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第１章

はじめに

１

策定の背景・趣旨
国においては、東日本大震災の発生などを踏まえ、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を推進するため、平成２５年に「強くしなやかな国民生活の実
現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法」（以下「基本法」という。）を制
定し、基本法の規定に基づき「国土強靭化基本計画」を策定しました。
また、栃木県においては、国土強靭化基本計画と調和を図りながら「栃木県国土強靭化
地域計画」（以下「県地域計画」という。）を平成２８年２月に策定しています。
このような中、本市においては、東日本大震災以降も平成２７年９月の関東・東北豪雨、
令和元年東日本台風により大きな被害が発生するなど、災害に強いまちづくりの推進が必
要となっております。このため、第２次日光市総合計画に「安全で安心なまちづくりの推
進」を課題に掲げ、防災や減災のまちづくりに取り組んでいくこととしております。
このようなことから、これまでの自然災害から得た教訓や基本法の趣旨を踏まえ、国、
県と一体となって、
「強さ」と「しなやかさ」を兼ね備えた安全・安心なまちづくりを推進
するため「日光市国土強靭化地域計画」（以下「本計画」という。）を策定します。
２

本計画の位置づけ
本計画は、国土強靭化の観点から本市における様々な分野の計画等の指針となるもので、
国土強靭化基本計画と同様に、いわゆる「アンブレラ計画（※）」としての性格を有するも
のです。
また、県地域計画が、本市を包含する県土全域に係る計画であることを踏まえ、同計画
との調和を保つとともに、第２次日光市総合計画との整合性を図りながら、日光市地域防
災計画をはじめとする各分野の個別計画の指針とするものです。

（※）アンブレラ計画
国土強靭化の観点から、
「総合計画」や「地域防災計画」をはじめ各種計画の指針となるべ
きものとされ、策定後は、その内容を指針として必要に応じて既存の個別計画の見直し等
を適切に行うこととされている。

1

計画の位置づけイメージ
国：国土強靭化基本計画

調和
第２次日光市

栃木県：国土強靭化地域計画

総合計画
調和・連携・役割分担

日光市国土強靭化地域計画

整合・調和

国土強靭化に

個別計画の

関する指針

指針

地域防災計画

○○計画

△△ 計画

国土強靭化地域計画は、個別計画の強靭化に関する部分の指針

実

行

第２次日光市総合計画実施計画
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□□計画

地域防災計画との関係
国土強靭化地域計画

地域防災計画

検討アプローチ

自然災害全般

災害の種類ごと

対象フェーズ

発災前

発災前・発災時・発災後

施策の設定方法

リスクシナリオに合わせた施策

－

施策の重点化

○

－

【地域防災計画】

【国土強靭化地域計画】

地域社会・経済
システムの
強靭化

防災意識
の高揚

・行政機能の維持

応急

活動体制
の確立

・流通機能の強化
・地域コミュニティの

復旧

防災拠点
の整備

強化

復興

・．．．．
．
．
．．

３

・・・

・・・

発災前

発災後

計画期間
本計画は、令和３年度を初年度とする令和７年度までの５年間を計画期間とします。
ただし、計画期間中においても、社会情勢の変化等を踏まえ必要に応じて見直しを行い
ます。
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第２章

地域計画策定の基本的な考え方

本市における強靭化を推進する上での「基本理念」
「基本目標」を国土強靭化基本計画及
び県地域計画を踏まえ、次のとおり設定します。
１

基本理念
いかなる自然災害等が発生しようとも、

「市民の生命の保護が最大限図られること。」

「市及び地域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。」

「市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化
が図られること。」

「迅速な復旧、復興が図られること。」

を目指して、
「強さ」と「しなやかさ」を兼ね備えた安全・安心なまちづくりを推進します。
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２

基本目標
基本理念に基づき、本市の強靭化を推進するために目指すべき方向性として、次の９つ
の基本目標を設定します。

【基本目標①】 直接死を最大限防ぐこと。
【基本目標②】 救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・
避難生活環境を確保すること。
【基本目標③】 必要不可欠な行政機能を確保すること。
【基本目標④】 必要不可欠な情報通信機能・情報サービスが確保されること。
【基本目標⑤】 経済活動（サプライチェーン（※）を含む。）を機能不全に陥らせない
こと。
【基本目標⑥】 ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限
に留めるとともに、早期復旧を図ること。
【基本目標⑦】 制御不能な複合災害・二次災害を発生させないこと。
【基本目標⑧】 地域社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件が整備さ
れること。
【基本目標⑨】 文化財が迅速に再建・回復できる条件が整備されること。

