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第 1 章 計画策定の趣旨

第１章

計画策定の 趣 旨

１ 計画策定の趣旨
平成 25 年 12 月、大規模自然災害等に備えた国土の全域にわたる強靭な国づくり（以下
「国土強靭化」という。
）に向けて、施策を総合的かつ計画的に推進するため、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・施行され、この基本法に基づき、政府は、平成 26 年６月に、国土強靭化
に係る他の計画の指針となる、国土強靭化に関する施策の推進に関する基本的な計画（以下
「国土強靭化基本計画」という。
）を策定しました。
また、基本法では、その第 13 条に「都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する施策の
総合的かつ計画的な推進を図るため、当該都道府県又は市町村の区域における国土強靱化
に関する施策の推進に関する基本的な計画（以下「国土強靱化地域計画」という。）を、国
土強靱化地域計画以外の国土強靱化に係る当該都道府県又は市町村の計画等の指針となる
べきものとして定めることができる。」と規定されていることから、岩手県は、基本法に基
づき、平成 28 年２月に「岩手県国土強靭化地域計画」を策定し、国土強靭化地域計画策定
プロセスに基づく２度の改訂を経て、令和２年 12 月に「第２期岩手県国土強靭化地域計画」
を策定しました。
当市においても、平成 23 年３月に発生した東日本大震災や令和元年 10 月の令和元年東
日本台風などの大規模自然災害で大きな被害を受けていることから、国土強靭化基本計画
及び岩手県国土強靭化地域計画等を踏まえ、大規模自然災害が発生しても釜石市民の生命
及び財産を災害から保護し、安全・安心な地域社会の構築へ向け、釜石市国土強靭化地域計
画を策定するものです。

２ 計画の位置づけ
釜石市国土強靭化地域計画は、
基本法第 13 条の規定に基づく国土強靭化地域計画として、
国土強靭化に関する施策を総合的かつ計画的に進めるための計画です。
なお、釜石市国土強靭化地域計画は、国土強靭化基本計画及び岩手県国土強靭化地域計画
並びに第六次釜石市総合計画及び釜石市地域防災計画等と整合・調和を図るものとします。
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３ 釜石市国土強靭化地域計画と釜石市地域防災計画との関係
釜石市地域防災計画は、地震や洪水など災害ごとの被害を想定し、被害の発生を未然に防
止又は最小限に留めるための「予防」から、発災後の「復旧・復興」までの対応策を災害ご
とに取りまとめているのに対し、釜石市国土強靭化地域計画は、あらゆるリスクを想定しな
がら、
「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）
」を明らかにし、リスクを回避する
ために平時から継続的に取り組むべき強靭化の基本的な方向性を取りまとめたものです。
釜石市国土強靭化地域計画と釜石市地域防災計画との関係
釜石市国土強靭化地域計画
検討の前提
計画の内容

釜石市地域防災計画

起きてはならない最悪の事態
（リスクシナリオ）
平時から継続的に取組む施策

災害ごとの被害想定
事前の取組から事後対応
の取組

釜石市地域防災計画

釜石市国土強靭化地域計画

災害予防
応急対応
社会経済システム

応急体制整備

の整備・強靭化

復旧復興
復旧・復興
体制整備

発災前

発災

発災後

４ 計画期間
本計画の計画期間は、国・県の計画、第六次釜石市総合計画と整合性を図るため、令和３
年度から令和７年度までの５ヶ年とします。

2

第２章 基本的な考え方

第２章 基本的な考え方
１ 基本目標
釜石市の国土強靭化を推進する上での基本目標を次のとおりとします。
いかなる大規模自然災害等が発生しようとも、
１ 人命の保護が最大限図られること
２ 社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること
３ 市民の財産及び公共施設の被害の最小化が図られること
４ 迅速な復旧・復興を可能にすること

２ 事前に備えるべき目標
釜石市の国土強靭化を推進する上での事前に備えるべき目標を次のとおりとします。
いかなる大規模自然災害が発生しようとも、
１ 災害による死傷者を最大限防ぐ
２ 救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等の健康・避難生活
環境を確保する
３ 必要不可欠な行政機能・情報通信機能を維持する
４ 地域経済システムを機能不全に陥らせない
５ 必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復旧を図る
６ 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない
７ 地域社会・経済を迅速に再建・回復する

３ 基本的な方針
(1) 釜石市の強靭化に向けた取組姿勢
①

東日本大震災津波の経験や人口減少問題などあらゆる側面から検討し取組にあた
る。

②

社会経済システムの信頼性と活力を高め、東京一極集中からの脱却に寄与する。

③

潜在力、抵抗力、回復力、適応力を強化する。

(2) 適切な施策の組合せ
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①

ハード対策とソフト対策とを適切に組合せ、効果的に施策を推進する。

②

関係者相互の連携協力により取組を進める。

③

非常時のみならず平時にも有効活用できる対策となるよう工夫する。

(3) 効率的な施策の推進
①

財源の効率的使用により施策を推進する。

②

国、県の施策、既存の社会資本、民間資金の活用等により、効率的かつ効果的に施
策を推進する。

(4) 釜石市の特性に応じた施策の推進
①

東日本大震災津波の経験等を踏まえた施策を推進する。

②

将来、人口が減少した場合にあっても、基本目標が達成できる仕組みづくりを行う。
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第３章 想定するリスク
１ 釜石市の地域特性
(1) 地理・地形
釜石市は、岩手県の南東部、三陸復興国立公園のほぼ中央に位置し、東は太平洋に、
北は大槌町、西は遠野市及び住田町、南は大船渡市にそれぞれ接しています。市の面
積は 440.34 ㎢ で、そのうち約 87％を、北上山系の分水嶺から分かれた支脈によっ
て占められています。
これらの支脈は、海岸に向い、次第に低く伸びて半島となり、その内側に大槌、両
石、釜石、唐丹の各湾が形成されています。
西部の山々に源を発する甲子川、鵜住居川、片岸川及び熊野川が、それぞれ小河川
を集めながら山あいを縫うように東流し、各湾に注いでいます。
河川流域と河口付近には、わずかな平坦地が展開し、市街地と集落を形成していま
す。
(2) 気候
海洋の影響と地理的条件から四季を通じて一般に温暖であり、年間平均気温は 11℃
前後で、2～3 月が最も低く 8 月が最も高くなります。
年間降水量は 1,600 mm～2,000 mm 程度で、梅雨期と台風期に多くなります。降雪は
1 月～2 月にかけて山間部で多く見られますが、平地では極めて少なくなります。
夏は、やませの影響を強く受け、冷夏となることがあります。
(3) 人口・世帯
釜石市の人口は、昭和 38 年の 92,123 人をピークに、急激な人口減少が進展してお
り、令和２年 12 月末現在、16,113 世帯 32,176 人となっています。
年齢３区分別人口推移では、年少人口（0～14 歳）と生産年齢人口（15～64 歳）が減
少し続けている一方、老年人口（65 歳以上）は横ばいになっており、少子高齢化が進
行しています。
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２ 想定する自然災害
釜石市のこれまでの災害記録等から、市内で発生しうる大規模自然災害を次のとおり
想定します。

自然災害の種別
１

地震

２
３
４
５

津波
風水害
土砂災害
その他（大規模火災等）

≪参考（平成元年以降に発生した主な災害）≫
◆地震・津波
・宮城県沖地震による被害【平成 15 年５月 26 日】
・チリ沖地震に伴う津波による被害【平成 22 年２月 28 日】
・東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）・津波【平成 23 年３月 11 日】
◆風水害・土砂災害
・平成 14 年台風６号による集中豪雨【平成 14 年７月 10 日～12 日】
・平成 16 年台風 15 号による暴風【平成 16 年８月 19 日～20 日】
・暴風、波浪による災害【平成 16 年 11 月 26 日～27 日】
・低気圧による暴風、波浪、大雨、洪水による災害【平成 18 年 12 月 26 日～28 日】
・平成 19 年台風９号による暴風、波浪、大雨、洪水による災害【平成 19 年９月７日】
・大雨、洪水、暴風、波浪による災害【平成 24 年５月３日】
・平成 28 年台風 10 号に伴う災害【平成 28 年 8 月 30 日】
・令和元年東日本台風（令和元年台風 19 号）に伴う災害【令和元年 10 月 12 日～13 日】
◆その他（大規模火災等）
・橋野町片羽山国有林火災【平成 14 年４月 29 日～30 日】
・唐丹町林野火災【平成 20 年４月４日～15 日】
・東日本大震災に伴う火災【平成 23 年３月 11 日～４月５日】
・尾崎半島林野火災【平成 29 年５月８日～22 日】
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３ 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）
前章の７つの「事前に備えるべき目標」へ向けて、釜石市の地域特性及び対象とする自然
災害並びに岩手県国土強靭化地域計画を踏まえ、国土強靭化基本計画で定める 45 の「起き
てはならない最悪の事態（リスクシナリオ）
」の統合・組換えを行い、20 の「起きてはなら
ない最悪の事態（リスクシナリオ）
」を設定しました。

事前に備えるべき目標

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）
1-1

１

地震等による建築物等の大規模倒壊や火災による死
傷者の発生（二次災害を含む）

1-2

大規模津波等による多数の死傷者の発生

災害による死傷者を

1-3

異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水

最大限防ぐ

1-4

大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生
情報伝達の不備・麻痺・長期停止等の情報伝達機能の

1-5

低下や防災意識の低さ等による避難行動の遅れ等で
の多数の死傷者の発生

2-1
２ 救助・救急、医療活動
等を迅速に行うとと
もに、被災者等の健

2-2
2-3

康・避難生活環境を確
保する

被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の
長期停止
多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生
自衛隊、警察、消防等の被災・エネルギー途絶等によ
る救助・救急活動の絶対的不足
医療・社会福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、

2-4

支援ルートの途絶による医療・社会福祉機能等の麻
痺

2-5
３

必要不可欠な行政機
能・情報通信機能を維

3-1

持する
４

地域経済システムを

被災地における感染症等の大規模発生
行政機関の職員・施設等の被災による行政機能・情報
通信機能の大幅な低下

4-1

サプライチェーンの寸断等による企業活動等の停滞

い

4-2

食料等の安定供給の停滞

必要最低限のライフ

5-1

電気・石油・ガス等のエネルギー供給機能の長期停止

ライン等を確保する

5-2

上下水道等の長時間にわたる供給停止

機能不全に陥らせな

５

とともに、早期復旧を
図る

5-3

市外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能
停止
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６ 制御不能な複合災害・
二次災害を発生させ

6-1

農地・森林等の荒廃による被害の拡大

ない
7-1
７ 地域社会・経済を迅速
に再建・回復する

7-2
7-3

災害廃棄物等の処理の停滞により復旧・復興が大幅
に遅れる事態
復旧・復興を担う人材の絶対的不足により復旧・復興
が大幅に遅れる事態
地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興が大幅
に遅れる事態

４ 施策分野
「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」を回避するために必要な施策の取組
状況を分類・整理するために、国土強靭化基本計画及び岩手県国土強靭化地域計画を踏まえ、
５つの個別施策分野と５つの横断的施策分野を設定しました。
○ 個別施策分野
Ⅰ

行政機能・情報通信・防災教育

Ⅱ

住宅・都市

Ⅲ

保健医療・福祉

Ⅳ

産業

Ⅴ

国土保全・交通

○ 横断的分野
Ⅰ リスクコミュニケーション
Ⅱ 老朽化対策
Ⅲ 人口減少・少子高齢化対策
Ⅳ

人材育成

Ⅴ

官民連携
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第４章 脆弱性評価
１ 脆弱性評価の考え方及び実施手順
「強靭」とは「強くてしなやか」という意味であり、国土強靭化とは、国土や経済、暮ら
しが、いかなる大規模自然災害が発生しても、「致命的な被害を負わない強さ」と「速やか
に回復するしなやかさ」を持つこととされています。
基本法第９条において、
「強靭性」の反対語である「脆弱性」を分析・評価すること（以
下「脆弱性評価」という。
）は、国土強靭化に関する施策を策定し、効果的、効率的に推進
していく上で必要不可欠なプロセスとされており、国土強靭化基本計画においても、起きて
はならない最悪の事態を想定した上で、国土強靭化に関する施策の分野ごとに脆弱性評価
が行われています。
釜石市においても、本計画策定に関し、国が実施した評価手法等を参考に、起きてはなら
ない最悪の事態（リスクシナリオ）ごと、主に釜石市が取り組んでいる施策を中心に脆弱性
評価を実施し、分野ごとの取組状況が明らかになるよう、５つの「個別施策分野」ごとに整
理しました。また、併せて、各分野の施策の取組状況を横断的に把握できるよう、５つの「横
断的分野」ごとに整理し再掲しました。

２ 脆弱性評価結果
≪個別施策分野≫
Ⅰ

行政機能・情報通信・防災教育

行政機能・情報通信・防災教育分野では、行政機能の災害対応力の向上に向けて、公共
施設等の適切な維持管理、河川改修等の治水対策、防災教育の実施・推進等の施策を推進
する必要があります。

事前に備えるべき目標

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

起きてはならない

1-1

最悪の事態

の発生（二次災害を含む）

地震等による建築物等の大規模倒壊や火災による死傷者

● 防火対策
大規模災害発生時における火災や危険物事故の未然防止を図るため、消防機関等と連
携し、消火設備の適切な維持管理を行う必要がある。
・現状 ： 消火栓設置数

886 基(内 公設 861)

防火水槽設置数 148 基(内 公設 142)
● 避難場所、避難所の指定、整備
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地震・津波、洪水・土砂災害など災害の状況に応じた安全な避難場所と避難所の区別に
ついて周知を図るとともに、各施設の防災、耐震対策を推進する必要がある。また、高齢
者や障がい者などの災害弱者（災害発生時要配慮者）及び外国人やセクシャルマイノリテ
ィの方に配慮した避難所の整備を検討するとともに、避難やケア体制について、地域や関
係機関、及び福祉避難所となる施設の関係者と連携し対応していく必要がある。
・現状 ： 洪水・土砂災害緊急避難場所：41 ヶ所
津波災害緊急避難場所：82 ヶ所
火災・地震災害緊急避難場所：26 ヶ所
拠点避難所：19 ヶ所
福祉避難所：10 ヶ所
● 公共施設等の適切な維持管理
防災対策及び市政の適切な財政運営のために、釜石市公共施設等総合管理計画等に基
づき公共施設の適切な維持管理、統廃合等を行う必要がある。
・現状 ： 公共施設数 274 施設（釜石市公共施設等総合管理計画の対象施設）
● 消防防災設備の整備
消防防災力の向上のために、購入または整備から一定期間を経過する消防車両、設備及
び施設を更新するとともに、適切な維持管理を図る必要がある。
・現状 ： 釜石大槌地区行政事務組合消防本部：車両 25 台
釜石市消防団：車両 43 台、屯所 37 ヶ所、資機材倉庫４ヶ所
● 消防指令センター・消防救急デジタル無線の更新整備
消防・救急・救助活動において円滑かつ迅速な業務遂行が行えるよう、的確な出動指令
と効率的な事案活動を行うために各種支援情報を提供し消防力を発揮する必要がある。
・現状 ： 釜石大槌地区行政事務組合消防本部釜石消防庁舎３階に指令センター設置
● 避難行動の支援
自主防災組織、消防団等による避難支援体制を強化する必要がある。また、避難行動要
支援者を把握するとともに、避難支援体制を構築する必要がある。
・現状 ： 自主防災組織

45 団体

避難行動要支援者名簿の提供団体数

５団体

● 消防団等の災害対応力強化
消防団員等の確保及び団員等の活動の環境整備、スキルアップ、安全意識の向上、安全
装備品及び貸与被服の充実を図る必要がある。
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・現状 ： 消防団員：590 人 幼年消防クラブ：811 人
少年消防クラブ 1,573 人 婦人消防連絡協議会員：115 人
事前に備えるべき目標
起きてはならない

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-2 大規模津波等による多数の死傷者の発生

最悪の事態

● 防潮堤、海岸施設等の長寿命化
釜石市管理漁港海岸保全施設長寿命化計画等に基づく、予防保全型の維持管理を行い、
海岸保全施設等の長寿命化を図る必要がある。また、漁港と漁場等水産基盤の一体的・総
合的な整備を推進する必要がある。
・現状：９箇所の市管理漁港の漁港施設及び７箇所の漁港海岸防潮堤の災害復旧工事
を完了している。
● ハザードマップの作成、周知
大雨災害に対する防災意識の向上と、避難体制の整備を図るため、洪水浸水想定区域、
土砂災害警戒区域を明示するとともに、地域内で過去に発生した土砂災害の情報、避難場
所及び避難するタイミングを記載したハザードマップを作成、周知する必要がある。また、
最大クラスの津波が悪条件下で発生した場合の津波浸水想定シミュレーション等により
想定に変化が生じた際は、各ハザードマップ等を更新し、市民に周知する必要がある。
・現状 ： 市では、各町内会に洪水・土砂災害に関する自主避難計画及びハザード
マップを作成し、警戒避難体制づくりに取り組んでいる。
● 避難場所、避難所の指定、整備
1-1 から再掲
● 避難行動の支援
1-1 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-3 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水

● 避難場所、避難所の指定、整備
1-1 から再掲
● 避難行動の支援
1-1 から再掲
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● ハザードマップの作成、周知
1-2 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-4 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生

最悪の事態

● 避難場所、避難所の指定、整備
1-1 から再掲
● 避難行動の支援
1-1 から再掲
● ハザードマップの作成、周知
1-2 から再掲
事前に備えるべき目標

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-5 情報伝達の不備・麻痺・長期停止等の情報伝達機能の低下

起きてはならない

や防災意識の低さ等による避難行動の遅れ等での多数の死傷

最悪の事態

者の発生

● 災害に備えた情報通信設備の整備
災害発生時でも情報設備が正常に作動するように、情報通信設備の耐震化等を図ると
ともに、停電に備えた非常用発電機などを配備・維持管理し、情報が途絶する事態の回避
をする必要がある。
・現状 ： 情報通信設備の耐震化等を行っている。
非常用発電機の配備済み。
● 防災教育の実施・推進
学校教育における防災教育のほかに、一般市民を対象にした防災教育に取り組む必要
がある。例えば、東日本大震災の教訓と命を守るための行動について後世に継承するとと
もに、地域防災力の担い手である防災士の育成や、自主防災組織の活性化のため、防災教
育を実施・推進する必要がある。
・現状 ： 市では「釜石市津波防災教育のための手引き」を作成し、学校教育のな
かで津波防災教育を図っている。また、洪水・土砂災害のリスクのある
全ての小・中学校等において、防災教育と避難訓練の実施をする体制の
構築が求められていることからそれに取り組んでいる。
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● 防災訓練の実施・推進
地震や津波、激甚化する豪雨等を想定した防災訓練や、避難所運営訓練、各地区の自主
防災組織の実施する防災訓練の支援などを行っていく必要がある。
・現状 ： 市内全域の地震・津波避難訓練：年 1 回開催
対象地域１ヶ所を指定し、洪水・土砂災害避難訓練を実施している。
● 災害発生時における市民等への情報伝達手段の強化
災害発生時の事前対策や情報収集、情報発信、救助、救援活動など、災害対応を迅速、
的確に実行するため、各種防災関連システムを整備する必要がある。
・現状 ： 国・県の防災関連システムと、防災無線等の市民向けの情報伝達システ
ムの連携を行っている。
● 情報通信環境の整備及び冗長化
災害が発生した際、市民に対する確実な情報伝達手段を確保するために、平時から、防
災行政無線の機器トラブルの未然防止のための点検修理を行うとともに、防災行政無線
の難聴地区へ戸別受信機を整備する必要がある。
・現状 ： 防災行政無線の定期点検及び防災行政無線難聴地区への戸別受信機設置
を推進している。
● 情報連絡体制の強化
災害発生時に迅速な対応を行うため、様々な関係機関が参加する通信訓練を実施する
など、情報連絡体制の強化や随時の見直しをする必要がある。
・現状 ： 防災訓練や日ごろの関係機関との連絡により、情報連絡体制の強化を図
っている。
● 避難場所、避難所の指定、整備
1-1 から再掲
● 避難行動の支援
1-1 から再掲
● ハザードマップの作成、周知
1-2 から再掲
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事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期

最悪の事態

停止

● 住民等への備蓄の啓発
家庭内備蓄の重要性の周知を図り、家庭における備蓄状況の改善を図る必要がある。
・現状 ： 住民等に対する防災知識の普及として、７日分の食料、飲料水、携帯ト
イレ、トイレットペーパー等の備蓄及び非常持出品の準備を呼びかけて
いる。
● 食料・燃料、資機材の確保
大規模災害発生時において、食料や燃料、資機材等が円滑に確保されるよう、計画的な
備蓄を継続するとともに、随時、協定の見直しや防災訓練の実施などを通じて協定先との
顔の見える関係を維持する必要がある。
・現状 ： 計画的な備蓄を図るとともに、民間事業者等と災害発生時における燃料
や資機材の調達に係る協定を締結している。
● ライフラインの災害対応力強化
ライフラインの長期途絶を回避するため、電力、ガス、上下水道、電気通信等における
各施設の耐震化等を促進するとともに、各事業者との情報交換や、防災訓練などにおける
連携について推進する必要がある。
・現状 ： 市では、各種ライフラインを対象として津波災害発生時における被害想
定を行っている。また、ライフライン施設等安全確保及び応急対策につ
いて計画を作成し、関係機関やライフライン事業者と連携の上、災害対
応力の強化を図っている。

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する
2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生

● 緊急離着陸場などの整備
孤立集落等への物資輸送や救助活動を考慮し、緊急時におけるヘリコプターの発着可
能地点の確保を検討する必要がある。
・現状 ： ヘリコプター発着可能地点：４ヶ所
● 消防受援体制の強化
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近い将来に発生が危惧されている日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等、自然災害によ
る大規模災害の発生に備え行政や防災関係機関と連携を図る必要がある。
・現状

：

県内消防相互応援に関する協定及び岩手県緊急消防援助隊受援計画に基
づき対応

● 広域連携体制の確保
日ごろから情報及び資料の交換などを行い、大規模災害発生時に相互応援が迅速に行
われるよう取り組む必要がある。
・現状 ： 岩手県広域防災拠点の取組における連携や関係機関との相互連携体制の
確保・維持を図っている。

