地域づくり

農地・森林等の被害による自然豊かな土地の荒廃
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

8-1

10-1

9-1

8-6

8-5

8-4

8-3

被害の発

により復興が

幅に遅れる事態

企業・住

の流出等による地域活

の低下

太平洋側の基幹的な陸上の交通ネットワークの機能停⽌

大な影響

国際的風評被害や信用不安、生産⼒の回復遅れ、大量の失業・倒産等による市内経済等への甚

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

退・喪失

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

広域地盤沈下等による広域・ 期にわたる浸

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

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

有害物質の大規模拡散・流出による自然豊かな土地の荒廃
7-5

8-2

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

期間

7-3

期間にわたる機能不全

期間にわたる機能停
6-4

処理施設等の

道、農・ 業

期に復旧させる

汚

上

油・LP ガスサプライチェーン等の

6-3

等の

供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）、
にわたる機能の停⽌

電

⾷料等の安定供給の停滞

6-1

交通インフラネットワークの機能停⽌

5-3

サプライチェーンの寸断等による経済活動の麻痺

5-2

5-1

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・

防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・機能停⽌

4-1
4-2

行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下

交通事故の多発、社会の混乱

被災による現地の警察機能の大幅な低下による治安の悪化及び信号機の全面停⽌等による重大

3-2

3-1

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

2-7

療機能の麻痺
被災地における疫病・感染症等の大規模発生

6-2

制御不能な複合災害・二次災害

期停

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

想定を超える大量の帰宅困難者の発生、混乱

を最小限に留めるとともに、早

10 成と未来に希望がもてる魅⼒あ

9

命に関わる物資・エネルギー供給の

2-6

2-5

地域等の同時発

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

期にわたる孤

による多数の死傷者の発

設、交通ネットワーク等の被害

ライフライン、燃料供給関連施

い

経済活動を機能不全に陥らせな

報サービスは確保する

必要不可欠な情報通信機能・情

る

必要不可欠な行政機能は確保す

保する

健康・避難生活環境を確実に確

2-4

8 より強靱な姿で復興できる条件

7

6

5

4

3

2

2-3

多数かつ

2-2

・電 ・燃料等、

被災地での

2-1

料・飲料

暴風雪や豪雪等に伴う多数の死傷者の発生

1-5

期的な市街地や散居村等の浸

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

1-4

は広域かつ

突発的

1-3

死傷者の発生
木造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

行われるとともに、被災者等の
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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

リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）

1-2

1-1

No

救助・救急、医療活動が迅速に

1 直接死を最大限防ぐ

No

【起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）】

説明資料②

施策分 野（個別施策分野・横断的施策分野）

「国土 強靱化地域計画策定ガイドライン (第 7版)̲策定改訂編
内閣官房国土強靱化推進室 」 より引用

【イメージ】

令和2年6⽉

・個々の施策の実施主体は、南砺市だけでなく、国、県、他市町村、 間事業者、ＮＰＯ、市 など多岐にわたる。
効率的、効果的に施策を実施するためには、組織体制の強化や他市町村に対する適切な支援や、各実施主体との
徹底した情報共有や各主体間の連携が必要不可欠である。

(3) 国、県、他市町村、 間等との連携が必要

・いかなる災害等にも対応するためには、個々の施設の耐震性などをいかに高めても万全とは言えない。特に、行
政、産業（エネルギー、金融、情報通信含む）、交通・物流等の分野においては、システム等が一旦途絶えると
その影響は甚大であり、バックアップ施設／システムの整備等により、代替性等を確保する必要がある。
・南海トラフ地震や首都直下地震など太平洋側で想定されるリスクに対しての代替性を確保するため、南砺市の陸
上の交通インフラ整備のほか、 都圏や関 圏、中京圏等に 地する企業の本社機能等の南砺市内への移転を一
層促進する必要がある。

(2) 代替性等の確保が必要

・防災・減災等に資する国土強靱化施策は、いまだ道半ばの段階にあるものが多い。東日本大震災で得られた教訓
から、実施主体の能力や財源に限りがあることを踏まえると、国土強靱化施策を４つの基本目標に照らして、で
きるだけ早期に高水準なものとするためには、施策の重点化を図りつつ、ハード整備とソフト対策を適切に組み
合わせる必要がある。

(1) 重点化を図りつつ、ハード整備とソフト対策の適切な組み合わせが必要

評価結果の主なポイント

施策の重点化・優先順位付け

リスクへの対応方策の検討（推進方針）

脆弱性の分析・評価、課題の検討

リスクシナリオ、施策分野の設定

地域を強靱化する上での目標の明確化

計画の対象とするリスクの設定

地域の現状と課題の整理

南砺市国土強靱化地域計画

南砺市国土強靱化地域計画検討委員会（第2回）

起き てはならない最悪の事態（リスクシナリオ）
事前 に備えるべき目標

進捗状況や災害時だけではなく平時の活
用も考慮した施策であるかの視点で選定
する。
⇒視点：施策の進捗状況
平時の活用、市の対応

※直面するリスクに備えて、既存の施策の

が回避されなかった場合の影響の大きさ
⼜は緊急度等を考慮して選定する。
⇒視点：影響の大きさ、緊急度

※地域が直面するリスクを踏まえて、事態

（重点化の視点） ・影響の大きさ
・緊急度
・施策の進捗状況
・平時の活用
・市の対応

をして評価する。

◆ 重点化する施策は、以下の視点で重み付け

強靱化を進めるために、重点的・優先的に
進める対応方策（推進方針）を設定する。

◆ 限られた資源で効率的、効果的に南砺市の

【施策の重点化・優先順位付け】

の対応方策（推進方針）を
リスクシナリオごとに整理する。

◆ 脆弱性の評価（課題）に対して、リスクへ

【リスクへの対応方策の検討（推進方針）】

野」はどこか（どこの部局か）、新たな施
策を検討することはできないか、等の実施
していない要素を明らかにし、今後どのよ
うな施策が必要かを「見える化」する。

◆リスクシナリオに対し施策が無い「施策分

る要因を取り除くための施策はあるか、対
応可能は施策の内で進捗が遅れている施策
はないか、などを検証する。
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◆各部局において、リスクシナリオが発生す

【脆弱性の分析・評価、課題の検討】

説明資料②

直接死を最大限防ぐ

直接死を最大限防ぐ

1

事前に備えるべき目標

1

No

1-2

1-1

No

脆弱性の評価（課題）

木造密集地や不特定多数が集まる施設 ・大規模な災害時における迅速かつ的確な防災活動が必
における大規模火災による多数の死傷
要である。
者の発生
・救出救助活動能⼒を高めるため、装備資機材や訓練環
境等の充実する必要がある。
・応急活動及び復旧活動に関し、各関係機関との連携を
推進する必要がある。
・災害情報の伝達体制の強化を図る必要がある。
・市 の防災意識の向上を図る必要がある。
・避難地等となる公園、緑地等における老朽化対策が必
要である。

住宅・建物・交通施設等の複合的・大 ・市 の防災意識の向上を図る必要がある。
規模倒壊や不特定多数が集まる施設の ・住宅等の耐震化を促進する必要がある。
倒壊による多数の死傷者の発生
・救命医療の拠点となる病院の発電設備・資機材の充実
が必要である。
・基幹的な農道施設の安全確保を図る必要がある。
・道路ネットワークの強化・整備を推進する必要がある。
・地域における防災⼒の向上を図る必要がある。
・大規模な災害時における迅速かつ的確な防災活動が必
要である。
・避難場所等となる公園、緑地等における老朽化対策が
必要である。

リスクシナリオ
（起きてはならない最悪の事態）

南砺市国土強靱化地域計画検討委員会（第2回）
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(1) 行政機能・防災教育分野
・調査研究の実施 ・市有施設の耐震化等の推進
・総合防災訓練の実施 ・救出救助活動体制の整備等
・陸上自衛隊富山駐屯地の災害支援拠点機能の拡充
・防災関係機関との相互協⼒ ・住 等への情報伝達の強化
・市 への啓発活動
(2) 住環境分野
・住宅・建築物の耐震化 ・大規模建築物の耐震化
・居住環境の整備改善等の推進
(3) 保健医療・福祉分野
・災害拠点病院等の設備等の充実化
(4) 産業分野
・基幹的農道の保全対策
(5) 国土保全・交通物流分野
・災害に強い道路ネットワークの整備
・救援物資の輸送を担う緊急通行確保路線等に架かる橋梁の耐震化
・市街地や観光地等における道路の無電柱化の推進
・都市の防災性の向上に寄与する都市基盤整備の推進
(6) リスクコミュニケーション分野
・自主防災組織の結成促進 ・地域防災⼒の基盤強化
(7) 人材育成分野
・防災人材の育成や確保 ・自主防災組織の育成強化
(8) 官 連携分野
・総合防災訓練の実施 ・防災関係機関との相互協⼒
(9) 老朽化対策分野
・市営住宅の老朽化対策 ・都市公園の老朽化対策
・公共施設等の総合的かつ計画的な保全管理
・ 寿命化計画等に基づく維持管理や更新
(1) 行政機能・防災教育分野
・調査研究の実施 ・総合防災訓練の実施
・救出救助活動体制の整備等
・陸上自衛隊富山駐屯地の災害支援拠点機能の拡充
・防災関係機関との相互協⼒ ・住 等への情報伝達の強化 ・市 への啓発活動
(2) 住環境分野
・居住環境の整備改善等の推進
(6) リスクコミュニケーション分野
・自主防災組織の結成促進 ・地域防災⼒の基盤強化
(7) 人材育成分野
・防災人材の育成・確保 ・自主防災組織の育成強化
(8) 官 連携分野
・総合防災訓練の実施 ・防災関係機関との相互協⼒
(9) 老朽化対策分野
・都市公園の老朽化対策 ・公共施設等の総合的かつ計画的な保全管理
・ 寿命化計画等に基づく維持管理・更新

リスクへの対応方策（推進方針）

：重点的に対応方策を推進するリスクシナリオ

説明資料②

直接死を最大限防ぐ

直接死を最大限防ぐ

1

事前に備えるべき目標

1

No

1-4

1-3

No

脆弱性の評価（課題）

大規模な土砂災害（深層崩壊）等によ ・大規模な災害時における迅速かつ的確な防災活動が必
る多数の死傷者の発生
要である。
・救出救助活動能⼒を高めるため、装備資機材や訓練環
境等の充実する必要がある。
・応急活動及び復旧活動に関し、各関係機関との連携を
推進する必要がある。
・災害情報の伝達体制の強化する必要がある。
・住 が適切な避難をできるよう、防災情報について住
に周知する必要がある。
・市 の防災意識の向上を図る必要がある。

突発的 は広域かつ 期的な市街地や ・大規模な災害時における迅速かつ的確な防災活動が必
散居村等の浸水による多数の死傷者の
要である。
発生
・救出救助活動能⼒を高めるため、装備資機材や訓練環
境等の充実する必要である。
・応急活動及び復旧活動に関し、各関係機関との連携を
推進する必要がある。
・災害情報の伝達体制の強化する必要がある。
・住 が適切な避難をできるよう、防災情報について住
に周知する必要がある。
・市 の防災意識の向上を図る必要がある。

リスクシナリオ
（起きてはならない最悪の事態）

南砺市国土強靱化地域計画検討委員会（第2回）
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(1) 行政機能・防災教育分野
・調査研究の実施 ・総合防災訓練の実施 ・救出救助活動体制の整備等
・陸上自衛隊富山駐屯地の災害支援拠点機能の拡充
・防災関係機関との相互協⼒ ・住 等への情報伝達の強化
・避難行動につながる取組の推進 ・市 への啓発活動
(2) 住環境分野
・下水道施設の整備
(4) 産業分野
・防災情報システムの整備充実
(5) 国土保全・交通物流分野
・洪水を安全に流すための治水対策の推進
・災害の未然防⽌や軽減のための治水対策の推進
・ダム管理施設の計画的な更新・改良
・河川管理施設の老朽化対策 ・農業用排水施設の溢水被害防⽌対策
・農地の洪水防⽌機能の保全 ・短期的な浸水対策の推進
(6) リスクコミュニケーション分野
・自主防災組織の結成促進
(7) 人材育成分野
・防災人材の育成・確保
(8) 官 連携分野
・総合防災訓練の実施 ・防災関係機関との相互協⼒
(9) 老朽化対策分野
・情報システムの計画的な更新 ・ 寿命化計画等に基づく維持管理・更新
(1) 行政機能・防災教育分野
・調査研究の実施 ・総合防災訓練の実施 ・救出救助活動体制の整備等
・陸上自衛隊富山駐屯地の災害支援拠点機能の拡充
・防災関係機関との相互協⼒ ・住 等への情報伝達の強化
・避難行動につながる取組の推進 ・市 の防災意識の醸成 ・市 への啓発活動
(4) 産業分野
・森林の間伐や更新 ・防災情報システムの整備充実
(5) 国土保全・交通物流分野
・森林の適正管理と保全の推進
・土砂災害等に対する防災意識の向上
・土砂災害等に対する警戒避難体制の整備
・土砂災害等に対する災害対応能⼒の向上 ・土砂災害等の対策の推進
・避難路等を確保するための取組みの促進
(6) リスクコミュニケーション分野
・土砂災害を想定した避難訓練の実施
(7) 人材育成分野
・防災人材の育成・確保
(8) 官 連携分野
・総合防災訓練の実施 ・防災関係機関との相互協⼒
・土砂災害等に対する災害対応能⼒の向上
(9) 老朽化対策分野
・情報システムの計画的な更新 ・ 寿命化計画等に基づく維持管理・更新

リスクへの対応方策（推進方針）

説明資料②

直接死を最大限防ぐ

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

事前に備えるべき目標

1

No

2-1

1-5

No

リスクへの対応方策（推進方針）

説明資料②
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(1) 行政機能・防災教育分野
・調査研究の実施 ・総合防災訓練の実施 ・救出救助活動体制の整備等
・陸上自衛隊富山駐屯地の災害支援拠点機能の拡充
・防災関係機関との相互協⼒ ・住 等への情報伝達の強化
・避難行動につながる取組の推進 ・市 への啓発活動
(2) 住環境分野
・除排雪活動の支援
(3) 保健医療・福祉分野
・火葬場の広域的な協⼒体制の整備
(4) 産業分野
・防災情報システムの整備充実
(5) 国土保全・交通物流分野
・森林の適正管理と保全の推進 ・雪崩対策の実施 ・道路の雪寒対策の推進
・雪寒対策における道路施設整備の推進
(6) リスクコミュニケーション分野
・自主防災組織の結成促進
(7) 人材育成分野
・防災人材の育成・確保 ・自主防災組織の育成強化
(8) 官 連携分野
・総合防災訓練の実施 ・防災関係機関との相互協⼒
(9) 老朽化対策分野
・情報システムの計画的な更新 ・ 寿命化計画等に基づく維持管理・更新
被災地での⾷料・飲料水・電⼒・燃料 ・市の機関が被災した場合でも、業務の継続と早期復旧 (1) 行政機能・防災教育分野
等、生命に関わる物資・エネルギー供
を図る必要がある。
・業務継続計画の不断の見直し ・早期復旧に向けた取組の推進
給の 期停
・発災後の緊急交通路等の確保、災害応急対策実施機関 ・広域連携の推進
への緊急通行車両事前届出制度等の的確な運用を行 (2) 住環境分野
う必要がある。
・避難所施設の整備等 ・災害救助物資の備蓄 ・流通備蓄の推進
・応援協定等の広域連携の推進が必要である。
・避難所への物資供給
(3) 保健医療・福祉分野
・地域包括ケアセンター等非常用自家発電装置の整備
(4) 産業分野
・基幹的農道の保全対策 ・電⼒・ガスの災害対応⼒強化
・発災時における燃料供給体制の整備
(5) 国土保全・交通物流分野
・洪水を安全に流すための治水対策の推進
・災害の未然防⽌や軽減のための治水対策の推進 ・河川管理施設の耐震化
・森林の適正管理と保全の推進 ・短期的な浸水対策の推進
・土砂災害等の対策の推進 ・雪崩対策の実施
・災害に強い道路ネットワークの整備 ・緊急輸送道路を補完する林道の整備
・地震発生時に救援物資の輸送を担う緊急通行確保路線等に架かる橋梁の耐震化
・避難路等を確保するための取組みの促進
・道路施設が持つ副次的機能の活用
・道路の雪寒対策の推進 ・雪寒対策における道路施設整備の推進
・緊急輸送ネットワークの整備
(8) 官 連携分野
・災害時応援協定締結による連携体制の整備

脆弱性の評価（課題）

暴風雪や豪雪等に伴う多数の死傷者の ・大規模な災害時における迅速かつ的確な防災活動が必
発生
要である。
・救出救助活動能⼒を高めるため、装備資機材や訓練環
境等の充実する必要がある。
・応急活動及び復旧活動に関し、各関係機関との連携を
推進する必要がある。
・災害情報の伝達体制の強化する必要がある。
・被災住 が適切な避難をできるよう、住 に周知する
必要がある。
・災住 が適切な避難をできるよう、防災情報について
住 に周知する必要がある。
・市 の防災意識の向上を図る必要がある。

リスクシナリオ
（起きてはならない最悪の事態）

南砺市国土強靱化地域計画検討委員会（第2回）

事前に備えるべき目標

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

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

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

No

2

2

2

2-4

2-3

2-2

No
地域等の同 ・発災後の緊急交通路等の確保、災害応急対策実施機関
への緊急通行車両事前届出制度等の的確な運用を行
う必要がある。
・広域単位での備蓄と流通備蓄の確保、災害時に不足す
る物資の調達が必要である。
・富山県ドクターヘリ活用による救命率の向上や後遺症
の軽減を図る必要がある。
・孤⽴集落の発生を防ぐため、豪雨等による河川の氾濫、
浸水被害等を最小限化などにより、被害を最小限に抑
える必要がある。
・雪崩防⽌柵等の整備により、集落の安全確保や道路の
通行確保を図る必要がある。
・災害時の円滑な避難や迅速な人命救助等のため、道路
ネットワークの整備、橋梁の耐震対策が必要である。
・重要路線における車道除排雪や歩道除雪の実施が必要
である。

脆弱性の評価（課題）

自衛隊、警察、消防等の被災等による ・市の機関が被災した場合でも、業務の継続と早期復旧
救助・救急活動等の絶対的不足
を図る必要がある。
・応援協定等の広域連携の推進が必要である。
・救出救助活動能⼒を高めるため、装備資機材等の充実、
関係機関等と連携する必要がある。
・消防組織の広域化を推進する必要がある。
・防災関係機関の連携強化、近隣自治体との合同訓練を
する必要がある。
・医師会、警察医会などとの連携体制の構築を図る必要
がある。
・停電による信号機停⽌による交通渋滞回避の対策が必
要である。
・広域消防防災センター等での研修・訓練で、消火・救
助技術の向上が必要である。
・多様化する災害に対し、消防職員及び消防団員等の対
応能⼒向上が必要である。
想定を超 える大量の帰宅困難者の発 ・災害情報の伝達体制の強化を図る必要がある。
生、混乱
・避難所施設・設備の整備や⾷料等の備蓄、避難所や住
宅での衛生管理が必要である。
・広域単位での備蓄と流通備蓄の確保、災害時に不足す
る物資の調達が必要である。
・帰宅困難者に対する飲料水の提供などの支援が必要で
ある。

多数かつ 期にわたる孤
時発生

リスクシナリオ
（起きてはならない最悪の事態）

南砺市国土強靱化地域計画検討委員会（第2回）
9/16

(1) 行政機能・防災教育分野
・住 等への情報伝達の強化
(2) 住環境分野
・避難所施設の整備等 ・災害救助物資の備蓄
・避難所への物資供給
(8) 官 連携分野
・災害時応援協定締結による連携体制の整備

・流通備蓄の推進

(1) 行政機能・防災教育分野
・早期復旧に向けた取組の推進
(2) 住環境分野
・災害救助物資の備蓄 ・流通備蓄の推進 ・避難所への物資供給
(3) 保健医療・福祉分野
・ドクターヘリによる救命率の向上
(4) 産業分野
・基幹的農道の保全対策
(5) 国土保全・交通物流分野
・洪水を安全に流すための治水対策の推進
・災害の未然防⽌や軽減のための治水対策の推進 ・河川管理施設の耐震化
・森林の適正管理と保全の推進 ・孤⽴集落対策資機材の整備
・土砂災害等の対策の推進 ・雪崩対策の実施
・災害に強い道路ネットワークの整備
・地震発生時に救援物資の輸送を担う緊急通行確保路線等に架かる橋梁の耐震化
・避難路等を確保するための取組みの促進
・道路の雪寒対策の推進 ・雪寒対策における道路施設整備の推進
・緊急輸送道路を補完する林道の整備 ・緊急輸送ネットワークの整備
(1) 行政機能・防災教育分野
・業務継続計画の不断の見直し ・救出救助活動体制の整備等
・早期復旧に向けた取組の推進 ・消防組織の広域化 ・広域連携の推進
・緊急消防援助隊の合同訓練の実施
(3) 保健医療・福祉分野
・医師会・ 科医師会等との連携体制の構築
(4) 産業分野
・発災時における燃料供給体制の整備
(5) 国土保全・交通物流分野
・土砂災害等の対策の推進 ・信号機電源付加装置等の更新
(7) 人材育成分野
・消火・救助技術の向上 ・消防人材・消防団員等の育成
(8) 官 連携分野
・医師会・ 科医師会等との連携体制の構築

リスクへの対応方策（推進方針）

説明資料②

事前に備えるべき目標

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

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

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

必要不可欠な行政機能は
確保する

No

2

2

2

3

3-1

2-7

2-6

2-5

No

脆弱性の評価（課題）

医療施設及び関係者の絶対的不足・被 ・応援協定等の広域連携の推進が必要である。
災、支援ルートの途絶、エネルギー供 ・救命医療の拠点となる病院の発電設備・資機材の充実
給の途絶による医療機能の麻痺
が必要である。
・医療施設の被災状況や診療状況等の情報の迅速な把握
が必要である。
・富山県ドクターヘリ活用による救命率の向上や後遺症
の軽減を図る必要がある。
・病院の機能停⽌を回避するため、業務継続計画（BCP）
の策定が必要である。
・物資輸送ルートや燃料供給ルートを確実に確保する必
要がある。
・道路ネットワークの強化・整備を推進する必要がある。
・橋梁の耐震対策の推進、避難路や緊急輸送道路を確保
する必要がある。
・重要路線における車道除排雪や歩道除雪を適切に実施
する必要がある。
被災地における疫病・感染症等の大規 ・終末処理場や管渠等の下水道施設の耐震化を計画的に
模発生
進める必要がある。
・被災者の健康推進体制整備が必要である。
・震災等の大規模災害発生時に備えた供給体制を確保す
る必要がある。
・血液の安定供給の確保が必要である。
・避難所の衛生環境を災害時にも良好に保っていく必要
がある。
・災害発生時の避難所の消毒や害虫駆除実施の体制を維
持する必要がある。
・終末処理場、ポンプ場や管渠等の下水道施設の老朽化
対策を推進する。
劣悪な避難生活環境、不十分な健康管 ・広域単位での備蓄と流通備蓄の確保、災害時に不足す
理による多数の被災者の健康状態の悪
る物資の調達が必要である。
化・死者の発生
・避難スペースを有する障害福祉サービス事業所の整備
を進める必要がある。
・障害者等の要配慮者の防災支援体制の整備が必要であ
る。
・DMAT（災害派遣医療チーム）等の災害医療体制の充
実が必要である。
・広域的な災害時応援体制が必要である。
・被災者の健康維持体制整備が必要である。
・避難時に多発する生活不活発病の予防のための検討が
必要である。
・外国 住 の安否確認や避難誘導、救助活動に努める
必要がある。
被災による現地の警察機能の大幅な低 ・治安の確保に必要な体制、装備資機材の充実、災害時
下による治安の悪化及び信号機の全面
の被留置者の安全を確保などが必要である。
停⽌等による重大交通事故の多発、社 ・交通渋滞等による避難の遅れ回避のため、道路交通情
会の混乱
報の提供手段確保が必要である。