（※）サプライチェーン
原料の段階から製品が消費者の手に届くまでの、経済活動のつながり。
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３

基本方針
基本理念とこれに基づき本市の強靭化を推進するための目指すべき方向性として設定し
た基本目標に向けて、個別の施策を効果的に進めるため、国土強靭化基本計画及び県地域
計画との調和に留意し、施策の基本方針を次のとおり定め、強靭化に向けた個別の施策を
推進します。

(1)基本姿勢
• 人口減少や高齢化の更なる進行、各種社会資本の老朽化など社会情勢を踏まえた施
策を推進すること。
• 女性、高齢者、子ども、障がい者、外国人等に十分配慮すること。
• 自助、互助・共助、公助を基本に、関係機関等と適切な連携・役割分担をすること。

(２)適切な施策の組み合わせ
• 防災拠点施設の整備や建築物の耐震化等のハード対策と、防災訓練や防災教育の実
施等のソフト対策を適切に組み合わせた効果的な施策を推進すること。
• 非常時に防災・減災等の効果を発揮するのみならず、平時における市民生活の安
全・安心や生活の豊かさの向上にも留意すること。

(3)効果的な施策の推進
• 選択と集中による施策の重点化を推進すること。
• 既存の社会資本の有効活用及び効率的な維持管理を推進すること。
• 民間投資を促進すること。
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第３章

脆弱性評価

１

脆弱性評価の考え方
本市の強靭化に向けては、先に定めた基本理念を踏まえた基本目標に対し、基本方針に
基づきながら施策を展開していく必要があります。また、強靭化を図るには、本市の特性
を踏まえた上で、本市における大規模自然災害などのリスクとこれに対する脆弱さを把握
し、これを分析した上で、より効果的な施策を展開していくことが重要です。
国及び県においても、それぞれ国土強靭化基本計画、県地域計画において、大規模自然
災害等に対する脆弱性の分析・評価（以下「脆弱性評価」という。）の結果を踏まえ、強靭
化に必要な施策の推進方針が定められています。
本計画の策定においても、以下の手順により脆弱性評価を行い、強靭化のための推進方
針を策定します。

【脆弱性評価の手順】
①想定するリスクの設定
＝リスクの設定（Ｐ８）

②基本目標の妨げとなる起きてはならない最悪の事態（以下「リス
クシナリオ」という。）の設定
＝リスクシナリオの設定（Ｐ８・９）

③リスクシナリオを回避するために必要な施策分野の設定
＝施策分野の設定（Ｐ１０）

④リスクシナリオを回避するための現状分析・評価
＝脆弱性評価【現状分析・評価】（Ｐ１１～２０）
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【脆弱性評価と推進方針のマトリックス】

●●●●●
③施策分野の設定（Ｐ１０）
○○

●●●●

×××××××××

・・・・

・・・・・・

×××××××

×××

・・・

④脆弱性評価（現状分析・評価）
・・・・
・・・・・・
【別表２】（Ｐ１１～２０）
・・・・

・・・・・

・・・・・・・

強靭化 の推進方針

××

・・・・・・

第 ４章

×××××××

×××××××

①

・・・・・・

（Ｐ２１～ ２９）

基本 目標 （Ｐ５）

② リ スクシナリオ の設定 【別表 １】 （Ｐ９）

×

・・・・

☆☆☆☆☆

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・

×××××××

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

×××××

・・・・・・

・・・・

・・・・・・

・・・・・

・・・

・・・・

リスクの設定

国土強靭化基本計画、県地域計画においては、
「大規模自然災害全般」を想定しており、
本市においても、地域防災計画を踏まえ、震災、風水害など、大規模自然災害全般を想定
します。

②

リスクシナリオの設定

脆弱性評価は、基本法第１７条第３項の規定に基づき、リスクシナリオを想定した上
で行うものとされており、国土強靭化基本計画や県地域計画との調和に留意しつつ、本
市の地域性を考慮して、
「基本目標」の妨げとなる、起きてはならない最悪の事態として、
２８のリスクシナリオを別表１のとおり設定します。
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【別表１】

リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）

基本目標

№
1-1

１ 直接死を最大限防ぐこと。

２

救助・救急、医療活動等が迅
速に行われるとともに、被災
者等の健康・避難生活環境を
確保すること。

1-2
1-3
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6

３

必要不可欠な行政機能を確保
すること。

3-1
4-1

４

必要不可欠な情報通信機能・
情報サービスが確保されるこ
と。

５

経済活動（サプライチェーン
を含む。
）を機能不全に陥ら
せないこと。

６

ライフライン、燃料供給関連
施設、交通ネットワーク等の
被害を最小限に留めるととも
に、早期復旧を図ること。

７

制御不能な複合災害・二次災
害を発生させないこと。

８

文化財が迅速に再建、回復で
きる条件が整備されること。

市職員、施設等の被災による機能の大幅な低下

5-1
5-2
5-3
6-1
6-2

水道、汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止

6-3

地域交通ネットワークが分断する事態

4-2
4-3

7-1
7-2
7-3

8-2
8-3
8-4

９

建物等の複合的・大規模倒壊や住宅密集地における火災による
死傷者の発生
異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水
大規模な火山噴火、土砂災害等による多数の死傷者の発生
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
消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足
救助・救急、医療活動のためのｴﾈﾙｷﾞｰ供給の長期途絶、医療施
設及び関係者の絶対的不足及び被災、支援ルートの途絶による
医療機能の麻痺
想定を超える大量かつ長期の観光客を含む帰宅困難者への飲料
水、食糧等の供給不足
被災地における感染症等の大規模発生

電力供給停止等による情報通信の麻痺、長期停止
テレビ、ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達
できない事態
情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発
生
サプライチェーンの寸断等による企業の経済活動の停滞
基幹的陸上交通ネットワークの機能停止
食料等の安定供給の停滞
電気、石油、ガス等のエネルギー供給機能の停止

8-1
地域社会・経済が迅速かつ従
前より強靭な姿で復興できる
条件が整備されること。

リスクシナリオ

9-1
9-2

ため池、ダム、防災施設、天然ダム等の損壊、機能不全による
二次災害の発生
有害物質等の大規模拡散、流出
農地、森林等の荒廃による被害の拡大
大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞等により復旧・復興が
大幅に遅れる事態
道路啓開等の復旧・復興を担う人材等（専門家、コーディネー
ター、労働者、地域に精通した技術者等）の不足により復旧・
復興が大幅に遅れる事態
地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大
幅に遅れる事態
観光・地域農産物に対する風評被害等による地域社会等への甚
大な影響
後世に残すべき貴重な文化財建造物等文化遺産の被災
日光杉並木の倒木による被害の発生
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③

施策分野の設定

脆弱性評価は、第２次日光市総合計画前期基本計画に掲げるまちづくりの基本施策ご
とに、国土強靭化基本計画及び県地域計画における施策分野を参考に、次の５つの分野
を設定します。
【５つの施策分野】

（１）行政機能／消防
（２）都市・インフラ
（３）市民生活
（４）産業・経済
（５）教育・文化

④

脆弱性評価（現状分析・評価）

各リスクシナリオに対し、施策・事業の進捗状況の観点などを含め、現状分析・評価を
実施しました。個別の評価結果については、「【別表２】リスクシナリオごとの脆弱性評
価結果」のとおりです。
なお、評価結果の全体的なポイントは、次のとおりです。
【評価結果のポイント】
★ハード対策とソフト対策の適切な組合せによる施策の着実な推進
防災・減災対策など、強靭化に資する取組については、ハード対策、ソフ
ト対策ともに、これまでも実施され順調に進捗していますが、最悪の事態を
想定し被害を最小限に抑えるためには、更なる取組の強化が必要です。
本計画に掲げる基本目標を達成し、より強靭なまちづくりを推進するため
には、災害時にも機能するインフラ等の施設整備及び建築物の耐震化等のハ
ード対策と、自主防災組織の育成、防災訓練・防災意識の普及啓発などソフ
ト対策を組合せることが重要と考えられます。
今後も、これらの取組を着実に推進し、より効率的、効果的なものとする
ため、施策の重点化を図りながら、「自助」「互助・共助」「公助」がそれぞ
れの役割を果たせるよう推進していく必要があります。
★横断的な取組と関係機関等との連携
強靭化に資する取組における個々の施策の実施主体は、庁内においては複
数の部局にわたるとともに、市だけでなく、国、県、民間事業者など多岐に
わたります。
そのため、部局横断的に取組を推進するとともに、国、県等との十分な情
報共有や連携強化、民間事業者及び市民との連携、協力により強靭化の取組
の和を広げていく必要があります。
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【別表２】
１