事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-3 自衛隊、警察、消防等の被災・エネルギー途絶等による救

最悪の事態

助・救急活動の絶対的不足

● 非常用発電機の装備
非常用発電機や再生可能エネルギー等の自立型電源を確保するとともに、災害発生時
に確実に利用できるよう適切な維持管理を図る必要がある。
・現状 ： 拠点避難所や孤立津波避難場所に非常用発電機を備えている。
● 消防指令センター・消防救急デジタル無線の更新整備
1-1 から再掲
● 消防団等の災害対応力強化
1-1 から再掲
● 情報連絡体制の強化
1-5 から再掲
● 食料・燃料、資機材の確保
2-1 から再掲
● ライフラインの災害対応力強化
2-1 から再掲
● 緊急離着陸場などの整備
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2-2 から再掲
● 消防受援体制の強化
2-2 から再掲
● 広域連携体制の確保
2-2 から再掲

事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-4 医療・社会福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援

最悪の事態

ルートの途絶による医療・社会福祉機能等の麻痺

● 業務継続体制の整備
大規模災害によって施設や職員、ライフライン等に制約が生じた場合において、優先的
に実施すべき業務を特定し、適切な業務執行を行うことができるよう、業務継続体制の整
備、強化を図る必要がある。
・現状 ： 市の事業継続計画（BCP）に基づき、対応が円滑に実施できる体制を構
築するとともに、企業等の防災力向上及び事業継続計画（BCP）の策定
促進を図っている。
● 情報連絡体制の強化
1-5 から再掲
● 食料・燃料、資機材の確保
2-1 から再掲
● ライフラインの災害対応力強化
2-1 から再掲
● 緊急離着陸場などの整備
2-2 から再掲
● 広域連携体制の確保
2-2 から再掲
● 非常用発電機の装備
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2-3 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する
2-5 被災地における感染症等の大規模発生

最悪の事態
● 感染症対策の実施

新型コロナウイルス等の感染症の感染リスクを低減するため、オンラインや ICT 等の
環境を整備するとともに利用を促進する必要がある。
・現状 ： 市内小中学校等において ICT 機器を段階的に整備している。
● 食料・燃料、資機材の確保
2-1 から再掲
事前に備えるべき目標

３

必要不可欠な行政機能・情報通信機能を維持する

起きてはならない

3-1 行政機関の職員・施設等の被災による行政機能・情報通信

最悪の事態

機能の大幅な低下

● 災害対策本部機能の維持、強化
災害発生時に災害対策本部を円滑に設置・運営出来るように、新市庁舎及び（仮称）小
佐野地区コミュニティセンター等の防災拠点機能を強化する必要がある。また、ICT の導
入を行い、有事の際の遠隔での意思決定の体制整備を促進する必要がある。
・現状 ： 新市庁舎及び（仮称）小佐野地区コミュニティセンターの災害対策本部
機能の確保
● 行政データの保全
大規模災害発生時においても行政データの滅失を回避するため、文書のデータ化を推
進するとともに、自治体クラウドへの加入を継続し、迅速な災害対応や復旧、復興に対応
できるよう一元管理や維持管理等を図る必要がある。
・現状 ： 自治体クラウド加入済み
● 行政機能維持のための庁舎機能等の強化
災害発生時に行政機能を維持するため、耐震性を有する新市庁舎を建設するとともに、
代替施設の設定や防災訓練の実施などを検討する必要がある。
・現状 ： 新市庁舎建設検討委員会等で防災機能や災害時の業務継続を視点に継
続協議中
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● 業務継続計画の策定と見直しの継続
業務継続計画（BCP）を実効性あるものとするため、計画の周知や訓練等の実施を検討
する必要がある。
・現状 ： 釜石市地域防災・減災(BCP)計画策定済み
● 公共施設等の適切な維持管理
1-1 から再掲
● 災害に備えた情報通信設備の整備
1-5 から再掲
● 情報通信環境の整備及び冗長化
1-5 から再掲
● 情報連絡体制の強化
1-5 から再掲
● 広域連携体制の確保
2-2 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない

４

地域経済システムを機能不全に陥らせない

4-1 サプライチェーンの寸断等による企業活動等の停滞

最悪の事態
● 風評被害の防止

災害からの復旧状況や安全対策などの正確な情報発信を行うための体制等について検
討する必要がある。
・現状 ： 東日本大震災津波の記憶の風化防止及び風評被害対策 71 事業（令和２
年度）
● 業務継続体制の整備
2-4 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

５

必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復

旧を図る
5-1 電気・石油・ガス等のエネルギー供給機能の長期停止
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第４章 脆弱性評価（個別施策分野：Ⅰ行政機能・情報通信・防災教育）

● ライフライン復旧体制の強化
協定先との顔の見える関係を維持し、日ごろの情報交換や訓練などにより、迅速なライ
フライン復旧が図られるよう体制を構築、維持する必要がある。
・現状 ： 市では、ライフライン施設等安全確保及び応急対策について計画を作
成し、関係機関やライフライン事業者と連携の上、復旧体制の強化を
図っている。
● ライフラインの災害対応力強化
2-1 から再掲
● 非常用発電機の装備
2-3 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

５

必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復

旧を図る
5-2 上下水道等の長時間にわたる供給停止

● ライフラインの災害対応力強化
2-1 から再掲
● ライフライン復旧体制の強化
5-1 から再掲
事前に備えるべき目標

７

地域社会・経済を迅速に再建・回復する

起きてはならない

7-1

最悪の事態

れる事態

災害廃棄物等の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅

● 海岸漂着物等の処理
大規模災害発生時には、大量の海岸漂着物の発生が想定されることから、海岸漂着物等
処理に係る体制整備を推進する必要がある。
・現状 ： 岩手県海岸漂着物対策推進地域計画策定済み
事前に備えるべき目標

７

地域社会・経済を迅速に再建・回復する

起きてはならない

7-2 復旧・復興を担う人材の絶対的不足により復旧・復興が大

最悪の事態

幅に遅れる事態

● 復旧、復興計画等策定の事前準備
大規模災害発生時からの早期の復旧、復興を図るため、業務継続計画（BCP）の不断の
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見直しを行うとともに、事前に備えるべきことの整理を行い、万が一災害が発生した場合
に速やかに対応出来る体制づくりを進める必要がある。
・現状 ： 公共施設等について、各種の災害復旧事業計画を想定している。また、
復興計画の策定方針として、被害をできるだけ最小化するという「減災」
の考えにより、安全・安心で、かつ、環境保全等にも配慮した防災都市・
地域づくりによる復興を実施することとしている。
● ボランティア受入れ体制の整備
大規模災害発生時に防災ボランティアを円滑に受け入れられるよう関係機関との連携
や発災時の体制について情報共有などを図る必要がある。
・現状 ： 防災ボランティアの受入れは、原則として市社会福祉協議会が窓口とな
って受入れ、派遣等の調整を行う。
● 受援体制の整備
災害発生時の受援体制について、訓練を実施するなど体制整備を推進する必要がある。
・現状 ： 応援・受援に関する連絡・要請方法の確認や応援部隊の活動拠点の確保
等を図り、日頃から災害発生時において協力を得られる体制の整備に努
めている。
事前に備えるべき目標

７

地域社会・経済を迅速に再建・回復する

起きてはならない

7-3

最悪の事態

れる事態

地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興が大幅に遅

● 文化財の保存と活用
文化財を適切に保存、修繕、整備し次世代に継承していくとともに、災害発生時の対応
方針を検討する必要がある。
・現状 ： 文化的遺産であり、歴史上・学術上又は芸術上価値の高い文化財を災害
から守り、後世に伝えるために、文化財保護思想の普及徹底を図るとと
もに、防災機能を有する、保存・公開施設の整備等を計画的に進めるこ
ととしている。
● 社会秩序の維持
災害発生時の情報コミュニケーションに関する啓発や避難時の防犯対策など、治安維
持に関する取組を検討する必要がある。
・現状 ： 災害発生時の混乱において、誤った情報による社会秩序の乱れや治安の
悪化などを防ぐため、正確な情報発信やパトロールを行うための体制整
備を図っている。
● 復旧、復興計画等策定の事前準備
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第４章 脆弱性評価（個別施策分野：Ⅰ行政機能・情報通信・防災教育）

7-2 から再掲

≪個別施策分野≫
Ⅱ

住宅・都市

住宅・都市分野では、建築物や都市設備等安全性の向上や事前対策に向けて、建築物等
の耐震化・老朽化対策や、上下水道等の都市整備等を推進する必要があります。

事前に備えるべき目標

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

起きてはならない

1-1

最悪の事態

の発生（二次災害を含む）

地震等による建築物等の大規模倒壊や火災による死傷者

● 市街地整備
地域性を踏まえた良好な居住環境を整備するとともに、災害発生時の避難場所や防災
拠点を確保するため、公園等緑地の整備等による安全な市街地整備を図る必要がある。
・現状 ： 都市計画マスタープラン及び釜石市住生活基本計画策定済み
● 無電柱の推進
防災上の主要拠点へのアクセスルートを優先的に確保し、また狭隘な道路の拡幅に伴
う新たに着手する道路改良事業など、緊急車両の通行を確保するため無電柱化の対策を
推進する必要がある。
・現状 ： 整備率：０％
● 住宅、学校等建築物の耐震化
住宅の安全性の確保及び向上を図り、震災に強いまちづくりを推進するため、耐震化に
対する意識啓発を行うとともに、国の住宅・建築物安全ストック形成事業を活用しながら、
住宅の耐震診断や耐震改修等を促進し、住宅の耐震化率を向上させる必要がある。また、
震災に強いまちづくりを推進するために、学校等の耐震化を図るとともに、老朽化対策な
どにより、建物の長寿命化を図る必要がある。
・現状 ： 住宅の耐震化率：67.3％（平成 25 年時点）
学校等の耐震化率：100％（令和元年時点）
● 公共施設等の耐震化、老朽化対策
市民の安全、安心な居住環境を整えるために、公営住宅等の耐震化を図るとともに、国
の公営住宅等ストック総合改善事業や住宅地区改良事業を活用しながら、予防保全的な
維持管理を推進し、施設の長寿命化を図る必要がある。また、震災に強いまちづくりを推
進するために、公共施設の耐震化を図るとともに、老朽化対策などにより、建物の長寿命
化を図る必要がある。
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第４章 脆弱性評価（個別施策分野：Ⅱ住宅・都市）

・現状 ： 市営住宅の耐震化率：94.1％（平成 28 年３月）
公共施設の耐震化率：100％（令和元年時点）
● 空家等対策
生活環境の保全を図るため、空家等に関する相談受付や適正管理に係る啓発等を行い
空家等の適正管理を推進する必要がある。
・現状 ： 市内の空家等件数：983 件（令和元年度末時点）
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-2 大規模津波等による多数の死傷者の発生

● 市街地整備
1-1 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-3 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水

● 市街地整備
1-1 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-4 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生

● 市街地整備
1-1 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-5 情報伝達の不備・麻痺・長期停止等の情報伝達機能の低下
や防災意識の低さ等による避難行動の遅れ等での多数の死傷
者の発生

● 地域コミュニティ力の強化
大規模災害発生時における自助、共助、公助が適切に行われ、早期の復旧、復興が図ら
れるようコミュニティの核となる人材の育成や持続可能な体制づくりを推進する必要が
ある。
・現状 ： 地域会議の開催：各地区年２回
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第４章 脆弱性評価（個別施策分野：Ⅱ住宅・都市）

事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期

最悪の事態

停止

● 上下水道施設の老朽化対策及び防災機能の強化
災害発生時でも上下水道施設が甚大な被害を受けることがないように、経営戦略等に
基づき、老朽化した施設等の計画的な更新及び防災機能の強化を行う必要がある。また、
改正水道法で定められた、施設台帳に係る記載事項及び保管等に必要な事項の整備を図
る必要がある。
・現状 ： 上水道有収率（料金徴収の対象水量の総配水量に対する割合）79％(平
成 30 年)
下水道有収率（使用料徴収の対象汚水量の総処理水量に対する割合）
58％(令和元年)
● 応急給水の確保に係る連携体制の整備
災害発生時において、被災者が必要とする飲料水の供給が確保できるよう、応急給水資
機材の整備の促進を図り、応急給水体制の確認や関係機関との迅速かつ円滑な連携を図
るため、情報交換や訓練などを実施する必要がある。
・現状 ： 水道事業所給水訓練の実施（４回／年）

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

５

必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復

旧を図る
5-2 上下水道等の長時間にわたる供給停止

● 上下水道の復旧体制の強化
関係機関等との連携体制を維持強化するとともに、平時から訓練などを通じて有事に
備えておく必要がある。
・現状 ： 日本水道協会岩手県支部会員登録済み
災害発生時等における下水道復旧支援に関する協定締結済み
● し尿等廃棄物の処理体制の整備
現処理センターは、平成 19 年供用開始から 13 年が経過しているうえ、東日本大震災
津波で被災したし尿及び浄化槽汚泥を処理したことによって施設設備の劣化が進んでい
るため、処理施設の長寿命化を図る必要がある。
・現状 ： 釜石・大槌汚泥再生処理センター整備 (平成 19 年)
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● 上下水道施設の老朽化対策及び防災機能の強化
2-1 から再掲
● 応急給水の確保に係る連携体制の整備
2-1 から再掲
事前に備えるべき目標

７

地域社会・経済を迅速に再建・回復する

起きてはならない

7-1

最悪の事態

れる事態

災害廃棄物等の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅

● し尿等廃棄物の処理体制の整備
5-2 から再掲
事前に備えるべき目標

７

地域社会・経済を迅速に再建・回復する

起きてはならない

7-3

最悪の事態

れる事態

地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興が大幅に遅

● 復興事業により整備した宅地の活用
震災に強いまちづくりを推進するために、市の復興事業で整備した宅地を有効活用す
るとともに、快適で安全性の高い住環境を整備する必要がある。
・現状 ： 宅地の利用数 957 ヶ所
● 地域コミュニティ力の強化
1-5 から再掲

≪個別施策分野≫
Ⅲ

保健医療・福祉

保健医療・福祉分野では、医療体制や、関係機関との連携に向けて、医療体制の強化
や、医療・保健・福祉の連携強化等を推進する必要があります。

事前に備えるべき目標

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

起きてはならない

1-1

最悪の事態

の発生（二次災害を含む）

地震等による建築物等の大規模倒壊や火災による死傷者

● 病院・社会福祉施設等の耐震化
震災に強いまちづくりを推進するために、耐震診断を未実施の病院、社会福祉施設等の
耐震化を推進する必要がある。また実施済みの病院、社会福祉施設等の適切な維持管理、
安全点検及び長寿命化を図る必要がある。
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・現状 ： 県立釜石病院の耐震改修及びブロック塀等の耐震対策済み。

事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-4 医療・社会福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援

最悪の事態

ルートの途絶による医療・社会福祉機能等の麻痺

● 医療体制の強化
安全で安心して暮らせるまちづくりのために、関係医療機関及び防災関係機関との密
接な連携による医療体制の迅速かつ適切な医療体制を維持する必要がある。
・現状 ： 地域の限られた医療体制の維持を支援するとともに少しでも医療資源を
増やす取組を実施
医療資源間の連携を進め、有機的に機能させる取組の実施
● 医療、保健、福祉の連携強化
可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、住まい、医
療、介護、予防、生活支援が切れ目なく一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の
充実を図る必要がある。
・現状 ： 釜石医師会や釜石薬剤師会、社会福祉法人等と相互応援協定を締結
地域ケア個別会議開催数 10 回
● 外国人への支援
多言語及びやさしい日本語での情報発信など外国人に対する支援を引き続き推進する
とともに、通訳ボランティアの育成や、文化の違いに対する配慮等の環境づくりを推進す
る必要がある。
・現状 ： 多言語及びやさしい日本語での情報提供等に努めている。
● 病院・社会福祉施設等の耐震化
1-1 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する
2-5 被災地における感染症等の大規模発生

● 感染症発生予防対策
予防接種の重要性を普及啓発し、市民の感染症対策に関する意識の向上を図る必要が
ある。また、接種体制構築のため医師会との連携を図る必要がある。
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・現状 ： 予防接種の実施により、感染症のまん延防止に取り組んでおり、任意の
予防接種については接種費用の助成により接種率の向上及び接種者の
経済的負担の軽減を図っている。
● 災害発生時における感染症拡大防止対策
大規模災害発生時において、迅速な対応を行うため、保健医療の担当者は研修会や訓練
を通じて、対応や手順を理解するとともに、災害発生時に必要な対応について、関係する
職員間で情報共有する必要がある。また、新型コロナウイルス感染症予防に対応した避難
所の体制整備を進めているが、住民自らが感染対策に留意した避難行動をとれるように、
住民意識を高めていく必要がある。
・現状 ： 災害対策本部に保健師を配置するなどの体制の構築や、感染対策に留意
した避難所開設訓練を実施している。
● 医療体制の強化
2-4 から再掲
事前に備えるべき目標

７

地域社会・経済を迅速に再建・回復する

起きてはならない

7-3

最悪の事態

れる事態

地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興が大幅に遅

● 医療、保健、福祉の連携強化
2-4 から再掲

≪個別施策分野≫
Ⅳ

産業

産業分野では、災害に強い産業構造の構築や、山林等の防災機能の強化に向けて、生産
基盤の災害対応力の強化や、農林水産業者への支援等を推進する必要があります。

事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期

最悪の事態

停止

● 物資の輸送機能の維持、確保
運送会社との災害発生時相互応援協定を維持するとともに、一層の物資輸送機能の確
保を図る必要がある。
・現状 ： 運送事業者と災害発生時における物資の緊急輸送等に係る協定を締結し
ている。
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事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-3 自衛隊、警察、消防等の被災・エネルギー途絶等による救

最悪の事態

助・救急活動の絶対的不足

● 再生可能エネルギーの導入促進
持続可能な地域づくりや災害発生時のエネルギー確保手段の多様化を図る必要がある。
・現状 ： 再生可能エネルギー設備のある公共施設：40 ヶ所
● エネルギー供給体制の強化
エネルギー供給事業者との関係を維持するとともに、有事に備えて、市庁舎や拠点避難
所等への非常用発電機等の配置及び一般家庭の新エネルギーの利用を推進する必要があ
る。
・現状 ： 新エネルギー導入に係る補助金交付件数 326 件（平成 24 年度～令和
元年度）
● エネルギー供給事業者の業務継続計画策定の普及、啓発
災害対策においてのエネルギーの供給確保の重要性を共有し、エネルギー供給事業者
の業務継続計画策定の普及、啓発を図る必要がある。
・現状 ： 市及び関係団体は、企業等の防災力向上及び事業継続計画（BCP）の策
定促進を図っている。
● エネルギー供給事業者との連携
災害発生時において協定が円滑に機能するよう、エネルギー供給事業者が参加した防
災訓練を実施するなど、連携手段について検討する必要がある。
・現状 ： 電力供給事業者やガス・燃料供給事業者と災害発生時における協定を締
結し、災害発生時の対応について取り決めている。
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

４

地域経済システムを機能不全に陥らせない

4-1 サプライチェーンの寸断等による企業活動等の停滞

● 企業の業務継続計画策定の普及、啓発
企業活動の停滞は災害対応や復旧、復興に大きな影響をもたらすため、事業資産の損害
を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧の手段や方法を定める
事業継続計画（BCP）策定の普及啓発を図る必要がある。
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・現状 ： 市及び関係団体は、企業等の防災力向上及び事業継続計画（BCP）の策
定促進を図っている。
● 被災企業等への支援
地域の産業への致命的な被害を回避し、地域経済の早期の回復を図るため、被災企業等
への支援制度の充実や金融機関等との連携について検討する必要がある。
・現状 ： 市は、中小企業の施設の復旧に要する資金及び事業資金融資について、
県が行う措置に協力することとしている。また、農林漁業関係者への融資
等について、指導あっせんや利子補給等を実施することとしている。
● 生産基盤の災害対応力の強化
安全で効率的な漁業の基盤を整備するため、ハード整備による生産基盤の災害対応力
強化を図るとともに、資源の保全や後継者の育成など持続可能な農林水産業のあり方に
ついて検討する必要がある。
・現状 ： 災害復旧後の漁港施設機能強化
● 物資の輸送機能の維持、確保
2-1 から再掲
● 再生可能エネルギーの導入促進
2-3 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない

４

地域経済システムを機能不全に陥らせない

4-2 食料等の安定供給の停滞

最悪の事態

● 農林水産業者への支援
補助金や助成金制度を維持するとともに、相談窓口の充実や、従事者の高齢化などを踏
まえた支援策について検討する必要がある。
・現状 ： 市内農産物の地産地消の推進及び新たな振興作物の導入や、海洋の調査
研究及び担い手確保対策を行っている。
● 物資の輸送機能の維持、確保
2-1 から再掲
● 被災企業等への支援
4-1 から再掲
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● 生産基盤の災害対応力の強化
4-1 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

５

必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復

旧を図る
5-1 電気・石油・ガス等のエネルギー供給機能の長期停止

● 再生可能エネルギーの導入促進
2-3 から再掲
● エネルギー供給体制の強化
2-3 から再掲
● エネルギー供給事業者の業務継続計画策定の普及、啓発
2-3 から再掲
● エネルギー供給事業者との連携
2-3 から再掲
● 企業の業務継続計画策定の普及、啓発
4-1 から再掲
● 被災企業等への支援
4-1 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

５

必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復

旧を図る
5-2 上下水道等の長時間にわたる供給停止

● 企業の業務継続計画策定の普及、啓発
4-1 から再掲
● 被災企業等への支援
4-1 から再掲
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事前に備えるべき目標
起きてはならない

５

必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復

旧を図る
5-3 市外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止

最悪の事態

● 物資の輸送機能の維持、確保
2-1 から再掲
● 企業の業務継続計画策定の普及、啓発
4-1 から再掲
● 被災企業等への支援
4-1 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない

６

制御不能な複合災害・二次災害を発生させない

6-1 農地・森林等の荒廃による被害の拡大

最悪の事態

● 農林水産業者への支援
4-2 から再掲
事前に備えるべき目標

７

地域社会・経済を迅速に再建・回復する

起きてはならない

7-2 復旧・復興を担う人材の絶対的不足により復旧・復興が大

最悪の事態

幅に遅れる事態

● 復旧、復興を担う人材等の育成
平時から産業の体質を強化し、大規模災害発生時における地域経済への影響を最小限
に抑えるとともに、早期の回復並びに復興を図るため、人材育成の取組を充実する必要が
ある。
・現状 ： 関係機関と連携し、地方創生や SDGｓ、産業振興に係る研修等を実施し、
地域の将来を担う人材等の育成を図っている。
● 企業の業務継続計画策定の普及、啓発
4-1 から再掲
● 被災企業等への支援
4-1 から再掲
● 生産基盤の災害対応力の強化
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4-1 から再掲

≪個別施策分野≫
Ⅴ

国土保全・交通

国土保全・交通分野では、交通ネットワークの強化や河川改修、災害廃棄物等の処理に
向けて、災害に強い交通ネットワークの構築や、河川改修等の治水対策、災害廃棄物の処
理体制の整備等を推進する必要があります。
事前に備えるべき目標

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

起きてはならない

1-1

最悪の事態

の発生（二次災害を含む）

地震等による建築物等の大規模倒壊や火災による死傷者

● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
重要物流道路の結節点として、災害に強い道路ネットワークの維持及び物流拠点とな
る基本的機能の確立並びに市民の住環境の利便性を向上させるために、国や県と協力し
て、高規格幹線道路の維持管理、幹線道路及び生活道路の整備を促進する必要がある。
・現状 ： 高規格幹線道路である東北横断自動車道釜石秋田線及び三陸縦貫自動車
道が供用されている。
● 危険物施設の流出防止対策
危険物の流出は、火災発生や海洋汚染等、災害発生時の対応や復興活動に大きく影響す
ることから、油流出等の事故発生防止対策を行うとともに、有事に備えて、迅速な情報収
集による実態把握や関係機関との連携体制を構築する必要がある。
・現状 ： 消防法第 16 条の３(製造所等についての応急処置及びその通報並びに措
置命令）に基づく対応
● 道路施設の長寿命化の推進
災害に強く安全・安心な道路ネットワークの確立と、市民の住環境の利便性を向上させ
るため、釜石市橋梁長寿命化修繕計画等に基づき、橋梁の計画的な修繕を継続する必要が
ある。
・現状 ： 道路橋：243 橋（平成 27 年３月）
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-2 大規模津波等による多数の死傷者の発生

● 津波避難路の整備
大規模災害発生時のために避難路や避難階段を整備するとともに、避難路や避難階段
等が安全に利用できるよう適切な維持管理、補修等を実施していく必要がある。
・現状 ： 安全な避難が可能な居住者の割合 84.4％

31

第４章 脆弱性評価（個別施策分野：Ⅴ国土保全・交通）

● 漁港施設の機能保全、強化、増進
漁業者の生活維持のため、漁港の機能保全を行うとともに、災害に備えた強化する必要
がある。
・現状 ： 市管理漁港のほか、県漁港整備への支援、協力
● 地震、津波、高潮等に備えた釜石港の耐震強化岸壁整備
重要港湾である釜石港の耐災害性を強化するため、国や県とともに対策を推進する必
要がある。
・現状 ： 重要港湾の指定：釜石港
● 毒物及び劇物流出時の応急措置実施
毒物及び劇物の取扱い事業者等に、大規模災害を想定した保管管理を呼び掛けるとと
もに、災害発生時においては迅速な情報共有と適切な対策を講じるため、関係機関との連
携について検討する必要がある。
・現状 ： 毒物・劇物保管施設管理者及び防災関係機関と連携を図りながら、毒物・
劇物による汚染区域拡大防止のために必要な措置を行うとともに、災害
の態様に応じて警戒区域の設定、広報、避難の指示等の措置を行うこと
としている。
● 津波等防災施設の整備等
大津波による被害の最小化を図るため、ハード事業とソフト事業の組み合わせにより、
津波等防災施設の整備等を推進する必要がある。
・現状 ： 鵜住居地区において津波防災拠点を整備。また、他地区においても津波
等防災施設の整備等を図っている。
● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
● 危険物施設の流出防止対策
1-1 から再掲
● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲
事前に備えるべき目標

１

災害による死傷者を最大限防ぐ
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起きてはならない

1-3 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水

最悪の事態

● 河川改修等の治水対策
近年増加する集中豪雨や局地的な大雨・洪水による河川災害等を防止するために、雨水
排水対策事業及び河川改修事業等による治水対策を推進する必要がある。また、河川への
土砂や流木の流入を防止する必要がある。
・現状 ： 大雨洪水等による水害を予防するため、市事業及び県・国と連携し、計
画的に河川改修事業を実施している。
● 内水危険箇所の対策
計画排水処理能力を超える豪雨の発生や、流木、土石による排水の阻害などを考慮した
内水氾濫対策が必要である。また、治山や森林管理などの対策を推進する必要がある。
・現状 ： 地区ごとに内水危険箇所をマッピングし周知している。
● 治山事業の推進
台風や集中豪雨災害に備えるため、効果的な治山事業を推進する必要がある。
・現状 ： 治山パトロールを年 1 回実施
● 適切な森林整備の推進
山地災害防止機能などの公益的機能を維持するために、森林病害虫のまん延の防止等
森林の整備を推進するとともに、森林資源の活用を図る必要がある。また、林業用施設の
適切な修繕等安全・安心な森林施業に向けた取組を推進する必要がある。
・現状 ： 被害木の伐倒燻蒸、釜石市産木材に対する助成及び林業用施設の点検等
を行っている。
● 森林等の荒廃抑制
林道等からの土砂の流出や流木等を防ぐとともに、森林所有者が安全に通行出来るよ
う点検・保守管理等を行う必要がある。
・現状 ： 令和元年東日本台風による被害発生等が起きている。
● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
● 危険物施設の流出防止対策
1-1 から再掲
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● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲
● 毒物及び劇物流出時の応急措置実施
1-2 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-4 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生

最悪の事態

● 土砂災害対策施設等の整備、改修
安全な居住環境を提供するために、土砂災害危険箇所を計画的に整備し、崩壊を未然に
防ぐとともに、土砂災害対策施設を維持管理、改修する必要がある。
・現状 ： 土石流災害対策施設整備率：13.1％（令和２年３月末）
急傾斜地崩壊対策施設整備率：18.5％（令和２年３月末）
● 土砂災害危険箇所等の周知、解消
安全な居住環境を提供するために、がけ崩れや出水等の災害の恐れがある急傾斜地崩
壊危険箇所の周知をするとともに、崩壊対策事業の推進する必要がある。
・現状 ： 土砂災害警戒区域等の指定箇所数
・急傾斜地の崩壊：216 ヶ所（令和２年３月末）
・土石流：153 ヶ所（令和２年３月末）
● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
● 危険物施設の流出防止対策
1-1 から再掲
● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲
● 毒物及び劇物流出時の応急措置実施
1-2 から再掲
● 治山事業の推進
1-3 から再掲
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● 適切な森林整備の推進
1-3 から再掲
● 森林等の荒廃抑制
1-3 から再掲

事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期

最悪の事態

停止

● 地震、津波、高潮等に備えた釜石港の耐震強化岸壁整備
1-2 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災
者等の健康・避難生活環境を確保する

2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生

● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲
事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する
起きてはならない

2-3 自衛隊、警察、消防等の被災・エネルギー途絶等による救

最悪の事態

助・救急活動の絶対的不足

● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲
● 地震、津波、高潮等に備えた釜石港の耐震強化岸壁整備
1-2 から再掲
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事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-4 医療・社会福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援

最悪の事態

ルートの途絶による医療・社会福祉機能等の麻痺

● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲
● 地震、津波、高潮等に備えた釜石港の耐震強化岸壁整備
1-2 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない

４

地域経済システムを機能不全に陥らせない

4-1 サプライチェーンの寸断等による企業活動等の停滞

最悪の事態

● 港湾、漁港の耐震・耐津波強化、長寿命化
物資の輸送ルート等を確保するため、港湾、漁港の耐震、耐津波性能を強化、長寿命化
するとともに、関係機関と連携して輸送訓練等を検討する必要がある。
・現状 ： 国や県と連携し、各種事業により港湾や漁港の耐震性向上、耐津波強化
及び長寿命化を図っている。
● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲
● 漁港施設の機能保全、強化、増進
1-2 から再掲
● 地震、津波、高潮等に備えた釜石港の耐震強化岸壁整備
1-2 から再掲
事前に備えるべき目標

４

地域経済システムを機能不全に陥らせない
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起きてはならない

4-2 食料等の安定供給の停滞

最悪の事態

● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲
● 漁港施設の機能保全、強化、増進
1-2 から再掲
● 地震、津波、高潮等に備えた釜石港の耐震強化岸壁整備
1-2 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない

５

必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復

旧を図る
5-3 市外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止

最悪の事態

● 基幹的な交通ルートの確保
安全安心な住環境の推進を図るため、高規格幹線道路等道路ネットワーク及び鉄道バ
ス等の交通網の整備を進めるとともに、適切な維持管理及び防災対策を図る必要がある。
・現状 ： 高規格幹線道路等道路ネットワーク及び鉄道バス等の交通網を整備して
いる。
● 道路警戒体制の整備
災害発生時において早期の道路警戒態勢が取れるように、国道や県道の道路管理者及
び関係機関との連携構築を強化し、道路の早期復旧が図られるように努める必要がある。
・現状 ： 災害発生時において、各道路管理者及び関係機関は相互に協力して、適
切な交通規制及び円滑な応急復旧作業を行い、交通の確保を図ることと
している。
● 海上輸送体制の強化
海上輸送拠点の防災対策を図るとともに、海上輸送訓練などの実施を検討する必要が
ある。
・現状 ： 海上輸送拠点の指定：釜石港、両石漁港、唐丹漁港
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● 災害発生時の公共交通ネットワークの確保
JR 釜石線や三陸鉄道、路線バス、タクシー等の公共交通ネットワークが、災害発生時
に機能停止しないように、情報連絡体制や復旧体制など、災害に備えた対策を充実する必
要がある。
・現状 ： コミュニティバスの運行
● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲
● 地震、津波、高潮等に備えた釜石港の耐震強化岸壁整備
1-2 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない

６

制御不能な複合災害・二次災害を発生させない

6-1 農地・森林等の荒廃による被害の拡大

最悪の事態

● 農地浸食防止対策の推進
農道や農業用水路など施設の維持補修により農地の浸食を防止する必要がある。
・現状 ： 農業用施設等の機能維持
● 農地の荒廃抑制
農地の荒廃を抑制するため、農業従事者を維持し農業の活性化を図るとともに、農地の
利活用、老朽化している農業施設の長寿命化を図る必要がある。
・現状 ： 耕作放棄地の解消、遊休農地を活用した新たな事業の展開及び長寿命化
計画策定のための施設点検実施中
● 治山事業の推進
1-3 から再掲
● 適切な森林整備の推進
1-3 から再掲
● 森林等の荒廃抑制
1-3 から再掲
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事前に備えるべき目標

７

地域社会・経済を迅速に再建・回復する

起きてはならない

7-1

最悪の事態

れる事態

災害廃棄物等の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅

● アスベスト粉じんばく露防止対策
アスベストが使用されている箇所の特定及び飛散防止対策の推進を検討する必要があ
る。また、建築物等の解体時やがれき処理等の際は必要に応じてアスベストのばく露防止
を図る必要がある。
・現状 ： 県と連携の上、建築物等の解体等によるアスベストの飛散を防止するた
め、事業者等に対し、必要に応じ、大気汚染防止法に基づき適切に解体
等を行うよう指導・助言することとしている。
● 災害廃棄物の処理体制の整備
生活環境や公衆衛生の影響を極力最小限に抑えるように、策定した釜石市災害廃棄物
処理マニュアルを活用し、災害発生時には機能的に廃棄物を処理出来る組織体制を整備
する必要がある。また、処理施設や運搬車両等を計画的に配備するなどの体制を構築する
必要がある。
・現状 ： 釜石市災害廃棄物処理マニュアル策定済み
災害発生時における災害廃棄物の処理等に関する協定締結済み
● 危険物施設の流出防止対策
1-1 から再掲
● 毒物及び劇物流出時の応急措置実施
1-2 から再掲
事前に備えるべき目標

７

地域社会・経済を迅速に再建・回復する

起きてはならない

7-3

最悪の事態

れる事態

地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興が大幅に遅

● 地籍調査の実施
防災対策や、被災後の復旧・復興を円滑に実施するため、地籍調査の計画的な実施を推
進する必要がある。
・現状 ： 地籍調査進捗率：67.6％
● 基幹的な交通ルートの確保
5-3 から再掲
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≪横断的分野≫
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分野では、災害リスクに強いまちづくりを推進する施策向
けて、防災施設の維持管理や、災害に強い道路ネットワークの構築等を推進する必要が
あります。

事前に備えるべき目標

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

起きてはならない

1-1

最悪の事態

の発生（二次災害を含む）

地震等による建築物等の大規模倒壊や火災による死傷者

● 防火対策
大規模災害発生時における火災や危険物事故の未然防止を図るため、消防機関等と連
携し、消火設備の適切な維持管理を行う必要がある。
・現状 ： 消火栓設置数

886 基(内 公設 861)

防火水槽設置数 148 基(内 公設 142)
● 避難場所、避難所の指定、整備
地震・津波、洪水・土砂災害など災害の状況に応じた安全な避難場所と避難所の区別に
ついて周知を図るとともに、各施設の防災、耐震対策を推進する必要がある。また、高齢
者や障がい者など災害弱者（災害発生時要配慮者）及び外国人やセクシャルマイノリティ
の方に配慮した避難所の整備を検討するとともに、避難やケア体制について、地域や関係
機関、及び福祉避難所となる施設の関係者と連携し対応していく必要がある。
・現状 ： 洪水・土砂災害緊急避難場所：41 ヶ所
津波災害緊急避難場所：82 ヶ所
火災・地震災害緊急避難場所：26 ヶ所
拠点避難所：19 ヶ所
福祉避難所：10 ヶ所
● 市街地整備
地域性を踏まえた良好な居住環境を整備するとともに、災害発生時の避難場所や防災
拠点を確保するため、公園等緑地の整備等による安全な市街地整備を図る必要がある。
・現状 ： 都市計画マスタープラン及び釜石市住生活基本計画策定済み
● 無電柱の推進
防災上の主要拠点へのアクセスルートを優先的に確保し、また狭隘な道路の拡幅に伴
う新たに着手する道路改良事業など、緊急車両の通行を確保するため無電柱化の対策を
推進する必要がある。
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・現状 ： 整備率：０％
● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
重要物流道路の結節点として、災害に強い道路ネットワークの維持及び物流拠点とな
る基本的機能の確立並びに市民の住環境の利便性を向上させるために、国や県と協力し
て、高規格幹線道路の維持管理、幹線道路及び生活道路の整備を促進する必要がある。
・現状 ： 高規格幹線道路である東北横断自動車道釜石秋田線及び三陸縦貫自動車
道が供用されている。
● 危険物施設の流出防止対策
危険物の流出は、火災発生や海洋汚染等、災害発生時の対応や復興活動に大きく影響す
ることから、油流出等の事故発生防止対策を行うとともに、有事に備えて、迅速な情報収
集による実態把握や関係機関との連携体制を構築する必要がある。
・現状 ： 消防法第 16 条の３(製造所等についての応急処置及びその通報並びに
措置命令）に基づく対応
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-2 大規模津波等による多数の死傷者の発生

● 津波避難路の整備
大規模災害発生時のために避難路や避難階段を整備するとともに、避難路や避難階段
等が安全に利用できるよう適切な維持管理、補修等を実施していく必要がある。
・現状 ： 安全な避難が可能な居住者の割合 84.4％
● 漁港施設の機能保全、強化、増進
漁業者の生活維持のため、漁港の機能保全を行うとともに、災害に備えた強化する必要
がある。
・現状 ： 市管理漁港のほか、県漁港整備への支援、協力
● 地震、津波、高潮等に備えた釜石港の耐震強化岸壁整備
重要港湾である釜石港の耐災害性を強化するため、国や県とともに対策を推進する必
要がある。
・現状 ： 重要港湾の指定：釜石港
● 毒物及び劇物流出時の応急措置実施
毒物及び劇物の取扱い事業者等に、大規模災害を想定した保管管理を呼び掛けるとと
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もに、災害発生時においては迅速な情報共有と適切な対策を講じるため、関係機関との連
携について検討する必要がある。
・現状 ： 毒物・劇物保管施設管理者及び防災関係機関と連携を図りながら、毒物・
劇物による汚染区域拡大防止のために必要な措置を行うとともに、災
害の態様に応じて警戒区域の設定、広報、避難の指示等の措置を行うこ
ととしている。
● 津波等防災施設の整備等
大津波による被害の最小化を図るため、ハード事業とソフト事業の組み合わせにより、
津波等防災施設の整備等を推進する必要がある。
・現状 ： 鵜住居地区において津波防災拠点を整備。また、他地区においても津波
等防災施設の整備等を図っている。
● 避難場所、避難所の指定、整備
1-1 から再掲
● 市街地整備
1-1 から再掲
● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
● 危険物施設の流出防止対策
1-1 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-3 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水

最悪の事態

● 河川改修等の治水対策
近年増加する集中豪雨や局地的な大雨・洪水による河川災害等を防止するために、雨水
排水対策事業及び河川改修事業等による治水対策を推進する必要がある。また、河川への
土砂や流木の流入を防止する必要がある。
・現状 ： 大雨洪水等による水害を予防するため、市事業及び県・国と連携し、計
画的に河川改修事業を実施している。
● 内水危険箇所の対策
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計画排水処理能力を超える豪雨の発生や、流木、土石による排水の阻害などを考慮した
内水氾濫対策が必要である。また、治山や森林管理などの対策を推進する必要がある。
・現状 ： 地区ごとに内水危険箇所をマッピングし周知している。
● 避難場所、避難所の指定、整備
1-1 から再掲
● 市街地整備
1-1 から再掲
● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
● 危険物施設の流出防止対策
1-1 から再掲
● 毒物及び劇物流出時の応急措置実施
1-2 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-4 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生

● 土砂災害対策施設等の整備、改修
安全な居住環境を提供するために、土砂災害危険箇所を計画的に整備し、崩壊を未然に
防ぐとともに、土砂災害対策施設を維持管理、改修する必要がある。
・現状 ： 土石流災害対策施設整備率：13.1％（令和２年３月末）
急傾斜地崩壊対策施設整備率：18.5％（令和２年３月末）
● 土砂災害危険箇所等の周知、解消
安全な居住環境を提供するために、がけ崩れや出水等の災害の恐れがある急傾斜地崩
壊危険箇所の周知をするとともに、崩壊対策事業の推進する必要がある。
・現状 ： 土砂災害警戒区域等の指定箇所数
・急斜地の崩壊：216 ヶ所（令和２年３月末）
・土石流：153 ヶ所（令和２年３月末）
● 避難場所、避難所の指定、整備
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1-1 から再掲
● 市街地整備
1-1 から再掲
● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
● 危険物施設の流出防止対策
1-1 から再掲
● 毒物及び劇物流出時の応急措置実施
1-2 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-5 情報伝達の不備・麻痺・長期停止等の情報伝達機能の低下
や防災意識の低さ等による避難行動の遅れ等での多数の死傷
者の発生

● 避難場所、避難所の指定、整備
1-1 から再掲

事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期

最悪の事態

停止

● 地震、津波、高潮等に備えた釜石港の耐震強化岸壁整備
1-2 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する
2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生

● 緊急離着陸場などの整備
孤立集落等への物資輸送や救助活動を考慮し、緊急時におけるヘリコプターの発着可
能地点の確保を検討する必要がある。
・現状 ： ヘリコプター発着可能地点：４ヶ所
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● 消防受援体制の強化
近い将来に発生が危惧されている日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等、自然災害によ
る大規模災害の発生に備え行政や防災関係機関と連携を図る必要がある。
・現状 ： 県内消防相互応援に関する協定及び岩手県緊急消防援助隊受援計画に基
づき対応
● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲

事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-3 自衛隊、警察、消防等の被災・エネルギー途絶等による救

最悪の事態

助・救急活動の絶対的不足

● 非常用発電機の装備
非常用発電機や再生可能エネルギー等の自立型電源を確保するとともに、災害発生時
に確実に利用できるよう適切な維持管理を図る必要がある。
・現状 ： 拠点避難所や孤立津波避難場所に非常用発電機を備えている。
● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
● 地震、津波、高潮等に備えた釜石港の耐震強化岸壁整備
1-2 から再掲
● 緊急離着陸場などの整備
2-2 から再掲
● 消防受援体制の強化
2-2 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する
2-4 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生

● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
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1-1 から再掲
● 地震、津波、高潮等に備えた釜石港の耐震強化岸壁整備
1-2 から再掲
● 緊急離着陸場などの整備
2-2 から再掲
● 非常用発電機の装備
2-3 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する
2-5 被災地における感染症等の大規模発生

最悪の事態
● 感染症対策の実施

新型コロナウイルス等の感染症の感染リスクを低減するため、オンラインや ICT 等の
環境を整備するとともに利用を促進する必要がある。
・現状 ： 市内小中学校等において ICT 機器を段階的に整備している。
● 感染症発生予防対策
予防接種の重要性を普及啓発し、市民の感染症対策に関する意識の向上を図る必要が
ある。また、接種体制構築のため医師会との連携を図る必要がある。
・現状 ： 予防接種の実施により、感染症のまん延防止に取り組んでおり、任意の
予防接種については接種費用の助成により接種率の向上及び接種者の
経済的負担の軽減を図っている。
● 災害発生時における感染症拡大防止対策
大規模災害発生時において、迅速な対応を行うため、保健医療の担当者は研修会や訓練
を通じて、対応や手順を理解するとともに、災害発生時に必要な対応について、関係する
職員間で情報共有する必要がある。また、新型コロナウイルス感染症予防に対応した避難
所の体制整備を進めているが、住民自らが感染対策に留意した避難行動をとれるように、
住民意識を高めていく必要がある。
・現状 ： 災害対策本部に保健師を配置するなどの体制の構築や、感染対策に留意
した避難所開設訓練を実施している。
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事前に備えるべき目標