リスクシナリオ
（起きてはならない最悪の事態）

南砺市国土強靱化地域計画検討委員会（第2回）

(1) 行政機能・防災教育分野
・警察機能維持対策の推進 ・被留置者の安全確保
(5) 国土保全・交通物流分野
・情報収集・共有体制の強化 ・信号機電源付加装置等の更新

(2) 住環境分野
・避難所施設の整備等 ・災害救助物資の備蓄 ・流通備蓄の推進
・避難所への物資供給
(3) 保健医療・福祉分野
・障害福祉サービス事業所の整備 ・福祉避難所の整備促進
・災害拠点病院等の整備等の充実化 ・県、関係機関と連携した防災訓練の実施
・火葬場の広域的な協⼒体制の整備 ・医療機関の災害対応マニュアルの整備
・他の自治体との相互応援体制の強化 ・被災者の健康を守る体制の整備
・被災地でのリハビリ支援
(6) リスクコミュニケーション分野
・福祉避難所の整備促進 ・外国 住 への 援

(1) 行政機能・防災教育分野
・広域連携の推進
(3) 保健医療・福祉分野
・災害拠点病院等の整備等の充実化 ・医療機関との連携体制
・保健・福祉等の受入体制の整備 ・ドクターヘリによる救命率の向上
・災害拠点病院等の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定
(4) 産業分野
・発災時における燃料供給体制の整備
(5) 国土保全・交通物流分野
・土砂災害等の対策の推進 ・雪崩対策の実施
・災害に強い道路ネットワークの整備
・地震発生時に救援物資の輸送を担う緊急通行確保路線等に架かる橋梁の耐震化
・避難路等を確保するための取組みの促進
・道路の雪寒対策の推進 ・雪寒対策における道路施設整備の推進
(7) 人材育成分野
・医療・介護人材の育成 ・保健・福祉人材の災害対応能⼒の向上
(2) 住環境分野
・下水道施設の地震対策 ・下水道に関する事業継続計画（ＢＣＰ）の策定
・飲料水の確保
(3) 保健医療・福祉分野
・被災者の健康を守る体制の整備 ・災害医薬品等の備蓄 ・輸血用血液の確保
・避難所等における衛生管理 ・消毒等の実施 ・飲料水の確保
(9) 老朽化対策分野
・下水道施設の老朽化対策 ・ 寿命化計画等に基づく維持管理・更新

リスクへの対応方策（推進方針）

説明資料② 10/16

事前に備えるべき目標

必要不可欠な行政機能は
確保する

必要不可欠な情報通信機
能・情報サービスは確保
する

必要不可欠な情報通信機
能・情報サービスは確保
する

No

3

4

4

4-2

4-1

3-2

No

脆弱性の評価（課題）

災害時に活用する情報サービスが機能 ・市の機関が被災した場合でも、業務の継続と早期復旧
停⽌し、情報の収集・伝達ができず、
を図る必要がある。
避難行動や救助・支援が遅れる事態
・市 の防災意識の向上を図る必要がある。
・災害時の的確な情報収集、伝達能⼒の向上、伝達体制
の強化を図る必要がある。
・市 に提供する情報の信頼性を確保・維持する必要が
ある。
・停電時に保健所の機能を維持させるため、自家発電装
置の整備を進める必要がある。
・災害発生時のライフラインの確保等の計画策定と体制
整備が重要である。
・防災情報システムの整備充実を図る必要がある。
・ＩＣＴ技術等を活 し、広く住 等にも収集・共有で
きる体制づくりが必要である。
・災害情報の伝達体制の強化を図る必要がある。

防災・災害対応に必要な通信インフラ ・市の機関が被災した場合でも、業務の継続と早期復旧
の麻痺・機能停⽌
を図る必要がある。
・災害情報の伝達体制の強化を図る必要がある。
・停電時に保健所の機能を維持させるため、自家発電装
置の整備を進める必要がある。
・災害発生時のライフラインの確保等の計画策定と体制
整備が重要である。
・中山間地における携帯電話の不感エリア解消、フリー
Wi-Fi 環境整備が必要である。
・電気・ガス等の制御システム保護のためのハード対策
を推進が必要である。
・緊急輸送道路等の無電柱化を推進する必要がある。
・市 に提供する情報の信頼性を確保・維持する必要が
ある。

行政機関の職員・施設等の被災による ・市の機関が被災した場合でも、業務の継続と早期復旧
機能の大幅な低下
を図る必要がある。
・災害時の支援拠点となる庁舎等の必要な建物修繕等を
行う必要がある。
・市有施設における物資の備蓄、代替機能の確保等をす
る必要がある。
・電⼒供給停⽌に備え、非常用電源設備の浸水対策や燃
料備蓄の推進が必要である。
・停電時に保健所の機能を維持させるため、自家発電装
置の整備を進める必要がある。
・道の駅の防災拠点化への検討が必要である。
・公共施設等の適切な管理が必要である。

リスクシナリオ
（起きてはならない最悪の事態）

南砺市国土強靱化地域計画検討委員会（第2回）
(1) 行政機能・防災教育分野
・業務継続計画の不断の見直し ・市有施設の耐震化等の推進
・市有施設における防災体制の整備 ・電源確保対策の推進
・防災・危機管理機能の強化、地域防災⼒の向上
(3) 保健医療・福祉分野
・地域包括ケアセンター等非常用自家発電装置の整備
(5) 国土保全・交通物流分野
・土砂災害等の対策の推進
・道路施設が持つ副次的機能の活用
(7) 人材育成分野
・防災・危機管理機能の強化、地域防災⼒の向上
(9) 老朽化対策分野
・公共施設等の総合的かつ計画的な保全管理
(1) 行政機能・防災教育分野
・業務継続計画の不断の見直し
・防災・危機管理機能の強化、地域防災⼒の向上
・南砺市ホームページなど情報伝達ツールの充実 ・住 等への情報伝達の強化
・地域包括ケアセンター等非常用自家発電装置の整備
(3) 保健医療・福祉分野
・地域包括ケアセンター等非常用自家発電装置の整備
(4) 産業分野
・電⼒・ガスの災害対応⼒強化 ・情報通信事業者の災害対応⼒強化
・中山間地域における携帯電話不感エリアの解消 ・総合防災訓練の実施
・災害時における通信手段の確保
(5) 国土保全・交通物流分野
・土砂災害等の対策の推進 ・市街地や観光地等における道路の無電柱化の推進
(7) 人材育成分野
・防災・危機管理機能の強化、地域防災⼒の向上
(9) 老朽化対策分野
・情報システムの計画的な更新
(1) 行政機能・防災教育分野
・業務継続計画の不断の見直し
・防災・危機管理機能の強化、地域防災⼒の向上 ・学校の防災機能の強化
・市 への啓発活動 ・南砺市ホームページなど情報伝達ツールの充実
・住 等への情報伝達の強化 ・避難行動につながる取組の推進
・南砺市防災センターを活用した防災教育の実施
・外国 住 への防災情報の提供
(3) 保健医療・福祉分野
・地域包括ケアセンター等非常用自家発電装置の整備
(4) 産業分野
・電⼒・ガスの災害対応⼒強化 ・防災情報システムの整備充実
・情報通信事業者の災害対応⼒強化 ・災害時における通信手段の確保
(5) 国土保全・交通物流分野
・情報収集・共有体制の強化
(6) リスクコミュニケーション分野
・学校の防災機能の強化 ・外国 住 への防災情報の提供
(7) 人材育成分野
・防災・危機管理機能の強化、地域防災⼒の向上
(9) 老朽化対策分野
・情報システムの計画的な更新

リスクへの対応方策（推進方針）
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事前に備えるべき目標

経済活動を機能不全に陥
らせない

経済活動を機能不全に陥
らせない

経済活動を機能不全に陥
らせない

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

No

5

5

5

6

6-1

5-3

5-2

5-1

No

脆弱性の評価（課題）

(4) 産業分野
・小規模企業の持続的発展の推進
(5) 国土保全・交通物流分野
・森林の適正管理と保全の推進 ・土砂災害等の対策の推進
・災害に強い道路ネットワークの整備
・代替性確保のための東海北陸自動車道の整備
・地震発生時に救援物資の輸送を担う緊急通行確保路線等に架かる橋梁の耐震化
・緊急輸送道路を補完する林道の整備 ・ＪＲ城端線の機能確保
・ＪＲ城端線の早期復旧等に向けた取組み
(10) 太平洋側のリダンダンシーの確保分野
・代替性確保のための東海北陸自動車道の整備

リスクへの対応方策（推進方針）
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(5) 国土保全・交通物流分野
・災害に強い道路ネットワークの整備
・代替性確保のための東海北陸自動車道の整備
・地震発生時に救援物資の輸送を担う緊急通行確保路線等に架かる橋梁の耐震化
・避難路等を確保するための取組みの促進
・道路の雪寒対策の推進 ・雪寒対策における道路施設整備の推進
・ＪＲ城端線の機能確保 ・ＪＲ城端線の早期復旧等に向けた取組み
・緊急輸送ネットワークの整備
(9) 老朽化対策分野
・道路施設の老朽化対策 ・ 寿命化計画等に基づく維持管理・更新
(10) 太平洋側のリダンダンシーの確保分野
・代替性確保のための東海北陸自動車道の整備
(4) 産業分野
・⾷料の供給確保 ・農地の災害対応⼒強化 ・基幹的農道の保全対策
・農業水利施設の計画的な整備
(5) 国土保全・交通物流分野
・農業用排水施設の溢水被害防⽌対策 ・土砂災害等の対策の推進
・災害に強い道路ネットワークの整備
・地震発生時に救援物資の輸送を担う緊急通行確保路線等に架かる橋梁の耐震化
(9) 老朽化対策分野
・農業水利施設の計画的な整備
電⼒供給ネットワーク（発変電所、送 ・ＬＰガス中核充填所の災害対応⼒の強化が必要であ (4) 産業分野
配電設備）、⽯油・LP ガスサプライチ
る。
・高圧ガス防災・減災対策の促進 ・電⼒・ガスの災害対応⼒強化
ェーン等の 期間にわたる機能の停
・災害発生時のライフラインの確保等の計画策定と体制 ・再生可能エネルギーの活用
整備が重要である。
(5) 国土保全・交通物流分野
・エネルギー供給源の多様化・分散化を推進する必要が ・市街地や観光地等における道路の無電柱化の推進
ある。
・緊急輸送道路等の無電柱化を推進する必要がある。

サプライチェーンの寸断等による経済 ・小規模企業の持続的な発展を推進する必要がある。
活動の麻痺
・災害に強い 間施設の整備促進を図る必要がある。
・基幹的な農道施設の安全確保を図る必要がある。
・災害発生時のライフラインの確保等の計画策定と体制
整備が重要である。
・治山事業を計画的かつ着実に進める必要がある。
・物資輸送ルートや燃料供給ルートを確実に確保する必
要がある。
・道路ネットワークの強化・整備を推進する必要がある。
・橋梁の耐震対策を推進する必要がある。
・緊急輸送道路を補完するため、林道の整備を推進する
必要がある。
・災害時のＪＲ城端線の機能確保のための対策を推進す
る必要がある。
・災害時における避難、復旧支援活動に寄与する追加 IC
の整備促進、機能強化が必要である。
交通インフラネットワークの機能停⽌ ・道路ネットワークの強化・整備を推進する必要がある。
・橋梁の耐震対策を推進する必要がある。
・山間地等に避難路や緊急輸送道路を確保する必要があ
る。
・雪崩対策施設等の整備により、安全で円滑な道路交通
を確保する必要がある。
・災害時のＪＲ城端線の機能確保のための対策を推進す
る必要がある。
・道路管理施設の効率的な管理運用を推進する必要があ
る。
・災害時における避難、復旧支援活動に寄与する追加 IC
の整備促進、機能強化が必要である。
⾷料等の安定供給の停滞
・基幹的な農道施設の安全確保を図る必要がある。
・基幹的農業 利施設の 寿命化対策等の施設整備を推
進する必要がある。
・地域における防災⼒の向上を図る必要がある。
・物資輸送ルートや燃料供給ルートを確実に確保する必
要がある。
・道路ネットワークの強化・整備を推進する必要がある。
・橋梁の耐震対策を推進する必要がある。

リスクシナリオ
（起きてはならない最悪の事態）

南砺市国土強靱化地域計画検討委員会（第2回）

事前に備えるべき目標

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

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

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

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

No

6

6

6

6

6-5

6-4

6-3

6-2

No

防災インフラの
全

業

脆弱性の評価（課題）

期間にわたる機能不 ・ダム管理施設の計画的な更新、改良を進める必要があ
る。
・河川管理施設の 寿命化計画を進める必要がある。
・砂防関係施設の老朽化対策を計画的に進める必要があ
る。
・治 関係施設の 寿命化計画を進める必要がある。
・市 に提供する情報の信頼性を確保・維持する必要が
ある。
・ 寿命化計画等に基づく維持管理・更新には財政 援
の強化が必要である。

等の 期間にわ ・水道施設の整備を進める必要がある。
・既存施設の健全性を把握する必要がある。
・冬期間の井 涸れ等の地下 障害を防ぐ必要がある。
・基幹的農業 利施設の 寿命化対策等の施設整備を推
進する必要がある。
・災害時の農業用水確保のため、雨水・地下水等の有効
利用を図る必要がある。
・災害発生時のライフラインの確保等の計画の策定と体
制の整備が重要である。
汚 処理施設等の 期間にわたる機能 ・終末処理場や管渠等の下水道施設の耐震化を計画的に
停⽌
進める必要がある。
・南砺市下水道事業 BCP に基づき、継続的な計画の見
直しを行う必要がある。
・合併処理浄化槽への転換、下水道施設の老朽化対策を
推進する必要がある。
・ 寿命化計画等に基づく維持管理・更新には財政 援
の強化が必要である。
ＪＲ等基 幹的交通から地域交通網ま ・発災後の緊急交通路等の確保、災害応急対策実施機関
で、陸上の交通インフラの 期間にわ
への緊急通行車両事前届出制度等の的確な運用を行
たる機能停⽌
う必要がある。
・基幹的な農道施設の安全確保を図る必要がある。
・治水対策を計画的に推進する必要がある。
・河川管理施設の 寿命化計画を進める必要がある。
・治山事業を計画的かつ着実に進める必要がある。
・雪崩防⽌柵等の整備、雪崩対策施設等の整備により、
道路の安全な通行確保を図る必要がある。
・道路ネットワークの強化・整備、山間地等の避難路や
緊急輸送道路を確保が必要である。
・橋梁の耐震対策を推進する必要がある。
・災害時のＪＲ城端線の機能確保のための対策を推進す
る必要がある。
・持続可能で多様な地域交通サービスの実現を図る必要
がある。
・災害時における避難、復旧支援活動に寄与する追加 IC
の整備促進、機能強化が必要である。

上 道、農・
たる供給停⽌

リスクシナリオ
（起きてはならない最悪の事態）

南砺市国土強靱化地域計画検討委員会（第2回）

(1) 行政機能・防災教育分野
・早期復旧に向けた取組の推進
(4) 産業分野
・基幹的農道の保全対策
(5) 国土保全・交通物流分野
・洪水を安全に流すための治水対策の推進
・災害の未然防⽌や軽減のための治水対策の推進
・ダム管理施設の計画的な更新・改良 ・河川管理施設の老朽化対策
・森林の適正管理と保全の推進 ・地籍調査の推進
・土砂災害等の対策の推進 ・雪崩対策の実施
・災害に強い道路ネットワークの整備
・代替性確保のための東海北陸自動車道の整備
・地震発生時に救援物資の輸送を担う緊急通行確保路線等に架かる橋梁の耐震化
・避難路等を確保するための取組みの促進
・道路の雪寒対策の推進 ・雪寒対策における道路施設整備の推進
・緊急輸送道路を補完する林道の整備 ・ＪＲ城端線の機能確保
・ＪＲ城端線の早期復旧等に向けた取組み
(9) 老朽化対策分野
・道路施設の老朽化対策 ・ 寿命化計画等に基づく維持管理・更新
(10) 太平洋側のリダンダンシーの確保分野
・代替性確保のための東海北陸自動車道の整備
(1) 行政機能・防災教育分野
・救出救助活動体制の整備等
(5) 国土保全・交通物流分野
・洪水を安全に流すための治水対策の推進
・災害の未然防⽌や軽減のための治水対策の推進
・ダム管理施設の計画的な更新・改良 ・河川管理施設の老朽化対策
・河川管理施設の耐震化 ・砂防関係施設の老朽化対策
・治山関係施設の老朽化対策
(9) 老朽化対策分野
・砂防関係施設の老朽化対策 ・情報システムの計画的な更新
・治山関係施設の老朽化対策 ・ 寿命化計画等に基づく維持管理・更新

(2) 住環境分野
・下水道施設の地震対策 ・下水道に関する事業継続計画（ＢＣＰ）の策定
・単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の促進
(9) 老朽化対策分野
・下水道施設の老朽化対策 ・ 寿命化計画等に基づく維持管理・更新

(2) 住環境分野
・上水道施設の整備 ・上水道に関する事業継続計画（ＢＣＰ）の策定
(4) 産業分野
・農業水利施設の計画的な整備 ・水資源の有効利用
・電⼒・ガスの災害対応⼒強化
(9) 老朽化対策分野
・農業水利施設の計画的な整備

リスクへの対応方策（推進方針）
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事前に備えるべき目標

制御不能な複合災害・二
次災害を発生させない

制御不能な複合災害・二
次災害を発生させない

制御不能な複合災害・二
次災害を発生させない

No

7

7

7

7-3

7-2

7-1

No

脆弱性の評価（課題）

ため池、防災インフラ等の損壊・機能 ・警察や消防等の訓練が必要である。
不全や堆積した土砂の流出による多数 ・ダム管理施設の計画的な更新、改良を進める必要があ
の死傷者の発生
る。
・河川管理施設の 寿命化計画を進める必要がある。
・ため池の耐震・豪雨対策が必要である。
・住 への啓発、避難訓練等を併せたソフト対策全般を
する必要がある。
・住 等へ情報提供できるよう体制づくり、災害対応能
⼒の向上を図る必要がある。
・砂防関係施設の老朽化対策を計画的に進める必要があ
る。
・治 関係施設の 寿命化計画を進める必要がある。
・被災建築物応急危険度判定士等の確保、人材育成が必
要である。
・市 に提供する情報の信頼性を確保・維持する必要が
ある。
・ 寿命化計画等に基づく維持管理・更新には財政 援
の強化が必要である。

地震に伴う市街地の大規模火災の発生 ・災害時の支援拠点となる庁舎等の必要な建物修繕等を
による多数の死傷者の発生
行う必要がある。
・市有施設の耐震化率 100%を目指し、早急に進める必
要がある。
・迅速かつ的確な防災活動の確認等のため、実践的な訓
練を実施する必要がある。
・住宅、多数の者が利用する大規模な建築物等の耐震化
を促進する必要がある。
・空き家対策を、県や市、地元関係者が連携協⼒して事
業を進めていく必要がある。
・防災性に優れた市街地の形成を推進する必要がある。
・自主防災組織のさらなる組織化及び組織の活性化を図
る必要がある。
・上水道などの送配水管路の更新⼯事が必要である。
・避難地等となる公園、緑地等における老朽化対策が必
要である。
・ 寿命化計画等に基づく維持管理・更新には財政 援
の強化が必要である。
沿線・沿道の建物倒壊に伴う閉塞等に ・住宅、多数の者が利用する大規模な建築物等の耐震化
よる交通麻痺
を促進する必要がある。
・緊急輸送道路等の無電柱化を推進する必要がある。

リスクシナリオ
（起きてはならない最悪の事態）

南砺市国土強靱化地域計画検討委員会（第2回）

(2) 住環境分野
・住宅・建築物の耐震化 ・大規模建築物の耐震化
(5) 国土保全・交通物流分野
・市街地や観光地等における道路の無電柱化の推進
・信号機電源付加装置等の更新
(9) 老朽化対策分野
・ 寿命化計画等に基づく維持管理・更新
(1) 行政機能・防災教育分野
・救出救助活動体制の整備等
(4) 産業分野
・農業水利施設の計画的な整備
(5) 国土保全・交通物流分野
・ダム管理施設の計画的な更新・改良 ・河川管理施設の老朽化対策
・ため池の整備 ・森林の適正管理と保全の推進
・森林の整備と防災機能の強化 ・土砂災害等に対する防災意識の向上
・土砂災害等に対する警戒避難体制の整備
・土砂災害等に対する災害対応能⼒の向上 ・砂防関係施設の老朽化対策
・治山関係施設の老朽化対策 ・避難路等を確保するための取組みの促進
(7) 人材育成分野
・被災建築物応急危険度判定士等の確保・育成
(8) 官 連携分野
・土砂災害等に対する災害対応能⼒の向上
(9) 老朽化対策分野
・農業水利施設の計画的な整備 ・砂防関係施設の老朽化対策
・情報システムの計画的な更新 ・治山関係施設の老朽化対策
・ 寿命化計画等に基づく維持管理・更新

(1) 行政機能・防災教育分野
・調査研究の実施 ・市有施設の耐震化等の推進 ・総合防災訓練の実施
・救出救助活動体制の整備等
(2) 住環境分野
・住宅・建築物の耐震化 ・大規模建築物の耐震化 ・上水道施設の整備
・居住環境の整備改善等の推進
(5) 国土保全・交通物流分野
・都市の防災性の向上に寄与する都市基盤整備の推進
(6) リスクコミュニケーション分野
・自主防災組織の結成促進 ・地域防災⼒の基盤強化
(7) 人材育成分野
・自主防災組織の育成強化
(8) 官 連携分野
・総合防災訓練の実施
(9) 老朽化対策分野
・都市公園の老朽化対策 ・上水道の老朽化対策
・ 寿命化計画等に基づく維持管理・更新

リスクへの対応方策（推進方針）
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事前に備えるべき目標

制御不能な複合災害・二
次災害を発生させない

制御不能な複合災害・二
次災害を発生させない

地域社会・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

地域社会・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

地域社会・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

地域社会・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

No

7

7

8

8

8

8

8-4

8-3

8-2

8-1

7-5

7-4

No

脆弱性の評価（課題）
(2) 住環境分野
・下水道施設の地震対策 ・有害物質対策
(4) 産業分野
・毒物及び劇物の安全管理の促進 ・化学物質管理計画の策定の促進
・高圧ガス防災・減災対策の促進
(9) 老朽化対策分野
・下水道施設の老朽化対策
(4) 産業分野
・農地・農業水利施設等の保全 ・森林の間伐や更新
(5) 国土保全・交通物流分野
・森林の適正管理と保全の推進 ・森林の整備と防災機能の強化
(9) 老朽化対策分野
・利用者の安全対策 ・ 寿命化計画等に基づく維持管理・更新
(2) 住環境分野
・災害廃棄物対策の推進