リスクシナリオごとの脆弱性評価結果

直接死を最大限防ぐこと。

１－１

建物等の複合的・大規模倒壊や住宅密集地における火災による死傷者の発生

（住宅・建築物の耐震化）
・木造住宅の耐震化については、第３期耐震改修促進計画において、令和７年度までの耐震化率９
５%を目標に掲げ、耐震改修等の補助を行っている。また、地震による木造住宅の倒壊等の災害を未
然に防止し、市民の安全を確保するため、効果的な普及啓発を図るとともに、国、県の支援制度も
活用しながら、更なる耐震化の促進を図る必要がある。
・不特定多数が利用する民間大規模建築物については、災害時に大規模な被害が想定されることか
ら、耐震改修促進法では、要緊急安全確認大規模建築物としている。対象建物所有者に対し耐震改
修等の補助を行っており、今後も国、県の支援制度を活用しながら、更なる耐震化を図る必要があ
る。
（適正な土地利用の推進）
・建物の老朽化や狭隘道路が多い市街地では、大規模火災や地震発生時に建物崩壊や火災の延焼な
ど被害の拡大が予測されることから、老朽建築物の除外、建築物の不燃化を推進するため、土地利
用の見直しを行う必要がある。
（老朽危険空家等対策）
・災害発生時の倒壊等による危害を防ぐため管理不十分な空家等について、適切な管理の促進を図
る必要がある。
・火災や倒壊等による危害を防ぐため、老朽化し空家となった市営住宅について、解体を進める必
要がある。
（防災意識の高揚、防災教育の実施）
・室内における安全対策を推進するため、出前講座の中で家具類の転倒防止対策等の普及啓発を進
める必要がある。
（消防・救急体制の強化）
・消防活動上重要な、耐震性防火水槽及び消火栓等の消防水利の整備を、計画的に進める必要があ
る。
・消防部隊の災害対応力を一層強化するとともに、消防車両等の整備を計画的に進める必要があ
る。
・地域消防防災力の中核的な役割を担う消防団への入団促進、安全装備品の整備など、消防団活動
の更なる充実強化を図る必要がある。
・大規模災害時の救命率を高めるため、市民に対し開催している救命講習について、受講者数を増
やしていく必要がある。
・住宅火災による死者を低減させるため、設置義務である住宅用火災警報器のさらなる設置促進及
び維持管理を推進する必要がある。
・住宅火災を初期に消火し、被害を最小限にとどめるため、住宅用消火器の設置を促進する必要が
ある。
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・感震ブレーカーの普及啓発をし、通電火災を防止する必要がある。

１－２

異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水

（総合的な水害対策）
・集中豪雨等による浸水被害の解消を図るため、堆積土砂の除去、定期的なスクリーン清掃及び被
災実績箇所の重点的な改修等を実施している。しかしながら、水路改修については未だ多くの箇所
が未整備となっており、今後も継続して改修を行っていく必要がある。
・洪水に関する警戒情報や避難情報を、市民や観光客に対し迅速かつ的確に伝える体制を整備する
必要がある。
１－３