３

必要不可欠な行政機能・情報通信機能を維持する

起きてはならない

3-1 行政機関の職員・施設等の被災による行政機能・情報通信

最悪の事態

機能の大幅な低下

● 災害対策本部機能の維持、強化
災害発生時に災害対策本部を円滑に設置・運営出来るように、新市庁舎及び（仮称）小
佐野地区コミュニティセンター等の防災拠点機能を強化する必要がある。また、ICT の導
入を行い、有事の際の遠隔での意思決定の体制整備を促進する必要がある。
・現状 ： 新市庁舎及び（仮称）小佐野地区コミュニティセンターの災害対策本部
機能の確保
● 行政データの保全
大規模災害発生時においても行政データの滅失を回避するため、文書のデータ化を推
進するとともに、自治体クラウドへの加入を継続し、迅速な災害対応や復旧、復興に対応
できるよう一元管理や維持管理等を図る必要がある。
・現状 ： 自治体クラウド加入済み
● 行政機能維持のための庁舎機能等の強化
災害発生時に行政機能を維持するため、耐震性を有する新市庁舎を建設するとともに、
代替施設の設定や防災訓練の実施などを検討する必要がある。
・現状 ： 新市庁舎建設検討委員会等で防災機能や災害時の業務継続を視点に
継続協議中
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

４

地域経済システムを機能不全に陥らせない

4-1 サプライチェーンの寸断等による企業活動等の停滞

● 港湾、漁港の耐震・耐津波強化、長寿命化
物資の輸送ルート等を確保するため、港湾、漁港の耐震、耐津波性能を強化、長寿命化
するとともに、関係機関と連携して輸送訓練等を検討する必要がある。
・現状 ： 国や県と連携し、各種事業により港湾や漁港の耐震性向上、耐津波強化
及び長寿命化を図っている。
● 生産基盤の災害対応力の強化
安全で効率的な漁業の基盤を整備するため、ハード整備による生産基盤の災害対応力
強化を図るとともに、資源の保全や後継者の育成など持続可能な農林水産業のあり方に
ついて検討する必要がある。
・現状 ： 災害復旧後の漁港施設機能強化
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● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
● 漁港施設の機能保全、強化、増進
1-2 から再掲
● 地震、津波、高潮等に備えた釜石港の耐震強化岸壁整備
1-2 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

４

地域経済システムを機能不全に陥らせない

4-2 食料等の安定供給の停滞

● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
● 漁港施設の機能保全、強化、増進
1-2 から再掲
● 地震、津波、高潮等に備えた釜石港の耐震強化岸壁整備
1-2 から再掲
● 生産基盤の災害対応力の強化
4-1 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

５

必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復

旧を図る
5-1 電気・石油・ガス等のエネルギー供給機能の長期停止

● 非常用発電機の装備
2-3 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

５

必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復

旧を図る
5-3 市外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止
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● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
● 地震、津波、高潮等に備えた釜石港の耐震強化岸壁整備
1-2 から再掲
事前に備えるべき目標

７

地域社会・経済を迅速に再建・回復する

起きてはならない

7-1

最悪の事態

れる事態

災害廃棄物等の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅

● 海岸漂着物等の処理
大規模災害発生時には、大量の海岸漂着物の発生が想定されることから、海岸漂着物等
処理に係る体制整備を推進する必要がある。
・現状 ： 岩手県海岸漂着物対策推進地域計画策定済み
● アスベスト粉じんばく露防止対策
アスベストが使用されている箇所の特定及び飛散防止対策の推進を検討する必要があ
る。また、建築物等の解体時やがれき処理等の際は必要に応じてアスベストのばく露防止
を図る必要がある。
・現状 ： 県と連携の上、建築物等の解体等によるアスベストの飛散を防止するた
め、事業者等に対し、必要に応じ、大気汚染防止法に基づき適切に解体
等を行うよう指導・助言することとしている。
● 危険物施設の流出防止対策
1-1 から再掲
● 毒物及び劇物流出時の応急措置実施
1-2 から再掲
事前に備えるべき目標

７

地域社会・経済を迅速に再建・回復する

起きてはならない

7-2 復旧・復興を担う人材の絶対的不足により復旧・復興が大

最悪の事態

幅に遅れる事態

● 復旧、復興計画等策定の事前準備
大規模災害発生時からの早期の復旧、復興を図るため、業務継続計画（BCP）の不断の
見直しを行うとともに、事前に備えるべきことの整理を行い、万が一災害が発生した場合
に速やかに対応出来る体制づくりを進める必要がある。
・現状 ： 公共施設等について、各種の災害復旧事業計画を想定している。また、
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復興計画の策定方針として、被害をできるだけ最小化するという「減災」
の考えにより、安全・安心で、かつ、環境保全等にも配慮した防災都市・
地域づくりによる復興を実施することとしている。
● 生産基盤の災害対応力の強化
4-1 から再掲
事前に備えるべき目標

７

地域社会・経済を迅速に再建・回復する

起きてはならない

7-3

最悪の事態

れる事態

地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興が大幅に遅

● 文化財の保存と活用
文化財を適切に保存、修繕、整備し次世代に継承していくとともに、災害発生時の対応
方針を検討する必要がある。
・現状 ： 文化的遺産であり、歴史上・学術上又は芸術上価値の高い文化財を災害
から守り、後世に伝えるために、文化財保護思想の普及徹底を図るとと
もに、防災機能を有する、保存・公開施設の整備等を計画的に進めるこ
ととしている。
● 復興事業により整備した宅地の活用
震災に強いまちづくりを推進するために、市の復興事業で整備した宅地を有効活用す
るとともに、快適で安全性の高い住環境を整備する必要がある。
・現状 ： 宅地の利用数 957 ヶ所
● 地籍調査の実施
防災対策や、被災後の復旧・復興を円滑に実施するため、地籍調査の計画的な実施を推
進する必要がある。
・現状 ： 地籍調査進捗率：67.6％
● 復旧、復興計画等策定の事前準備
7-2 から再掲

≪横断的分野≫
Ⅱ

老朽化対策

老朽化対策分野は、インフラ等の維持管理・長寿命化に向けて、建築物等の耐震化、長
寿命化や、上下水道等都市設備の老朽化対策等を推進する必要があります。
事前に備えるべき目標

１

災害による死傷者を最大限防ぐ
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起きてはならない

1-1

地震等による建築物等の大規模倒壊や火災による死傷者

最悪の事態

の発生（二次災害を含む）

● 公共施設等の適切な維持管理
防災対策及び市政の適切な財政運営のために、釜石市公共施設等総合管理計画等に基
づき公共施設の適切な維持管理、統廃合等を行う必要がある。
・現状 ： 公共施設数 274 施設（釜石市公共施設等総合管理計画の対象施設）
● 消防防災設備の整備
消防防災力の向上のために、購入または整備から一定期間を経過する消防車両、設備及
び施設を更新するとともに、適切な維持管理を図る必要がある。
・現状 ： 釜石大槌地区行政事務組合消防本部：車両 25 台
釜石市消防団：車両 43 台、屯所 37 ヶ所、資機材倉庫４ヶ所
● 消防指令センター・消防救急デジタル無線の更新整備
消防・救急・救助活動において円滑かつ迅速な業務遂行が行えるよう、的確な出動指令
と効率的な事案活動を行うために各種支援情報を提供し消防力を発揮する必要がある。
・現状 ： 釜石大槌地区行政事務組合消防本部釜石消防庁舎３階に指令センター設
置
● 住宅、学校等建築物の耐震化
住宅の安全性の確保及び向上を図り、震災に強いまちづくりを推進するため、耐震化に
対する意識啓発を行うとともに、国の住宅・建築物安全ストック形成事業を活用しながら、
住宅の耐震診断や耐震改修等を促進し、住宅の耐震化率を向上させる必要がある。また、
震災に強いまちづくりを推進するために、学校等の耐震化を図るとともに、老朽化対策な
どにより、建物の長寿命化を図る必要がある。
・現状 ： 住宅の耐震化率：67.3％（平成 25 年時点）
学校等の耐震化率：100％（令和元年時点）
● 公共施設等の耐震化、老朽化対策
市民の安全、安心な居住環境を整えるために、公営住宅等の耐震化を図るとともに、国
の公営住宅等ストック総合改善事業や住宅地区改良事業を活用しながら、予防保全的な
維持管理を推進し、施設の長寿命化を図る必要がある。また、震災に強いまちづくりを推
進するために、公共施設の耐震化を図るとともに、老朽化対策などにより、建物の長寿命
化を図る必要がある。
・現状 ： 市営住宅の耐震化率：94.1％（平成 28 年３月）
公共施設の耐震化率：100％（令和元年時点）
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● 病院・社会福祉施設等の耐震化
震災に強いまちづくりを推進するために、耐震診断を未実施の病院、社会福祉施設等の
耐震化を推進する必要がある。また実施済みの病院、社会福祉施設等の適切な維持管理、
安全点検及び長寿命化を図る必要がある。
・現状 ： 県立釜石病院の耐震改修及びブロック塀等の耐震対策済み。
● 道路施設の長寿命化の推進
災害に強く安全・安心な道路ネットワークの確立と、市民の住環境の利便性を向上させ
るため、釜石市橋梁長寿命化修繕計画等に基づき、橋梁の計画的な修繕を継続する必要が
ある。
・現状 ： 道路橋：243 橋（平成 27 年３月）
事前に備えるべき目標
起きてはならない

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-2 大規模津波等による多数の死傷者の発生

最悪の事態

● 防潮堤、海岸施設等の長寿命化
釜石市管理漁港海岸保全施設長寿命化計画等に基づく、予防保全型の維持管理を行い、
海岸保全施設等の長寿命化を図る必要がある。また、漁港と漁場等水産基盤の一体的・総
合的な整備を推進する必要がある。
・現状 ： ９箇所の市管理漁港の漁港施設及び７箇所の漁港海岸防潮堤の災害復工
事を完了している。
● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-3 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水

● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-4 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生
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● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲
事前に備えるべき目標

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-5 情報伝達の不備・麻痺・長期停止等の情報伝達機能の低下

起きてはならない

や防災意識の低さ等による避難行動の遅れ等での多数の死傷

最悪の事態

者の発生

● 災害に備えた情報通信設備の整備
災害発生時でも情報設備が正常に作動するように、情報通信設備の耐震化等を図ると
ともに、停電に備えた非常用発電機などを配備・維持管理し、情報が途絶する事態の回避
をする必要がある。
・現状 ： 情報通信設備の耐震化等を行っている。
非常用発電機の配備済み。

事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期

最悪の事態

停止

● 上下水道施設の老朽化対策及び防災機能の強化
災害発生時でも上下水道施設が甚大な被害を受けることがないように、経営戦略等に
基づき、老朽化した施設等の計画的な更新及び防災機能の強化を行う必要がある。また、
改正水道法で定められた、施設台帳に係る記載事項及び保管等に必要な事項の整備を図
る必要がある。
・現状 ： 上水道有収率（料金徴収の対象水量の総配水量に対する割合）79％(平
成 30 年)
下水道有収率（使用料徴収の対象汚水量の総処理水量に対する割合）
58％(令和元年)

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する
2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生

● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲

事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する
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起きてはならない

2-3 自衛隊、警察、消防等の被災・エネルギー途絶等による救

最悪の事態

助・救急活動の絶対的不足

● 消防指令センター・消防救急デジタル無線の更新整備
1-1 から再掲
● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲

事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-4 医療・社会福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援

最悪の事態

ルートの途絶による医療・社会福祉機能等の麻痺

● 病院・社会福祉施設等の耐震化
1-1 から再掲
● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲
事前に備えるべき目標

３

必要不可欠な行政機能・情報通信機能を維持する

起きてはならない

3-1 行政機関の職員・施設等の被災による行政機能・情報通信

最悪の事態

機能の大幅な低下

● 公共施設等の適切な維持管理
1-1 から再掲
● 災害に備えた情報通信設備の整備
1-5 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

４

地域経済システムを機能不全に陥らせない

4-1 サプライチェーンの寸断等による企業活動等の停滞

● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲
事前に備えるべき目標

４

地域経済システムを機能不全に陥らせない

起きてはならない

4-2 食料等の安定供給の停滞
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最悪の事態
● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない

５

必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復

旧を図る
5-2 上下水道等の長時間にわたる供給停止

最悪の事態

● 上下水道施設の老朽化対策及び防災機能の強化
2-1 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない

５

必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復

旧を図る
5-3 市外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止

最悪の事態

● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲

≪横断的分野≫
Ⅲ

人口減少・少子高齢化対策

人口減少・少子高齢化対策分野では、人口減少に伴う課題への対応や、地域の災害対応
力の向上に向けて、避難行動の支援や空家等の対策等を推進する必要があります。

事前に備えるべき目標

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

起きてはならない

1-1

最悪の事態

の発生（二次災害を含む）

地震等による建築物等の大規模倒壊や火災による死傷者

● 避難行動の支援
自主防災組織、消防団等による避難支援体制を強化する必要がある。また、避難行動要
支援者を把握するとともに、避難支援体制を構築する必要がある。
・現状 ： 自主防災組織

45 団体

避難行動要支援者名簿の提供団体数

５団体

● 空家等対策
生活環境の保全を図るため、空家等に関する相談受付や適正管理に係る啓発等を行い
空家等の適正管理を推進する必要がある。
・現状 ： 市内の空家等件数：983 件（令和元年度末時点）
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事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-2 大規模津波等による多数の死傷者の発生

● 避難行動の支援
1-1 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-3 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水

● 避難行動の支援
1-1 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-4 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生

● 避難行動の支援
1-1 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-5 情報伝達の不備・麻痺・長期停止等の情報伝達機能の低下
や防災意識の低さ等による避難行動の遅れ等での多数の死傷
者の発生

● 地域コミュニティ力の強化
大規模災害発生時における自助、共助、公助が適切に行われ、早期の復旧、復興が図ら
れるようコミュニティの核となる人材の育成や持続可能な体制づくりを推進する必要が
ある。
・現状 ： 地域会議の開催：各地区年２回
● 避難行動の支援
1-1 から再掲
事前に備えるべき目標

７

地域社会・経済を迅速に再建・回復する

起きてはならない

7-3

最悪の事態

れる事態

地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興が大幅に遅

● 地域コミュニティ力の強化
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1-5 から再掲

≪横断的分野≫
Ⅳ

人材育成

人材育成分野では、自ら判断で適切な対応を取るための情報の周知・教育に向けて、ハ
ザードマップの作成・周知や、防災教育の推進等を推進する必要があります。

事前に備えるべき目標
起きてはならない

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-2 大規模津波等による多数の死傷者の発生

最悪の事態

● ハザードマップの作成、周知
大雨災害に対する防災意識の向上と、避難体制の整備を図るため、洪水浸水想定区域、
土砂災害警戒区域を明示するとともに、地域内で過去に発生した土砂災害の情報、避難場
所及び避難するタイミングを記載したハザードマップを作成、周知する必要がある。また、
最大クラスの津波が悪条件下で発生した場合の津波浸水想定シミュレーション等により
想定に変化が生じた際は、各ハザードマップ等を更新し、市民に周知する必要がある。
・現状 ： 市では、各町内会に洪水・土砂災害に関する自主避難計画及びハザード
マップを作成し、警戒避難体制づくりに取り組んでいる。
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-3 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水

● ハザードマップの作成、周知
1-2 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-4 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生

● ハザードマップの作成、周知
1-2 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-5 情報伝達の不備・麻痺・長期停止等の情報伝達機能の低下
や防災意識の低さ等による避難行動の遅れ等での多数の死傷
者の発生

● 防災教育の実施・推進
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学校教育における防災教育のほかに、一般市民を対象にした防災教育に取り組む必要
がある。例えば、東日本大震災の教訓と命を守るための行動について後世に継承するとと
もに、地域防災力の担い手である防災士の育成や、自主防災組織の活性化のため、防災教
育を実施・推進する必要がある。
・現状 ： 市では「釜石市津波防災教育のための手引き」を作成し、学校教育のな
かで津波防災教育を図っている。また、洪水・土砂災害のリスクのある
全ての小・中学校等において、防災教育と避難訓練の実施をする体制の
構築が求められていることからそれに取り組んでいる。
● 防災訓練の実施・推進
地震や津波、激甚化する豪雨等を想定した防災訓練や、避難所運営訓練、各地区の自主
防災組織の実施する防災訓練の支援などを行っていく必要がある。
・現状 ： 市内全域の地震・津波避難訓練：年１回開催
対象地域１ヶ所を指定し、洪水・土砂災害避難訓練を実施している。
● ハザードマップの作成、周知
1-2 から再掲

事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期

最悪の事態

停止

● 住民等への備蓄の啓発
家庭内備蓄の重要性の周知を図り、家庭における備蓄状況の改善を図る必要がある。
・現状 ： 住民等に対する防災知識の普及として、７日分の食料、飲料水、携帯ト
イレ、トイレットペーパー等の備蓄及び非常持出品の準備を呼びかけ
ている。

≪横断的分野≫
Ⅴ

官民連携

官民連携分野では、関係機関との役割分担・連携による災害対応力の向上に向けて、医
療体制の強化や、農林水産業者への支援等を推進する必要があります。

事前に備えるべき目標

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

起きてはならない

1-1

最悪の事態

の発生（二次災害を含む）

地震等による建築物等の大規模倒壊や火災による死傷者
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● 消防団等の災害対応力強化
消防団員等の確保及び団員等の活動の環境整備、スキルアップ、安全意識の向上、安全
装備品及び貸与被服の充実を図る必要がある。
・現状 ： 消防団員：590 人 幼年消防クラブ：811 人
少年消防クラブ 1,573 人 婦人消防連絡協議会員：115 人
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-3 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水

● 治山事業の推進
台風や集中豪雨災害に備えるため、効果的な治山事業を推進する必要がある。
・現状 ： 治山パトロールを年１回実施
● 適切な森林整備の推進
山地災害防止機能などの公益的機能を維持するために、森林病害虫のまん延の防止等
森林の整備を推進するとともに、森林資源の活用を図る必要がある。また、林業用施設の
適切な修繕等安全・安心な森林施業に向けた取組を推進する必要がある。
・現状 ： 被害木の伐倒燻蒸、釜石市産木材に対する助成及び林業用施設の点検等
を行っている。
● 森林等の荒廃抑制
林道等からの土砂の流出や流木等を防ぐとともに、森林所有者が安全に通行出来るよ
う点検・保守管理等を行う必要がある。
・現状 ： 令和元年東日本台風による被害発生等が起きている。
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-4 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生

● 治山事業の推進
1-3 から再掲
● 適切な森林整備の推進
1-3 から再掲
● 森林等の荒廃抑制
1-3 から再掲
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事前に備えるべき目標

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-5 情報伝達の不備・麻痺・長期停止等の情報伝達機能の低下

起きてはならない

や防災意識の低さ等による避難行動の遅れ等での多数の死傷

最悪の事態

者の発生

● 災害発生時における市民等への情報伝達手段の強化
災害発生時の事前対策や情報収集、情報発信、救助、救援活動など、災害対応を迅速、
的確に実行するため、各種防災関連システムを整備する必要がある。
・現状 ： 国・県の防災関連システムと、防災無線等の市民向けの情報伝達システ
ムの連携を行っている。
● 情報通信環境の整備及び冗長化
災害が発生した際、市民に対する確実な情報伝達手段を確保するために、平時から、防
災行政無線の機器トラブルの未然防止のための点検修理を行うとともに、防災行政無線
の難聴地区へ戸別受信機を整備する必要がある。
・現状 ： 防災行政無線の定期点検及び防災行政無線難聴地区への戸別受信機設置
を推進している。
● 情報連絡体制の強化
災害発生時に迅速な対応を行うため、様々な関係機関が参加する通信訓練を実施する
など、情報連絡体制の強化や随時の見直しをする必要がある。
・現状 ： 防災訓練や日ごろの関係機関との連絡により、情報連絡体制の強化を図
っている。

事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期

最悪の事態

停止

● 食料・燃料、資機材の確保
大規模災害発生時において、食料や燃料、資機材等が円滑に確保されるよう、計画的な
備蓄を継続するとともに、随時、協定の見直しや防災訓練の実施などを通じて協定先との
顔の見える関係を維持する必要がある。
・現状 ： 計画的な備蓄を図るとともに、民間事業者等と災害発生時における燃料
や資機材の調達に係る協定を締結している。
● ライフラインの災害対応力強化
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ライフラインの長期途絶を回避するため、電力、ガス、上下水道、電気通信等における
各施設の耐震化等を促進するとともに、各事業者との情報交換や、防災訓練などにおける
連携について推進する必要がある。
・現状 ： 市では、各種ライフラインを対象として津波災害発生時における被害想
定を行っている。また、ライフライン施設等安全確保及び応急対策につ
いて計画を作成し、関係機関やライフライン事業者と連携の上、災害対
応力の強化を図っている。
● 応急給水の確保に係る連携体制の整備
災害発生時において、被災者が必要とする飲料水の供給が確保できるよう、応急給水資
機材の整備の促進を図り、応急給水体制の確認や関係機関との迅速かつ円滑な連携を図
るため、情報交換や訓練などを実施する必要がある。
・現状 ： 水道事業所給水訓練の実施（４回／年）
● 物資の輸送機能の維持、確保
運送会社との災害発生時相互応援協定を維持するとともに、一層の物資輸送機能の確
保を図る必要がある。
・現状 ： 運送事業者と災害発生時における物資の緊急輸送等に係る協定を締結し
ている。

事前に備えるべき目標
起きてはならない

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する
2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生

最悪の事態
● 広域連携体制の確保

日ごろから情報及び資料の交換などを行い、大規模災害発生時に相互応援が迅速に行
われるよう取り組む必要がある。
・現状 ： 岩手県広域防災拠点の取組における連携や関係機関との相互連携体制の
確保・維持を図っている。