リスクへの対応方策（推進方針）
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復興を支える人材等（専門家、コーデ ・社会資本の維持管理を担う技術者の確保や、将来の建 (7) 人材育成分野
ィネーター、労働者、地域に精通した
設業を担う優秀な若手技術者の確保、更に女性が活躍 ・防災人材の育成・確保
技術者等）の不足、より良い復興に向
できる環境の整備等が新たな課題となっている。
(9) 老朽化対策分野
けたビジョンの欠如等により復興でき
・維持管理に関する技術⼒向上
なくなる事態
広域地盤沈下等による広域・ 期にわ ・終末処理場や管渠等の下水道施設の耐震化を計画的に (2) 住環境分野
たる浸水被害の発生により復興が大幅
進める必要がある。
・下水道施設の地震対策
に遅れる事態
・農業水利施設が有する防災機能の低下が懸念される。 (4) 産業分野
・洪水被害の軽減のため、浚渫や伐木などにより最大限 ・農業水利施設の計画的な整備
の流下断面を確保する必要がある。
(5) 国土保全・交通物流分野
・ダム管理施設の計画的な更新、改良を進める必要があ ・洪水を安全に流すための治水対策の推進
る。
・災害の未然防⽌や軽減のための治水対策の推進
・河川管理施設の 寿命化計画、耐震化を進める必要が ・ダム管理施設の計画的な更新・改良 ・河川管理施設の老朽化対策
ある。
・河川管理施設の耐震化 ・農業用排水施設の溢水被害防⽌対策
・地域における防災⼒の向上を図る必要がある。
(9) 老朽化対策分野
・下水道施設の管種、敷設位置及び深さなどの正確な情 ・農業水利施設の計画的な整備 ・下水道施設の老朽化対策
報が必要である。
・ 寿命化計画等に基づく維持管理・更新
・終末処理場、ポンプ場や管渠等の下水道施設の老朽化
対策を推進する。
・ 寿命化計画等に基づく維持管理・更新には財政 援
の強化が必要である。
貴重な文化財や環境的資産の喪失、地 ・文化財建造物の耐震化及び有形文化財収蔵施設の耐震 (2) 住環境分野
域コミュニティの崩壊等による有形・
化・防災設備の整備が必要である。
・文化財建造物の耐震化及び防火設備の充実
無形の文化の衰退・喪失
・森林経営計画に基づく集約化施業推進、生産コストの (4) 産業分野
低減を図る必要がある。
・森林の間伐や更新
・治山事業を計画的かつ着実に進める必要がある。
(5) 国土保全・交通物流分野
・自主防災組織のさらなる組織化及び組織の活性化を図 ・森林の適正管理と保全の推進
る必要がある。
(6) リスクコミュニケーション分野
・自主防災組織の結成促進
(7) 人材育成分野
・自主防災組織の育成強化
(9) 老朽化対策分野
・利用者の安全対策

有害物質の大規模拡散・流出による自 ・終末処理場や管渠等の下水道施設の耐震化を計画的に
然豊かな土地の荒廃
進める必要がある。
・高圧ガス施設の耐震化促進が必要である。
・下水道施設の管種、敷設位置及び深さなどの正確な情
報が必要である。
・ 寿命化計画等に基づく維持管理・更新には財政 援
の強化が必要である。
農地・森林等の被害による自然豊かな ・農地・農業水利施設等の地域資源の保全活動の取組を
土地の荒廃
推進する必要がある。
・森林経営計画の策定を促進する。
・治山事業を計画的かつ着実に進める必要がある。
・ 寿命化計画等に基づく維持管理・更新には財政 援
の強化が必要である。
大量に発生する災害廃棄物の処理の停 ・災害廃棄物処理計画の策定等を促進する必要がある。
滞により復興が大幅に遅れる事態
また、計画の実効性を高める必要がある。

リスクシナリオ
（起きてはならない最悪の事態）

南砺市国土強靱化地域計画検討委員会（第2回）

事前に備えるべき目標

地域社会・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

地域社会・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

太平洋側の代替性確保に
必 要 不 可 欠な 機 能 が 維
持・確保される

災害に強く・しなやかな
地域形成と未来に希望が
もてる魅⼒ある地域づく
り

No

8

8

9

10

リスクシナリオ
（起きてはならない最悪の事態）
脆弱性の評価（課題）

リスクへの対応方策（推進方針）

説明資料② 16/16

事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・ ・社会資本の維持管理を担う技術者の確保や、将来の建 (4) 産業分野
仮事業所等の整備が進まず、復興が大
設業を担う優秀な若手技術者の確保、更に女性が活躍 ・被災企業に対する支援対策
幅に遅れる事態
できる環境の整備等が新たな課題となっている。
(5) 国土保全・交通物流分野
・地籍調査の促進を図る必要がある。
・地籍調査の推進
8-6 国際的風評被害や信用不安、生産⼒の ・事業継続計画(BCP)に関する支援、中小企業者におけ (4) 産業分野
回復遅れ、大量の失業・倒産等による
る事業継続に資する施設等の整備を促進する必要が ・被災企業に対する支援対策 ・基幹的農道の保全対策
市内経済等への甚大な影響
ある。
(8) 官 連携分野
・緊急経営安定化補助金等により、引き続き、企業者の ・商⼯会・商⼯会議所と市町村による事業継続⼒強化支援計画作成の推進
ニーズを踏まえた制度の運用、周知を行う必要があ
る。
9-1 太平洋側の基幹的な陸上の交通ネット ・道路ネットワークの強化・整備を推進する必要がある。 (5) 国土保全・交通物流分野
ワークの機能停⽌
・災害時のＪＲ城端線の機能確保のための対策を推進、 ・災害に強い道路ネットワークの整備
鉄道施設の予防的な老朽化対策を進める必要がある。 ・代替性確保のための東海北陸自動車道の整備 ・ＪＲ城端線の機能確保
・ 寿命化計画等に基づく維持管理・更新には財政 援 ・ＪＲ城端線の早期復旧等に向けた取組み ・鉄道の老朽化対策・存続支援
の強化が必要である。
(9) 老朽化対策分野
・災害時における避難、復旧支援活動に寄与する追加 IC ・鉄道の老朽化対策・存続支援 ・ 寿命化計画等に基づく維持管理・更新
の整備促進、機能強化が必要である。
(10) 太平洋側のリダンダンシーの確保分野
・首都圏等に⽴地する企業の本社機能等を分散させる対 ・代替性確保のための東海北陸自動車道の整備
策が必要である。
・本社機能の誘致・企業⽴地
10-1 企業・住 の流出等による地域活 の ・事業継続計画(BCP)に関する支援、中小企業者におけ (2) 住環境分野
低下
る事業継続に資する施設等の整備を促進する必要が ・大規模建築物の耐震化 ・居住環境の整備改善等の推進
ある。
(4) 産業分野
・エネルギー供給源の多様化・分散化を推進する必要が ・再生可能エネルギーの活用
ある。
(10) 太平洋側のリダンダンシーの確保分野
・首都圏等に⽴地する企業の本社機能等を分散させる対 ・本社機能の誘致・企業⽴地
策が必要である。

8-5

No

南砺市国土強靱化地域計画検討委員会（第2回）

令和２年１０月１９日

その他
今後のスケジュール（案）

第２回 委員会

南砺市国土強靱化地域計画検討委員会

説明資料③

南砺市国土強靱化地域計画の策定

パブリックコメントの実施

南砺市国土強靱化地域計画(素案)の作成

脆弱性の分析・評価、課題の検討
リスクの対応方策の検討
対応方策の重点化、優先順位の設定

地域の現状の整理
リスクシナリオの設定
施策分野の設定

■今後のスケジュール（案）

第３回委員会

第２回委員会

第１回委員会

令和3年１月中旬(予)

令和２年10月１９日

令和２年８月27日

別冊資料①
2020/10/12

南砺市国土強靱化地域計画

（案）

注：第 1 回委員会の意見を踏まえて修正した部分は□囲みをしています。

令和３年３月

～
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第２回委員会

1. 計画策定の趣旨
(1) 計画の策定趣旨
国においては、平成 25 年 12 月に「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（以下「基本法」という。）」が公布・施行、平成 26 年６月に
「国土強靱化基本計画（以下「基本計画」という。）」が策定され、国全体で強靱化を進めて
いくための枠組みが整備された。
基本法第 13 条で、「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になるべきものとして定めること
ができる。」と規定されている。
南砺市は山間部と山麓に位置し、平野部が少なくほとんどが急峻な山地で形成されており、
古くから水害や雪害等に見舞われてきたことから、予想される被害の特徴を理解したうえで、
災害への対策を講ずる必要がある。
そのため、南砺市国土強靱化地域計画（以下「地域計画」という。）は、どのような自然災
害が起こっても機能不全に陥らず、いつまでも元気であり続ける強靱な南砺市をつくりあげて
いくために策定するものである。
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(2) 計画検討の流れ
本会議以降の流れを以下に示す。
2．計画の位置付け等の設定

※計画策定に向けた前段整理
〇計画の位置付け
〇計画期間
〇目指すべき将来の地域の姿

3．地域の現状と課題の整理

※市の現状整理と災害の危険性の確認
〇地形的特性
〇気象的特性
〇社会経済的特性
○災害履歴
〇地域の課題まとめ

4．計画の対象とするリスクの設定

※計画の対象とするリスク（災害）の設定
〇計画の対象とするリスク（市内）
〇計画の対象とするリスク（市外）

5．地域を強靱化する上での目標の明確化

※国・県の計画を踏まえて設定
〇「基本目標」の設定
○「基本的な方針」の設定
○「事前に備えるべき目標」の設定

6．リスクシナリオ、施策分野の設定

※国・県の計画を踏まえて設定
○「起きてはならない最悪の事態（リスクシ
ナリオ）」の設定
○「事前に備えるべき目標」の設定

7．脆弱性の分析・評価、課題の検討

※国・県の計画、市の要望を踏まえて設定
〇リスクシナリオと施策分野の関係整理
○脆弱性の分析・評価、課題の検討

8．リスクへの対応方策の検討

※最悪の事態を回避する対応方策を検討
〇対応方策（プログラム）の検討
（プログラム（施策の束）を整理）

9．対応方策の重点化・優先順位付け

※全プログラムの中から重点項目を選定
〇影響の大きさと緊急度の観点から整理
○有識者等の意見整理
○重点化すべきプログラムの選定

※次回会議以降の流れ
南砺市国土強靱化地域計画（素案）の作成
資料：国土強靱化地域計画策定ガイドライン（第 7 版）策定・改訂編（R2.6）
図 1-1 計画検討の流れ
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2. 計画の位置付け等の設定
(1) 計画の位置付け
南砺市国土強靱化地域計画は、基本計画及び富山県国土強靱化地域計画との調和を図りなが
ら、南砺市の強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に進めるための指針として策定する。
そのため、南砺市の総合計画などと整合を図りながら、各分野別計画の指針とするものであ
る。
(2) 計画期間
地域計画が対象とする期間は、令和 3（2021）年度から概ね 5 年間とする。

(3) 目指すべき将来の地域の姿
南砺市が目指す将来の地域の姿は、第２次南砺市総合計画（2020 年３月）において、「誰ひと
り取り残さない

誰もが笑顔で暮らし続けられるまちへ」と定めている。

【将来都市像】

誰ひとり取り残さない 誰もが笑顔で暮らし続けられるまちへ
【目指すべきまちの姿】
未来に希望がもてるまち

多様な幸せを実感できるまち

皆で考えともに行動するまち

心豊かな暮らしができるまち

資料：第２次南砺市総合計画（2020 年３月）
図 2-1 目指す将来の地域の姿

3

南砺市国土強靱化地域計画検討委員会

第２回委員会

3. 地域の現状と課題の整理
3-1 地形的特性
(1) 位置
【現状】
○南砺市は、富山県の南西部に位置し、西は石川県、南は岐阜県に隣接している。
○東西に約 26km、南北に約 39km、面積は 668.6k ㎡あり、三方を山に囲まれ、中央北側には平野
が広がったまとまりのよい地形をしている。
○南砺市は、平成 16 年 11 月に旧 8 町村が合併して誕生した。旧町村の地形的特徴をみると、①
一部の山麓部を含む主に平野部の「旧福野町、旧福光町、旧城端町、旧井波町、旧井口村」と、
②山間部の旧平村、旧上平村、旧利賀村に大別される。

富山県

旧福野町

旧井波町

旧福光町

南砺市

旧井口村

旧城端町
★旧町村の地形的特徴
①平野部
旧福野町、旧福光町、旧城端町、
旧井波町、旧井口村
②山間部
旧平村、旧上平村、旧利賀村
旧平村
旧利賀村
旧上平村

資料：地理院地図（国土地理院）
図 3-1

南砺市の位置
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(2) 地形
【現状】
○南砺市は、1,000m 級の山々が連な
る白山山地や飛騨高地と、ここに
源を発する庄川、小矢部川などの
急流河川、その下流には、緑に包
まれた砺波平野に至るまで、高低
差 1,000m 以上の変化に富んだ地
形を有している。
出典：富山県 HP（富山県

図 3-2

南砺市

資料：地理院地図（国土地理院）
図 3-3 標高地形図【富山県】
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資料：地理院地図（国土地理院）
図 3-4 河川位置図【南砺市】
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3-2 気象的特性
(1) 降雪
【現状】
○南砺市は、日本海側気候に属し、冬の大雪（S38,S56,S59,H18 豪雪）を特徴としている。
○南砺市の最深積雪量は、平野部でも 100cm 前後、山間部では 400cm 弱と多い。
【課題】
○降雪は、市民の生活や移動性を阻害するとともに、物流や生産性にも大きく影響する。
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【平（梨谷）

五箇山トンネル口】

資料：富山県提供資料
図 3-5
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資料：富山県提供資料
図 3-6
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(2) 降雨・乾燥等
【現状】
○春先と夏季は、低気圧が日本海を発達しながら通過するときフェーン現象が起き、強い南風と
ともに平常の気温より約５℃～10℃も高くなり空気が乾燥する特徴がある。
○短時間における集中豪雨が起きるようになり、特に梅雨期は集中豪雨が起きやすくなっている。
○夏は、太平洋高気圧に覆われて安定した暑い晴天が多い。また、富山県に接近する台風は、本
州南岸に上陸したあと、そのまま北上してくるものが多く、地形の影響で勢力は若干弱まる。
【課題】
○フェーン現象下では、火災の危険が極めて大きく、とくに３月から５月にかけては、融雪洪水、
なだれ等の気象災害をもたらし、夏季には水稲の育成・品質等に障害を及ぼす。
○集中豪雨に伴う水量の増加は、急流河川における流水エネルギーの増大、計画高水位より低い
水位においても侵食・洗掘による堤防の決壊が懸念され、河川氾濫が発生する可能性が高い。
○台風の影響は比較的小さいものの、過去にはいくつかの大きな災害を記録している。
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資料：富山県提供資料（南砺高宮）

図 3-7
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図 3-8

年間降水量と最大日降水量の推移
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3-3 社会経済的特性
(1) 既成市街地の保全
1) 木造密集地
【現状】
○福野、福光、井波及び城端地域には、街路が狭く、木造密集地が存在している。
【課題】
○災害時における被災人口の増大、火災の延焼地域の拡大等、被害拡大が懸念される。

【福野市街地】

【福光市街地】

【城端市街地】
▲市街地内の細街路と
低層木造建築物

資料：砺波地域消防組合
図 3-9

砺波地域消防組合が火災の可能性を危険視する地区（木造密集地）
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注 ：狭幅員道路は、道路種級の第 3 種第 3 級相当の車道幅員 6.0ｍ未満を対象とした。
資料：道路情報（DRM）
図 3-10

狭幅員道路
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2) 建物の耐震化
【現状】
○南砺市の居住世帯有りの住宅総数 16,350 戸のうち、耐震性があると考えられる住宅は約 9,790
戸と推計され、耐震化率は約 60％である。
○多数の人が利用する特定建築物の総数は、公有施設と民間施設を合わせて市内に 143 棟あり、
このうち耐震性のあると思われる棟数は 123 棟、耐震化率は約 86％である。
【課題】
○住宅と特定建築物の耐震化率の向上が課題である。
※特定建築物 ：耐震改修促進法第６条第１号に規定する「多数の者が利用する建築物」のことを指す。

南砺市

耐震性有り 約9,790戸(約60%)

耐震性無し 約6,560戸(約40%)

富山県

耐震性有り 約27.5万戸(約72%)

耐震性無し 約10.5万戸(約28%)

国

耐震性無し 約900万戸(約18%)

耐震性有り 約4,300万戸(約82%)
0%

20%

40%

60%

80%

100%

【住宅の耐震化率の現状（H25 年）比較（南砺市、富山県、国）】

南砺市
富山県
国

現在
平成 25 年
60％
72％
82％

平成 32 年

目標
平成 33 年
68％
85％

95％

平成 37 年
72％
90％
概ね 100％

【国・県・市の住宅の耐震化目標の比較】

公有

耐震性有り 64棟

耐震性無し 13棟

民間

耐震性有り 59棟

耐震性無し 7棟

合計

耐震性無し 20棟

耐震性有り 123棟
0%

20%

40%

60%

80%

【特定建築物の所有別耐震化の状況】

南砺市
富山県
国

現在
86％
82％
85％

目標
95％（平成 37 年度）
95％（平成 37 年度）
95％（平成 32 年度）

【国・県・市の特定建築物の耐震化目標の比較】
資料：総務省「H25 年住宅・土地統計調査」
資料：南砺市耐震改修促進計画（H21 策定、H30 年改訂）
図 3-11

建物の耐震性
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3) 危険物設置施設等
【現状】
○防火対象物の届出状況をみると、南砺市には、火を使用する設備等の設置に関する届出件数は
2,636 件あり、そのうち約 4 割は少量危険物貯蔵取扱届である。
【課題】
○災害時における火災の延焼地域拡大等、被害の拡大が懸念される。
表 3-1

火災予防条例等関係届出状況

届出種別(届出)名

件数

炉 設置届

構成比

103

3.9%

20

0.8%

変電設備設置届出書

442

16.8%

発電設備設置届出書

129

4.9%

蓄電池設備設置届出書

103

3.9%

7

0.3%

少量危険物貯蔵取扱届

1,133

43.0%

指定可燃物貯蔵取扱届

44

1.7%

給湯湯沸設備設置届

49

1.9%

乾燥設備設置届

80

3.0%

核燃料物質等の貯蔵・取扱

1

0.0%

火花を発生する設備設置届

1

0.0%

31

1.2%

403

15.3%

71

2.7%

2

0.1%

17

0.6%

2,636

100.0%

放電加工機設置届出書

厨房設備設置届

温風暖房機設置届出書
ボイラー設置届
ヒートポンプ冷暖房機設置届
ネオン管灯設備設置届出書
サウナ設備設置届
合計
資料：砺波地域消防組合
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(2) 工業用地の保全
【現状】
○南砺市の平野部には、工業用地や工場が広範囲に渡って立地している。
【課題】
○市内の工業用地や工場の中には、河川の氾濫に伴い、被害が発生する危険性がある。
被害が予想されるのは、福野、福光、城端、井波、井口地域である。

注 ：工場は、事業所名に工場を含む施設としている。
資料：国土数値情報ダウンロードサイト（国土交通省）、GoogleMap
図 3-12

工業用途地域と洪水浸水区域
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(3) 交通機関の発達
【現状】
○自動車の利用は著しく増加しており、北陸自動車道や東海北陸自動車道といった高速交通網の
整備により太平洋側の三大都市圏との往来の利便性が向上した。
○大量輸送機関である北陸新幹線からの二次交通に、JR 城端線や高速バス等が活用されている。
【課題】
○自動車は、ガソリン等の危険物を内蔵して出火・延焼の原因になるとともに、大量の自動車に
よって引き起こされる交通混乱は避難の遅延と被害拡大が懸念される。
東海北陸自動車道
H27：7,367（2.02）
H17：3,656

北陸自動車道
H27：34,592（1.13）
H17：30,718

(主)砺波福光線
H27：15,395（1.32）
H17：11,655

(主)福光福岡線
H27：4,647（1.13）
H17：4,098

国道 156 号
H27：2,001（0.87）
H17：2,294

(主)福光福岡線
H27：4,647（1.18）
H17：3,933
一般国道 304 号
H27：10,592（1.31）
H17： 8,056

国道 471 号
H27：1,029（0.88）
H17：1,176
国道 304 号
H27：2,033（0.95）
H17：2,139

東海北陸自動車道
H27：6,339（2.42）
H17：2,621

国道 156 号
H27：2,460（0.99）
H17：2,493

東海北陸自動車道
H27：5,701（2.80）
H17：2,033

凡例
路線名
H27：日交通量（伸び率(H27/H17)）
H17：日交通量
資料：各年道路交通センサス
図 3-13

自動車走行台数の変化
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1) 交通事故の危険性
【現状】
○南砺市は年間 1 千件以上の交通事故が発生し、物損事故の約 9 割は平野部で発生している。
【課題】
○道路空間のうち、山間部を通過する橋梁やトンネルでの自然災害や交通事故災害が発生した場
合、多数の被害者または影響の発生等が懸念される。

令和元年５月 25 日 上下線ともに通行止め

平成 31 年４月 19 日 上下線ともに通行止め

東海北陸自動車道下り袴腰トンネル内

国道 304 号新蔵原トンネル

資料：南砺市資料
図 3-14
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交通事故の発生状況写真
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1,223
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H26
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84
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R1
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500
0

H25
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【交通事故件数の推移】

井波 福光 福野
1%
3%
1% 3% 3%
1% 4%2%
11%
11%

城端 井口 上平
3%
3%
2% 2%3%
2% 4%2%
11%
14%

平

利賀
3%
2% 4%3%
11%

2%
2% 4%2%
12%

80%

3%
2% 3%3%
11%

60%

30%

31%

31%

29%

33%

31%

31%

34%

36%

36%

35%

33%

36%

34%

14%

12%

12%

12%

12%

12%

14%

H25

H26

H27

H28

H29

H30

R1

100%

40%
20%
0%

【地区別物損事故件数の割合】
資料：富山県警察南砺署提供資料
図 3-15

地区別交通事故状況
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【現状】
○南砺市で発生している人身事故のうち約 9 割が平野部で発生している。
○道路種別でみると、県道と市道が約 8 割を占め、出会い頭・追突事故が比較的多い。
【課題】
○人身事故は県道や市道で発生し、出会い頭や追突、対人などの割合が高いため、身近な道路の
危険性が高い。

井波 福光 福野 城端 井口
2%
2%
3%
4% 3%
1% 1%4%
1% 4%1%
8%
11%
8%

80%

2%
1% 1% 3%
12%

60%

32%

35%

35%

37%

39%

34%

35%

30%

9%

13%

14%

H25

H26

H27

100%

40%
20%
0%

上平 平 利賀
1%
2%
1% 3%
6% 1%
7%
11%
39%

3%
1% 3%
14%

33%

29%

33%

32%

32%

13%

15%

14%

19%

H28

H29

H30

R1

【地区別人身事故件数の割合】

その他
100%

国道

15%

45%

41%

27%

39%

39%

30%

37%

6%
H27

4%
H28

4%
H29

6%
H30

5%
R1

24%

40%

43%

20%

30%

0%

3%
H26

60%

県道

13%

27%

80%

市道

24%
40%

18%
41%

40%

【道路種別別人身事故件数の割合】

対人
100%
80%

13%
7%

60%

38%

40%
20%
0%

正面衝突
16%
8%

追突
4%
12%

37%

47%

10%
14%

22%
4%
13%

20%
6%
11%

H26

H27

H28

18%

出合頭

その他
5%
7%

7%
12%

9%
10%

44%

47%

6%
15%

13%
5%
19%

14%
4%
16%

H29

H30

R1

40%
26%

【事故種類別人身事故件数の割合】
資料：富山県警察南砺署提供資料
図 3-16

人身事故の発生状況
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2) 橋梁の保全
【現状】
○南砺市が管理する橋梁は 398 橋あり、その半数弱は 1970 年代に架設されている。
○橋梁の健全度評価結果をみると、4 段階中最終段階の緊急措置段階の橋梁はないが、3 段階目
の早期措置段階は 2 割弱を占めている。
【課題】
○橋梁の架設後 50 年を超える割合は、現状は 1 割強と低いが、10 年後には 6 割弱、20 年後には
8 割強と増加することが予想され、計画的な橋梁の補修・補強及び架替の実施が必要となる。
160

144

140
120
100
80

66

63

60

43

35

40

34

8

20

5

0
1950年代 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代

不明

【架設年別橋梁数】

0%

20%

全橋梁

Ⅰ.健全

40%

60%

190(48%)

80%

145(36%)

Ⅱ.予防保全段階

Ⅲ.早期措置段階

100%
63(16%)

Ⅳ.緊急措置段階

【橋梁の健全度評価】

0%
R2

20%

40%

60%

43(13%)

R12
R22

80%

100%

289(87%)
187(56%)

145(44%)
275(83%)

50年以上

57(17%)
50年未満

【橋梁の架設経過年数の変化】
資料：南砺市橋梁長寿命化計画
図 3-17

橋梁の健全度評価等
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【現状】
○判定区分Ⅲ.早期措置段階の橋梁は、南砺市内に広く分布している。

資料：南砺市橋梁長寿命化計画
図 3-18

判定区分Ⅲ.早期措置段階の橋梁の位置
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3) 異常気象時通行規制区間
【現状】
○南砺市の山間部に異常気象時通行規制区間が多数存在している。
【課題】
○集中豪雨などの発生に伴い、広い範囲で通行規制が生じる可能性や、孤立集落の発生が懸念さ
れる。

資料：富山県提供資料
図 3-19

異常気象時通行規制区間の指定状況
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4) 除雪オペレーター
【現状】
○南砺市の除雪オペレーターは 400 人前後確保しているが、減少傾向にある。
○経験年数の構成をみると 11 年以上のベテランが過半数を占めており、年齢構成をみると 40 代
以上の熟年層が 8 割弱を占める。
【課題】
○除雪オペレーターの高齢化が進んでおり、若年層の募集と除雪技術の継承が課題である。

H24

413

R1

384
0

50

100

150

200

250

300

350

450(人)

400

資料：南砺市資料
図 3-20

～5年
H24

18.4%

R1

19.0%
0%

南砺市の除雪オペレーター数の変化

5～10年

11～20年

32.2%

21～30年
28.1%

14.6%

11.9%

37.8%

20%

40%

31年以上

16.4%
60%

80%

9.4%
12.2%
100%

資料：南砺市資料
図 3-21

南砺市の除雪オペレーターの経験年数の変化

20代
H24

5.8%

24.5%

R1 2.1% 13.3%
0%

30代

40代

20.6%

60代

70代

28.8%

32.8%
20%

50代

21.1%
40%

60%

資料：南砺市資料
図 3-22

南砺市の除雪オペレーターの年齢構成の変化
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(4) 日常生活の確保
【現状】
○電力、ガス、上水道、下水道、電話等のライフライン施設やコンピュータ、情報通信ネットワ
ークなど、日常生活の利便性向上とその依存度が高まっている。
【課題】
○近代化した生活様式の依存度の高まりは、施設の被害が発生した場合、その復旧に時間を要す
ることが懸念され、さらには二次災害の危険性にも注意しなければならない。
○利用者によっては、情報不足や生活の不便性等が、不安増大につながる危険性がある。

100%

100%
80%

80%

52%

60%
40%

60%

91%

99%

40%
48%

20%
0%

R22

耐用年数内

更新予定

【上水道（総延長=910,417ｍ）】
注

R2

2%
R12

0%

R12

更新予定

98%

84%

20%

9%

1%
R2

100%

16%
R22

耐用年数内

【下水道（総延長=685,067ｍ）】

：耐用年数は、上水道は 25 年または 40 年、下水道は 50 年としている。

R12 年は R2～R12 の間に、R22 年は R13～R22 の間に更新を予定している延長割合を示す。
資料：南砺市資料
図 3-23

上下水道施設の更新予定

(万件)
120

108.4

100

80

携帯電話の普及が急激に促進

60

40

20

0
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13H14H15 H16 H17H18H19H20 H21 H22 H23H24H25 H26 H27 H28H29H30(年)

資料：総務省北陸総合通信局

県別（北陸 3 県）の携帯電話契約数の推移
図 3-24

携帯電話の普及台数（富山県）
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(5) 避難所と自主防災組織の確保
【現状】
○南砺市は、避難所の指定をしているものの、避難所の約半数は災害リスクがある。
○南砺市には、36 の自主防災組織数があり、組織率は 99.9％と非常に高い。
【課題】
○災害リスクのある避難所に対し、耐震化や地すべり対策などの災害対策が必要である。
○南砺市の各地域における自主防災組織の組織率 100％を目標とする。
表 3-2

避難所と災害リスクの想定
うち災害リスク

避難所

ありの施設

うち地震

うち地すべり等

うち浸水

地域

7

5(71%)

2

5

0

上平地域

7

6(86%)

1

6

0

利賀地域

11

9(82%)

4

9

0

山間部計

25

20(80%)

7

20

0

城端地域

17

7(41%)

5

2

0

井波地域

12

0( 0%)

0

0

0

井口地域

5

0( 0%)

0

0

0

福野地域

27

12(44%)

1

1

11

福光地域

30

14(47%)

6

3

5

平野部計

91

33(36%)

12

6

16

合

116

53(46%)

19

26

16

平

計

表 3-3
令和 2 年
9月
1

城端

2

管内
世帯数Ａ

自主防災組織数と組織率

自主防災組織数
隊員数Ｂ
町内会

小学校区

その他

計

組織され
ている
地域の
世帯数Ｃ

組織率
Ｃ/Ａ%

Ｂ/Ｃ%

3,026

5

5

588

3,026

100.0%

19.4%

平

342

3

3

342

342

100.0%

100.0%

3

上平

198

2

2

198

198

100.0%

100.0%

4

利賀

202

3

3

183

183

90.6%

100.0%

5

井波

2,964

4

4

2,964

2,964

100.0%

100.0%

6

井口

390

1

1

390

390

100.0%

100.0%

7

福野

4,604

7

7

4,604

4,604

100.0%

100.0%

8

福光

5,959

11

11

3,832

5,959

100.0%

64.3%

17,685

36

36

13,101

17,666

99.9%

74.2%

合 計

※ 管内世帯数は住民基本台帳人口及び世帯数(毎月 31 日現在を翌月に反映)による。
(例)4 月 1 日現在に対する管内世帯数は、3 月 31 日現在の住民基本台帳人口及び世帯数より引用。
資料：砺波地域消防組合提供資料
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資料：南砺市土砂災害ハザードマップ
図 3-25

避難場所の指定状況
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(6) コミュニティ活動の停滞
【現状】
○南砺市は、人口の減少、市外通勤者・通学者が増大している。
○自宅外の通勤者・通学者の交通手段は自家用車が 89％(H22)と最も多い。
【課題】
○市街地における地域の連帯感が希薄化し、自治会活動をはじめとした地域コミュニティ活動の
停滞が指摘されている。
〇一方、農山漁村においては、人口が減少しコミュニティの維持に困難をきたしている中、地域
において、被害を少しでも軽減するためには、「みんなのまちはみんなで守る」という地域に
おける事業所や住民一人ひとりの防災意識の向上とともに、自主防災組織の育成等により、地
域における防災行動力の向上が必要である。

(年)

自市で従業・通学

H27

市外で従業・通学

68.6%

不明
31%

0.3%
市外で従業・通学

H17

71.4%
0%

20%

28.6%

40%

60%

80%

する人が増加
100%

資料：国勢調査(H17,H27)
図 3-26

通勤・通学者数の推移

高岡市

(単 位：人)

射水市
小 矢部
市

1,889

石川県

370

砺波市
富山市

1,340
3,389

689
その他
県外

170

1,102
69

南砺市

資料：国勢調査(H27)
図 3-27

通勤・通学地の実態(H27)
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(人)
70,000
60,000

若年層(0～14歳)
65,113
11,755

62,965

60,182

58,140

13,783
15,423

50,000

青年層(15～64歳)

54,724

高齢者層(65歳～)

人口減少
51,327
48,025

16,561

44,626

17,059

41,221

18,553

40,000
30,000

18,924
42,126

39,848

36,647

34,473

20,000

31,230

27,152

18,510

24,116

21,751

37,832

17,604

16,505

19,750

10,000
11,232
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34,341

15,701

31,017
14,629

17,911

15,574

13,626

9,334

8,112

7,106

6,435

5,622

4,985

4,365

3,867

3,416

3,066

2,762

H7

H12

H17

H22

H27

R2

R7

R12

R17

R22

R27

0
H2

(年)

【人口の推移】
若年層(0～14歳)

青年層(15～64歳)

高齢者層(65歳～)

100%
18.1%

21.9%

25.6%

28.5%

80%

31.2%

36.1%

39.4%

41.5%

42.7%

43.6%

45.7%

47.2%

高齢化率拡大

60%
64.7%

63.3%

40%

60.9%

59.3%

57.1%

52.9%

50.2%

48.7%

47.9%

47.3%

45.4%

43.9%

20%
17.3%

14.8%

13.5%

12.2%

11.8%

11.0%

10.4%

9.8%

9.4%

9.0%

8.9%

8.9%

H2

H7

H12

H17

H22

H27

R2

R7

R12

R17

R22

R27 (年)

0%

【構成比の推移】
資料：とやまけん統計ワールド、将来推計人口・世帯数（国立社会保障・人口問題研究所）
図 3-28

0%

南砺市総数 6.6%

徒歩だけ

10%

20%

30%

人口の推移

40%

50%

4.6%

鉄道・電車

60%

70%

80%

90%

100%

88.8%

乗合バス等

自家用車

資料：国勢調査(H22) ※複数回答あり
図 3-29

人口の推移
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(7) 要配慮者の増加
【現状】
〇高齢者（とりわけ一人暮らしの高齢者）、外国人等の要配慮者が増加している。
○要配慮者利用施設(保育園や老人ホーム等)のうち 4 割弱は浸水害や土砂災害のリスクがある。
【課題】
〇防災知識の普及、災害時の情報提供、避難誘導、救護・救済対策等の防災の様々な場所におい
て、要配慮者に配慮した施策の展開を、他の福祉施策との連携の下に行う必要がある。
○特に災害被害が大きく予想される要配慮者利用施設（保育園や老人ホーム等）に対する浸水害・
土砂災害等の対策を講じることが必要である。

表 3-4

要配慮者利用施設の被災想定

要配慮者

うち災害リスク

利用施設

ありの施設

うち浸水害

うち土砂災害

地域

4

2(50%)

0

2

上平地域

5

4(80%)

0

4

利賀地域

5

5(100%)

0

5

山間部計

14

11(79%)

0

11

城端地域

19

1(5%)

0

1

井波地域

17

6(35%)

1

5

井口地域

7

0(0%)

0

0

福野地域

30

16(53%)

16

0

福光地域

40

15(38%)

13

2

平野部計

113

38(34%)

30

8

合

127

49(39%)

30

19

平

計

資料：南砺市資料
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資料：南砺市土砂災害ハザードマップ
図 3-30

要配慮者利用施設の配置状況
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(8) 分散した集落の形成
【現状】
〇南砺市は区域が広い上に、特に山間部は、集落が点在している。
○孤立する可能性がある集落は、平・上平・利賀全域のほか、城端と福光地域の一部にある。
【課題】
〇災害の発生時に孤立集落発生の危険性を十分配慮しておく必要がある。

福光地区土山外

城端地区東西原

福光地区糸谷新外

平地区全域

利賀地区全域

上平地区全域

資料：南砺市地域防災計画
図 3-31

孤立の可能性がある集落位置図（平成 26 年 2 月 1 日現在）
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資料：南砺市地域防災計画
図 3-32

孤立の可能性がある集落一覧（平成 26 年 2 月 1 日現在）
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①通常時

②台風・大雨の発生

③土砂災害・洪水の発生

④災害に伴う移動阻害発生（孤立化）

図 3-33

孤立集落発生の例

(9) 男女共同参画の視点を取り入れた防災
【現状】
〇男女双方の視点に配慮した防災を進めることが必要である。
【課題】
〇防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性の参画を拡大し、男女共同参画
の視点を取り入れた防災体制を確立する必要がある。

30

南砺市国土強靱化地域計画検討委員会

第２回委員会

(10) 災害時等応援協定
【現状】
〇南砺市は、市町村災害時応援協定等、消防相互応援協定、国・県との防災協定を、国・県・市
町村の全 58 自治体と締結済である。
【課題】
〇近隣自治体とはもちろんのこと、同時被災が想定しにくい自治体とも連携強化が重要である。

● 単独 協 定
県 内単 独 小 矢部 市

凡例
県境
市町村 境
南砺市
その 他協定締 結自治 体
単独協 定締結自 治体

●武蔵野市交流市町村協議会（安曇野市サミット宣言）
長岡市

新潟県

遠野市

岩手県

武蔵野市

富 山県

砺 波市

富 山県

県 外単 独 金 沢市

石 川県

半 田市

愛 知県

南 相馬 市

福 島県

● 全 国ボ ー ト 場所 在 市町 村 協 議会 加 盟市 町 村災 害 時 相互 応 援協 定

東京都

むつ市

登米市
由 利 本荘
市
●日本福祉大学友好協力宣言及び包括協定自治体災害時相互応援協定 大 潟 村
喜 多 方市
阿智村
長野県
最上町
山形県
美浜町
愛知県

青 森県

美浜 町

福井県

大 台町

三重 県

安曇野市 長野県

酒田市

山形県

大崎上島町

広島県

宮 城県

富士河口湖町

山梨県

高 石市

大阪 府

川上村

南房総市

千葉県

岩美町

鳥取県

秋田 県

下諏 訪 町

長 野県

豊 岡市

兵庫 県

秋 田県

川辺 町

岐阜県

加 古川 市

兵庫 県

長野県

辰野町

長野県

宮田村

長野県

遊佐町

山形県

日本福祉大学

愛知県

福 島県

海津 市

岐阜県

遠 賀町

福岡 県

潮来市

茨 城県

愛西 市

愛知県

菊 池市

熊本 県

戸田市

埼 玉県

東郷 町

愛知県

日 田市

香取市

千 葉県

高浜 市

愛知県

薩 摩川 内 市

大分 県
鹿児 島
県

阿賀町

新 潟県

桑名 市

三重県

●中国紹興市友好交流都市災害時相互応援協定
西宮市

兵庫県

富士宮市 静岡県

あわら市

福井県

小山市

栃木県

資料：南砺市提供
図 3-34

災害時等応援協定、消防相互応援協定
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(11) ドクターヘリ
【現状】
〇ドクターヘリとは、医療機器や医薬品を搭載し、医師・看護師が同乗するヘリコプターで、基
地病院に常駐し、要請に応じて迅速に救急現場等に向かい、救急医療を行うことができる。
〇病院から遠い地域からの搬送時間が短縮できるだけでなく、医療スタッフが重篤な救急患者に
対してより早期に接触して必要な診断や処置を行うことができ、救命率の向上や後遺症の軽減
が期待される。
○南砺市内には、ドクターヘリのランデブーポイントが 78 箇所存在する。
【課題】
〇積雪時等の場合によっては使用不可となるランデブーポイントが存在し、常時利用が望まれる。
表 3-5

ドクターヘリランデブーポイント

ドクターヘリ
ランデブーポイント箇所
平 地域

10

上平地域

4

利賀地域

5

山間部計

19

城端地域

11

井波地域

11

井口地域

4

福野地域

12

福光地域

21

平野部計

59

合

78

計
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南砺市ドクターヘリランデブーポイント
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(12) 農林振興
【現状】
〇南砺市は、桜ヶ池や赤祖父ため池などの大規模なため池を有する。また、防災重点ため池 46 箇
所の耐震調査とハザードマップの作成・公表しており、耐震化整備を推進している。
〇小矢部川水系の利水ダム（刀利ダム、臼中ダム、太美ダム、城端ダムほか）における洪水調節
機能の強化に関する治水協定を締結し（R2.5.29）洪水調節機能の強化を図っている。
○間伐や植栽などによる林地の適正管理・保全、流木防止対策などの治山事業などにより、災害
に強い森づくりを推進している。
○機能保全計画に基づいて整備する基幹的農業用用排水路の整備を推進するとともに、農業用水
を利用した小水力発電施設の整備（臼中、山田新田用水、高瀬）による電力の安定供給を推進
している。
【課題】
○集中豪雨等により河川の氾濫等の大きな被害を防止・抑制するにあたり、利賀ダム建設事業等
のハード対策や、ため池の耐震・豪雨対策が必要である。
○森林の荒廃防止と国土保全機能発揮を促すため、林地の適正管理（保全）が必要である。

資料：富山県のため池情報について
図 3-36

南砺市 防災重点ため池マップ
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3-4 災害履歴
(1) 地震災害
【現状】
〇富山県内に被害をもたらした過去の地震のうち、1858 年の安政の大地震は大きな被害をもた
らしたことが過去の古文書等により確認されている。
〇1933 年以降、富山県内の震度観測点において震度４以上を記録した地震は９回となっている。
そのうち、2007 年の能登半島地震の際には本市でも震度４を記録している。

出典：南砺市地域防災計画
図 3-37

過去の地震災害
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(2) 水害
【現状】
〇記憶に新しいところでは、平成 20 年 7 月 28 日未明から早朝にかけて市内を豪雨が襲い、城
端・平・福光地域では、1 時間に 120 ミリを超える猛烈な雨が降り、大雨洪水警報、土砂災害
警戒情報が発令、城端・福野地域には避難勧告が発令された。
〇この猛烈な大雨は、城端・平・福光地域を中心に、住宅の全半壊や浸水被害、道路の陥没や土
砂崩れ、田畑の冠水、停電・断水、道路の通行止めによる集落の孤立状態など、市内各地に大
きな被害をもたらした。

出典：「砂防と治水 189 号」～7．28 豪雨災害の教訓～
図 3-38

過去の水害
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1) 小矢部川
【現状】
小矢部川流域は、梅雨、台風、冬期の降雪と年間
を通じて降水量が多い。
過去から幾度となく台風や梅雨前線による洪水被
害が発生している。
近年においても、平成 2 年 9 月洪水、平成 10 年 9
月洪水、平成 20 年 7 月洪水で家屋等の浸水被害が
発生している。
▲小矢部川水系山田川の洪水の状況
（南砺市：平成 20 年 7 月洪水）

【課題】
水害対策が必要。
表 3-6

発生日

1918(大正 7 年)9 月

台風

―

1919(大正 8 年)7 月

台風

―

被害状況
堤防決壊 1,600 間余 流出家屋 13
棟 山崩れ 123 箇所 橋梁流出 21
箇所
堤防決壊数箇所 死者 1 人 床上
浸水 200 棟余 床下浸水無数
堤防決壊 211 間 被災家屋 516 棟

―

堤防決壊 7 箇所

堤防決壊 21 箇所 延長 301.5 間
堤防決壊 31 箇所 橋梁流失 8 箇所
浸水家屋 100 棟余
死者 6 人 行方不明者 2 人 負傷
者 6 人 全壊家屋 1 棟 半壊家屋
46 棟 流出家屋 5 棟 一部破壊
172 棟 床上浸水 3,474 棟 床下
浸水 5,712 棟 浸水面積 3,800ｈ
ａ
左右岩数箇所で堤防決壊 死者 2
人 負傷者 2 人 半壊家屋 1 床
上浸水 111 棟 床下浸水 983 棟
浸水面積 4,900ha

1905(明治 38)年 8 月

1922(大正 11 年)8 月

発生原因

小矢部川の主な災害

―

被災市町村
石動町(現小矢部
市）等 20 町村

―

1924(大正 13 年)2 月

融雪

―

1933(昭和 8 年)7 月

台風

―

1953(昭和 28 年)9 月

台風 13 号

―

1963(昭和 38 年)6 月

台風 2 号

―

1964(昭和 39 年)7 月

前線

1990(平成 2 年)9 月

台風 19 号

高岡市 小杉町・新
湊市（現射水市）
小矢部市 砺波市
福光町・井波町（現
南砺市）
高岡市

1998(平成 10 年)9 月

台風 7 号

高岡市

2008(平成 20 年)7 月

前線

小矢部市、南砺市

行方不明者 2 人

全壊・流失家屋 2 棟 半壊・床上
浸水 1,859 棟 床下浸水 4,411 棟
浸水面積 4,220ｈａ
床下浸水 29 棟 浸水面積 96ha
住宅半壊 1 棟 床上浸水 52 棟 床
下浸水 674 棟 浸水面積 267ｈａ
住宅全壊 1 戸、半壊 2 戸 床上浸
水 92 戸 床下浸水 273 戸

資料：国土交通省 HP（https://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kasen/jiten/nihon_kawa/0413_oyabe/0413_oyabe_02.html）
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2) 庄川
【現状】
庄川流域は、梅雨、台風、冬季の降雪と年間を通
じて降水量が豊富で、過去の庄川流域における洪水
の多くは、台風に起因するものである。
庄川流域において発生した洪水は江戸時代だけで
も数十回記録され、明治時代でも 30 回を数え、昭和
以降も、昭和 9 年、34 年、39 年、50 年、51 年、56
年、58 年、平成 16 年と頻繁に発生している。
▲下流部氾濫区域
表 3-7 庄川の主な災害

発生日

発生原因

被災市町村

1871(明治 4 年)10 月

―

―

1873(明治 6 年)4 月

―

―

1881(明治 14 年)4 月

―

―

1885(明治 18 年)4 月

―

―

1896(明治 29 年)7 月

―

―

1899(明治 32 年)9 月

―

―

1910(明治 43 年)9 月

―

―

1934(昭和 9 年)7 月

―

―

1975(昭和 50 年)8 月

―

―

1976(昭和 51 年)9 月

台風 17 号

―

1983(昭和 58 年)9 月

台風 10 号

―

1985(昭和 60 年)6 月

梅雨前線

―

2004(平成 16 年)10 月

台風 23 号

―

被害状況
大門町にて堤防決壊。人家 5 棟流
失 死者 3 人
中野村（現砺波市）にて堤防 350
間決壊 田畑約 50ha 流出
中野村（現砺波市）堤防決壊、沿
岸の田畑流失により皇室より
7,000 円を下賜された。
浅井村（現射水市）にて堤防決壊
人家流失 41 棟 田畑約 20ha 流失
数箇所で決壊 流失家屋 248 棟
浸水家屋 2,605 棟、耐水面積
180ha
浅井村(現射水市)にて堤防決壊
田地 30ha 流失、新湊(現射水市)に
て人家 1,719 戸浸水、橋 2 本落橋
射水郡、東砺波郡、西砺波郡にて
1,163ha の氾濫。
浅井村（現射水市）にて堤防決壊
し射水郡の大半が浸水。死者 20 人
負傷者 240 人 流失家屋 94 棟 民
家破損 5,418 棟 浸水家屋 4,009
棟 田畑冠水(田 3,986ha、畑
182ha）
家屋 13 棟浸水、農地・宅地 1ha 浸
水
流失家屋 8 棟 浸水家屋 42 棟 農
地・宅地 11ha 浸水 加越能鉄道橋
落橋
浸水家屋 15 棟
床下浸水 9 棟
高岡市、新湊市（現射水市）で初
の避難勧告発令。

資料：国土交通省 HP（https://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kasen/jiten/nihon_kawa/0412_shogawa/0412_shogawa_02.html）