事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-3 自衛隊、警察、消防等の被災・エネルギー途絶等による救

最悪の事態

助・救急活動の絶対的不足

● 再生可能エネルギーの導入促進
持続可能な地域づくりや災害発生時のエネルギー確保手段の多様化を図る必要がある。
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・現状 ： 再生可能エネルギー設備のある公共施設：40 ヶ所
● エネルギー供給体制の強化
エネルギー供給事業者との関係を維持するとともに、有事に備えて、市庁舎や拠点避難
所等への非常用発電機等の配置及び一般家庭の新エネルギーの利用を推進する必要があ
る。
・現状 ： 新エネルギー導入に係る補助金交付件数 326 件（平成 24 年度～令和
元年度）
● エネルギー供給事業者の業務継続計画策定の普及、啓発
災害対策においてのエネルギーの供給確保の重要性を共有し、エネルギー供給事業者
の業務継続計画策定の普及、啓発を図る必要がある。
・現状 ： 市及び関係団体は、企業等の防災力向上及び事業継続計画（BCP）の策
定促進を図っている。
● エネルギー供給事業者との連携
災害発生時において協定が円滑に機能するよう、エネルギー供給事業者が参加した防
災訓練を実施するなど、連携手段について検討する必要がある。
・現状 ： 電力供給事業者やガス・燃料供給事業者と災害発生時における協定を締
結し、災害発生時の対応について取り決めている。
● 消防団等の災害対応力強化
1-1 から再掲
● 情報連絡体制の強化
1-5 から再掲
● 食料・燃料、資機材の確保
2-1 から再掲
● ライフラインの災害対応力強化
2-1 から再掲
● 広域連携体制の確保
2-2 から再掲
事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等
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の健康・避難生活環境を確保する
起きてはならない

2-4 医療・社会福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援

最悪の事態

ルートの途絶による医療・社会福祉機能等の麻痺

● 業務継続体制の整備
大規模災害によって施設や職員、ライフライン等に制約が生じた場合において、優先的
に実施すべき業務を特定し、適切な業務執行を行うことができるよう、業務継続体制の整
備、強化を図る必要がある。
・現状 ： 市の事業継続計画（BCP）に基づき、対応が円滑に実施できる体制を構
築するとともに、企業等の防災力向上及び事業継続計画（BCP）の策定
促進を図っている。
● 医療体制の強化
安全で安心して暮らせるまちづくりのために、関係医療機関及び防災関係機関との密
接な連携による医療体制の迅速かつ適切な医療体制を維持する必要がある。
・現状 ： 地域の限られた医療体制の維持を支援するとともに少しでも医療資源を
増やす取組を実施
医療資源間の連携を進め、有機的に機能させる取組の実施
● 医療、保健、福祉の連携強化
可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、住まい、医
療、介護、予防、生活支援が切れ目なく一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の
充実を図る必要がある。
・現状 ： 釜石医師会や釜石薬剤師会、社会福祉法人等と相互応援協定を締結
地域ケア個別会議開催数 10 回
● 外国人への支援
多言語及びやさしい日本語での情報発信など外国人に対する支援を引き続き推進する
とともに、通訳ボランティアの育成や、文化の違いに対する配慮等の環境づくりを推進す
る必要がある。
・現状 ： 多言語及びやさしい日本語での情報提供等に努めている。
● 情報連絡体制の強化
1-5 から再掲
● 食料・燃料、資機材の確保
2-1 から再掲
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● ライフラインの災害対応力強化
2-1 から再掲
● 広域連携体制の確保
2-2 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する
2-5 被災地における感染症等の大規模発生

● 食料・燃料、資機材の確保
2-1 から再掲
● 医療体制の強化
2-4 から再掲
事前に備えるべき目標

３

必要不可欠な行政機能・情報通信機能を維持する

起きてはならない

3-1 行政機関の職員・施設等の被災による行政機能・情報通信

最悪の事態

機能の大幅な低下

● 業務継続計画の策定と見直しの継続
業務継続計画（BCP）を実効性あるものとするため、計画の周知や訓練等の実施を検討
する必要がある。
・現状 ： 釜石市地域防災・減災(BCP)計画策定済み
● 情報通信環境の整備及び冗長化
1-5 から再掲
● 情報連絡体制の強化
1-5 から再掲
● 広域連携体制の確保
2-2 から再掲
事前に備えるべき目標

４

地域経済システムを機能不全に陥らせない

起きてはならない

4-1 サプライチェーンの寸断等による企業活動等の停滞
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最悪の事態
● 風評被害の防止
災害からの復旧状況や安全対策などの正確な情報発信を行うための体制等について検
討する必要がある。
・現状 ： 東日本大震災津波の記憶の風化防止及び風評被害対策 71 事業（令和２
年度）
● 企業の業務継続計画策定の普及、啓発
企業活動の停滞は災害対応や復旧、復興に大きな影響をもたらすため、事業資産の損害
を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧の手段や方法を定める
事業継続計画（BCP）策定の普及啓発を図る必要がある。
・現状 ： 市及び関係団体は、企業等の防災力向上及び事業継続計画（BCP）の策
定促進を図っている。
● 被災企業等への支援
地域の産業への致命的な被害を回避し、地域経済の早期の回復を図るため、被災企業等
への支援制度の充実や金融機関等との連携について検討する必要がある。
・現状 ： 市は、中小企業の施設の復旧に要する資金及び事業資金融資について、
県が行う措置に協力することとしている。また、農林漁業関係者への融
資等について、指導あっせんや利子補給等を実施することとしている。
● 物資の輸送機能の維持、確保
2-1 から再掲
● 再生可能エネルギーの導入促進
2-3 から再掲
● 業務継続体制の整備
2-4 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

４

地域経済システムを機能不全に陥らせない

4-2 食料等の安定供給の停滞

● 農林水産業者への支援
補助金や助成金制度を維持するとともに、相談窓口の充実や、従事者の高齢化などを踏
まえた支援策について検討する必要がある。
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・現状 ： 市内農産物の地産地消の推進及び新たな振興作物の導入や、海洋の調査
研究及び担い手確保対策を行っている。
● 物資の輸送機能の維持、確保
2-1 から再掲
● 被災企業等への支援
4-1 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

５

必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復

旧を図る
5-1 電気・石油・ガス等のエネルギー供給機能の長期停止

● ライフライン復旧体制の強化
協定先との顔の見える関係を維持し、日ごろの情報交換や訓練などにより、迅速なライ
フライン復旧が図られるよう体制を構築、維持する必要がある。
・現状 ： 市では、ライフライン施設等安全確保及び応急対策について計画を作成
し、関係機関やライフライン事業者と連携の上、復旧体制の強化を図っ
ている。
● ライフラインの災害対応力強化
2-1 から再掲
● 再生可能エネルギーの導入促進
2-3 から再掲
● エネルギー供給体制の強化
2-3 から再掲
● エネルギー供給事業者の業務継続計画策定の普及、啓発
2-3 から再掲
● エネルギー供給事業者との連携
2-3 から再掲
● 企業の業務継続計画策定の普及、啓発
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4-1 から再掲

● 被災企業等への支援
4-1 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない

５

必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復

旧を図る
5-2 上下水道等の長時間にわたる供給停止

最悪の事態

● 上下水道の復旧体制の強化
関係機関等との連携体制を維持強化するとともに、平時から訓練などを通じて有事に
備えておく必要がある。
・現状 ： 日本水道協会岩手県支部会員登録済み
災害発生時等における下水道復旧支援に関する協定締結済み
● し尿等廃棄物の処理体制の整備
現処理センターは、平成 19 年供用開始から 13 年が経過しているうえ、東日本大震災
津波で被災したし尿及び浄化槽汚泥を処理したことによって施設設備の劣化が進んでい
るため、処理施設の長寿命化を図る必要がある。
・現状 ： 釜石・大槌汚泥再生処理センター整備 (平成 19 年)
● ライフラインの災害対応力強化
2-1 から再掲
● 応急給水の確保に係る連携体制の整備
2-1 から再掲
● 企業の業務継続計画策定の普及、啓発
4-1 から再掲
● 被災企業等への支援
4-1 から再掲
● ライフライン復旧体制の強化
5-1 から再掲
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事前に備えるべき目標
起きてはならない

５

必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復

旧を図る
5-3 市外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止

最悪の事態

● 基幹的な交通ルートの確保
安全安心な住環境の推進を図るため、高規格幹線道路等道路ネットワーク及び鉄道バ
ス等の交通網の整備を進めるとともに、適切な維持管理及び防災対策を図る必要がある。
・現状 ： 高規格幹線道路等道路ネットワーク及び鉄道バス等の交通網を整備して
いる。
● 道路警戒体制の整備
災害発生時において早期の道路警戒態勢が取れるように、国道や県道の道路管理者及
び関係機関との連携構築を強化し、道路の早期復旧が図られるように努める必要がある。
・現状 ： 災害発生時において、各道路管理者及び関係機関は相互に協力して、適
切な交通規制及び円滑な応急復旧作業を行い、交通の確保を図ることと
している。
● 海上輸送体制の強化
海上輸送拠点の防災対策を図るとともに、海上輸送訓練などの実施を検討する必要が
ある。
・現状 ： 海上輸送拠点の指定：釜石港、両石漁港、唐丹漁港
● 災害発生時の公共交通ネットワークの確保
JR 釜石線や三陸鉄道、路線バス、タクシー等の公共交通ネットワークが、災害発生時
に機能停止しないように、情報連絡体制や復旧体制など、災害に備えた対策を充実する必
要がある。
・現状 ： コミュニティバスの運行
● 物資の輸送機能の維持、確保
2-1 から再掲
● 企業の業務継続計画策定の普及、啓発
4-1 から再掲
● 被災企業等への支援
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4-1 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない

６

制御不能な複合災害・二次災害を発生させない

6-1 農地・森林等の荒廃による被害の拡大

最悪の事態

● 農地浸食防止対策の推進
農道や農業用水路など施設の維持補修により農地の浸食を防止する必要がある。
・現状 ： 農業用施設等の機能維持
● 農地の荒廃抑制
農地の荒廃を抑制するため、農業従事者を維持し農業の活性化を図るとともに、農地の
利活用、老朽化している農業施設の長寿命化を図る必要がある。
・現状 ： 耕作放棄地の解消、遊休農地を活用した新たな事業の展開及び長寿命化
計画策定のための施設点検実施中
● 治山事業の推進
1-3 から再掲
● 適切な森林整備の推進
1-3 から再掲
● 森林等の荒廃抑制
1-3 から再掲
● 農林水産業者への支援
4-2 から再掲
事前に備えるべき目標

７

地域社会・経済を迅速に再建・回復する

起きてはならない

7-1

最悪の事態

れる事態

災害廃棄物等の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅

● 災害廃棄物の処理体制の整備
生活環境や公衆衛生の影響を極力最小限に抑えるように、策定した釜石市災害廃棄物
処理マニュアルを活用し、災害発生時には機能的に廃棄物を処理出来る組織体制を整備
する必要がある。また、処理施設や運搬車両等を計画的に配備するなどの体制を構築する
必要がある。
・現状 ： 釜石市災害廃棄物処理マニュアル策定済み
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災害発生時における災害廃棄物の処理等に関する協定締結済み
● し尿等廃棄物の処理体制の整備
5-2 から再掲
事前に備えるべき目標

７

地域社会・経済を迅速に再建・回復する

起きてはならない

7-2 復旧・復興を担う人材の絶対的不足により復旧・復興が大

最悪の事態

幅に遅れる事態

● ボランティア受入れ体制の整備
大規模災害発生時に防災ボランティアを円滑に受け入れられるよう関係機関との連携
や発災時の体制について情報共有などを図る必要がある。
・現状 ： 防災ボランティアの受入れは、原則として市社会福祉協議会が窓口とな
って受入れ、派遣等の調整を行う。
● 受援体制の整備
災害発生時の受援体制について、訓練を実施するなど体制整備を推進する必要がある。
・現状 ： 応援・受援に関する連絡・要請方法の確認や応援部隊の活動拠点の確保
等を図り、日頃から災害発生時において協力を得られる体制の整備に
努めている。
● 復旧、復興を担う人材等の育成
平時から産業の体質を強化し、大規模災害発生時における地域経済への影響を最小限
に抑えるとともに、早期の回復並びに復興を図るため、人材育成の取組を充実する必要が
ある。
・現状 ： 関係機関と連携し、地方創生や SDGｓ、産業振興に係る研修等を実施し、
地域の将来を担う人材等の育成を図っている。
● 企業の業務継続計画策定の普及、啓発
4-1 から再掲
● 被災企業等への支援
4-1 から再掲
事前に備えるべき目標

７

地域社会・経済を迅速に再建・回復する

起きてはならない

7-3

最悪の事態

れる事態

地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興が大幅に遅
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● 社会秩序の維持
災害発生時の情報コミュニケーションに関する啓発や避難時の防犯対策など、治安維
持に関する取組を検討する必要がある。
・現状 ： 災害発生時の混乱において、誤った情報による社会秩序の乱れや治安の
悪化などを防ぐため、正確な情報発信やパトロールを行うための体制
整備を図っている。
● 医療、保健、福祉の連携強化
2-4 から再掲
● 基幹的な交通ルートの確保
5-3 から再掲
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第５章 脆弱性評価結果に基づく対応方策
第４章における脆弱性評価結果を踏まえ、今後、釜石市の強靭化に向けて取り組むべき、
施策分野ごとの対応方策は次のとおりです。
また、限られた財源で効率的・効果的に国土強靭化を進めるには、施策の優先度の高いも
のを重点化しながら進める必要があることから、対応方策として掲げた施策のうち、影響の
大きさ、緊急度、進捗状況、平時の活用の視点を踏まえ、計画期間において優先して取り組
む施策を総合的に勘案し、重点施策として選定しました。
なお、重点施策については、その重要性を鑑み、重点業績成果指標（KPI）を設定し、施
策ごとに進捗管理を行います。

≪個別施策分野≫
Ⅰ

行政機能・情報通信・防災教育

行政機能・情報通信・防災教育分野では、公共施設等の適切な維持管理、河川改修等の
治水対策、防災教育の実施・推進等の施策を重点施策に位置付け強く推進し、行政機能の
災害対応力の向上を図ります。

事前に備えるべき目標

１

起きてはならない

1-1

最悪の事態

の発生（二次災害を含む）

● 防火対策

災害による死傷者を最大限防ぐ
地震等による建築物等の大規模倒壊や火災による死傷者

重点

消火設備の適切な維持管理等を行い火災予防対策の推進を行う。
・KPI ： 消火栓更新 年７基
防火水槽新設 隔年２基
● 避難場所、避難所の指定、整備
避難場所、避難所の区別について周知を図るとともに、各施設の防災対策を推進する。
また、高齢者や障がい者などの災害弱者（災害発生時要配慮者）及び外国人やセクシャル
マイノリティの方に配慮した避難所の整備を推進するとともに、災害弱者（災害発生時要
配慮者）の避難やケア、支援体制の確立を行う。
● 公共施設等の適切な維持管理

重点

釜石市公共施設等総合管理計画等に基づき公共施設の適切な維持管理及び統廃合を行
う。
・KPI ： 施設解体件数 ８施設
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● 消防防災設備の整備

重点

購入から一定期間を経過する消防車両や資機材の設備を更新するとともに、適切な維
持管理を図る。
・KPI ： 年度計画による消防団車両の更新

43 台中７台の更新

年度計画による消防本部車両の更新 25 台中４台の更新
● 消防指令センター・消防救急デジタル無線の更新整備

重点

通信等が途絶する事態を回避するため、機器の保守点検を実施し、維持管理に努める。
・KPI ： 通信機器の故障ゼロ
● 避難行動の支援

重点

自主防災組織の編成、消防団の活動支援等避難行動に支援を図る取り組みを行う。また、
避難行動要支援者を把握するとともに、避難支援体制を構築する。
・KPI ： 避難行動要支援者名簿の提供団体数 ５団体 ⇒ 130 団体
● 消防団等の災害対応力強化

重点

消防団員の確保のための取り組みを推進するとともに、団員の消防団活動の環境を整
備することで団員の安全確保及び消防防災力の向上を図る。
・KPI ： 地域防災力 100％ ⇒
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

100％

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-2 大規模津波等による多数の死傷者の発生

● 防潮堤、海岸施設等の長寿命化

重点

釜石市管理漁港海岸保全施設長寿命化計画等に基づき、海岸保全施設、漁港施設等の予
防保全型の維持管理による点検・補修、長寿命化等を推進する。また、漁港と漁場等水産
基盤の効率的・効果的な整備を推進する。
・KPI ： 市管理の漁港施設の点検（管理漁港 9 箇所のパトロール実施）
● ハザードマップの作成、周知

重点

住民参加型ワークショップ等にてハザードマップを作成し、周知する。また、最大クラ
スの津波が悪条件下で発生した場合の津波浸水想定シミュレーション等により想定に変
化が生じた際は、各ハザードマップを更新、周知等を図る。
・KPI ： ハザードマップの作成、配布した地区の数 105 地区 ⇒

74

115 地区

第５章 脆弱性評価結果に基づく対応方策（個別施策分野：Ⅰ行政機能・情報通信・防災教育）

● 避難場所、避難所の指定、整備
1-1 から再掲
● 避難行動の支援
1-1 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-3 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水

● 避難場所、避難所の指定、整備
1-1 から再掲
● 避難行動の支援
1-1 から再掲
● ハザードマップの作成、周知
1-2 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-4 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生

● 避難場所、避難所の指定、整備
1-1 から再掲
● 避難行動の支援
1-1 から再掲
● ハザードマップの作成、周知
1-2 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-5 情報伝達の不備・麻痺・長期停止等の情報伝達機能の低下
や防災意識の低さ等による避難行動の遅れ等での多数の死傷
者の発生

● 災害に備えた情報通信設備の整備
引き続き情報通信設備の耐震化等を推進するとともに、非常用発電機などの配備・維持
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管理を行い、災害発生時でも情報設備が正常に作動する環境を整える。
● 防災教育の実施・推進

重点

東日本大震災の教訓等を伝える場として釜石祈りのパーク等を維持管理するとともに、
防災教育等を行い、震災の教訓を次世代へ継承する。また、防災士の養成及び自主防災組
織の活性化を推進し、地域防災力を向上させる。
・KPI ： 養成した防災士の人数 397 人 ⇒ 500 人
● 防災訓練の実施・推進
地震や津波、激甚化する豪雨等を想定した防災訓練や、避難所運営訓練、各地区の自主
防災組織の実施する防災訓練の支援などを行っていく。
● 災害発生時における市民等への情報伝達手段の強化

重点

防災関連システムの更新等を行い、災害発生時の事前対策や情報収集、情報発信、救助、
救援活動など、災害対応を迅速、的確に実行する体制の整備を行う。
・KPI ： 防災関連システムの移設 令和４年度
● 情報通信環境の整備及び冗長化

重点

防災行政無線の機器を更新、整備及び難聴地区に戸別受信機を整備する等災害発生時
における市民に対する確実な情報伝達手段の確保及び通信施設等の冗長化を推進する。
・KPI ： 戸別受信機を設置した世帯数 1,676 世帯 ⇒ 2,890 世帯
● 情報連絡体制の強化
避難訓練等に合わせて、情報連絡体制の強化や随時の見直しを行う。
● 避難場所、避難所の指定、整備
1-1 から再掲
● 避難行動の支援
1-1 から再掲
● ハザードマップの作成、周知
1-2 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する
2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期
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最悪の事態

停止

● 住民等への備蓄の啓発
家庭内備蓄の重要性の周知を図り、家庭における備蓄状況の改善を図る。
● 食料・燃料、資機材の確保
大規模災害発生時において、食料や燃料、資機材等が円滑に確保されるよう、計画的な
備蓄を継続するとともに、随時、協定の見直しや防災訓練の実施などを通じて協定先との
顔の見える関係を維持する。
● ライフラインの災害対応力強化
ライフラインの長期途絶を回避するため、電力、ガス、上下水道、電気通信等における
各施設の耐震化等を促進するとともに、各事業者との情報交換や、防災訓練などにおける
連携について推進する。

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する
2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生

● 緊急離着陸場などの整備
孤立集落等への物資輸送や救助活動を考慮し、緊急時におけるヘリコプターの発着可
能地点の確保を検討する。
● 消防受援体制の強化
緊急消防援助隊等を円滑に受け入れるため、
「釜石大槌地区行政事務組合消防本部緊急
消防援助隊等受援計画」の見直しを行い、応援部隊の集結地確保、適正な部隊運用等円滑
な受援体制を構築する。
● 広域連携体制の確保
日ごろから情報及び資料の交換などを行い、大規模災害発生時に相互応援が迅速に行
われる取り組みを推進する。

事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-3 自衛隊、警察、消防等の被災・エネルギー途絶等による救

最悪の事態

助・救急活動の絶対的不足

● 非常用発電機の装備
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非常用発電機や再生可能エネルギー等の自立型電源を確保するとともに、災害発生時
に確実に利用できるよう適切な維持管理を図る。
● 消防指令センター・消防救急デジタル無線の更新整備
1-1 から再掲
● 消防団等の災害対応力強化
1-1 から再掲
● 情報連絡体制の強化
1-5 から再掲
● 食料・燃料、資機材の確保
2-1 から再掲
● ライフラインの災害対応力強化
2-1 から再掲
● 緊急離着陸場などの整備
2-2 から再掲
● 消防受援体制の強化
2-2 から再掲
● 広域連携体制の確保
2-2 から再掲

事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-4 医療・社会福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援

最悪の事態

ルートの途絶による医療・社会福祉機能等の麻痺

● 業務継続体制の整備
大規模災害によって施設や職員、ライフライン等に制約が生じた場合において、優先的
に実施すべき業務を特定し、適切な業務執行を行うことができるよう、業務継続体制の整
備、強化を図る。
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● 情報連絡体制の強化
1-5 から再掲
● 食料・燃料、資機材の確保
2-1 から再掲
● ライフラインの災害対応力強化
2-1 から再掲
● 緊急離着陸場などの整備
2-2 から再掲
● 広域連携体制の確保
2-2 から再掲
● 非常用発電機の装備
2-3 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する
2-5 被災地における感染症等の大規模発生

● 感染症対策の実施
市内小中学校や公共施設等に ICT 等を引き続き整備するとともに、感染症の感染リス
クを低減するため、新しい生活様式を実践する。
● 食料・燃料、資機材の確保
2-1 から再掲
事前に備えるべき目標

３

必要不可欠な行政機能・情報通信機能を維持する

起きてはならない

3-1 行政機関の職員・施設等の被災による行政機能・情報通信

最悪の事態

機能の大幅な低下

● 災害対策本部機能の維持、強化

重点

災害発生時に災害対策本部を円滑に設置・運営出来るように、新市庁舎及び（仮称）小
佐野地区コミュニティセンター等の防災拠点機能を強化する。また、ICT の導入を行い、
有事の際の遠隔での意思決定の体制整備を促進する。

79

第５章 脆弱性評価結果に基づく対応方策（個別施策分野：Ⅰ行政機能・情報通信・防災教育）

・KPI ： （仮称）小佐野地区コミュニティセンターの建設及び災害対策本部機能
の付与
● 行政データの保全

重点

大規模災害発生時においても行政データの滅失を回避するため、文書のデータ化を推
進するとともに、自治体クラウドへの加入を継続し、迅速な災害対応や復旧、復興に対応
できるよう一元管理や維持管理等を図る。
・KPI ： 行政データの一元管理に資するプラットフォームの確立
● 行政機能維持のための庁舎機能等の強化
災害発生時に行政機能を維持するため、耐震性を有する新市庁舎を建設するとともに、
代替施設の設定や防災訓練の実施などを検討する。
● 業務継続計画の策定と見直しの継続
業務継続計画（BCP）を実効性あるものとするため、計画の周知や訓練等を実施する。
● 公共施設等の適切な維持管理
1-1 から再掲
● 災害に備えた情報通信設備の整備
1-5 から再掲
● 情報通信環境の整備及び冗長化
1-5 から再掲
● 情報連絡体制の強化
1-5 から再掲
● 広域連携体制の確保
2-2 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

４

地域経済システムを機能不全に陥らせない

4-1 サプライチェーンの寸断等による企業活動等の停滞

● 風評被害の防止
災害からの復旧状況や安全対策などの正確な情報発信を行うための体制等について検
討する。
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● 業務継続体制の整備
2-4 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

５

必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復

旧を図る
5-1 電気・石油・ガス等のエネルギー供給機能の長期停止

● ライフライン復旧体制の強化
協定先との顔の見える関係を維持し、日ごろの情報交換や訓練などにより、迅速なライ
フライン復旧が図られるよう体制を構築、維持する。
● ライフラインの災害対応力強化
2-1 から再掲
● 非常用発電機の装備
2-3 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

５

必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復

旧を図る
5-2 上下水道等の長時間にわたる供給停止

● ライフラインの災害対応力強化
2-1 から再掲
● ライフライン復旧体制の強化
5-1 から再掲
事前に備えるべき目標

７

地域社会・経済を迅速に再建・回復する

起きてはならない

7-1

最悪の事態

れる事態

災害廃棄物等の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅

● 海岸漂着物等の処理
海岸漂着物等処理に係る体制整備を推進する。
事前に備えるべき目標

７

地域社会・経済を迅速に再建・回復する

起きてはならない

7-2 復旧・復興を担う人材の絶対的不足により復旧・復興が大

最悪の事態

幅に遅れる事態

● 復旧、復興計画等策定の事前準備

81

第５章 脆弱性評価結果に基づく対応方策（個別施策分野：Ⅰ行政機能・情報通信・防災教育）

業務継続計画（BCP）の不断の見直しを行うとともに、事前に備えるべきことの整理を
行い、万が一災害が発生した場合に速やかに対応出来る体制づくりを進める。

● ボランティア受入れ体制の整備
大規模災害発生時に防災ボランティアを円滑に受け入れられるよう関係機関との連携
や発災時の体制について情報共有などを図る。
● 受援体制の整備
災害発生時の受援体制について体制整備を推進する。
事前に備えるべき目標

７

起きてはならない

7-3

最悪の事態

れる事態

● 文化財の保存と活用

地域社会・経済を迅速に再建・回復する
地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興が大幅に遅

重点

歴史史料及び文化財の魅力や価値を周知するとともに適切な維持管理を推進する。ま
た、災害発生時の対応方針を確立する。
・KPI

：

釜石市橋野鉄鉱山インフォメーションセンター、釜石市立鉄の歴史館、
旧釜石鉱山事務所、釜石市郷土資料館の来訪者総数

29,970 人

⇒

31,470 人
● 社会秩序の維持
災害発生時の情報コミュニケーションに関する啓発や避難時の防犯対策など、治安維
持に関する取組を検討する。
● 復旧、復興計画等策定の事前準備
7-2 から再掲

≪個別施策分野≫
Ⅱ

住宅・都市

住宅・都市分野では、建築物等の耐震化・老朽化対策や、上下水道等の都市整備等を重
点施策に位置付け強く推進し、建築物や都市設備等安全性の向上や事前対策を図ります。

事前に備えるべき目標

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

起きてはならない

1-1

最悪の事態

の発生（二次災害を含む）

地震等による建築物等の大規模倒壊や火災による死傷者
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● 市街地整備

重点

災害発生時の避難場所や防災空地、拠点とも成り得る、公園等緑地の整備等による安全
な市街地を整備する。
・KPI ： 公営住宅の入居率 90％ ⇒ 92％
都市公園内トイレ水洗化の公園数（簡易水洗含む）７公園 ⇒ 11 公園
● 無電柱の推進
無電柱化の対策を推進する。
● 住宅、学校等建築物の耐震化

重点

耐震化に対する意識啓発を図るとともに、国の住宅・建築物安全ストック形成事業を活
用しながら、住宅の耐震診断や耐震改修等を促進し、住宅の安全性の確保及び向上に向け
た取り組みを推進する。併せて、公共施設の耐震化、老朽化対策等を推進し、まちづくり
の拠点となる施設の維持、整備を推進する。
・KPI ： 耐震診断、耐震改修件数 ５件／年 ⇒ 30／年
新市庁舎建設（令和５年度工事完了予定）
● 公共施設等の耐震化、老朽化対策

重点

既存ストックの効率的な活用及び計画的な更新を実現させるため、公営住宅等の耐震
化を図るとともに、国の公営住宅等ストック総合改善事業や住宅地区改良事業を活用し
ながら、予防保全的な維持管理を推進し、施設の長寿命化に資する取り組みを行う。また、
公共施設の耐震化、老朽化対策等を推進し、まちづくりの拠点となる施設の維持、整備を
行う。
・KPI ： 公営住宅の入居率 90％ ⇒ 92％
工事を行う学校数 15 校
新庁舎周辺道路整備事業（令和４年度事業完了予定）
工事を行う体育施設
● 空家等対策

２施設（市営プール、平田公園野球場）

重点

空家等に関する相談受付や適正管理に係る啓発等を行い、治安や近接する住宅への悪
影響が懸念される空家等の発生を抑制する。
・KPI ： 近隣住民等から相談や情報提供があった適正管理が行われていない空家
等の件数 34 件 ⇒

14 件

事前に備えるべき目標

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

起きてはならない

1-2 大規模津波等による多数の死傷者の発生
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最悪の事態
● 市街地整備
1-1 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-3 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水

最悪の事態
● 市街地整備
1-1 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-4 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生

最悪の事態
● 市街地整備
1-1 から再掲
事前に備えるべき目標

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-5 情報伝達の不備・麻痺・長期停止等の情報伝達機能の低下

起きてはならない

や防災意識の低さ等による避難行動の遅れ等での多数の死傷

最悪の事態

者の発生

● 地域コミュニティ力の強化
大規模災害発生時における自助、共助、公助が適切に行われ、早期の復旧、復興が図ら
れるようコミュニティの核となる人材の育成や持続可能な体制づくりを推進する。

事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期

最悪の事態

停止

● 上下水道施設の老朽化対策及び防災機能の強化

重点

計画的な施設の安定運用、老朽化対策等を推進するとともに、下水道施設の防災機能の
強化を図る。また、施設の管理台帳のデータ化や、漏水等へ早急に対応出来る体制づくり
を推進する。
・KPI

：

上水道有収率の向上（料金徴収の対象水量の総配水量に対する割合）
79％ ⇒ 81％
下水道有収率の向上（使用料徴収の対象汚水量の総処理水量に対する
割合） 58％ ⇒ 63％
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● 応急給水の確保に係る連携体制の整備
応急給水資機材の整備を促進し、応急給水体制の確認や関係機関との迅速かつ円滑な
連携を図るため、情報交換や訓練などを実施する。

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

５

必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復

旧を図る
5-2 上下水道等の長時間にわたる供給停止

● 上下水道の復旧体制の強化
関係機関等との連携体制を維持強化するとともに、平時から訓練などを通じて有事に
備える。
● し尿等廃棄物の処理体制の整備

重点

循環型社会形成推進計画を策定、関係機関との連携及び基幹改良工事を行い、処理施設
の長寿命化を図り、し尿等廃棄物処理体制維持、強化を促進する。
・KPI ： 釜石・大槌汚泥再生処理センターの改良整備の実施 １回
● 上下水道施設の老朽化対策及び防災機能の強化
2-1 から再掲
● 応急給水の確保に係る連携体制の整備
2-1 から再掲
事前に備えるべき目標

７

地域社会・経済を迅速に再建・回復する

起きてはならない

7-1

最悪の事態

れる事態

災害廃棄物等の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅

● し尿等廃棄物の処理体制の整備
5-2 から再掲
事前に備えるべき目標

７

地域社会・経済を迅速に再建・回復する

起きてはならない

7-3

最悪の事態

れる事態

地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興が大幅に遅

● 復興事業により整備した宅地の活用

重点

復興事業により整備した宅地を有効活用するとともに、敷地の安全対策工事等を行い、
安全性の高い住環境の整備を促進する。
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・KPI ： 補助金申請相談件数 114 件 ⇒

145 件

● 地域コミュニティ力の強化
1-5 から再掲

≪個別施策分野≫
Ⅲ

保健医療・福祉

保健医療・福祉分野では、医療体制の強化や、医療・保健・福祉の連携強化等を重点施
策に位置付け強く推進し、医療体制や、関係機関との連携を図ります。

事前に備えるべき目標

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

起きてはならない

1-1

最悪の事態

の発生（二次災害を含む）

地震等による建築物等の大規模倒壊や火災による死傷者

● 病院・社会福祉施設等の耐震化

重点

病院、社会福祉施設等の適切な維持管理、安全点検及び長寿命化を図るとともに、耐震
診断・耐震改修等の普及啓発を行い、安全性の確保及び向上を図る。
・KPI ： 幼児教育施設の耐震化 １施設
幼児教育施設のブロック塀等の改修 １施設
児童福祉施設等の非常用自家発電設備の整備 ２施設

事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-4 医療・社会福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援

最悪の事態

ルートの途絶による医療・社会福祉機能等の麻痺

● 医療体制の強化

重点

関係医療機関及び防災関係機関との密接な連携による情報連絡や防災訓練を実施する
とともに、圏域を超えて医療機関の連携を進め、医療資源の有効活用を図り適切な医療体
制を確保する。
・KPI ： 圏域の行政職員の「災害医療コーディネーター養成研修」の受講 毎年
度１名以上
● 医療、保健、福祉の連携強化

重点

住まい、医療、介護、予防、生活支援が切れ目なく一体的に提供される地域包括ケアシ
ステム等を推進し、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられる環境づくりを行う。
・KPI ： 第 1 号被保険者の要支援・要介護認定率（合計認定率）20.1% ⇒ 19.2%
地域ケア個別会議開催数 10 回
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● 外国人への支援
多言語及びやさしい日本語での情報発信など外国人に対する支援を引き続き推進する
とともに、通訳ボランティアの育成や、文化の違いに対する配慮等の環境づくりを推進す
る。
● 病院・社会福祉施設等の耐震化
1-1 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態
● 感染症発生予防対策

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する
2-5 被災地における感染症等の大規模発生
重点

インフルエンザや新型コロナウイルス感染症などの感染拡大を防止するため、医師会
や医療機関と連携し、予防接種を行う体制を構築し接種体制を確保するとともに、広報や
個別の案内等により、接種を推進させる。
・KPI ： 新型コロナウイルスワクチンの接種率 60％以上
● 災害発生時における感染症拡大防止対策
避難所運営を担当する職員に対する感染防御のための訓練を継続的に実施するととも
に、災害対策本部や、避難所を巡回する保健医療のスタッフ等を含め、あらゆる災害を想
定して、適切に対処できるよう情報の整理や体制づくりを推進する。
● 医療体制の強化
2-4 から再掲
事前に備えるべき目標

７

地域社会・経済を迅速に再建・回復する

起きてはならない

7-3

最悪の事態

れる事態

地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興が大幅に遅

● 医療、保健、福祉の連携強化
2-4 から再掲

≪個別施策分野≫
Ⅳ

産業

産業分野では、生産基盤の災害対応力の強化や、農林水産業者への支援等を重点施策に
位置付け強く推進し、災害に強い産業構造の構築や、山林等の防災機能の強化を図りま
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す。

事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期

最悪の事態

停止

● 物資の輸送機能の維持、確保

重点

運送会社との災害発生時相互応援協定を維持するとともに、高規格幹線道路、コンテナ
定期航路等を維持し、物資輸送機能の確保を図る。
・KPI ： コンテナ取扱量 9,292TEU ⇒ 15,000TEU

事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-3 自衛隊、警察、消防等の被災・エネルギー途絶等による救

最悪の事態

助・救急活動の絶対的不足

● 再生可能エネルギーの導入促進

重点

産業創出に向け事業化のための研究進展をはかり、将来的には地場企業等による事業
創出を推進する。
・KPI ： 岩手県海洋エネルギー産業化研究会会員数 55 ⇒ 70
● エネルギー供給体制の強化

重点

エネルギー供給事業者との関係を維持するとともに、有事に備えて、市庁舎や拠点避難
所等への非常用発電機等の配置及び一般家庭の新エネルギーの利用を推進する。
・KPI ： 釜石市住宅用新エネルギー導入支援事業費補助金申請総数５件 ⇒ 20 件
● エネルギー供給事業者の業務継続計画策定の普及、啓発
災害対策においてのエネルギーの供給確保の重要性を共有し、エネルギー供給事業者
の業務継続計画策定の普及、啓発を図る。
● エネルギー供給事業者との連携
災害発生時において協定が円滑に機能するようエネルギー供給事業者が参加した防災
訓練を実施するなど、連携手段を構築する。
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

４

地域経済システムを機能不全に陥らせない

4-1 サプライチェーンの寸断等による企業活動等の停滞
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● 企業の業務継続計画策定の普及、啓発
企業活動の停滞は災害対応や復旧、復興に大きな影響をもたらすため、事業資産の損害
を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧の手段や方法を定める
事業継続計画（BCP）策定の普及啓発を図る。
● 被災企業等への支援
地域の産業への致命的な被害を回避し、地域経済の早期の回復を図るため、被災企業等
への支援制度の充実や金融機関等との連携を推進する。
● 生産基盤の災害対応力の強化

重点

漁港施設等の機能強化を行い、生産基盤の災害対応力の強化を図る。
・KPI ： 仮宿漁港施設機能強化工事の実施
● 物資の輸送機能の維持、確保
2-1 から再掲
● 再生可能エネルギーの導入促進
2-3 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない

４

地域経済システムを機能不全に陥らせない

4-2 食料等の安定供給の停滞

最悪の事態

● 農林水産業者への支援

重点

研究者や専門家等との連携を推進しながら、新規就労者の確保や就労者の所得向上、販
路拡大等に資する農林水産業者への支援を継続する。
・KPI ： 新規就農者の確保、農業従事者の維持 30 人 ⇒ 33 人
漁業所得の向上 682 千円／人
● 物資の輸送機能の維持、確保
2-1 から再掲
● 被災企業等への支援
4-1 から再掲
● 生産基盤の災害対応力の強化
4-1 から再掲
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事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

５

必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復

旧を図る
5-1 電気・石油・ガス等のエネルギー供給機能の長期停止

● 再生可能エネルギーの導入促進
2-3 から再掲
● エネルギー供給体制の強化
2-3 から再掲
● エネルギー供給事業者の業務継続計画策定の普及、啓発
2-3 から再掲
● エネルギー供給事業者との連携
2-3 から再掲
● 企業の業務継続計画策定の普及、啓発
4-1 から再掲
● 被災企業等への支援
4-1 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

５

必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復

旧を図る
5-2 上下水道等の長時間にわたる供給停止

● 企業の業務継続計画策定の普及、啓発
4-1 から再掲
● 被災企業等への支援
4-1 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない

５

必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復

旧を図る
5-3 市外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止
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最悪の事態
● 物資の輸送機能の維持、確保
2-1 から再掲
● 企業の業務継続計画策定の普及、啓発
4-1 から再掲
● 被災企業等への支援
4-1 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

６

制御不能な複合災害・二次災害を発生させない

6-1 農地・森林等の荒廃による被害の拡大

● 農林水産業者への支援
4-2 から再掲
事前に備えるべき目標

７

地域社会・経済を迅速に再建・回復する

起きてはならない

7-2 復旧・復興を担う人材の絶対的不足により復旧・復興が大

最悪の事態

幅に遅れる事態

● 復旧、復興を担う人材等の育成
平時から産業の体質を強化し、大規模災害発生時における地域経済への影響を最小限
に抑えるとともに、早期の回復並びに復興を図るため、人材育成の取組を充実する。
● 企業の業務継続計画策定の普及、啓発
4-1 から再掲
● 被災企業等への支援
4-1 から再掲
● 生産基盤の災害対応力の強化
4-1 から再掲

≪個別施策分野≫
Ⅴ

国土保全・交通

国土保全・交通分野では、災害に強い交通ネットワークの構築や、河川改修等の治水対
策、災害廃棄物の処理体制の整備等を重点施策に位置付け強く推進し、交通ネットワー
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クの強化や河川改修、災害廃棄物等の処理体制の強化を図ります。

事前に備えるべき目標

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

起きてはならない

1-1

最悪の事態

の発生（二次災害を含む）

地震等による建築物等の大規模倒壊や火災による死傷者

● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築

重点

高規格幹線道路、幹線道路及び生活道路のネットワークを整備するとともに、狭隘区間
や急カーブ等の解消を行う。
・KPI ： 道路改良完成箇所数 ０件 ⇒ ８件
橋梁補修等完成橋数 ０件 ⇒ ８件
● 危険物施設の流出防止対策
危険物の流出は、火災発生や海洋汚染等、災害発生時の対応や復興活動に大きく影響す
ることから、油流出等の事故発生防止対策を行うとともに、有事に備えて、迅速な情報収
集による実態把握や関係機関との連携体制を構築する。
● 道路施設の長寿命化の推進

重点

釜石市橋梁長寿命化計画等に基づき橋梁の適切な維持管理を行う。
・KPI ： 維持管理する道路橋：243 橋
事前に備えるべき目標
起きてはならない

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-2 大規模津波等による多数の死傷者の発生

最悪の事態
● 津波避難路の整備

重点

避難路や避難階段等の整備及び適切な維持管理、補修等を実施する。
・KPI ： 安全な避難が可能となる居住者数の割合 84.4％ ⇒ 100％
● 漁港施設の機能保全、強化、増進

重点

漁港の機能保全及び耐津波性能を強化するため、関係機関と連携して漁港の機能強化
を進めていく。
・KPI ： 漁港施設の機能保全、機能の強化、機能の増進(目標値は全体事業費、実
績値は実際に施工が完了した事業費とする) ０円 ⇒ 29,000 千円
● 地震、津波、高潮等に備えた釜石港の耐震強化岸壁整備
重要港湾である釜石港の耐災害性を強化するため、国や県とともに対策を推進する。

92

第５章 脆弱性評価結果に基づく対応方策（個別施策分野：Ⅴ国土保全・交通）

● 毒物及び劇物流出時の応急措置実施
毒物及び劇物の取扱い事業者等に、大規模災害を想定した保管管理を呼び掛けるとと
もに、災害発生時においては迅速な情報共有と適切な対策を講じるため、関係機関との連
携について検討する。
● 津波等防災施設の整備等

重点

津波等防災施設の整備等を推進する。
・KPI ： 上平田川水門工事の整備進捗率 85％ ⇒ 100％
● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
● 危険物施設の流出防止対策
1-1 から再掲
● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲
事前に備えるべき目標

１

起きてはならない

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-3 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水

最悪の事態

● 河川改修等の治水対策

重点

雨水排水路を整備し、地区内の排水対策を行うとともに、河川の浚渫等を行い河川災害
を防止する。また、大雨・洪水に伴う河川への土砂や流木の流入を防止するスクリーン等
を整備する。
・KPI ： 河川改修完成箇所数 ０件 ⇒ ６件
● 内水危険箇所の対策
計画排水処理能力を超える豪雨の発生や、流木、土石による排水の阻害などを考慮した
内水氾濫対策を促進する。また、治山や森林管理などの対策を推進する。
● 治山事業の推進

重点

台風や集中豪雨災害に備えるため、効果的な治山事業を推進する。
・KPI ： 治山事業対象箇所 29 ヶ所
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● 適切な森林整備の推進

重点

森林の適正な維持管理により、森林の持つ公益的機能を維持することで災害に強い森
林づくりを推進するとともに、森林資源の更なる利活用を推進する。また、林業用施設の
計画的な修繕等安全・安心な森林施業に向けた取組を推進する。
・KPI ： 被害木の減少５％⇒10％
橋梁、トンネル等の長寿命化対象件数０件⇒10 件
● 森林等の荒廃抑制

重点

土砂の流出や流木等を防ぐスクリーン等の防災施設を設置するとともに、林道等の点
検・保守管理等を行い、森林等の荒廃を抑制する。
・KPI ： 林道 全 29 路線 延長 L＝60.7km の適切な維持管理
自動車専用道路 全 14 路線