38

・高齢者、外国人等の要配慮者が増加
・要配慮者利用施設のうち 4 割弱は災害リスクあり

(7) 要配慮者の増加

(1) 地震災害
(2) 水害

・過去に震度４以上の地震は９回発生
・過去から幾度となく台風や梅雨前線による水害が発生

39

・桜ヶ池や赤祖父ため池などの大規模なため池を有する。
・林地の適正管理・保全、流木防止対策など、災害に強い森づくりを推進している。

(12) 農林振興

4 災害履歴

・近隣自治体や同時被災が想定しにくい自治体との連携強化
・場合によっては使用不可となるランデブーポイントが存在

・防災協定を全 58 自治体と締結済
・ドクターヘリのランデブーポイントが 78 箇所存在

(10) 災害時応援協定
(11) ドクターヘリ

・地震や水害への対策が必要

・利賀ダム建設事業等のハード対策や、ため池の耐震・豪雨対策が必要
・林地の適正管理（保全）が必要

・災害の発生時に孤立集落発生の危険性に配慮
・男女共同参画の視点を取り入れた防災体制を確立

・防災の様々な場所において要配慮者に配慮した施策展開
・要配慮者利用施設に対する災害対策が必要

(8) 分散した集落の形成
・南砺市は区域が広い上に、特に山間部は、集落が点在
(9) 男女共同参画の視点を取 ・男女双方の視点に配慮した防災を進めることが必要
り入れた防災

(6) コミュニティ活動の停滞

・避難所の約半数は災害リスクがある
・市内には 36 の自主防災組織があり、組織率は 99.9％と非常に高い
・人口の減少、市外への通勤者・通学者が増大

・耐震化や地すべり対策などの災害対策が必要
・各地域における自主防災組織の組織率 100％を目標
・地域コミュニティ活動の停滞
・地域における防災行動力の向上が必要

・架設後 50 年を超える割合は、20 年後には 8 割強と増加するため、計画的な橋梁の補修・補強
および架替の実施が必要
・広い範囲で通行規制が生じる可能性や、孤立集落の発生が懸念
・施設の被害が発生した場合、その復旧に時間を要する
・情報不足や生活の不便性等が、不安増大につながる

・橋梁の半数弱は 1970 年代に架設

・山間部に事前通行規制区間が多数存在
・日常生活の利便性向上とその依存度が高まる

・工業用地や工場の中には、河川の氾濫に伴い、被害が発生する危険性がある
・大量の自動車によって引き起こされる交通混乱は避難の遅延と被害拡大が懸念
・交通事故災害が発生した場合、多数の被害者が発生
・山間部の橋梁やトンネルでの交通事故災害は、多数の被害者または影響等が懸念
・身近な道路の危険性が高い

・災害時における被災人口の増大、火災の延焼地域の拡大等、被害拡大が懸念
・住宅と特定建築物の耐震化率の向上

・火災の危険が極めて大きい
・侵食・洗掘による堤防の決壊が懸念され、河川氾濫が発生する可能性が高い

・市民の生活や移動性を阻害し、物流や生産性にも大きく影響

地域の課題

第２回委員会

・平地部には、工業用地や工場が広範囲に立地
・自動車の利用は著しく増加
・東海北陸自動車道といった高速交通網の整備
・年間 1 千件以上の交通事故が発生
・人身事故のうち約 9 割が平野部で発生

・福野、福光、井波及び城端地域には、街路が狭く、木造密集地が存在
・住宅の耐震化率は約 60％、特定建築物の耐震化率は約 86％
・火を使用する設備等の設置に関する届出件数は 2,636 件

・フェーン現象が起きると、強い南風とともに平常の気温よりも高くなり空気が乾燥
・梅雨期は集中豪雨が起きやすく、夏は台風が接近する

・冬の大雪（S38,S56,S59,H18 豪雪）が特徴

・三方を山に囲まれ、中央北側には平野が拡がる
・旧町村の地形的特徴をみると、平野部・山麓部が混合する平野部と山間部に大別
・急流河川が存在し、農業用排水路等が広く展開

地域の現状

表 3-8 南砺市の地域の現状と課題

(5)避難所と自主 防災組織の確保

(4) 日常生活の確保

(2) 工業用地の保全
(3) 交通機関の発達

3 社会経済的特性
(1) 既成市街地の保全

(2) 降雨・乾燥等

2 気象的特性
(1) 降雪

(2) 地形

(1) 位置

1 地形的特性

3-5 地域の課題まとめ

南砺市国土強靱化地域計画検討委員会
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4. 計画の対象とするリスクの設定
南砺市の地形や気候、社会経済特性、災害履歴から、本市で発生が想定される災害は以下の
とおりである。
表 4-1

南砺市で発生が想定される災害

大項目

小項目

Ⅰ）風水害の想定

ⅰ）風害（強風）
ⅱ）水害（大雨）
ⅲ）土砂災害（地すべり等）

Ⅱ）雪害の想定
Ⅲ）火災の想定
Ⅳ）地震災害の想定

（県外を含む）

Ｖ）その他事故災害の想定

ⅰ）鉄道事故災害
ⅱ）道路事故災害
ⅲ）危険物等事故災害
ⅳ）原子力事故災害
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4-1 計画の対象とするリスク（市内）
(1) 風水害の想定
1) 風害（強風）
春先の低気圧のもたらす風とともに、夏から秋にかけて襲来する台風は、南風となってフェ
ーン現象を誘発し、空気が乾燥して火災の起こりやすい状態となる。
また、台風のコースによって北西の風が吹く時は、建物や農作物に大きな被害が発生する。

2) 水害（大雨）
かわぎし

いっすい

山間部では、集中豪雨時の土石流による被害、あるいは河岸の浸食決壊、用排水路の溢水等
による被害、これらに起因する道路の決壊やがけ崩れなど、副次的な災害の発生によって集落
が孤立する可能性がある。
平野部においては、小矢部川、山田川、旅川、大井川、大門川等、過去に氾濫を繰り返して
いる河川があり、河川改修等の治水対策が進められている。特に、この地域の河川は、南砺山
麓の用排水路の性格を有しており、上流地域での集中豪雨などにも警戒が必要である。

図 4-1

南砺市洪水ハザードマップ
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3) 土砂災害
山間部では、地滑り、山崩れ等の土砂災害が、集中豪雨や雪崩等の発生によって誘発される
危険性が高い。土砂災害指定地域も多く、風水害や地震の際は注意が必要である。

凡例
○：市役所
市民センター
●：高速道路 IC

注 ：土石流危険渓流とは、土石流の発生の危険性があり、人家等に被害を与えるおそれがある渓流
注 ：地すべりとは、土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象又はこれに伴って移動する自然現象
資料：ハザードマップポータルサイト（国土交通省）、国土数値情報ダウンロードサイト（国土交通省）
図 4-2

地すべり警戒区域と土石流危険渓流
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(2) 雪害の想定
山間地域では、豪雪年には４メートルに達する積雪がある。特に、連続降雪期には集落間の
徒歩連絡等も不可能となるため、孤立する危険性が高い。降雪期における表層雪崩（通称あわ
雪崩）、融雪期の全層雪崩による交通機関の麻痺、家屋や施設の被害が発生しており、警戒が
必要である。
平野部においても、豪雪時には多量の降雪をもたらし、交通機関の麻痺、家屋や施設への被
害が発生している。

▲道路上に堆積した雪

▲雪崩で被災した落雪防護柵
注 ：雪崩危険箇所とは、雪崩災
害のおそれがある地域に
おいて、雪崩により人家等
に被害を与えるおそれの
ある箇所

出典：国土交通省北海道開発局
（一社）全国治水砂防協会
資料：ハザードマップポータルサ
凡例

イト（国土交通省）、国土

○：市役所

数値情報ダウンロードサ
イト（国土交通省）

市民センター
●：高速道路 IC

図 4-3

雪崩危険箇所
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(3) 火災の想定
春先のフェーン現象時や台風期に山間を縫って吹く風、又は河川に沿って吹く強風によって、
山林火災などが広く延焼し大災害につながる恐れがある。火災の原因は、火気取扱の不注意や
不始末といった過失によるものが多く、火気取扱時の注意が必要である。
住宅の密集化、建築様式の多様化、化学合成建材の普及等により、発生した火災が大きな災
害につながる危険性が高まってきている。
(4) 地震災害の想定
東日本大震災（2011 年 3 月）の教訓を踏まえ、科学的知見に基づき、本市にとってあらゆ
る可能性を考慮した最大級の地震及び災害を想定する。
地震には、海溝型地震と内陸型地震があるが、過去の記録から、本市に大きな影響を及ぼす
恐れのある地震は、跡津川断層、呉羽山断層、砺波平野断層帯西部（法林寺断層、石動断層)、
砺波平野断層帯東部（高清水断層）等の大規模な活断層による内陸の直下型地震が考えられる。

出典：南砺市地域防災計画
図 4-4

南砺市及び周辺に分布する主な活断層
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(5) その他事故災害の想定
1) 鉄道事故災害
鉄道における事故のうち、特に多数の死傷者を生じるおそれのあるものとして、次のような
事象が想定される。
・列車の衝突、脱線、転覆等
・列車の火災又は爆発
・列車からの危険物等の流出
・列車と自動車の衝突（踏切事故）
2) 道路事故災害
道路災害等のうち、多数の死傷者が発生する場合として、次のような事象が想定される。
とりわけ、道路トンネル内等の出入口が限定された閉鎖性の高い空間で発生する事故には、
救助、消火、避難誘導活動等に種々の制約、困難が伴うこと等を考慮する必要がある。
・道路構造物（トンネル、橋梁等）の瑕疵、自然現象等を原因とする被害
・自動車の火災又は爆発
・自動車からの危険物等の流出
・道路上での大きな交通事故
・道路上等での極端な雑踏による被害
3) 危険物等事故災害
石油類、ＬＰガス、火薬類などの危険物等の漏洩・流出、火災、爆発による大規模な事故が
発生し、特に多数の死傷者を生じるおそれのある場合が想定される。
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4-2 計画の対象とするリスク（市外）
(1) 原子力事故災害
南砺市には、原子力事業所はなく、原子力事業所の事故による直接的な被害が本市に及ぶこ
とは想定されないが、北陸電力志賀原子力発電所の事故により放射性物質が飛来し、環境汚染
や人体への被ばく被害の可能性が想定される。
※取扱いは、その他事故災害の想定とする。
(2) 南海トラフ地震、首都直下地震
太平洋側においては、南海トラフ地震、首都直下地震等が遠くない将来に発生する可能性が
あると予測されており、一度発生すれば、広域な範囲に甚大な被害をもたらすものとなる。
被害想定の概要は、下図のとおりであり、本県においても震度４から震度５弱の揺れが発生
するものと予想されている。
※取扱いは、地震災害の想定とする。

出典：内閣官房パンフレット：国土強靱化とは
図 4-5

今後、発生が予想されている巨大地震
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5. 地域を強靭化する上での目標の明確化
(1) 「基本目標」の設定
基本法第 14 条で、「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」と規定されている。
国の基本計画及び富山県国土強靭化地域計画では４つの基本目標を設定している。
これを基本に、南砺市の地域特性を踏まえた結果、基本計画及び富山県国土強靭化地域計画
の基本目標を踏襲する。
【国土強靱化基本計画の基本目標】
① 人命の保護が最大限図られること
② 国家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こと
③ 国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化
④ 迅速な復旧復興
資料：国土強靱化地域計画策定ガイドライン（第７版）（令和 2 年 6 月）策定&改訂編

【富山県国土強靱化地域計画の基本目標】
① 人命の保護が最大限図られること
② 県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 県民の財産及び公共施設に係る被害の最小化
④ 迅速な復旧復興
資料：富山県国土強靱化地域計画（令和 2 年 3 月）

【南砺市国土強靱化地域計画の基本目標】
① 人命の保護が最大限図られること
② 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 市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化
④ 迅速な復旧復興
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(2) 「基本的な方針」の設定
本計画では、基本計画と同様に、対象となるリスクを大規模自然災害とし、以下の基本方針
のもと、策定・推進する。
国の基本計画及び富山県国土強靭化地域計画において、4 つの基本的な方針を設定している。
これを基本に、南砺市の地域特性を踏まえた結果、富山県国土強靭化地域計画の 4 つの基本
方針を踏襲し、基本方針 4．地域の特性に応じた施策の推進において、「自然との共生を図る
こと」の細目を追加しなおす。
【国土強靱化基本計画の「国土強靱化を推進する上での基本的な方針」】
基本方針 1．国土強靱化の取組姿勢
① 我が国の強靱性を損なう本質的原因として何が存在しているのかをあらゆる側面から吟味
しつつ、取組にあたること。
② 短期的な視点によらず、強靱性確保の遅延による被害拡大を見据えた時間管理概念と EBPM
（Evidence-based Policymaking：証拠に基づく政策立案）概念の双方を持ちつつ、長期的
な視野を持って計画的な取組にあたること。
③ 各地域の多様性を再構築し、地域間の連携を強化するとともに、災害に強い 国土づくりを
進めることにより、地域の活力を高め、依然として進展する東京 一極集中からの脱却を図
り、「自律・分散・協調」型国土構造の実現を促すこと。
④ 我が国のあらゆるレベルの経済社会システムが有する潜在力、抵抗力、回復 力、適応力を
強化すること。
⑤ 市場、統治、社会の力を総合的に踏まえつつ、大局的、システム的な視点を 持ち、制度、
規制の適正な在り方を見据えながら取り組むこと。
基本方針 2．適切な施策の組み合わせ
⑥ 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
推進するとともに、このための体制を早急に整備する こと。
⑦ 「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
て取り組むこととし、特に重大性・緊急性・危険性が高い場合に は、国が中核的な役割を
果たすこと。
⑧ 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
るよう工夫すること。
基本方針 3．効率的な施策の推進
⑨ 人口の減少等に起因する国民の需要の変化、気候変動等による気象の変化、 社会資本の老
朽化等を踏まえるとともに、強靱性確保の遅延による被害拡大を 見据えた時間管理概念や、
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こと。
⑩ 既存の社会資本を有効活用すること等により、費用を縮減しつつ効率的に施 策を推進する
こと。
⑪ 限られた資金を最大限に活用するため、PPP/PFI による民間資金の積極的な活 用を図るこ
と。
⑫ 施設等の効率的かつ効果的な維持管理に資すること。
⑬ 人命を保護する観点から、関係者の合意形成を図りつつ、土地の合理的利用 を促進するこ
と。
⑭ 科学的知見に基づく研究開発の推進及びその成果の普及を図ること。
基本方針 4．地域の特性に応じた施策の推進
⑮ 人のつながりやコミュニティ機能を向上するとともに、各地域において強靱 化を推進する
担い手が適切に活動できる環境整備に努めること。
⑯ 女性、高齢者、子供、障害者、外国人等に十分配慮して施策を講じること。
⑰ 地域の特性に応じて、環境との調和及び景観の維持に配慮するとともに、自然環境の有す
る多様な機能を活用するなどし、自然との共生を図ること。
資料：国土強靱化地域計画策定ガイドライン（第７版）（令和２年６月）策定&改訂編
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【富山県国土強靱化地域計画の「国土強靱化を推進する上での基本的な方針」】
基本方針 1．取組姿勢
① 富山県の強靱性を損なう本質的原因をあらゆる側面から検証したうえで取り組む。
② 時間管理概念を持ちつつ、長期的な視野を持って計画的に取り組む。
基本方針 2．適切な施策の組み合わせ
③ 災害リスクや地域の状況等に応じて、ハード対策と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。
④ 「自助」、「共助」及び「公助」を適切に組み合わせ、官（国、県、市町村）と民（住民、
民間事業者等）が適切に連携及び役割分担して取り組む。
⑤ 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。
基本方針 3．効率的な施策の推進
⑥ 施策の重点化や既存の社会資本を有効活用すること等により、費用を縮減しつつ効率的
に施策を推進する。
基本方針 4．地域の特性に応じた施策の推進
⑦ 人のつながりやコミュニティ機能の向上を図るとともに、各地域において強靱化を推進
する担い手が適切に活動できる環境整備に努める。
⑧ 女性、高齢者、子ども、障がい者、観光客、外国人等に十分配慮して施策を講じる。
資料：富山県国土強靱化地域計画（令和 2 年 3 月）
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【南砺市国土強靱化地域計画の「国土強靱化を推進する上での基本的な方針」】
基本方針 1．取組姿勢
① 南砺市の強靱性を損なう本質的原因をあらゆる側面から検証したうえで取り組む。
② 時間管理概念を持ちつつ、長期的な視野を持って計画的に取り組む。
基本方針 2．適切な施策の組み合わせ
③ 災害リスクや地域の状況等に応じて、ハード対策と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。
④ 「自助」、「共助」及び「公助」を適切に組み合わせ、官（国、県、市町村）と民（住民、
民間事業者等）が適切に連携及び役割分担して取り組む。
⑤ 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。
基本方針 3．効率的な施策の推進
⑥ 施策の重点化や既存の社会資本を有効活用すること等により、費用を縮減しつつ効率的
に施策を推進する。
基本方針 4．地域の特性に応じた施策の推進
⑦ 人のつながりやコミュニティ機能の向上を図るとともに、各地域において強靱化を推進
する担い手が適切に活動できる環境整備に努める。
⑧ 女性、高齢者、子ども、障がい者、観光客、外国人等に十分配慮して施策を講じる。
⑨ 地域の特性に応じて、環境との調和及び景観の維持に配慮するとともに、自然環境の有
する多様な機能を活用するなどし、自然との共生を図ること。
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(3) 「事前に備えるべき目標」の設定
国の基本計画では、基本法第 17 条第３項の規定に基づき、起きてはならない最悪の事態を
想定したうえで脆弱性評価を実施している。具体的には、８つの「事前に備えるべき目標」を
設定している。
富山県国土強靭化地域計画においては、基本計画を参考に、富山県内外で想定されるリスク
等を踏まえ、太平洋側の代替性確保に必要不可欠な機能が維持・確保されるという目標を追加
し、９つの「事前に備えるべき目標」を設定している。
これを基本に、南砺市の地域特性を踏まえた結果、富山県国土強靭化地域計画の９つの「事
前に備えるべき目標」を踏襲し、更なる地域の成長を促すため「災害に強く・しなやかな地域
形成と未来に希望がもてる魅力ある地域づくり」を追加する。
【国土強靱化基本計画の「事前に備えるべき目標」】
ⅰ 直接死を最大限防ぐ
ⅱ 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
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最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靱な姿で復興できる条件を整備する
資料：国土強靱化地域計画策定ガイドライン（第７版）（令和２年６月）策定&改訂編

【富山県国土強靱化地域計画の「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 地域社会・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
⑨ 太平洋側の代替性確保に必要不可欠な機能が維持・確保される
資料：富山県国土強靱化地域計画（令和 2 年 3 月）
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【南砺市国土強靱化地域計画の「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 地域社会・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
⑨ 太平洋側の代替性確保に必要不可欠な機能が維持・確保される
⑩ 災害に強く・しなやかな地域形成と未来に希望がもてる魅力ある地域づくり
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6. リスクシナリオ、施策分野の設定
(1) 「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」の設定
国の基本計画では、基本法第 17 条第３項の規定に基づき、起きてはならない最悪の事態を
想定したうえで脆弱性評価を実施している。具体的には、８つの「事前に備えるべき目標」に
対して 45 の「起きてはならない最悪の事態」を設定している。
富山県国土強靱化地域計画においても、９つの「事前に備えるべき目標」に対する 38 の「起
きてはならない最悪の事態」を設定している。
南砺市国土強靭化地域計画においては、上記の計画との調和を図りつつ、市の地域特性を考
慮し、計画策定に際して対象としたリスクを踏まえ、10 の「事前に備えるべき目標」に対して
37 の「起きてはならない最悪の事態」を設定する。
※富山県国土強靱化地域計画における「1-3
の発生」「7-2

広域にわたる大規模津波等による多数の死者

海上・臨海部の広域複合災害の発生」を除き、「10-1

よる地域活力の低下」を追加する。
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表 6-1

国土強靱化基本計画の「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」

No. 事前に備えるべき目標

1 直前死を最大限防ぐ

2

1-1

大都市での建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や住宅密集地における火災による死傷者の発生

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

広域にわたる大規模津波等による多数の死者の発生

1-4

突発的⼜は広域かつ⻑期的な市街地等の浸⽔による多数の死傷者の発生

1-5

大規模な火山噴火・土砂災害（深層崩壊）等による多数の死傷者の発生

1-6

暴風雪や豪雪等に伴う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
多数かつ⻑期にわたる孤⽴集落等の同時発生

2-3

自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足

速に行われるとともに、被

2-4

想定を超える大量の帰宅困難者の発生、混乱

災者等の健康・避難生活環

必要不可欠な行政機能は確
保する

4 能・情報サービスは確保す
る

経済活動を機能不全に陥ら
せない

ライフライン、燃料供給関
連施設、交通ネットワーク
6 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

回避すべき「起きてはならない最悪の事態」

2-2

必要不可欠な情報通信機

5

No.

救助・救急、医療活動が迅

境を確実に確保する

3

制御不能な複合災害・二次
災害を発生させない

社会・経済が迅速かつ従前
8 より強靭な姿で復興できる
条件を整備する

第２回委員会

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

被災地における疫病・感染症等の大規模発生

2-7

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

3-1

被災による司法機能、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

首都圏での中央官庁機能の機能不全

3-3

地方行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下

4-1

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

5-1

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

コンビナート・重要な産業施設の損壊、火災、爆発等

5-4

海上輸送の機能の停止による海外貿易への甚大な影響

5-5

太平洋ベルト地帯の幹線が分断するなど、基幹的陸上海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

5-6

複数空港の同時被災による国際航空輸送への甚大な影響

5-7

⾦融サービス・郵便等の機能停止による国⺠生活・商取引等への甚大な影響

5-8

食料等の安定供給の停滞

5-9

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

6-1

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
⻑期間にわたる機能の停止

6-2

上⽔道等の⻑期間にわたる供給停止

6-3

汚⽔処理施設等の⻑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、陸海空の交通インフラの⻑期間にわたる機能停止

6-5

防災インフラの⻑期間にわたる機能不全

7-1

市街地での大規模火災の発生

7-2

海上・臨海部の広域複合災害の発生

7-3

沿線・沿道の建物倒壊による直接的な被害及び交通麻痺

7-4

ため池、ダム、防災施設、天然ダム等の損壊・機能不全や 堆積した 土砂、火 山噴 出物の流 出による 多数
の死傷者の発生

7-5

有害物質の大規模拡散・流出による国土の荒廃

7-6

農地・森林等の被害による国土の荒廃

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

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

広域地盤沈下等による広域・⻑期にわたる浸⽔被害の発生により復興が大幅に遅れる事態

8-4

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

8-5

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

国際的風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒産等による国家経済等への甚大な影響

資料：国土強靱化地域計画策定ガイドライン（第７版）（令和２年６月）策定&改訂編
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表 6-2
No

富山県国土強靱化地域計画の「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」

事前に備えるべき目標

No
1-1

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
広域にわたる大規模津波等による多数の死傷者の発生

1-4

突発的⼜は広域かつ⻑期的な市街地等の浸⽔による多数の死傷者の発生

1-5

大規模な火山噴火・土砂災害（深層崩壊）等による多数の死傷者の発生

1-6

暴風雪や豪雪等に伴う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・エネルギー供給の⻑期停止

2-2

多数かつ⻑期にわたる孤⽴地域等の同時発生

救助・救急、医療活動が迅速に行

2-3

自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足

われるとともに、被災者等の健

2-4

想定を超える大量の帰宅困難者の発生、混乱

康・避難生活環境を確実に確保す

3 必要不可欠な行政機能は確保する

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

ライフライン、燃料供給関連施
6

7

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

被災地における疫病・感染症等の大規模発生

2-7

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

3-1

被災による現地の警察機能の大幅な低下による治安の悪化及び信号機の全面停止等による重大
交通事故の多発、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

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

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

5-1

サプライチェーンの寸断等による経済活動の麻痺

5-2

交通インフラネットワークの機能停止

5-3

食料等の安定供給の停滞

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
チェーン等の⻑期間にわたる機能の停止

設、交通ネットワーク等の被害を

6-2

上⽔道、農・⼯業用⽔等の⻑期間にわたる供給停止

最小限に留めるとともに、早期に

6-3

汚⽔処理施設等の⻑期間にわたる機能停止

復旧させる

6-4

新幹線等基幹的交通から地域交通網まで、陸海空の交通インフラの⻑期間にわたる機能停止

6-5

防災インフラの⻑期間にわたる機能不全

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

海上・臨海部の広域複合災害の発生

7-3

沿線・沿道の建物倒壊に伴う閉塞等による交通麻痺

制御不能な複合災害・二次災害を
発生させない

7-4

地域社会・経済が迅速かつ従前よ
8 り強靱な姿で復興できる条件を整
備する

有害物質の大規模拡散・流出による県土の荒廃
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

8-3
8-4

8-6

欠な機能が維持・確保される

る多数の死傷者の発生

7-6

8-5

太平洋側の代替性確保に必要不可

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・火山噴出物の流出によ

7-5

8-2

9

死傷者の発生

1-3

る

4

リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）
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

1-2
1 直接死を最大限防ぐ

2

第２回委員会

9-1

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
広域地盤沈下等による広域・⻑期にわたる浸⽔被害の発生により復興が大幅に遅れる事態
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・喪失
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
国際的風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒産等による県内経済等への甚
大な影響
太平洋側の基幹的な陸・海・空の交通ネットワークの機能停止

資料：富山県国土強靭化地域計画
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表 6-3
No

南砺市国土強靱化地域計画の「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」

事前に備えるべき目標

No
1-1

1

2

4

5

7

突発的⼜は広域かつ⻑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

2-1

被災地での⾷料・飲料水・電⼒・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の⻑期停⽌

2-2

多数かつ⻑期にわたる孤⽴地域等の同時発生

救助・救急、医療活動が迅速に

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

行われるとともに、被災者等の

2-4

想定を超える大量の帰宅困難者の発生、混乱

健康・避難生活環境を確実に確

必要不可欠な行政機能は確保す
る
必要不可欠な情報通信機能・情
報サービスは確保する
経済活動を機能不全に陥らせな
い

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

被災地における疫病・感染症等の大規模発生

2-7

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

3-1

被災による現地の警察機能の大幅な低下による治安の悪化及び信号機の全面停⽌等による重大
交通事故の多発、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

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

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

5-1

サプライチェーンの寸断等による経済活動の麻痺

5-2

交通インフラネットワークの機能停⽌

5-3

⾷料等の安定供給の停滞

6-1

電⼒供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）やガス供給、⽯油・LP ガスサプライチェーン
等の⻑期間にわたる機能の停⽌

設、交通ネットワーク等の被害

6-2

上水道、農・⼯業用水等の⻑期間にわたる供給停⽌

を最小限に留めるとともに、早

6-3

汚水処理施設等の⻑期間にわたる機能停⽌

期に復旧させる

6-4

ＪＲ等基幹的交通から地域交通網まで、陸空の交通インフラの⻑期間にわたる機能停⽌

6-5

防災インフラの⻑期間にわたる機能不全

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

制御不能な複合災害・二次災害
を発生させない

地域社会・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

7-3

可欠な機能が維持・確保される

者の発生
有害物質の大規模拡散・流出による県土の荒廃

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

8-3
8-4

8-6
太平洋側の代替性確保に必要不

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

7-4

8-5

9

死傷者の発生
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

8-2

8

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

1-3

直接死を最大限防ぐ

ライフライン、燃料供給関連施
6

リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）

1-2

保する

3

第２回委員会

9-1

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
広域地盤沈下等による広域・⻑期にわたる浸水被害の発生により復興が大幅に遅れる事態
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・喪失
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
国際的風評被害や信用不安、生産⼒の回復遅れ、大量の失業・倒産等による県内経済等への甚
大な影響
太平洋側の基幹的な陸・空の交通ネットワークの機能停⽌

災害に強く・しなやかな地域形
10 成と未来に希望がもてる魅⼒あ

10-1

企業・住⺠の流出等による地域活⼒の低下

る地域づくり
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(2) 「施策分野」の設定
国の基本計画では、リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）を回避するための施策
分野としては、12 の個別施策分野と 5 つの横断的分野を設定している。
富山県国土強靭化地域計画においては、5 つの個別施策分野と 5 つの横断的分野を設定して
いる。
南砺市国土強靭化地域計画においては、上記の計画との調和を図りつつ、市の地域特性を考
慮し、5 つの個別施策分野と 5 つの横断的分野を設定する。
表 6-4 施策分野の設定

国の基本計画

富山県国土強靭化地域計画

南砺市国土強靭化地域計画

＜１＞個別施策分野
ⅰ行政機能／警察・消防等／防

行政機能・防災教育分野

行政機能・防災教育分野

ⅱ住宅・都市、 環境

住環境分野

住環境分野

ⅲ保健医療・福祉

保健医療・福祉分野

保健医療・福祉分野

ⅳエネルギー、ⅴ金融、ⅵ情報

産業分野

産業分野

国土保全・交通物流分野

国土保全・交通物流分野

災教育等

通信、ⅶ産業構、ⅸ農林水産
ⅷ交通・物流、ⅹ国土保全、
土地利用（国土利用）
＜２＞横断的施策分野
ⅰリスクコミュニケーション

リスクコミュニケーション

リスクコミュニケーション

分野

分野

ⅱ人材育成

人材育成分野

人材育成分野

ⅲ官民連携、ⅴ研究開発

官民連携分野

官民連携分野

ⅳ老朽化対策

老朽化対策分野

老朽化対策分野

太平洋側のリダンダンシー

太平洋側のリダンダンシー

の確保分野

の確保分野

58

南砺市国土強靱化地域計画検討委員会

第２回委員会

(3) 事前に備えるべき目標とリスクシナリオの追加
南砺市の独自性について、第 1 回委員会の意見を踏まえ、新たな「事前に備えるべき目標」と「リ
スクシナリオ」を検討した。
【設定の背景】
被災後の経済停滞は、企業や住民の安全な地域への移転と、それに伴う地域の活力の低下が予想
され、これを防ぐことが必要である。そのためには、防災・減災はもちろんのこと、大規模災害に
係る復旧・復興段階を事前に見据え、併せて現在の地域の成長を促し、安全・安心で魅力ある地域
づくりを行うことが必要と考える。
（有事の防災・減災対策だけでなく、復旧・復興段階と平時の地域の活性化にも資する取組）
（南砺市総合計画の柱の一つ、未来に希望が持てるまちの推進にも資する取組）
【事前に備えるべき目標】
⑩ 災害に強く・しなやかな地域形成と未来に希望がもてる魅力ある地域づくり
【リスクシナリオ】
10-1

企業・住民の流出等による地域活力の低下

【想定される状況】
災害の発生に伴い、事業所の被災、需要の減少、観光客の減少等により事業の継続が困難となり、
従来どおりの雇用や生活の継続に支障をきたす
上記のような状態を避けるため、以下のような対策を講じるものと想定する。
①雇用機会の創出
・被災履歴の少ない当地への工場や本社機能の移転（団地開発を含む）
・耐震化等の災害対策の推進
・高規格道路等への円滑な移動

等

②生活環境の改善
・既存構造物の修繕と改築
・空き家率の改善

等

③地域特性に応じた新たな試み
・災害リスクを回避・緩和するためのエネルギー供給源の多様化・分散化を推進
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7. 脆弱の分析・評価、課題の検討（脆弱性評価）
7-1 脆弱性評価の考え方
「強靱」とは「強くしなやか」という意味であり、国土強靱化とは、我々の国土や経済、暮
らしが災害や事故などにより致命的な被害を受けない強さと、速やかに回復するしなやかさを
持つことである。
基本計画では、「強靱化」の反対語である「脆弱性」を分析・評価し、脆弱性を克服するた
めの課題をリスクに対して、強く、しなやかに対応するための方策を検討している。
上記を踏まえ、地域計画の策定に際しても、国・県が実施した手法を踏まえ、以下の枠組み
及び手順により、脆弱性の評価を行い、対応方針を検討する。

想定するリスクの設定

リスクシナリオ
「起きてはならない最悪の事態」
の設定

脆弱性評価

施策分野の設定

最悪の事態を回避するための施策
の現状と課題を分析・評価

リスクへの対応方針の検討
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7-2 脆弱性評価
「起きてはならない最悪の事態」について、関連する現行の施策を踏まえ、各施策の取組状況
や課題を整理し、事態の回避に向けた対応力について分析・評価を行った。
評価にあたっては、達成度及び進捗状況をできる限り定量的に把握するための指標を設定した。
評価結果の主な代表例は以下のとおりである。
重点化を図りつつ、ハード整備とソフト対策の適切な組み合わせが必要
・防災・減災等に資する国土強靱化施策は、いまだ道半ばの段階にあるものが多い。東日本
大震災で得られた教訓から、実施主体の能力や財源に限りがあることを踏まえると、国土
強靱化施策を４つの基本目標に照らして、できるだけ早期に高水準なものとするためには、
施策の重点化を図りつつ、ハード整備とソフト対策を適切に組み合わせる必要がある。
代替性等の確保が必要
・いかなる災害等にも対応するためには、個々の施設の耐震性などをいかに高めても万全と
は言えない。特に、行政、産業（エネルギー、金融、情報通信含む）、交通・物流等の分
野においては、システム等が一旦途絶えるとその影響は甚大であり、バックアップ施設／
システムの整備等により、代替性等を確保する必要がある。
・南海トラフ地震や首都直下地震など太平洋側で想定されるリスクに対しての代替性を確保
するため、南砺市の陸の交通インフラ整備のほか、首都圏や関西圏、中京圏等に立地する
企業の本社機能等の南砺市内への移転を一層促進する必要がある。
国、県、他市町村、民間等との連携が必要
・個々の施策の実施主体は、南砺市だけでなく、国、県、他市町村、民間事業者、ＮＰＯ、
市民など多岐にわたる。効率的、効果的に施策を実施するためには、組織体制の強化や他
市町村に対する適切な支援や、各実施主体との徹底した情報共有や各主体間の連携が必要
不可欠である。
また、10 の「事前に備えるべき目標」ごとのポイントは次のとおりである。
① 直接死を最大限防ぐ
・市民の防災意識の向上を図るため、地域や学校、南砺市防災センター等において、市政出
前講座などによる防災教育の実施が必要である。
・避難地等となる公園、緑地等における老朽化対策が必要である。
・近年、農村の混住化等の進行による流出形態の変化等に伴い、広域的な溢水被害が発生し
ているほか、集中豪雨等の自然災害も激甚化しているため、農村地域の防災力の向上を図
る必要がある。
・森林経営計画の策定を促進するとともに、計画に基づく道路網整備や高性能林業機械の活
用により集約化施業を推進し、生産コストの低減を図る必要がある。
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・雪崩対策施設等の整備により、安全で円滑な道路交通を確保する必要がある。
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
・災害発生時に、ライフラインの確保等の応急対応を迅速かつ円滑に行うことができる体制
の整備が重要である。
・橋梁崩落事故の発生防止など、基幹的な農道施設の安全確保を図る必要がある。
・応援協定等の広域連携の推進が必要である。
・市の災害救助物資については地震による被害想定をもとに現物備蓄を行っているが、広域
単位での備蓄と流通備蓄の確保に努める必要がある。
・南砺市民病院及び公立南砺中央病院の機能停止を回避するため、業務継続計画（BCP）を策
定しておく必要がある。
・被災者の健康推進体制を整備する必要がある。
・避難所施設・設備の整備や食料等の備蓄を進める必要がある。避難所や住宅における衛生
管理が必要である。
③ 必要不可欠な行政機能は確保する
・公共の安全と秩序の維持を図るため、治安の確保に必要な体制、装備資機材の充実強化を
図るとともに、警察と連携して業務を円滑に継続する方針及び執務体制等を速やかに定め
る必要がある。
・市の機関が被災した場合であっても、発災時に優先して取り組む業務を事前に決めておき、
限られた資源を効率的に投入し、業務の継続と早期復旧を図る必要がある。
④ 必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する
・電柱の倒壊による交通経路の遮断を回避するため、緊急輸送道路等の無電柱化を推進する
必要がある。
・災害時における通信手段の確保が必要である。
⑤ 経済活動を機能不全に陥らせない
・大規模な地震が発生した場合に備え、橋梁の耐震対策を推進する必要がある。
・災害時の円滑な避難や迅速な人命救助等のため、代替性が確保された道路ネットワークの
強化・整備を推進する必要がある。
・大規模災害発生後、食料の供給を確保するため、情報収集と連絡体制の整備が必要である。
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
・再生可能エネルギーの導入促進など、災害リスクを回避・緩和するためのエネルギー供給
源の多様化・分散化を推進する必要がある。
・市内の水道普及率は高いものの水道施設の耐震化率は低い状況にあり、今後も整備を進め
る必要がある。
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・老朽化した単独処理浄化槽から災害に強い合併処理浄化槽への転換が必要である。
・緊急輸送道路を補完するため、地域森林計画の林道の開設及び拡張に関する計画に掲載さ
れている林道の整備を推進する必要がある。
・長寿命化計画等に基づく維持管理（点検含む）・更新を実施するためには国・県の財政支
援の強化が必要である。
⑦ 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない
・住宅等の耐震化は緊急の課題となっており、耐震診断・改修支援戸数等については、目標
達成に向けてそのペースをさらに促進する必要がある。
・信号機電源付加装置の老朽化が進んでいる。
・森林の荒廃により森林の国土保全機能が損なわれ、巨大地震や地球温暖化に伴う集中豪雨
により山地災害のリスクの高まりが懸念されるため、治山事業を計画的かつ着実に進める
必要がある。
・多くの施設を保有しているが、高度成長期に一斉に建設した施設の老朽化が迫っている。
限られた予算で計画的な更新事業を行っていく上で、既存施設の健全性を把握する必要が
ある。
・農業・農村の多面的機能を維持・発揮するため、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必要がある。
⑧ 地域社会・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・迅速な再建・
回復に不可欠な存在である建設業の技術者の確保等を図る必要がある。
・災害廃棄物処理計画の策定等を促進する必要がある。また、計画の実効性を高める必要が
ある。
・東日本大震災などを踏まえ、災害時に災害救援ボランティアが円滑かつ効果的に活動でき
る体制の整備など、災害救援ボランティア活動の強化を促進する必要がある。
・近年、農村の混住化等の進行による流出形態の変化等に伴い、広域的な溢水被害が発生し
ているほか、集中豪雨等の自然災害も激甚化しているため、農村地域の防災力の向上を図
る必要がある。
・文化財建造物の耐震化及び有形文化財収蔵施設の耐震化・防災設備の整備が不十分。
・応急仮設住宅建設のための体制及び人材の育成が必要である。
・緊急経営安定化補助金等により、被災企業の経営安定を図ることとしているが、利用しや
すい制度となるよう、引き続き、企業者のニーズを踏まえた制度の運用、周知を行う必要
がある。
⑨ 太平洋側の代替性確保に必要不可欠な機能が維持・確保される
・南海トラフ地震や首都直下地震など太平洋側で想定されるリスクに対しての代替性を確保
するため、陸の交通インフラの整備を一層促進する必要がある。
・災害時の円滑な避難や迅速な人命救助等のため、代替性が確保された道路ネットワークの
強化・整備を推進する必要がある。
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⑩災害に強く・しなやかな地域形成と未来に希望がもてる魅力ある地域づくり
・首都圏や関西圏、中京圏等企業のリスク分散を考慮し、本社機能等の南砺市内への移転を
一層促進する必要がある。
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8. リスクへの対応方策の検討（推進方針）
8-1 推進方針の整理
脆弱性評価結果に基づき、今後必要となる施策を検討するため、国の国土強靱化に関する施
策の分野をもとに 10 の施策分野を設定し、それぞれの推進方針（施策の策定に係る基本的な
指針）として整理した。
（個別施策分野）
①行政機能・防災教育分野、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・交通物流分野
（横断的施策分野）
⑥リスクコミュニケーション分野、⑦人材育成分野、⑧官民連携分野、⑨老朽化対策分野、
⑩太平洋側のリダンダンシーの確保分野
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8-2 施策分野ごとの強靱化の推進方針
「起きてはならない最悪の事態」ごとの脆弱性評価を踏まえ、10 つの「事前に備えるべき目
標」を達成するための 10 の施策分野（＜１＞個別施策分野５項目、＜２＞横断的施策分野５
項目）に設定した 157 の推進方針を以下に示す。（【 】に記載した記号は、それぞれの個別
具体的施策が対応する「起きてはならない最悪の事態」を示している。）
「起きてはならない最悪の事態」とそれぞれの施策分野との間には、相互に関連する事項が
あるため、施策の推進にあたっては、適切な役割分担や必要な調整を図るなど、施策の実効性・
効率性が確保されるよう十分配慮する必要がある。
＜１＞個別施策分野
行政機能・防災教育分野

国土保全・交通物流分野

調査研究の実施

○国土保全

行政機能の確保

河川

災害対策訓練の実施

農地

防災拠点の強化等

森林

災害対処能力の向上

市街地・中山間地

関係機関との連携

土砂災害等の対策

伝達体制の強化

雪崩対策

防災教育の実施・防災意識の醸成

○交通物流

住環境分野

道路

施設の耐震化

鉄道

上下水道施設等の整備

緊急輸送対策

廃棄物及び有害物質対策
市街地等における防災性の向上
避難所施設の整備等
保健医療・福祉分野
施設の整備・耐震化
訓練の実施・体制の整備
衛生管理
産業分野
企業・事業所
農林水産
エネルギー
情報通信
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＜２＞横断的施策分野
リスクコミュニケーション分野

太平洋側のリダンダンシーの確保分野

地域防災力の向上

道路ネットワーク

学校の防災機能強化

本社機能の誘致・企業立地

避難支援等
人材育成分野
人材の育成等
官民連携分野
連携体制の構築
情報の共有
老朽化対策分野
農業水利施設等
道路
河川・砂防等
治山
住環境
鉄道
維持管理に関する技術力向上
適切な維持管理
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＜１＞ 個別施策分野
(1) 行政機能・防災教育分野
（調査研究の実施）
・調査研究の実施 【１－１・２・３・４・５、７－１ 】
建物の倒壊や火災、水害、土砂災害、暴風雪などの災害発生時における応急活動、避難
活動、被害拡大防止等の対応策について、調査・研究し、防災活動への活用を推進する。
（行政機能の確保）
・業務継続計画の不断の見直し【２－１・３、３－２、４－１・２】
災害発生時の応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のための準備体制を定
めた南砺市業務継続計画（ＢＣＰ）を必要に応じて見直す。
・市有施設の耐震化等の推進【１－１、３－２、７－１】
現在、市有施設全体の耐震化対象施設の耐震化率は 98％（対象施設 143 棟のうち、123
棟が耐震完了）となっているが、耐震力が不足している市有施設について、来所者、職員
等の安全確保や施設の機能保持を図り、災害に強いまちづくりを進めるため、住宅・建築
物安全ストック形成事業などにより、引き続き、耐震補強工事及び防災対策改修（更新を
含む。）等を計画的に推進する。
・市有施設における防災体制の整備【３－２】
災害発生時に備えて、市有施設における物資の備蓄、電力等の確保、代替機能の確保、
通信経路やネットワーク拠点の二重化、各種データのバックアップ体制の整備等を推進す
る。
・電源確保対策の推進【３－２】
災害時に電力供給が停止した場合に備え、引き続き、非常用電源設備の浸水対策や燃料
備蓄を推進する。
（災害対策訓練の実施）
・総合防災訓練の実施【１－１・２・３・４・５、７－１】
複合災害を想定した大規模な災害時における迅速かつ的確な防災活動の確認、原子力災
害時の避難対応、市民への防災思想の普及啓発を図るため、県、自衛隊、警察、消防等の
関係機関及び建設業協会等の民間や地元住民の参加のもと、実践的な訓練を実施する。
（防災拠点の強化等）
・警察機能維持対策の推進【３－１】
公共の安全と秩序の維持を図るため、治安の確保に必要な体制、非常用電源、備蓄物資、
装備資機材等の充実強化を図るとともに、警察として業務を円滑に継続するための対応方
針及び執務体制等の促進を富山県警察本部へ働きかける。
・被留置者の安全確保【３－１】
大規模な災害時において被留置者の安全を確保し、逃走を防止するため、洪水等により
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広範囲にわたって被害が発生した場合の避難場所、休日や夜間に被災した場合の護送体制
等の構築を富山県警察本部へ働きかける。
・防災・危機管理機能の強化、地域防災力の向上【３－２、４－１・２】
市各部、国、県等と密接に連携するためのスペース、自衛隊、警察、消防及び関係機関
等が活動する受援スペースを確保する。
また、自助や共助につながる地域防災力の向上を図るため、平時には、市民の防災意識
の普及・啓発のほか、防災士をはじめとする地域の防災リーダー等の育成・スキルアップ
のための研修や交流を図る場を提供する。
（災害対処能力の向上）
・救出救助活動体制の整備等【１－１・２・３・４・５、２－３、６－５、７－１・３】
大規模な風水害や火災などの災害現場での救出救助活動能力を高めるため、装備資機材
や訓練環境等の更なる充実強化・整備を図るとともに、関係機関等との連携を図る。
・早期復旧に向けた取組の推進【２－１・２・３、６－４】
発災後、迅速な道路啓開に向けて、交通情報を収集して緊急交通路等の指定及び確保を
図るとともに、災害応急対策を実施する公的機関に対して緊急通行車両事前届出制度等の
的確な運用を行う。
・陸上自衛隊富山駐屯地の災害支援拠点機能の拡充【１－１・２・３・４・５】
災害への対処に万全を期するため、大量の救援物資の輸送や迅速な人命救助の観点から、
大型ヘリコプターの活用など陸上自衛隊富山駐屯地の災害救助支援活動の拠点としての
機能強化の促進を陸上自衛隊富山駐屯地に働きかける。
・学校の防災機能の強化【４－２】
モデル校に学校安全アドバイザー（防災士等）を派遣し、危機管理マニュアルや避難訓
練が実践的になるよう見直し、モデル地域に普及啓発することで、地域の学校の防災機能
を強化する。
・南砺市防災センターを活用した防災教育の実施【４－２】
南砺市防災センター等において、高齢者・女性・子どもなどを対象とした各種防災講座
の実施などにより、防災教育を推進する。
（関係機関との連携）
・防災関係機関との相互協力【１－１・２・３・４・５】
災害時には、防災関係機関相互の連携体制が重要であることから、応急活動及び復旧活
動に関し、消防、警察、自衛隊、ライフライン事業者など各関係機関との連携を推進する。
・消防組織の広域化【２－３】
災害発生時における初動体制の強化、本部の指揮命令系統の統一による効果的な部隊運
用、消防車・救急車の現場到着時間の短縮、高度な消防設備の整備による住民サービスの
向上や消防体制への基盤強化等が期待できる、広域消防組織の砺波地域消防組合の維持・
強化を推進する。
・広域連携の推進【２－１・３・５】
自衛隊、警察、消防等の広域応援部隊の連携のもと、倒壊建物等からの救助、災害医療
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救護活動等の実践的な訓練に参加する。また、応援協定に基づき、他県・市町村と連携し
た職員の派遣や緊急物資供給などの訓練を実施するとともに、全国からの人的・物的支援
の円滑な受け入れについて定めた南砺市地域防災計画を必要に応じて見直す。
・緊急消防援助隊※の合同訓練の実施【２－３】
緊急消防援助隊の出動要請、部隊の参集及び配置等、実践に即した訓練を通して、緊急
消防援助隊相互及び防災関係機関の連携強化を図るとともに、南砺市における応援部隊の
円滑な受け入れ態勢の整備を目的とし、災害の想定は事前に公表しないブラインド訓練方
式による、近隣自治体との合同訓練に参加する。
※ 緊急消防援助隊は平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、地震
等の大規模災害において、被災地の消防機関だけでは対応できないときに、人命救助
活動等をより効果的かつ迅速に実施し得るよう、全国の消防機関相互の援助体制を構
築するために創設
（伝達体制の強化）
・南砺市ホームページなど情報伝達ツールの充実【４－１・２】
南砺市ホームページのセキュリティー対策向上や災害時の機能強化に加え、防災アプリ
などの情報伝達ツールの運用能力向上を図る。
・住民等への情報伝達の強化【１－１・２・３・４・５、２－４、４－１・２】
水害、土砂災害等発生時の情報伝達訓練を行うなど災害情報の伝達体制の強化を図る。
・避難行動につながる取組の推進【１－３・４・５、４－２】
南砺市のハザードマップ（洪水、土砂災害等）、県内の雨量・水位や土砂災害警戒情報
等の情報を提供する富山防災ＷＥＢ※や南砺市防災アプリの周知を図るなど、より多くの
方の適切な避難行動につながる取組みを進める。
市長が避難勧告を適時・適切に発令できるように土砂災害警戒情報の精度向上や土砂災
害警戒情報を補う情報の改善などの技術開発・支援体制の強化を進める。
※ 富山防災 WEB http://www.bousai.pref.toyama.jp/
（防災教育の実施・防災意識の醸成）
・南砺市防災センターを活用した防災教育の実施〔再掲： 行政機能・防災教育（災害対処能
力の向上）〕【４－２】
南砺市防災センター等において、高齢者・女性・子どもなどを対象とした各種防災講座
の実施などにより、防災教育を推進する。
・市民の防災意識の醸成【１－４】
南砺市防災センターにおける各種防災講座を通じて防災力の向上を図るとともに、自然
災害について学べる四季防災館（富山県広域消防防災センター）や立山カルデラ砂防博物
館の体験型学習等を通じて、市民の防災意識の醸成に努める。
・市民への啓発活動【１－１・２・３・４・５、４－２】
市政出前講座を活用した啓発活動や地域の自主防災活動を支援する自主防災アドバイ
ザーの派遣を通して、「自らの身の安全は自ら守る」防災教育を推進する。
また、子どもたちの災害対応能力を育成するため、県が作成した児童・生徒用防災ハン
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ドブックなどを活用し、小中学校における防災教育を推進する。
・外国人住民への防災情報の提供【４－２】
多言語化した富山防災ＷＥＢの周知や災害時に役立つ防災情報・南砺市防災アプリを多
言語で提供し、外国人住民の防災意識の向上を図る。