延長 L=9.6km の適切な維持管理

● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
● 危険物施設の流出防止対策
1-1 から再掲
● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲
● 毒物及び劇物流出時の応急措置実施
1-2 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-4 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生

● 土砂災害対策施設等の整備、改修

重点

がけ地の崩壊等を未然に防ぐ防除施設等の整備、維持管理及び改修を行う。
・KPI ： 急傾斜地崩壊危険箇所整備率 19％ ⇒ 30％
● 土砂災害危険箇所等の周知、解消

重点

がけ地の崩壊等のおそれのある急傾斜地崩壊危険箇所の周知及び崩壊対策事業の推進
を行う。
・KPI ： がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある地域から
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の移転件数 ２件／年
● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
● 危険物施設の流出防止対策
1-1 から再掲
● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲
● 毒物及び劇物流出時の応急措置実施
1-2 から再掲
● 治山事業の推進
1-3 から再掲
● 適切な森林整備の推進
1-3 から再掲
● 森林等の荒廃抑制
1-3 から再掲

事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期

最悪の事態

停止

● 地震、津波、高潮等に備えた釜石港の耐震強化岸壁整備
1-2 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する
2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生

● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
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● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲

事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-3 自衛隊、警察、消防等の被災・エネルギー途絶等による救

最悪の事態

助・救急活動の絶対的不足

● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲
● 地震、津波、高潮等に備えた釜石港の耐震強化岸壁整備
1-2 から再掲

事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-4 医療・社会福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援

最悪の事態

ルートの途絶による医療・社会福祉機能等の麻痺

● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲
● 地震、津波、高潮等に備えた釜石港の耐震強化岸壁整備
1-2 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

４

地域経済システムを機能不全に陥らせない

4-1 サプライチェーンの寸断等による企業活動等の停滞

● 港湾、漁港の耐震・耐津波強化、長寿命化
物資の輸送ルート等を確保するため、港湾、漁港の耐震、耐津波性能を強化するととも
に、関係機関と連携して輸送訓練等を検討する。
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● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲
● 漁港施設の機能保全、強化、増進
1-2 から再掲
● 地震、津波、高潮等に備えた釜石港の耐震強化岸壁整備
1-2 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

４

地域経済システムを機能不全に陥らせない

4-2 食料等の安定供給の停滞

● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲
● 漁港施設の機能保全、強化、増進
1-2 から再掲
● 地震、津波、高潮等に備えた釜石港の耐震強化岸壁整備
1-2 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

５

必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復

旧を図る
5-3 市外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止

● 基幹的な交通ルートの確保

重点

道路ネットワークの維持管理及び持続的かつ安定的な鉄道、バス等の交通網の整備を
促進する。
・KPI ： 支線部バス利用者の増による収益率の増 ８％ ⇒ 20％
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● 道路警戒体制の整備
各道路管理者間や関係機関との情報共有を促進し、早期の道路警戒態勢の構築や、民間
事業者との連携を強化し、道路の早期復旧が図れる体制を整備する。
● 海上輸送体制の強化
海上輸送拠点の防災対策を図るとともに、海上輸送訓練などの実施を検討する。
● 災害発生時の公共交通ネットワークの確保
JR 釜石線や三陸鉄道、路線バス、タクシー等の公共交通ネットワークが、災害発生時
に機能停止しないように、情報連絡体制や復旧体制など、災害に備えた対策を充実する。
● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲
● 地震、津波、高潮等に備えた釜石港の耐震強化岸壁整備
1-2 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

６

制御不能な複合災害・二次災害を発生させない

6-1 農地・森林等の荒廃による被害の拡大

● 農地浸食防止対策の推進

重点

農道や農業用水路など施設の維持補修により農地の浸食を防止する。
・KPI ： 農道 全 17 路線 L＝7.2km の適切な維持管理
● 農地の荒廃抑制

重点

農業従事者の維持確保を図るとともに、農地の利活用、農業施設の維持修繕等の長寿命
化を図る。
・KPI ： 解消遊休農地面積 ０ha ⇒ 700ha
● 治山事業の推進
1-3 から再掲
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● 適切な森林整備の推進
1-3 から再掲
● 森林等の荒廃抑制
1-3 から再掲
事前に備えるべき目標

７

地域社会・経済を迅速に再建・回復する

起きてはならない

7-1

最悪の事態

れる事態

災害廃棄物等の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅

● アスベスト粉じんばく露防止対策
アスベストが使用されている箇所の特定及び飛散防止対策の推進を検討する。また、建
築物等の解体時やがれき処理等の際は必要に応じてアスベストのばく露防止を図る。
● 災害廃棄物の処理体制の整備

重点

生活環境や公衆衛生の影響を極力最小限に抑えるため、処理マニュアルの維持更新を
行うとともに、処理施設及び車両等を計画的に配備し、災害廃棄物の速やかな処理を行う。
また、適正処理困難物においても災害廃棄物処理に係る協定に基づき、国・県・民間事業
者と協力し処理する。
・KPI ： 釜石市災害廃棄物処理マニュアルの維持更新
災害発生時における災害廃棄物の処理等に関する協定の継続
● 危険物施設の流出防止対策
1-1 から再掲
● 毒物及び劇物流出時の応急措置実施
1-2 から再掲
事前に備えるべき目標

７

起きてはならない

7-3

最悪の事態

れる事態

● 地籍調査の実施

地域社会・経済を迅速に再建・回復する
地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興が大幅に遅

重点

防災対策や、被災後の復旧・復興を円滑に実施するため、地籍調査を推進し、土地の所
有者や土地の境界等データの整備を推進する。
・KPI ： 地籍調査進捗率 67.6% ⇒
● 基幹的な交通ルートの確保
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5-3 から再掲
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≪横断的分野≫
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分野では、防災施設の維持管理や、災害に強い道路ネットワ
ークの構築等を重点施策に位置付け強く推進し、災害リスクに強いまちづくりを行いま
す。

事前に備えるべき目標

１

起きてはならない

1-1

最悪の事態

の発生（二次災害を含む）

● 防火対策

災害による死傷者を最大限防ぐ
地震等による建築物等の大規模倒壊や火災による死傷者

重点

消火設備の適切な維持管理等を行い火災予防対策の推進を行う。
・KPI ： 消火栓更新 年７基
防火水槽新設 隔年２基
● 避難場所、避難所の指定、整備
避難場所、避難所の区別について周知を図るとともに、各施設の防災対策を推進する。
また、高齢者や障がい者などの災害弱者（災害発生時要配慮者）及び外国人やセクシャル
マイノリティの方に配慮した避難所の整備を推進するとともに、災害弱者（災害発生時要
配慮者）の避難やケア、支援体制の確立を行う。
● 市街地整備

重点

災害発生時の避難場所や防災空地、拠点とも成り得る、公園等緑地の整備等による安全
な市街地を整備する。
・KPI ： 公営住宅の入居率 90％ ⇒ 92％
都市公園内トイレ水洗化の公園数（簡易水洗含む） ７公園 ⇒ 11 公園
● 無電柱の推進
無電柱化の対策を推進する。
● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築

重点

高規格幹線道路、幹線道路及び生活道路のネットワークを整備するとともに、狭隘区間
や急カーブ等の解消を行う。
・KPI ： 道路改良完成箇所数 ０件 ⇒ ８件
橋梁補修等完成橋数 ０件 ⇒ ８件
● 危険物施設の流出防止対策
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危険物の流出は、火災発生や海洋汚染等、災害発生時の対応や復興活動に大きく影響す
ることから、油流出等の事故発生防止対策を行うとともに、有事に備えて、迅速な情報収
集による実態把握や関係機関との連携体制を構築する。
事前に備えるべき目標
起きてはならない

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-2 大規模津波等による多数の死傷者の発生

最悪の事態
● 津波避難路の整備

重点

避難路や避難階段等の整備及び適切な維持管理、補修等を実施する。
・KPI ： 安全な避難が可能となる居住者数の割合 84.4％ ⇒ 100％
● 漁港施設の機能保全、強化、増進

重点

漁港の機能保全及び耐津波性能を強化するため、関係機関と連携して漁港の機能強化
を進めていく。
・KPI ： 漁港施設の機能保全、機能の強化、機能の増進(目標値は全体事業費、実
績値は実際に施工が完了した事業費とする) ０円 ⇒ 29,000 千円
● 地震、津波、高潮等に備えた釜石港の耐震強化岸壁整備
重要港湾である釜石港の耐災害性を強化するため、国や県とともに対策を推進する。
● 毒物及び劇物流出時の応急措置実施
毒物及び劇物の取扱い事業者等に、大規模災害を想定した保管管理を呼び掛けるとと
もに、災害発生時においては迅速な情報共有と適切な対策を講じるため、関係機関との連
携について検討する。
● 津波等防災施設の整備等

重点

津波等防災施設の整備等を推進する。
・KPI ： 上平田川水門工事の整備進捗率 85％ ⇒ 100％
● 避難場所、避難所の指定、整備
1-1 から再掲
● 市街地整備
1-1 から再掲
● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
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1-1 から再掲
● 危険物施設の流出防止対策
1-1 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-3 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水

● 河川改修等の治水対策

重点

雨水排水路を整備し、地区内の排水対策を行うとともに、河川の浚渫等を行い河川災害
を防止する。また、大雨・洪水に伴う河川への土砂や流木の流入を防止するスクリーン等
を整備する。
・KPI ： 河川改修完成箇所数 ０件 ⇒ ６件
● 内水危険箇所の対策
計画排水処理能力を超える豪雨の発生や、流木、土石による排水の阻害などを考慮した
内水氾濫対策を促進する。また、治山や森林管理などの対策を推進する。
● 避難場所、避難所の指定、整備
1-1 から再掲
● 市街地整備
1-1 から再掲
● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
● 危険物施設の流出防止対策
1-1 から再掲
● 毒物及び劇物流出時の応急措置実施
1-2 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-4 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生
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● 土砂災害対策施設等の整備、改修

重点

がけ地の崩壊等を未然に防ぐ防除施設等の整備、維持管理及び改修を行う。
・KPI ： 急傾斜地崩壊危険箇所整備率 19％ ⇒ 30％
● 土砂災害危険箇所等の周知、解消

重点

がけ地の崩壊等のおそれのある急傾斜地崩壊危険箇所の周知及び崩壊対策事業の推進
を行う。
・KPI ： がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある地域から
の移転件数 ２件／年
● 避難場所、避難所の指定、整備
1-1 から再掲
● 市街地整備
1-1 から再掲
● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
● 危険物施設の流出防止対策
1-1 から再掲
● 毒物及び劇物流出時の応急措置実施
1-2 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-5 情報伝達の不備・麻痺・長期停止等の情報伝達機能の低下
や防災意識の低さ等による避難行動の遅れ等での多数の死傷
者の発生

● 避難場所、避難所の指定、整備
1-1 から再掲

事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期

最悪の事態

停止
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● 地震、津波、高潮等に備えた釜石港の耐震強化岸壁整備
1-2 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する
2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生

● 緊急離着陸場などの整備
孤立集落等への物資輸送や救助活動を考慮し、緊急時におけるヘリコプターの発着可
能地点の確保を検討する。
● 消防受援体制の強化
緊急消防援助隊等を円滑に受け入れるため、
「釜石大槌地区行政事務組合消防本部緊急
消防援助隊等受援計画」の見直しを行い、応援部隊の集結地確保、適正な部隊運用等円滑
な受援体制を構築する。
● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲

事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-3 自衛隊、警察、消防等の被災・エネルギー途絶等による救

最悪の事態

助・救急活動の絶対的不足

● 非常用発電機の装備
非常用発電機や再生可能エネルギー等の自立型電源を確保するとともに、災害発生時
に確実に利用できるよう適切な維持管理を図る。
● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
● 地震、津波、高潮等に備えた釜石港の耐震強化岸壁整備
1-2 から再掲
● 緊急離着陸場などの整備
2-2 から再掲
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● 消防受援体制の強化
2-2 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する
2-4 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生

● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
● 地震、津波、高潮等に備えた釜石港の耐震強化岸壁整備
1-2 から再掲
● 緊急離着陸場などの整備
2-2 から再掲
● 非常用発電機の装備
2-3 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する
2-5 被災地における感染症等の大規模発生

● 感染症対策の実施
市内小中学校や公共施設等に ICT 等を引き続き整備するとともに、感染症の感染リス
クを低減するため、新しい生活様式を実践する。
● 感染症発生予防対策

重点

インフルエンザや新型コロナウイルス感染症などの感染拡大を防止するため、医師会
や医療機関と連携し、予防接種を行う体制を構築し接種体制を確保するとともに、広報や
個別の案内等により、接種を推進させる。
・KPI ： 新型コロナウイルスワクチンの接種率 60％以上
● 災害発生時における感染症拡大防止対策
避難所運営を担当する職員に対する感染防御のための訓練を継続的に実施するととも
に、災害対策本部や、避難所を巡回する保健医療のスタッフ等を含め、あらゆる災害を想
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定して、適切に対処できるよう情報の整理や体制づくりを推進する。
事前に備えるべき目標

３

必要不可欠な行政機能・情報通信機能を維持する

起きてはならない

3-1 行政機関の職員・施設等の被災による行政機能・情報通信

最悪の事態

機能の大幅な低下

● 災害対策本部機能の維持、強化

重点

災害発生時に災害対策本部を円滑に設置・運営出来るように、新市庁舎及び（仮称）小
佐野地区コミュニティセンター等の防災拠点機能を強化する。また、ICT の導入を行い、
有事の際の遠隔での意思決定の体制整備を促進する。
・KPI ： （仮称）小佐野地区コミュニティセンターの建設及び災害対策本部機能
の付与
● 行政データの保全

重点

大規模災害発生時においても行政データの滅失を回避するため、文書のデータ化を推
進するとともに、自治体クラウドへの加入を継続し、迅速な災害対応や復旧、復興に対応
できるよう一元管理や維持管理等を図る。
・KPI ： 行政データの一元管理に資するプラットフォームの確立
● 行政機能維持のための庁舎機能等の強化
災害発生時に行政機能を維持するため、耐震性を有する新市庁舎を建設するとともに、
代替施設の設定や防災訓練の実施などを検討する。
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

４

地域経済システムを機能不全に陥らせない

4-1 サプライチェーンの寸断等による企業活動等の停滞

● 港湾、漁港の耐震・耐津波強化、長寿命化
物資の輸送ルート等を確保するため、港湾、漁港の耐震、耐津波性能を強化するととも
に、関係機関と連携して輸送訓練等を検討する。
● 生産基盤の災害対応力の強化

重点

漁港施設等の機能強化を行い、生産基盤の災害対応力の強化を図る。
・KPI ： 仮宿漁港施設機能強化工事の実施
● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
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● 漁港施設の機能保全、強化、増進
1-2 から再掲
● 地震、津波、高潮等に備えた釜石港の耐震強化岸壁整備
1-2 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

４

地域経済システムを機能不全に陥らせない

4-2 食料等の安定供給の停滞

● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
● 漁港施設の機能保全、強化、増進
1-2 から再掲
● 地震、津波、高潮等に備えた釜石港の耐震強化岸壁整備
1-2 から再掲
● 生産基盤の災害対応力の強化
4-1 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

５

必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復

旧を図る
5-1 電気・石油・ガス等のエネルギー供給機能の長期停止

● 非常用発電機の装備
2-3 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

５

必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復

旧を図る
5-3 市外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止

● 災害に強く信頼性の高い道路ネットワークの構築
1-1 から再掲
● 地震、津波、高潮等に備えた釜石港の耐震強化岸壁整備
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1-2 から再掲
事前に備えるべき目標

７

地域社会・経済を迅速に再建・回復する

起きてはならない

7-1

最悪の事態

れる事態

災害廃棄物等の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅

● 海岸漂着物等の処理
海岸漂着物等処理に係る体制整備を推進する。
● アスベスト粉じんばく露防止対策
アスベストが使用されている箇所の特定及び飛散防止対策の推進を検討する。また、建
築物等の解体時やがれき処理等の際は必要に応じてアスベストのばく露防止を図る。
● 危険物施設の流出防止対策
1-1 から再掲
● 毒物及び劇物流出時の応急措置実施
1-2 から再掲
事前に備えるべき目標

７

地域社会・経済を迅速に再建・回復する

起きてはならない

7-2 復旧・復興を担う人材の絶対的不足により復旧・復興が大

最悪の事態

幅に遅れる事態

● 復旧、復興計画等策定の事前準備
業務継続計画（BCP）の不断の見直しを行うとともに、事前に備えるべきことの整理を
行い、万が一災害が発生した場合に速やかに対応出来る体制づくりを進める。
● 生産基盤の災害対応力の強化
4-1 から再掲
事前に備えるべき目標

７

起きてはならない

7-3

最悪の事態

れる事態

● 文化財の保存と活用

地域社会・経済を迅速に再建・回復する
地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興が大幅に遅

重点

歴史史料及び文化財の魅力や価値を周知するとともに適切な維持管理を推進する。ま
た、災害発生時の対応方針を確立する。
・KPI

：

釜石市橋野鉄鉱山インフォメーションセンター、釜石市立鉄の歴史館、
旧釜石鉱山事務所、釜石市郷土資料館の来訪者総数
31,470 人
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● 復興事業により整備した宅地の活用

重点

復興事業により整備した宅地を有効活用するとともに、敷地の安全対策工事等を行い、
安全性の高い住環境の整備を促進する。
・KPI ： 補助金申請相談件数 114 件 ⇒
● 地籍調査の実施

145 件

重点

防災対策や、被災後の復旧・復興を円滑に実施するため、地籍調査を推進し、土地の所
有者や土地の境界等データの整備を推進する。
・KPI ： 地籍調査進捗率 67.6% ⇒

77.2%

● 復旧、復興計画等策定の事前準備
7-2 から再掲

≪横断的分野≫
Ⅱ

老朽化対策

老朽化対策分野は、建築物等の耐震化、長寿命化や、上下水道等都市設備の老朽化対策
等を重点施策に位置付け強く推進し、インフラ等の維持管理・長寿命化を図ります。

事前に備えるべき目標

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

起きてはならない

1-1

最悪の事態

の発生（二次災害を含む）

地震等による建築物等の大規模倒壊や火災による死傷者

● 公共施設等の適切な維持管理

重点

釜石市公共施設等総合管理計画等に基づき公共施設の適切な維持管理及び統廃合を行
う。
・KPI ： 施設解体件数 ８施設
● 消防防災設備の整備

重点

購入から一定期間を経過する消防車両や資機材の設備を更新するとともに、適切な維
持管理を図る。
・KPI ： 年度計画による消防団車両の更新

43 台中７台の更新

年度計画による消防本部車両の更新 25 台中４台の更新
● 消防指令センター・消防救急デジタル無線の更新整備

重点

通信等が途絶する事態を回避するため、機器の保守点検を実施し、維持管理に努める。
・KPI ： 通信機器の故障ゼロ
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● 住宅、学校等建築物の耐震化

重点

耐震化に対する意識啓発を図るとともに、国の住宅・建築物安全ストック形成事業を活
用しながら、住宅の耐震診断や耐震改修等を促進し、住宅の安全性の確保及び向上に向け
た取り組みを推進する。併せて、公共施設の耐震化、老朽化対策等を推進し、まちづくり
の拠点となる施設の維持、整備を推進する。
・KPI ： 耐震診断、耐震改修件数 ５件／年 ⇒ 30 件／年
新市庁舎建設（令和５年度工事完了予定）
● 公共施設等の耐震化、老朽化対策

重点

既存ストックの効率的な活用及び計画的な更新を実現させるため、公営住宅等の耐震
化を図るとともに、国の公営住宅等ストック総合改善事業や住宅地区改良事業を活用し
ながら、予防保全的な維持管理を推進し、施設の長寿命化に資する取り組みを行うまた、
公共施設の耐震化、老朽化対策等を推進し、まちづくりの拠点となる施設の維持、整備を
行う。
・KPI ： 公営住宅の入居率 90％ ⇒ 92％
工事を行う学校数 15 校
新庁舎周辺道路整備事業（令和４年度事業完了予定）
工事を行う体育施設
● 病院・社会福祉施設等の耐震化

２施設（市営プール、平田公園野球場）

重点

病院、社会福祉施設等の適切な維持管理、安全点検及び長寿命化を図るとともに、耐震
診断・耐震改修等の普及啓発を行い、安全性の確保及び向上を図る。
・KPI ： 幼児教育施設の耐震化 １施設
幼児教育施設のブロック塀等の改修 １施設
児童福祉施設等の非常用自家発電設備の整備 ２施設
● 道路施設の長寿命化の推進

重点

釜石市橋梁長寿命化計画等に基づき橋梁の適切な維持管理を行う。
・KPI ： 維持管理する道路橋：243 橋

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-2 大規模津波等による多数の死傷者の発生

● 防潮堤、海岸施設等の長寿命化

重点

釜石市管理漁港海岸保全施設長寿命化計画等に基づき、海岸保全施設、漁港施設等の予
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防保全型の維持管理による点検・補修、長寿命化等を推進する。また、漁港と漁場等水産
基盤の効率的・効果的な整備を推進する。
・KPI ： 市管理の漁港施設の点検（管理漁港 9 箇所のパトロール実施）
● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-3 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水

最悪の事態

● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-4 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生

最悪の事態

● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲
事前に備えるべき目標

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-5 情報伝達の不備・麻痺・長期停止等の情報伝達機能の低下

起きてはならない

や防災意識の低さ等による避難行動の遅れ等での多数の死傷

最悪の事態

者の発生

● 災害に備えた情報通信設備の整備
引き続き情報通信設備の耐震化等を推進するとともに、非常用発電機などの配備・維持
管理を行い、災害発生時でも情報設備が正常に作動する環境を整える。

事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期

最悪の事態

停止

● 上下水道施設の老朽化対策及び防災機能の強化

重点

計画的な施設の安定運用、老朽化対策等を推進するとともに、下水道施設の防災機能の
強化を図る。また、施設の管理台帳のデータ化や、漏水等へ早急に対応出来る体制づくり
を推進する。
・KPI

：

上水道有収率の向上（料金徴収の対象水量の総配水量に対する割合）
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79％ ⇒ 81％
下水道有収率の向上（使用料徴収の対象汚水量の総処理水量に対する
割合） 58％ ⇒ 63%