(2) 住環境分野
（施設の耐震化）
・住宅・建築物の耐震化【１－１、７－１・２】
住宅の耐震化率は約 60%（H25）であり、約 6,500 戸の住宅の耐震性が不足している。こ
れらの耐震化を促進するため、木造住宅の耐震診断・改修工事費への支援を、市と県が連
携して行っているところであり、より一層の普及啓発・支援制度の利用促進に努め、耐震
化率の向上を図る。
・大規模建築物の耐震化【１－１、７－１、７－２、１０－１】
耐震診断が義務付けられた大規模な建築物の耐震化を促進する。
・文化財建造物の耐震化及び防火設備の充実【８－４】
国・県・市指定の文化財建造物の耐震化及び防災設備の充実を図り、貴重な文化財の損
失防止に努める。
（上下水道施設等の整備）
・上水道施設の整備【６－２、７－１】
水道施設の耐震化や老朽化対策、水道未普及地域の解消について配水池の耐震補強や老
朽水道管路の更新（耐震化）等、県の補助制度等を活用しながら計画的に実施する。
・下水道施設の整備【１－３】
下水道処理人口普及率はほぼ 99.6％(H30)であるが、引き続き「南砺市下水道事業経営
戦略」に基づき、効率的・経済的に公共用水域の水質保全を図るとともに、雨水を排除し
て市街地等の浸水被害を防止する雨水幹線などの下水道施設の整備を推進する。
・下水道施設の地震対策【２－６、６－３、７－４、８－３】
地震時における下水道機能の確保のため、終末処理場や管渠等の下水道施設の耐震化を
計画的に進める。
・上水道に関する事業継続計画（ＢＣＰ）の策定【６－２】
上水道について、策定している業務継続計画（ＢＣＰ）に対応する訓練や定期的な点検
等を行うとともに、継続的な計画の見直しを実施する。
・下水道に関する事業継続計画（ＢＣＰ）の策定【２－６、６－３】
南砺市下水道事業継続計画（ＢＣＰ）に基づき、訓練や定期的な点検等を行うとともに、
継続的な計画の見直しを実施する。
・単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の促進【６－３】
生活排水による河川等の水質汚濁を防ぐため、引き続き、合併処理浄化槽の設置整備を
支援していくとともに、転換の必要性等について浄化槽設置者への周知を図る。
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（廃棄物及び有害物質対策）
・災害廃棄物対策の推進【８－１】
南砺市災害廃棄物処理計画を策定する。また、県・近隣市町等との情報伝達訓練等の実
施により実効性を高める。
・有害物質対策【７－４】
化学物質管理計画における未然防止措置や事故時の応急措置、緊急連絡体制の構築の必
要性を周知し、策定していない事業者等に対し計画策定を促す。
（市街地等における防災性の向上）
・居住環境の整備改善等の推進【１－１・２、７－１、１０－１】
市街地における防災性の向上を図るため、市民と連携・協力（小規模多機能自治）し、
空き家再生等推進事業※などにより、老朽化した建築物の除却、不燃化された共同建築物
の整備等を推進する。
※ 空き家が集積する地区において、地域の活性化や居住環境の整備改善を図るため、
空き家の改修・活用や老朽危険空き家の除却を行う事業
・除排雪活動の支援【１－５】
自力で除排雪が困難な世帯等の安全や利便性を確保するため、市や地域住民、ＮＰＯ等
が連携して行う地域ぐるみの除排雪活動への支援を推進する。
（避難所施設の整備等）
・避難所施設の整備等【２－１・４・７】
災害時に被災者（高齢者等の要配慮者含む。）が避難生活を送り、生活再建を始めるた
めの拠点である各地区の避難所施設(指定避難所)の指定、設備の整備・点検、食料等の備
蓄を図る。
・災害救助物資の備蓄【２－１・２・４・７】
地震等による被害想定を踏まえ、最低限の食料の供給が円滑に行われるよう、備蓄を進
めている飲料水、非常食について、引き続き購入･備蓄を行う。食料以外の備蓄品について
も同様に備蓄を進める。
・流通備蓄の推進【２－１・２・４・７】
現物備蓄を補完するための流通備蓄については、現物備蓄以外の食料も含め必要量を確
保できるよう、ショッピングセンターなどの協定先から供給可能数量について定期的に確
認を行うほか、調達先の拡充に努める。
・避難所への物資供給【２－１・２・４・７】
災害時における物資の調達と避難所までの円滑な輸送体制を確保するため、協定してい
る運輸事業者等との連携を密にするなど、災害時受援体制の実効性を高める。
・飲料水の確保【２－６】
災害時に飲用井戸により飲料水を確保している施設については、水質検査等の実施によ
り衛生対策を強化する。
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(3) 保健医療・福祉分野
（施設の整備・耐震化）
・障害福祉サービス事業所の整備【２－７】
一般の避難所では生活に支障が想定される在宅障害児者を受け入れる避難スペースを
有する障害福祉サービス事業所の継続的な整備を図る。
・福祉避難所の整備促進【２－７】
一般の避難所では生活することが困難な高齢者や障害者等の要配慮者が、安心して生活
ができるよう、要配慮者の状態に応じたケアが行われ、手すりやスロープの設置などバリ
アフリー化が図られた福祉避難所の指定の促進を図る。
・災害拠点病院等の設備等の充実化【１－１、２－５・７】
大規模災害時における、医療提供体制の確保を図るため、南砺市民病院・公立南砺中央
病院等の発電設備・資機材の充実を促進する。
・地域包括ケアセンター等非常用自家発電装置の整備【２－１、３－２、４－１・２】
災害発生による停電時に、保健センター機能を維持するため、地域包括ケアセンター・
平保健センター等に、非常用自家発電装置の整備を図る。
（訓練の実施・体制の整備）
・県、関係機関と連携した防災訓練の実施【２－７】
障害者等の要配慮者の防災支援体制の整備のため、市・県、関係機関が連携し、実践的
な防災訓練を実施する。
・医師会・歯科医師会等との連携体制の構築【２－３】
被災時における多数の遺体の身元確認等に対応するため、医師会、警察医会、歯科医師
会との連携体制の構築を図るとともに、訓練の実施等を通じてその実効性を高める。
・医療機関との連携体制【２－５】
災害時に医療施設の被災状況や診療状況等の情報を迅速に把握できるよう、広域災害・
救急医療情報システムの操作訓練を定期的に行うとともに、南砺市民病院・公立南砺中央
病院等における複数の通信手段の確保に努める。
・火葬場の広域的な協力体制の整備【１－５、２－７】
災害等で火葬場の使用が困難となった場合や、遺体の数が極めて多くなり、平常時に使
用している火葬場の能力だけでは対処が困難となった場合に対応できるよう、県及び近隣
市町等と連携し、広域的な協力体制の整備を行うとともに災害等を想定した情報伝達訓練
を実施する。
・医療機関の災害対応マニュアルの整備【２－７】
医療機関の災害対応マニュアルの整備について、策定、見直しを促すとともに、災害訓
練や研修会等を継続して実施することにより、災害医療提供体制の一層の充実・強化を図
る。
・他の自治体との相互応援体制の強化【２－７】
大規模災害時に医療施設や医療関係者が不足する事態に備えた他の自治体との相互応
援体制をより強化するため、継続的に訓練を実施する。
南砺市民病院・公立南砺中央病院等においては、災害発生時に迅速かつ円滑な医療及び
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被災地支援を実施できるよう、ＤＭＡＴ※の研修や訓練への参加を促進するなど、更なる
充実・強化を図る。
※ 災害派遣医療チーム：災害の発生直後の急性期（概ね 48 時間以内）に活動が開始で
きる機動性を持った、専門的な研修・訓練を受けた医療チーム
・保健・福祉等の受入体制の整備【２－５】
被災地の被害状況や規模、住民の避難状況、被災地の健康ニーズや地域性、保健師の稼
動状況等を考慮して、他の自治体に対する保健師の応援、派遣要請の必要性を検討し、早
期の受入れ体制の整備を図る。
・被災者の健康を守る体制の整備【２－６・７】
災害時の保健活動マニュアルに基づき、保健師等の公衆衛生関係者による心身のケア、
インフルエンザなどの感染症、エコノミー症候群、高齢者の心身機能の低下の予防など、
被災者の健康維持体制を整備する。
・被災地でのリハビリ支援【２－７】
ＪＲＡＴ（大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会）の一員である一般社団
法人富山県介護支援専門員協会に加盟する南砺市地域包括支援センターにおいて、避難所
や避難生活において多発する生活不活発病※ の予防のために、高齢者・障害者等へのリハ
ビリ支援ができるよう、具体的な支援に向け、検討を進める。
※ 災害のために動くに動けない状態で生活が不活発になり、全身のあらゆる心身機能
が低下すること。新潟県中越地震（2004 年）以来知られており、東日本大震災（2011
年）においても多発した。
・ドクターヘリによる救命率の向上【２－２・５】
富山県ドクターヘリが被災地近くのランデブーポイントに着陸し、搭乗医師・看護師に
よる現場での救命・救急治療活動を行うとともに、重篤・重症な被災患者を災害拠点病院
等へ迅速に搬送し、救命率の向上や後遺症の軽減を図る。
・災害医薬品等の備蓄【２－６】
市及び医療機関とともに、平時より、災害発生直後から流通を通じて適切に供給される
ようになるまでに必要な医薬品等（３日間程度）の備蓄に努める。
また、国や県の新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、病原性の高い新型インフ
ルエンザの発生に備え、市民の安全を確保するため、抗インフルエンザウイルス薬の備蓄
を行う。
・輸血用血液の確保【２－６】
医薬品等の安全情報収集・提供体制への支援、製造管理指導などによる医薬品等の品質・
安定供給の確保に努める。また、血液の安定供給体制の確保のため、献血の普及啓発活動
を行い、献血者確保の取組みを行う。
・災害拠点病院等の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定【２－５】
被災後、早期に診療機能を回復し、被災患者を含めた診療体制を確保するため、南砺市
民病院及び公立南砺中央病院等における多様なリスクに対応する業務継続計画（ＢＣＰ）
を策定する。
（衛生管理）
・避難所等における衛生管理【２－６】

71

南砺市国土強靱化地域計画検討委員会

第２回委員会

市・県・関係団体との連携強化による、避難所や住宅における衛生管理と防疫対策、被
災者の健康支援の充実を図る。
また、発災時には、県や関係機関と連携し、避難所の感染症状況等の把握に努め、感染
症予防用のリーフレットの配布や手洗い指導の実施等により衛生管理を行う。
・消毒等の実施【２－６】
発災時における感染症法に基づく消毒等の指示について、迅速かつ的確に実施できるよ
う、県厚生センターにおける地域災害医療連携会議等を活用して県と防疫体制について協
議・検討するほか、市が実施する防災訓練において消毒に関する資料の提供等、平時から
県と連携し防疫体制を強化する。
・飲料水の確保〔再掲：

住環境〕【２－６】

災害時に飲用井戸により飲料水を確保している施設については、水質検査等の実施によ
り衛生対策を強化する。

(4) 産業分野
（企業・事業所）
・小規模企業の持続的発展の推進【５－１】
地域における多様な主体との連携・協働により、地域経済と地域コミュニティを支える
小規模企業の持続的な発展を推進する。
・毒物及び劇物の安全管理の促進【７－４】
毒物及び劇物取締法に基づき、災害時の応急措置等について、毒物等取扱事業者への指
導や情報提供などによる事業者の安全管理の促進を図る。
・化学物質管理計画の策定の促進【７－４】
化学物質管理計画における未然防止措置や事故時の応急措置、緊急連絡体制の構築の必
要性を周知し、策定していない事業者等に対し計画策定を促す。
・高圧ガス防災・減災対策の促進【６－１、７－４】
高圧ガス事業所に対し、大規模地震等への防災・減災対策に関する危害予防規程の整備
や災害訓練の実施を促進する。また、住宅等に設置されているＬＰガス設備についても、
地震・風水害時の容器の転倒流出防止対策や安全機器の設置などの対策をとるようＬＰガ
ス販売事業者に働きかける。
・被災企業に対する支援対策【５－１、８－５・６】
被害を受けた企業に対し、既往の債務について、償還の猶予及び償還期間の延長の措置
を講じるとともに、事業の復旧に必要な資金の融資や利子補給を行い、災害が経営に与え
る影響を軽減し、事業の安定を図る。
（農林水産）
・食料の供給確保【５－３】
大規模災害発生時に、米穀、生鮮食品などの食料の迅速な調達及び供給を確保するため、
ＪＡとなみ野、関係業界等との情報収集と連絡体制の整備に努める。
・農地の災害対応力強化【５－３】
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ゲリラ豪雨等による農作物の堪水被害の軽減を図るため、食料生産の基盤である農地に
ついての排水改良等を実施し、水害への対応力の強化を図る。
また、地形的・自然的に厳しい環境にある中山間地域の山腹水路において、土砂災害等
を未然に防止するための整備を推進する。
・基幹的農道の保全対策【１－１、２－１・２、５－１・３、６－４、８－６】
大規模災害発生時の農産物の円滑な流通と安全な通行を確保するため、計画的な農道施
設の保全対策を推進する。
・農業水利施設の計画的な整備【５－３、６－２、７－３、８－３】
食料の安定供給のほか、多面的機能の維持のため、施設の老朽化が進行する基幹的な農
業水利施設の長寿命化対策を推進する。
・農地・農業水利施設等の保全【７－５】
農業の有する多面的機能の発揮を促進するため、日本型直接支払制度（地域の共同活動、
中山間地域等における農業生産活動等の支援）の活用により、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。
・森林の間伐や更新【１－４、７－５、８－４】
適正な林業活動により持続的に管理すべき森林について、森林所有者などが計画的な間
伐や更新の実施などを促進する。
・水資源の有効利用【６－２】
災害時のほか異常渇水時において、他の水利使用者と相互に協議、調整を行い、必要な
農業用水を確保するため、必要に応じ渇水情報連絡会議等を開催する。
（エネルギー）
・電力・ガスの災害対応力強化【２－１、４－１・２、５－１、６－１・２】
災害時における優先供給施設等への電力、燃料等の供給を確保するため、災害時の協定
を締結し、ライフライン事業者等との連携を密にする体制を整備する。
・再生可能エネルギーの活用【６－１、１０－１】
南砺市再生可能エネルギー促進事業に基づき、森林資源の活用によるエネルギー自給率
の向上と森林の活性化を図るなどの重点プロジェクト等を着実に推進する。
・発災時における燃料供給体制の整備【２－１・３・５】
災害時における緊急車両への給油や南砺市民病院・公立南砺中央病院等への燃料供給に
ついて、災害時受援体制の実効性を高めるほか、国や県、関係団体等との情報交換、連携
を密にするなど、発災時の燃料供給が円滑に行われるよう体制を整備する。
（情報通信）
・防災情報システムの整備充実【１－３・４・５、４－２】
災害監視や市民への防災情報の提供を行うため、利用している富山県の河川情報システ
ム※１ 、土砂災害警戒情報支援システム※２、河川監視カメラなど防災情報システムの整備充
実を富山県に働きかける。
※１ 県下全域に設置された雨量計や河川水位計等のデータを収集・表示するシステム
※２ 土砂災害警戒情報や土砂災害の危険性が高まった区域の詳細情報を表示するシス
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テム
・中山間地域における携帯電話不感エリアの解消【４－１】
中山間地域における不感エリアの解消に向け、携帯電話等の基地局施設（鉄塔、伝送路
等）の整備を促進する。
・情報通信事業者の災害対応力強化【４－１・２】
災害時に備え、避難施設等における早期通信手段確保のための特設公衆電話の設置や携
帯電話充電器の整備等を促進する。
・災害時における通信手段の確保【４－１・２】
災害時に情報収集する通信手段として、公衆無線ＬＡＮ「ＦＲＥＥＳＰＯＴ」「ＴＳＴ
（となみ衛星通信テレビ（株））」の整備を推進する。
・総合防災訓練の実施【４－１】
通信事業者や電力事業者の参加のもと、富山県と連携して迅速な復旧活動や有効な代替
手段を確保するための実践的な訓練を実施する。（年１回広域市町村エリアで実施）

(5) 国土保全・交通物流分野
【国土保全】
（河川）
・洪水を安全に流すための治水対策の推進【１－３、２－１・２、６－４・５、８－３】
庄川など世界でも有数の急流河川があり、これまで幾度となく集中豪雨等により河川の
氾濫等の大きな被害を受けてきたことから、河川改修等の治水対策を進めてきたが、整備
が必要な区間がまだ多く残っているため、引き続き、計画的かつ重点的に河川やダムの整
備事業等のハード対策を推進するとともに、住民が避難する際に必要な情報となる洪水ハ
ザードマップの作成・更新や周知等のソフト対策もあわせて進める。
・災害の未然防止や軽減のための治水対策の推進【１－３、２－１・２、６－４・５、８－３】
堤防、護岸などの河川管理施設は、空積構造の護岸や洗堀・浸食により脆弱な箇所が多
く存在することから、護岸の整備など既存施設の機能強化を進めるほか、伐木や浚渫など
の災害の未然防止対策の推進や、水防資材の確保、河川巡視の強化に努め、浸水被害の軽
減を図る。
・ダム管理施設の計画的な更新・改良【１－３、６－４・５、７－３、８－３】
ダムの安全性及び機能の長期的な保持のため、計画的に更新、改良を進めるよう、国や
県に働きかける。
・河川管理施設の老朽化対策【１－３、６－４・５、７－３、８－３】
水門等の河川管理施設は、計画的に老朽化対策を進める。
・河川管理施設の耐震化【２－１・２、６－５、８－３】
これまで、水門等河川管理施設や河川堤防の耐震点検調査を実施したところであり、計
画的に堤防や水門、樋門等の河川管理施設の耐震化等を進めるよう、国や県に働きかける。
（農地）
・農業用排水施設の溢水被害防止対策【１－３、５－３、８－３】
農村地域における宅地化等を起因とした排水量増大に伴う溢水被害を未然に防止する
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ため、農業用排水施設（排水路、調整池等）を整備し、農村地域の防災力の向上を図る。
・ため池の整備【７－３】
決壊した場合に大きな被害が生じるおそれがある防災重点ため池について、詳細調査
（耐震・豪雨）や老朽化状況を踏まえて総合的に判断し、緊急度の高いものから整備を実
施する。また、放置されているため池の廃止を推進し、ため池決壊による災害リスクを除
去する。
ソフト対策では、ため池マップを作成するとともに浸水想定区域図を周知するなど、緊
急時の迅速な避難行動に繋げる対策を推進する。
・農地の洪水防止機能の保全【１－３】
農業者の高齢化や後継者不足で耕作放棄地の増加が懸念されるなか、担い手への農地集
積・集約化とともに農地の大区画化・汎用化整備による農地の確保を通じ、洪水防止機能
（雨水を一時的に貯留）の保全を図る。
（森林）
・森林の適正管理と保全の推進【１－４・５、２－１・２、５－１、６－４、７－３・５、８
－４】
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や治山・地すべり防止事業を推進する。
・森林の整備と防災機能の強化【７－３・５】
山地災害発生のおそれの高い箇所の把握や、保安林の適正な配備と併せ、山地防災力強
化のため、治山施設の整備と森林整備による荒廃山地の復旧・予防対策や流木対策の整備
等の治山対策を推進する。
（市街地・中山間地）
・短期的な浸水対策の推進【１－３、２－１】
河川等の抜本的な改修には多くの費用と時間がかかるため、短期的な対策として、学校
のグラウンドを活用した貯留施設の整備や出水時の水門管理の徹底など、河川のみならず、
流域全体での被害軽減策について、県や近隣自治体等と連携し、ハード･ソフト両面から
取り組みを進める。
・地籍調査の推進【６－４、８－５】
地籍調査の進捗率が 26%（R 元年度）と全国平均の 52%を下回っており、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。
・孤立集落対策資機材の整備【２－２】
孤立の可能性のある地域に対し、非常時の通信手段の確保に必要な衛星携帯電話などの
通信機器や、応急対策に必要な発電機などの防災資機材の整備を支援する。
（土砂災害等の対策）
・土砂災害等に対する防災意識の向上【１－４、７－３】
土砂災害警戒区域※等の指定や、これに先立つ基礎調査結果の公表により、土砂災害の
危険性を周知するとともに、住民参加の防災訓練を実施することにより、防災意識の向上
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を図る。
※ 土砂災害等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれのある
区域を土砂災害防止法に基づき都道府県知事が指定する。
・土砂災害等に対する警戒避難体制の整備【１－４、７－３】
市における、土砂災害ハザードマップの公表や警戒避難体制の整備を促進するとともに、
市が避難勧告等を判断するため、土砂災害警戒情報支援システムを活用するなど、各種情
報等の適時取得・伝達を行う体制を整備、強化する。
要配慮者への対応も含め住民自らが地区や個人の実情を踏まえ、ハザードマップや地区
防災計画の作成・見直しを行うことで警戒避難体制の強化を図り、実効性のある避難を確
保する。
・土砂災害等に対する災害対応能力の向上【１－４、７－３】
深層崩壊や地すべりの発生に対し、情報を速やかに入手し、住民等へ情報提供する体制
づくりを行うとともに、関係機関が連携した防災訓練を実施するなど、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、災害対応能力の向上を図る。
・土砂災害等の対策の推進【１－４、２－１・２・３・５、３－２、４－１、５－１・３、６
－４】
土砂災害危険箇所※１における土砂災害等の被害を最小限に抑えるため、砂防事業※２、地
すべり対策事業※３、急傾斜地崩壊対策事業※４ 等による整備を推進し、保全対象人家数が多
い箇所、要配慮者利用施設※５ 、避難路・避難施設、重要な交通網及び災害時の拠点施設等
に対する安全の確保を図る。
また、河道閉塞による湛水等の大規模土砂災害の発生に備えた防災対策を国・県と連携
して推進する。
※１ 国の調査要領に基づき都道府県が実施した調査により抽出された土砂災害の恐れ
がある箇所
※２ 流域における荒廃地域の保全及び土石流等の土砂災害から下流部に存在する人家、
耕地、公共施設等を守ることを主たる目的とする事業
※３ 人家、公共建物、河川、道路等の公共施設その他の施設に対する地すべり等による
被害を除却し、又は軽減し、国土の保全と民生の安定に資することを目的とする事
業
※４ 急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護し、もって民生の安定と国土の
保全とに資することを目的とする事業
※５ 高齢者・障害者・乳幼児など特に防災上の配慮を要する者が利用する施設
・砂防関係施設の老朽化対策【６－５、７－３】
砂防堰堤、集水井、待受擁壁などの砂防関係施設について老朽化対策を国や県に働きか
ける。
・治山関係施設の老朽化対策【６－５、７－３】
治山堰堤や山腹工などの治山関係施設の機能及び性能の維持・確保を国や県に働きかけ
る。