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する
2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生

● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲

事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-3 自衛隊、警察、消防等の被災・エネルギー途絶等による救

最悪の事態

助・救急活動の絶対的不足

● 消防指令センター・消防救急デジタル無線の更新整備
1-1 から再掲
● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲

事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-4 医療・社会福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援

最悪の事態

ルートの途絶による医療・社会福祉機能等の麻痺

● 病院・社会福祉施設等の耐震化
1-1 から再掲
● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲
事前に備えるべき目標

３

必要不可欠な行政機能・情報通信機能を維持する

起きてはならない

3-1 行政機関の職員・施設等の被災による行政機能・情報通信

最悪の事態

機能の大幅な低下

● 公共施設等の適切な維持管理
1-1 から再掲

113

第５章 脆弱性評価結果に基づく対応方策（横断的分野：Ⅱ老朽化対策）

● 災害に備えた情報通信設備の整備
1-5 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

４

地域経済システムを機能不全に陥らせない

4-1 サプライチェーンの寸断等による企業活動等の停滞

● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

４

地域経済システムを機能不全に陥らせない

4-2 食料等の安定供給の停滞

● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

５

必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復

旧を図る
5-2 上下水道等の長時間にわたる供給停止

● 上下水道施設の老朽化対策及び防災機能の強化
2-1 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

５

必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復

旧を図る
5-3 市外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止

● 道路施設の長寿命化の推進
1-1 から再掲

≪横断的分野≫
Ⅲ

人口減少・少子高齢化対策

人口減少・少子高齢化対策分野では、避難行動の支援や空家等の対策等を重点施策に位
置付け強く推進し、人口減少に伴う課題への対応や、地域の災害対応力の向上を図りま
す。
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事前に備えるべき目標

１

起きてはならない

1-1

最悪の事態

の発生（二次災害を含む）

● 避難行動の支援

災害による死傷者を最大限防ぐ
地震等による建築物等の大規模倒壊や火災による死傷者

重点

自主防災組織の編成、消防団の活動支援等避難行動に支援を図る取り組みを行う。また、
避難行動要支援者を把握するとともに、避難支援体制を構築する。
・KPI ： 避難行動要支援者名簿の提供団体数 ５団体 ⇒ 130 団体
● 空家等対策

重点

空家等に関する相談受付や適正管理に係る啓発等を行い、治安や近接する住宅への悪
影響が懸念される空家等の発生を抑制する。
・KPI ： 近隣住民等から相談や情報提供があった適正管理が行われていない空家
等の件数 34 件 ⇒
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

14 件

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-2 大規模津波等による多数の死傷者の発生

● 避難行動の支援
1-1 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-3 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水

● 避難行動の支援
1-1 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-4 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生

● 避難行動の支援
1-1 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-5 情報伝達の不備・麻痺・長期停止等の情報伝達機能の低下
や防災意識の低さ等による避難行動の遅れ等での多数の死傷
者の発生
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● 地域コミュニティ力の強化
大規模災害発生時における自助、共助、公助が適切に行われ、早期の復旧、復興が図ら
れるようコミュニティの核となる人材の育成や持続可能な体制づくりを推進する。
● 避難行動の支援
1-1 から再掲
事前に備えるべき目標

７

地域社会・経済を迅速に再建・回復する

起きてはならない

7-3

最悪の事態

れる事態

地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興が大幅に遅

● 地域コミュニティ力の強化
1-5 から再掲

≪横断的分野≫
Ⅳ

人材育成

人材育成分野では、ハザードマップの作成・周知や、防災教育の推進等を重点施策に位
置付け強く推進し、自ら判断で適切な対応を取るための情報の周知・教育を行います。

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-2 大規模津波等による多数の死傷者の発生

● ハザードマップの作成、周知

重点

住民参加型ワークショップ等にてハザードマップを作成し、周知する。また、最大クラ
スの津波が悪条件下で発生した場合の津波浸水想定シミュレーション等により想定に変
化が生じた際は、各ハザードマップを更新、周知等を図る。
・KPI ： ハザードマップの作成、配布した地区の数 105 地区 ⇒
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

115 地区

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-3 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水

● ハザードマップの作成、周知
1-2 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-4 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生
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● ハザードマップの作成、周知
1-2 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-5 情報伝達の不備・麻痺・長期停止等の情報伝達機能の低下
や防災意識の低さ等による避難行動の遅れ等での多数の死傷
者の発生

● 防災教育の実施・推進

重点

東日本大震災の教訓等を伝える場として釜石祈りのパーク等を維持管理するとともに、
防災教育等を行い、震災の教訓を次世代へ継承する。また、防災士の養成及び自主防災組
織の活性化を推進し、地域防災力を向上させる。
・KPI ： 養成した防災士の人数 397 人 ⇒ 500 人
● 防災訓練の実施・推進
地震や津波、激甚化する豪雨等を想定した防災訓練や、避難所運営訓練、各地区の自主
防災組織の実施する防災訓練の支援などを行っていく。
● ハザードマップの作成、周知
1-2 から再掲

事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期

最悪の事態

停止

● 住民等への備蓄の啓発
家庭内備蓄の重要性の周知を図り、家庭における備蓄状況の改善を図る。

≪横断的分野≫
Ⅴ

官民連携

官民連携分野では、医療体制の強化や、農林水産業者への支援等を重点施策に位置付け
強く推進し、関係機関との役割分担・連携による災害対応力の向上を図ります。

事前に備えるべき目標

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

起きてはならない

1-1

最悪の事態

の発生（二次災害を含む）

● 消防団等の災害対応力強化

地震等による建築物等の大規模倒壊や火災による死傷者
重点
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消防団員の確保のための取り組みを推進するとともに、団員の消防団活動の環境を整
備することで団員の安全確保及び消防防災力の向上を図る。
・KPI ： 地域防災力 100％ ⇒
事前に備えるべき目標
起きてはならない

１

100％

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-3 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水

最悪の事態
● 治山事業の推進

重点

台風や集中豪雨災害に備えるため、効果的な治山事業を推進する。
・KPI ： 治山事業対象箇所 29 ヶ所
● 適切な森林整備の推進

重点

森林の適正な維持管理により、森林の持つ公益的機能を維持することで災害に強い森
林づくりを推進するとともに、森林資源の更なる利活用を推進する。また、林業用施設の
計画的な修繕等安全・安心な森林施業に向けた取組を推進する。
・KPI ： 被害木の減少５％ ⇒ 10％
橋梁、トンネル等の長寿命化対象件数 0 件 ⇒ 10 件
● 森林等の荒廃抑制

重点

土砂の流出や流木等を防ぐスクリーン等の防災施設を設置するとともに、林道等の点
検・保守管理等を行い、森林等の荒廃を抑制する。
・KPI ： 林道 全 29 路線 延長 L＝60.7km の適切な維持管理
自動車専用道路 全 14 路線
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

延長 L=9.6km の適切な維持管理

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-4 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生

● 治山事業の推進
1-3 から再掲
● 適切な森林整備の推進
1-3 から再掲
● 森林等の荒廃抑制
1-3 から再掲
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事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

１

災害による死傷者を最大限防ぐ

1-5 情報伝達の不備・麻痺・長期停止等の情報伝達機能の低下
や防災意識の低さ等による避難行動の遅れ等での多数の死傷
者の発生

● 災害発生時における市民等への情報伝達手段の強化

重点

防災関連システムの更新等を行い、災害発生時の事前対策や情報収集、情報発信、救助、
救援活動など、災害対応を迅速、的確に実行する体制の整備を行う。
・KPI ： 防災関連システムの移設 令和４年度
● 情報通信環境の整備及び冗長化

重点

防災行政無線の機器を更新、整備及び難聴地区に戸別受信機を整備する等災害発生時
における市民に対する確実な情報伝達手段の確保及び通信施設等の冗長化を推進する。
・KPI ： 戸別受信機を設置した世帯数 1,676 世帯 ⇒ 2,890 世帯
● 情報連絡体制の強化
避難訓練等に合わせて、情報連絡体制の強化や随時の見直しを行う。

事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期

最悪の事態

停止

● 食料・燃料、資機材の確保
大規模災害発生時において、食料や燃料、資機材等が円滑に確保されるよう、計画的な
備蓄を継続するとともに、随時、協定の見直しや防災訓練の実施などを通じて協定先との
顔の見える関係を維持する。
● ライフラインの災害対応力強化
電力、ガス、上下水道、電気通信等事業者との情報交換や防災訓練などにおける連携を
推進する。
● 応急給水の確保に係る連携体制の整備
応急給水資機材の整備の促進を実施し、応急給水体制の確認や関係機関との迅速かつ
円滑な連携を図るため、情報交換や訓練などを実施する。
● 物資の輸送機能の維持、確保

重点

運送会社との災害発生時相互応援協定を維持するとともに、高規格幹線道路、コンテナ
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定期航路等を維持し、物資輸送機能の確保を図る。
・KPI ： コンテナ取扱量 9,292TEU ⇒ 15,000TEU

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する
2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生

● 広域連携体制の確保
日ごろから情報及び資料の交換などを行い、大規模災害発生時に相互応援が迅速に行
われる取り組みを推進する。

事前に備えるべき目標

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-3 自衛隊、警察、消防等の被災・エネルギー途絶等による救

最悪の事態

助・救急活動の絶対的不足

● 再生可能エネルギーの導入促進

重点

産業創出に向け事業化のための研究進展をはかり、将来的には地場企業等による事業
創出を推進する。
・KPI ： 岩手県海洋エネルギー産業化研究会会員数 55 ⇒ 70
● エネルギー供給体制の強化

重点

エネルギー供給事業者との関係を維持するとともに、有事に備えて、市庁舎や拠点避難
所等への非常用発電機等の配置及び一般家庭の新エネルギーの利用を推進する。
・KPI ： 釜石市住宅用新エネルギー導入支援事業費補助金申請総数５件 ⇒ 20 件
● エネルギー供給事業者の業務継続計画策定の普及、啓発
災害対策においてのエネルギーの供給確保の重要性を共有し、エネルギー供給事業者
の業務継続計画策定の普及、啓発を図る。
● エネルギー供給事業者との連携
災害発生時において協定が円滑に機能するようエネルギー供給事業者が参加した防災
訓練を実施するなど、連携手段を構築する。
● 消防団等の災害対応力強化
1-1 から再掲
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● 情報連絡体制の強化
1-5 から再掲
● 食料・燃料、資機材の確保
2-1 から再掲
● ライフラインの災害対応力強化
2-1 から再掲
● 広域連携体制の確保
2-2 から再掲
２

事前に備えるべき目標

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する

起きてはならない

2-4 医療・社会福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援

最悪の事態

ルートの途絶による医療・社会福祉機能等の麻痺

● 業務継続体制の整備
大規模災害によって施設や職員、ライフライン等に制約が生じた場合において、優先的
に実施すべき業務を特定し、適切な業務執行を行うことができるよう、業務継続体制の整
備、強化を図る。
● 医療体制の強化

重点

関係医療機関及び防災関係機関との密接な連携による情報連絡や防災訓練を実施する
とともに、圏域を超えて医療機関の連携を進め、医療資源の有効活用を図り適切な医療体
制を確保する。
・KPI ： 圏域の行政職員の「災害医療コーディネーター養成研修」の受講 毎年
度 1 名以上
● 医療、保健、福祉の連携強化

重点

住まい、医療、介護、予防、生活支援が切れ目なく一体的に提供される地域包括ケアシ
ステム等を推進し、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられる環境づくりを行う。
・KPI ： 第１号被保険者の要支援・要介護認定率（合計認定率）20.1% ⇒ 19.2%
地域ケア個別会議開催数 10 回
● 外国人への支援
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多言語及びやさしい日本語での情報発信など外国人に対する支援を引き続き推進する
とともに、通訳ボランティアの育成や、文化の違いに対する配慮等の環境づくりを推進す
る。
● 情報連絡体制の強化
1-5 から再掲
● 食料・燃料、資機材の確保
2-1 から再掲
● ライフラインの災害対応力強化
2-1 から再掲
● 広域連携体制の確保
2-2 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

２

救助・救急、医療活動等を迅速に行うとともに、被災者等

の健康・避難生活環境を確保する
2-5 被災地における感染症等の大規模発生

● 食料・燃料、資機材の確保
2-1 から再掲
● 医療体制の強化
2-4 から再掲
事前に備えるべき目標

３

必要不可欠な行政機能・情報通信機能を維持する

起きてはならない

3-1 行政機関の職員・施設等の被災による行政機能・情報通信

最悪の事態

機能の大幅な低下

● 業務継続計画の策定と見直しの継続
業務継続計画（BCP）を実効性あるものとするため、計画の周知や訓練等を実施する。
● 情報通信環境の整備及び冗長化
1-5 から再掲
● 情報連絡体制の強化
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1-5 から再掲
● 広域連携体制の確保
2-2 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

４

地域経済システムを機能不全に陥らせない

4-1 サプライチェーンの寸断等による企業活動等の停滞

● 風評被害の防止
災害からの復旧状況や安全対策などの正確な情報発信を行うための体制等について検
討する。
● 企業の業務継続計画策定の普及、啓発
企業活動の停滞は災害対応や復旧、復興に大きな影響をもたらすため、事業資産の損害
を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧の手段や方法を定める
事業継続計画（BCP）策定の普及啓発を図る。
● 被災企業等への支援
地域の産業への致命的な被害を回避し、地域経済の早期の回復を図るため、被災企業等
への支援制度の充実や金融機関等との連携を推進する。
● 物資の輸送機能の維持、確保
2-1 から再掲
● 再生可能エネルギーの導入促進
2-3 から再掲
● 業務継続体制の整備
2-4 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

４

地域経済システムを機能不全に陥らせない

4-2 食料等の安定供給の停滞

● 農林水産業者への支援

重点

研究者や専門家等との連携を推進しながら、新規就労者の確保や就労者の所得向上、販
路拡大等に資する農林水産業者への支援を継続する。
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・KPI ： 新規就農者の確保、農業従事者の維持 30 人 ⇒ 33 人
漁業所得の向上 682 千円／人

⇒ 781 千円／人

● 物資の輸送機能の維持、確保
2-1 から再掲
● 被災企業等への支援
4-1 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

５

必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復

旧を図る
5-1 電気・石油・ガス等のエネルギー供給機能の長期停止

● ライフライン復旧体制の強化
協定先との顔の見える関係を維持し、日ごろの情報交換や訓練などにより、迅速なライ
フライン復旧が図られるよう体制を構築、維持する。
● ライフラインの災害対応力強化
2-1 から再掲
● 再生可能エネルギーの導入促進
2-3 から再掲
● エネルギー供給体制の強化
2-3 から再掲
● エネルギー供給事業者の業務継続計画策定の普及、啓発
2-3 から再掲
● エネルギー供給事業者との連携
2-3 から再掲
● 企業の業務継続計画策定の普及、啓発
4-1 から再掲
● 被災企業等への支援
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4-1 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

５

必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復

旧を図る
5-2 上下水道等の長時間にわたる供給停止

● 上下水道の復旧体制の強化
関係機関等との連携体制を維持強化するとともに、平時から訓練などを通じて有事に
備える。
● し尿等廃棄物の処理体制の整備

重点

循環型社会形成推進計画を策定、関係機関との連携及び基幹改良工事を行い、処理施設
の長寿命化を図り、し尿等廃棄物処理体制維持、強化を促進する。
・KPI ： 釜石・大槌汚泥再生処理センターの改良整備の実施 １回
● ライフラインの災害対応力強化
2-1 から再掲
● 応急給水の確保に係る連携体制の整備
2-1 から再掲
● 企業の業務継続計画策定の普及、啓発
4-1 から再掲
● 被災企業等への支援
4-1 から再掲
● ライフライン復旧体制の強化
5-1 から再掲

事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

５

必要最低限のライフライン等を確保するとともに、早期復

旧を図る
5-3 市外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止

● 基幹的な交通ルートの確保

重点

道路ネットワークの維持管理及び持続的かつ安定的な鉄道、バス等の交通網の整備を
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促進する。
・KPI ： 支線部バス利用者の増による収益率の増 ８％ ⇒ 20％
● 道路警戒体制の整備
各道路管理者間や関係機関との情報共有を促進し、早期の道路警戒態勢の構築や、民間
事業者との連携を強化し、道路の早期復旧が図れる体制を整備する。
● 海上輸送体制の強化
海上輸送拠点の防災対策を図るとともに、海上輸送訓練などの実施を検討する。
● 災害発生時の公共交通ネットワークの確保
JR 釜石線や三陸鉄道、路線バス、タクシー等の公共交通ネットワークが、災害発生時
に機能停止しないように、情報連絡体制や復旧体制など、災害に備えた対策を充実する。
● 物資の輸送機能の維持、確保
2-1 から再掲
● 企業の業務継続計画策定の普及、啓発
4-1 から再掲
● 被災企業等への支援
4-1 から再掲
事前に備えるべき目標
起きてはならない
最悪の事態

６

制御不能な複合災害・二次災害を発生させない

6-1 農地・森林等の荒廃による被害の拡大

● 農地浸食防止対策の推進

重点

農道や農業用水路など施設の維持補修により農地の浸食を防止する。
・KPI ： 農道 全 17 路線 L＝7.2km の適切な維持管理
● 農地の荒廃抑制

重点

農業従事者の維持確保を図るとともに、農地の利活用、農業施設の維持修繕等の長寿命
化を図る。
・KPI ： 解消遊休農地面積 ０ha ⇒ 700ha
● 治山事業の推進
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1-3 から再掲
● 適切な森林整備の推進
1-3 から再掲
● 森林等の荒廃抑制
1-3 から再掲
● 農林水産業者への支援
4-2 から再掲
事前に備えるべき目標

７

地域社会・経済を迅速に再建・回復する

起きてはならない

7-1

最悪の事態

れる事態

災害廃棄物等の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅

● 災害廃棄物の処理体制の整備

重点

生活環境や公衆衛生の影響を極力最小限に抑えるため、処理マニュアルの維持更新を
行うとともに、処理施設及び車両等を計画的に配備し、災害廃棄物の速やかな処理を行う。
また、適正処理困難物においても災害廃棄物処理に係る協定に基づき、国・県・民間事業
者と協力し処理する。
・KPI ： 釜石市災害廃棄物処理マニュアルの維持更新
災害発生時における災害廃棄物の処理等に関する協定の継続
● し尿等廃棄物の処理体制の整備
5-2 から再掲
事前に備えるべき目標

７

地域社会・経済を迅速に再建・回復する

起きてはならない

7-2 復旧・復興を担う人材の絶対的不足により復旧・復興が大

最悪の事態

幅に遅れる事態

● ボランティア受入れ体制の整備
大規模災害発生時に防災ボランティアを円滑に受け入れられるよう関係機関との連携
や発災時の体制について情報共有などを図る。
● 受援体制の整備
災害発生時の受援体制について体制整備を推進する。
● 復旧、復興を担う人材等の育成
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平時から産業の体質を強化し、大規模災害発生時における地域経済への影響を最小限
に抑えるとともに、早期の回復並びに復興を図るため、人材育成の取組を充実する。
● 企業の業務継続計画策定の普及、啓発
4-1 から再掲
● 被災企業等への支援
4-1 から再掲
事前に備えるべき目標

７

地域社会・経済を迅速に再建・回復する

起きてはならない

7-3

最悪の事態

れる事態

地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興が大幅に遅

● 社会秩序の維持
災害発生時の情報コミュニケーションに関する啓発や避難時の防犯対策など、治安維
持に関する取組を検討する。
● 医療、保健、福祉の連携強化
2-4 から再掲
● 基幹的な交通ルートの確保
5-3 から再掲
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第６章 計画の推進と進捗管理
１ 総合的・長期的な視点による国土強靭化の推進
限られた人材・財源の中で、より効率的に国土強靭化を進めるためには、関係機関の連携・
役割分担を行いながら、各施策を総合的に推進する必要があります。また、各施策は、非常
時に最大限効果が発揮されることはもちろんのこと、長期的な視点により、平時でも市民に
とって利便性の増進、環境との調和及び景観の維持等に資する取組になっている必要があ
ります。
そこで、各施策を総合的に取りまとめた本計画の機能を十分に発揮し、総合的・長期的な
視点による国土強靭化を推進してまいります。

２ 市民総参加の取組
国土強靭化を実効あるものにするためには、国・県・市のみならず、市民、企業、ＮＰＯ
など、地域社会を構成するあらゆる主体が、それぞれ主体性を持って、共に支え合いながら、
みんなで協働し行動していくことが必要です。
そこで、地域住民や地域コミュニティなどの各主体が実施する自助・共助の取組が効果的
で持続的なものになるよう、実践的な訓練・情報提供、リスクの見える化の取組及び平時か
らのコミュニティの活力維持等への支援を行い、避難等に必要な知識・行動や施設設備等の
活用を推進します。
また、市においては、市民総参加の取組による本計画の推進・進捗管理を行うだけでなく、
国・県・他自治体などと適切な連携や協働・役割分担を行い、各地域のみでは対応しきれな
い課題について多様な連携の取組により推進してまいります。

３ 計画の進捗管理と見直し
国土強靭化の推進にあたっては、各施策が効果的に推進されているかどうかの進捗管理
が必要です。また、本計画は、国土強靭化基本計画及び岩手県国土強靭化地域計画並びに第
六次釜石市総合計画及び釜石市地域防災計画等と常に整合・調和を図りつつ、国や県等から
示される指針等や、釜石市を取り巻く社会経済情勢等の変化、市全体の施策の推進状況に基
づく不断の見直しが必要です。
そこで、釜石市の国土強靭化の取組の効率的なＰＤＣＡ（計画⇒実行⇒評価⇒改善）サイ
クルを確立するため、重点施策に対して設定した重点業績成果指標（KPI）を、第六次釜石
市総合計画実施計画と連動させながら進捗管理を行うとともに、今後の国土強靭化を取り
巻く社会経済情勢等の変化や国土強靭化の施策の推進状況、国や県から示される指針等を
考慮しながら必要に応じて計画の内容の見直しを行うこととします。
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