76

南砺市国土強靱化地域計画検討委員会

第２回委員会

（雪崩対策）
・雪崩対策の実施【１－５、２－１・２・５、６－４】
雪崩から集落の安全や道路の通行を確保するため、雪崩防護柵等の整備を進める。
【交通物流】
（道路）
・災害に強い道路ネットワークの整備【１－１、２－１・２・５、５－１・２・３、６－４、
９－１】
安全安心で利便性の高い道路ネットワークの整備を引き続き進めるとともに、災害時の
円滑な避難や迅速な人命救助、事前通行規制区間の回避等のため、緊急輸送道路※や避難
路となる市内主要幹線道路における防災、震災対策や改築を進め、代替性が確保された道
路ネットワークの強化・整備を推進する。
※ 災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために、緊急車両の通
行を確保すべき重要な路線で、高速自動車国道や一般国道及びこれらを連絡する幹
線的な道路
・代替性確保のための東海北陸自動車道の整備〔再掲：

太平洋側のリダンダンシーの確保〕

【５－１・２、６－４、９－１】
東海北陸自動車道は、国が策定した「高速道路における安全・安心基本計画」（R1.9 策
定）において、４車線化優先整備区間に位置付けられており、今後発生が想定される南海
トラフ巨大地震などの大規模災害時に広域支援ルートともなることから、救援物資等の大
量輸送への対応・リダンダンシー機能の強化につながる早期全線４車線化に向けて、国や
高速道路会社等に対し強く働きかけ、整備促進を図る。
・地震発生時に救援物資の輸送を担う緊急通行確保路線等に架かる橋梁の耐震化【１－１、２
－１・２・５、５－１・２・３、６－４】
市管理道路における重要橋梁（橋長 15m 以上）について、落橋・倒壊を防止するレベル
での対策を完了し、第１次緊急通行確保路線上の重要橋梁について、地震による損傷が限
定的に留まり、速やかな機能回復が可能なレベルでの対策を推進する。
・避難路等を確保するための取組みの促進【１－４、２－１・２・５、５－２、６－４、７－
３】
道路防災総点検に基づく要対策箇所について落石、落盤等の対策を引き続き進めるとと
もに、地域交通ネットワークの強化及び孤立集落の発生防止のため、山間地等において、
避難路や緊急輸送道路を確保するための取組みを促進する。
・市街地や観光地等における道路の無電柱化の推進【１－１、４－１、６－１、７－２】
電柱の倒壊による交通経路の遮断を回避するため、緊急輸送道路等の無電柱化を推進す
るとともに、景観にも配慮し、市街地や観光地等の道路で必要性及び整備効果が高い箇所
について、無電柱化を推進する。
・道路施設が持つ副次的機能の活用【２－１、３－２】
災害時に避難所や防災拠点となり得る道の駅（市内５箇所）に防災拠点化を働きかける。
・都市の防災性の向上に寄与する都市基盤整備の推進【１－１、７－１】
安全で円滑な交通確保を図るとともに、災害時には避難地や災害拠点ともなる公園、緑
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地等の整備や長寿命化に取り組むなど、防災性に優れた市街地の形成を推進する。
・道路の雪寒対策の推進【１－５、２－１・２・５、５－２、６－４】
降積雪等により道路交通に支障をきたさないように道路の除排雪等を適切に実施する
ほか、安定的な除雪体制を維持するため、除雪オペレーターや除雪機械の確保に努める。
その他、「地域ぐるみ除排雪活動」や住民等の協力による歩道除雪など市民との協働によ
る除雪を推進する。
・雪寒対策における道路施設整備の推進【１－５、２－１・２・５、５－２、６－４】
安全で円滑な道路交通を確保するため、雪崩予防柵等の整備、幅員の狭い道路における
堆雪帯の設置、消雪施設の更新等を推進する。
・情報収集・共有体制の強化【３－１、４－２】
発災時の緊急交通路の指定等に伴い、発生することが想定される交通渋滞等による避難
の遅れを回避するため、交通情報板の活用や、関係機関との連携等により、迅速かつ効果
的な道路交通情報の提供手段を確保する。
・信号機電源付加装置等の更新【２－３、３－１、７－２】
停電による信号機の停止が原因で発生する交通渋滞を回避するため、停電の際、自動的
に発動発電機が作動し、信号機等に電力供給する信号機電源付加装置等の更新及び可搬式
発動発電機接続対応信号機の普及を推進するよう富山県警察本部に働きかける。
・緊急輸送道路を補完する林道の整備【２－１・２、５－１、６－４】
緊急輸送道路を補完（災害時に迂回路として活用）するため、地域森林計画の林道の開
設及び拡張に関する計画に掲載されている上平・福光線などの林道の整備を推進する。
（鉄道）
・ＪＲ城端線の機能確保【５－１・２、６－４、９－１】
ＪＲ城端線の運行を確保するため、浸水被害が想定される場合の車両の退避や車両基地
等への浸水対策等の取組みの促進を国や鉄道事業者に働きかける。
・ＪＲ城端線の早期復旧等に向けた取組み【５－１・２、６－４、９－１】
ＪＲ城端線が被災した際には、代替バスの設定など、鉄道事業者に対し当面の代替措置
を要請し、その情報発信に努めるとともに、国や鉄道事業者に、早期の全面復旧等を要請
する。
・鉄道の老朽化対策・存続支援【９－１】
ＪＲ城端線においては、橋梁など重要インフラの老朽化が進み、安全運行に支障が生じ
る懸念があることから、特に対応が必要な事業を重点的に支援し、鉄道施設の予防的な老
朽化対策を早急に進める。また、JR 城端線は地域を支える重要な交通機関であることか
ら、沿線自治体と連携し、存続を支援する。
（緊急輸送対策）
・緊急輸送ネットワークの整備【２－１・２、５－２】
災害時の広域的な緊急物資の輸送等の役割を担うため、関係機関と協議し、迅速に陸上・
航空輸送路を確保するとともに、人員及び物資の輸送に必要な車両、ヘリコプター等を調
達するなど、輸送力に万全を期する。
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＜２＞ 横断的施策分野
(6) リスクコミュニケーション分野
（地域防災力の向上）
・自主防災組織の結成促進【１－１・２・３・５、７－１、８－４】
地域防災の要となる自主防災組織の組織化を促進するため、自主防災組織の必要性や、
活動事例に関する研修、各地域の危険個所を把握するための実習等を実施する。
・地域防災力の基盤強化【１－１・２、７－１】
地域における防災力の向上を図るため、自主防災組織が実施する、住民が主体となった実
践的で地域の特性に応じた初期消火、応急救護、避難訓練の実施や災害時に効果的な活動を
支援する。
・土砂災害を想定した避難訓練の実施【１－４】
県と連携して土砂災害を想定した訓練を行う。
（学校の防災機能強化）
・学校の防災機能の強化〔再掲： 行政機能・防災教育〕【４－２】
モデル校に学校安全アドバイザー（防災士等）を派遣し、危機管理マニュアルや避難訓
練が実践的になるよう見直し、モデル地域に普及啓発することで、地域の学校の防災機能
を強化する。
（避難支援等）
・福祉避難所の整備促進〔再掲： 保健医療・福祉〕【２－７】
一般の避難所では生活することが困難な高齢者や障害者等の要配慮者が、安心して生活
ができるよう、要配慮者の状態に応じたケアが行われ、手すりやスロープの設置などバリ
アフリー化が図られた福祉避難所の指定の促進を図る。
・外国人住民への防災情報の提供〔再掲：

行政機能・防災教育〕【４－２】

多言語化した富山防災 WEB の周知や、災害時に役立つ防災情報・南砺市防災アプリを多
言語で提供し、外国人住民の防災意識の向上を図る。
・外国人住民への支援【２－７】
地域の自主防災組織及びボランティアの協力を得ながら、外国人住民の安否確認や避難
誘導、救助活動に努める。

(7) 人材育成分野
（人材の育成等）
・消火・救助技術の向上【２－３】
高さ 45ｍの主訓練棟や深さ 10ｍの水深可動型潜水プールなど、全国トップクラスの訓
練施設を備えた広域消防防災センターにおける実践的な研修・訓練の実施により消火・救
助技術の向上を図る。
・消防人材・消防団員等の育成【２－３】
複雑・多様化する災害に対応するため、消防職員及び消防団員等の対応能力を高める。
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地域防災力の充実強化を図るため、消防団員や支援団員の入団促進及び体制の充実に対
する支援等により、団員の確保及び消防団の活性化を図る。
・医療・介護人材の育成【２－５】
災害時に、医療や介護に携わる人材の絶対的不足による被害の拡大を生じないよう、医
師会、歯科医師会、看護協会、介護福祉士会などの関係機関と連携し、医師確保の推進、
就労環境の改善など、医療・介護人材の計画的な確保・育成に取り組むほか、災害に備え
た訓練の実施や広域支援体制の整備等により、医療・介護人材の災害対応力の強化を図る。
・保健・福祉人材の災害対応能力の向上【２－５】
保健師や地域包括支援センター職員等に対する研修・訓練による、公衆衛生関係者や福
祉人材の災害対処能力の向上を図る。
・防災人材の育成・確保【１－１・２・３・４・５、８－２】
地域における防災行動力の向上を図り、防災・減災に係る人材育成等を強化するため、
防災リーダー等（自主防災組織リーダー、自主防災アドバイザー、防災士）を育成・確保
する。
また、避難所運営等において、男女別トイレや授乳室の設置、女性用下着等の女性によ
る配布など、防災対応に女性の視点を取り入れるため、女性防災士を育成・確保する。
・防災・危機管理機能の強化、地域防災力の向上〔再掲： 行政機能・防災教育〕【３－２、
４－１、４－２】
市各部、国、県等と密接に連携するためのスペース、自衛隊、警察、消防及び関係機関
等が活動する受援スペースを確保する。
また、自助や共助につながる地域防災力の向上を図るため、平時には、市民の防災意識
の普及・啓発のほか、防災士をはじめとする地域の防災リーダー等の育成・スキルアップ
のための研修や交流を図る場を提供する。
・被災建築物応急危険度判定士等の確保・育成【７－３】
大地震の後の二次災害を防止するため、被災した建築物や宅地を調査し、倒壊や外壁・
窓ガラス等の落下や宅地崩壊等による危険性を判断する被災建築物応急危険度判定士、被
災宅地危険度判定士の確保と人材育成のため、登録講習会や現場研修会を実施する。
また、応急危険度判定の実施体制を整備するため、県・建築関係団体との連携強化に努
める。
・自主防災組織の育成強化【１－１・２・５、７－１、８－４】
自主防災組織の活動活性化を促進するため、自主防災組織のリーダーを対象に先進的な
組織の活動事例の紹介、避難所運営の実習等、より実践的な研修を実施する。

(8) 官民連携分野
（連携体制の構築）
・総合防災訓練の実施〔再掲： 行政機能・防災教育〕【１－１・２・３・４・５、７－１】
複合災害を想定した大規模な災害時における迅速かつ的確な防災活動の確認、原子力災
害時の避難対応、市民への防災思想の普及啓発を図るため、県、自衛隊、警察、消防等の
関係機関及び建設業協会等の民間や地元住民の参加のもと、実践的な訓練を実施する。
・防災関係機関との相互協力〔再掲： 行政機能・防災教育〕【１－１・２・３・４・５】
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災害時には、防災関係機関相互の連携体制が重要であることから、応急活動及び復旧活
動に関し、消防、警察、自衛隊、ライフライン事業者など各関係機関との連携を推進する。
・災害時応援協定締結による連携体制の整備【２－１・４】
国、地方公共団体、防災関係機関、民間との災害時における応援協定締結（小売業、運
送業、レンタル業、建設業協会等との災害時における応急対策業務などを締結）等により、
災害時の物資調達・搬送、ボランティアの円滑な受け入れなどに係る連携体制を整備する。
・医師会・歯科医師会等との連携体制の構築〔再掲： 保健医療・福祉〕【２－３】
被災時における多数の遺体の身元確認等に対応するため、医師会、警察医会、歯科医師
会との連携体制の構築を図るとともに、訓練の実施等を通じてその実効性を高める。
（情報の共有）
・土砂災害等に対する災害対応能力の向上〔再掲： 国土保全・交通物流〕【１－４、７－３】
深層崩壊や地すべりの発生に対し、情報を速やかに入手し、住民等へ情報提供する体制
づくりを行うとともに、関係機関が連携した防災訓練を実施するなど、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、災害対応能力の向上を図る。

(9) 老朽化対策分野
（農業水利施設等）
・農業水利施設の計画的な整備〔再掲：(4)産業〕【５－３、６－２、７－３、８－３】
食料の安定供給のほか、多面的機能の維持のため、施設の老朽化が進行する基幹的な農
業水利施設の長寿命化対策を推進する。
（道路）
・道路施設の老朽化対策【５－２、６－４】
橋梁、トンネルなど道路施設の老朽化対策として、長寿命化計画や５年に１回の法定点
検に基づき策定する修繕計画等を踏まえ、計画的に補修等を推進する。
（河川・砂防等）
・砂防関係施設の老朽化対策〔再掲： 国土保全・交通物流〕【６－５、７－３】
砂防堰堤、集水井、待受擁壁などの砂防関係施設について老朽化対策を国や県に働きか
ける。
・情報システムの計画的な更新【１－３・４・５、４－１・２、６－５、７－３】
ホームページや防災アプリなどについて、市民に提供する情報の信頼性を確保・維持す
るため、システムが正常に機能するよう保守や機器更新を計画的に進める。
（治山）
・治山関係施設の老朽化対策〔再掲： 国土保全・交通物流〕【６－５、７－３】
治山堰堤や山腹工などの治山関係施設の機能及び性能の維持・確保を国や県に働きかけ
る。
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・利用者の安全対策【７－５、８－４】
自然環境の持つ防災・減災機能を維持するため、南砺市森林整備計画（南砺市森づくり
プラン）に基づき、計画的に森林整備や林道施設の整備を図る。
（住環境）
・市営住宅の老朽化対策【１－１】
南砺市公営住宅等長寿命化計画（H29.03 策定）に基づき、定期的に点検を実施し、予防
保全的な維持管理に努めるほか、経年劣化が進みやすい外壁や給排水管を中心に耐久性・
耐候性の向上等を図る修繕を実施する。
・都市公園の老朽化対策【１－１・２、７－１】
公園施設の安全で快適な利用を確保するため、南砺市公共施設等総合管理計画（H27.09）
に基づき、避難地等となる公園、緑地等における老朽化対策を推進する。
・下水道施設の老朽化対策【２－６、６－３、７－４、８－３】
限られた予算で確実な下水処理を実施するため、社会資本総合整備計画（下水道関係）
に基づき、終末処理場、ポンプ場や管渠等の下水道施設の老朽化対策を推進する。
・上水道の老朽化対策【７－１】
上水道の送配水管路は、布設後 40 年以上経過しているものが多く、安定供給を図る観
点から、計画的かつ着実に送配水管路の更新を進める。
（鉄道）
・鉄道の老朽化対策・存続支援〔再掲： 国土保全・交通物流〕【９－１】
ＪＲ城端線においては、橋梁など重要インフラの老朽化が進み、安全運行に支障が生じ
る懸念があることから、特に対応が必要な事業を重点的に支援し、鉄道施設の予防的な老
朽化対策を早急に進める。また、ＪＲ城端線は地域を支える重要な交通機関であることか
ら、沿線自治体と連携し、存続を支援する。
（維持管理に関する技術力向上）
・維持管理に関する技術力向上【８－２】
社会資本の高齢化が進む中、技術職員の不足など維持管理に課題を抱えていることから、
県等の主催による維持管理に係る技術研修に市職員も参加するなど技術力を向上させる。
（適切な維持管理）
・公共施設等の総合的かつ計画的な保全管理【１－１・２、３－２】
今後、人口減少等により公共施設等の利用需要が変化することが予想されており、第 2
次南砺市公共施設再編計画（H28.3）に基づき、公共施設等の全体を把握し、長寿命化計画
により必要な対策を着実に実施していくとともに、施設の種別毎の性質や利用状況、国・
他の市町村・民間との役割分担なども踏まえ、公共施設等を適切に管理する。
・長寿命化計画等に基づく維持管理・更新【１－１・２・３・４・５、２－６、５－２、６－
３・４・５、７－１・２・３・５、８－３、９－１】
市では公共土木施設や農林水産関係インフラ施設等について長寿命化計画等を策定し
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ており、計画に基づき維持管理（点検含む）・更新を計画的に推進する。

(10) 太平洋側のリダンダンシーの確保分野
（道路ネットワーク）
・代替性確保のための東海北陸自動車道の整備【５－１・２、６－４、９－１】
東海北陸自動車道は、国が策定した「高速道路における安全・安心基本計画」（R1.9 策
定）において、４車線化優先整備区間に位置付けられており、今後発生が想定される南海
トラフ巨大地震などの大規模災害時に広域支援ルートともなることから、救援物資等の大
量輸送への対応・リダンダンシー機能の強化につながる早期全線４車線化に向けて、国や
高速道路会社等に対し強く働きかけ、整備促進を図る。
（本社機能の誘致・企業立地）
・本社機能の誘致・企業立地【９－１、１０－１】
地方創生とともに、国全体の強靱化に資する観点から、北陸新幹線延伸等の機会を活か
し、首都圏や関西圏、中京圏等に立地する企業の本社機能等を南砺市内への移転を一層促
進する必要がある。
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9. 計画の推進
9-1 推進方針の重点化
限られた資源で効率的・効果的に南砺市の強靱化を進めるには、推進方針の重点化を図る必要
がある。
このため、脆弱性評価の結果を踏まえ、「市の役割の大きさ」など下記の視点により総合的に
勘案し、重点化すべき推進方針に係る 17 の「起きてはならない最悪の事態」を次表のとおり選
定した。
（重点化の視点）
・市の役割の大きさ
・影響の大きさ
・緊急度
・施策の進捗状況
・平時の活用

9-2 アクションプランの策定とＰＤＣＡサイクル
南砺市の国土強靱化推進のための主要施策をアクションプランとしてとりまとめ、これに基
づき各般の施策を実施するとともに、毎年度、施策の進捗状況の把握等を行い、プログラムの
推進計画を見直すというＰＤＣＡ（Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action（改善））
サイクルを回していくこととする。
ここで、施策の進捗状況を可能な限り定量的に把握できるよう、施策分野ごとに重要業績指
標等の具体的な数値指標を設定するとともに、施策の進捗状況等を踏まえ、必要に応じてこれ
を継続的に見直すこととする。

9-3 計画の見直し
地域計画については、今後の社会経済情勢の変化や、国及び富山県の国土強靱化施策の推進
状況などを考慮し、概ね５年ごとに計画の見直しを実施する。
ただし、計画期間中であっても、社会経済情勢や国土強靱化施策の推進に係る環境が大きく
変化した場合には、必要に応じて、弾力的に計画を見直すこととする。
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表 9-1
No

事前に備えるべき目標

重点化すべき推進方針とその起きてはならない最悪の事態
No
1-1

1

2

4

5

7

突発的⼜は広域かつ⻑期的な市街地や散居村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

2-1

被災地での⾷料・飲料水・電⼒・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の⻑期停⽌

2-2

多数かつ⻑期にわたる孤⽴地域等の同時発生

救助・救急、医療活動が迅速に

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

行われるとともに、被災者等の

2-4

想定を超える大量の帰宅困難者の発生、混乱

健康・避難生活環境を確実に確

必要不可欠な行政機能は確保す
る
必要不可欠な情報通信機能・情
報サービスは確保する
経済活動を機能不全に陥らせな
い

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

被災地における疫病・感染症等の大規模発生

2-7

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

3-1

被災による現地の警察機能の大幅な低下による治安の悪化及び信号機の全面停⽌等による重大
交通事故の多発、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

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

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

5-1

サプライチェーンの寸断等による経済活動の麻痺

5-2

交通インフラネットワークの機能停⽌

5-3

⾷料等の安定供給の停滞

6-1

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

設、交通ネットワーク等の被害

6-2

上水道、農・⼯業用水等の⻑期間にわたる供給停⽌

を最小限に留めるとともに、早

6-3

汚水処理施設等の⻑期間にわたる機能停⽌

期に復旧させる

6-4

ＪＲ等基幹的交通から地域交通網まで、陸上の交通インフラの⻑期間にわたる機能停⽌

6-5

防災インフラの⻑期間にわたる機能不全

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

有害物質の大規模拡散・流出による自然豊かな土地の荒廃

7-5

農地・森林等の被害による自然豊かな土地の荒廃

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

制御不能な複合災害・二次災害
を発生させない

地域社会・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

8-3
8-4
8-5
8-6

9

死傷者の発生
木造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

8-2

8

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

1-3

直接死を最大限防ぐ

ライフライン、燃料供給関連施
6

リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）

1-2

保する

3

第２回委員会

太平洋側の代替性確保に必要不
可欠な機能が維持・確保される

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
広域地盤沈下等による広域・⻑期にわたる浸水被害の発生により復興が大幅に遅れる事態
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・喪失
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
国際的風評被害や信用不安、生産⼒の回復遅れ、大量の失業・倒産等による市内経済等への甚
大な影響

9-1

太平洋側の基幹的な陸上の交通ネットワークの機能停⽌

10-1

企業・住⺠の流出等による地域活⼒の低下

災害に強く・しなやかな地域形
10 成と未来に希望がもてる魅⼒あ
る地域づくり
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