大規模な火山噴火、土砂災害等による多数の死傷者の発生

（山地防災対策）
・森林の持つ水源涵養、土砂流出防止等の公益的機能を高め、山地に起因する被害発生を防ぐた
め、森林及び治山施設の整備を推進する必要がある
（火山災害対策）
・気象庁が常時観測を必要と位置付けている日光白根山は、火山防災マップや避難計画を策定し
た。さらなる火山災害対策の強化を図るとともに、関係機関と共同で避難訓練を実施する必要があ
る。
・火山噴火に関する警戒情報や避難情報を、市民や観光客に対し迅速かつ的確に伝える体制を整備
する必要がある。マップ原稿については令和元年度に作成済みのため、関係施設等に印刷物の配布
を依頼する必要がある。
（総合的な土砂災害等の対策の推進）
・土砂災害警戒区域の指定に基づき、ハザードマップの更新を行う。引き続き土砂災害ハザードマ
ップを活用した危険区域の周知を徹底する必要がある。
・災害時における避難場所等への避難を迅速に行うためには、避難所の周知が重要であることか
ら、防災マップを活用した避難場所の周知や避難場所等に掲げる表示板の標準化を図る必要があ
る。
・土砂災害等に関する警戒情報や避難情報を、市民や観光客に対し迅速かつ的確に伝える体制を整
備する必要がある。

２

救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確保するこ
と。

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停止

（道路の防災・減災対策）
・災害時における迅速な活動を行うため、道路機能の確保や応急復旧に向けた建設業者等との協定
による復旧体制の強化は重要であり、引き続き連携強化を図る必要がある。
・災害時の交通機能早期確保のため、道路管理者間の連携強化、相互支援、維持管理等について、
引き続き相互の連携強化を図る必要がある。
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（物資、資機材等の備蓄・調達体制の整備）
・災害発生から約 3 日間は、平常時のルートによる物資の供給や外部支援が困難となるため、日光
市備蓄計画に基づき食料、飲料水、生活必需品などを備蓄しておく必要がある。また、感染症対策
物資についても備蓄の必要がある。
・食料、飲料水、生活必需品や防災用資機材を確保するため、他自治体との相互応援協定や事業者
と協定を締結しているが、平常時から連絡を取り合うなど連携を深める必要がある。

２－２

多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生

（医療関係団体との連携強化）
・災害時の医療体制を確保するため、医療関係団体と緊急時における協力応援体制を確認するとと
もに訓練を実施する必要がある。
（消防・救急体制の強化）【再掲】
・重症傷病者を速やかに処置し搬送するために、ドクターヘリが安全に活動できる、ランデブーポ
イントの整備を進める必要がある。
２－３

消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足

（業務継続体制の整備）
・被災により、職員、庁舎、ライフラインなど、資源に制約がある状況下において、災害対策等優
先的に行う業務を継続して実施できる体制を構築するため、平成３０年３月に「日光市業務継続計
画」を策定した。本計画の実効性を高めるため、組織改編、業務内容や施設設備の変更があった場
合には、必要な改定を行う。
（消防・救急体制の強化）【再掲】
・地域消防防災力の中核的な役割を担う消防団への入団促進、安全装備品の整備など、消防団活動
の更なる充実強化を図る必要がある。
・大規模災害時の救命率を高めるため、市民に対し開催している救命講習について、受講者数を増
やしていく必要がある。
・災害活動拠点としての機能を果たす消防施設の整備を、計画的に進める必要がある。
２－４

救助・救急、医療活動のためのｴﾈﾙｷﾞｰ供給の長期途絶、医療施設及び関係者の絶対的不足

及び被災、支援ルートの途絶による医療機能の麻痺
（医療関係団体との連携強化）【再掲】
・災害時の医療体制を確保するため、医療関係団体と緊急時における協力応援体制を確認するとと
もに訓練を実施する必要がある。
・災害時の医療救護活動を迅速に実施するため、医療関係団体等と連携し、救護班の編成体制を整
える必要がある。市は、救護班の活動に必要な資器材等を提供する必要がある。
・災害時に負傷者に対応するため、医療関係団体等と連携し、救護所を設置し、医療救護活動を実
施する必要がある。
・災害時の医療救護活動を迅速かつ効率的に実施するため、負傷程度により治療の優先度を判定
し、負傷者を振り分けるトリアージ体制の整備を行う必要がある。
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（道路の防災・減災対策）【再掲】
・災害時における迅速な活動を行うため、道路機能の確保や応急復旧に向けた建設業者等との協定
による復旧体制の強化は重要であり、引き続き連携強化を図る必要がある。
・災害時の交通機能早期確保のため、道路管理者間の連携強化、相互支援、維持管理等について、
引き続き相互の連携強化を図る必要がある。
・災害発生時のネットワークを確保するため、国県道に接続する幹線道路を総合的に整備する必要
がある。
・災害発生時に避難場所へ移動するネットワークを強化するため、生活道路を計画的に整備する必
要がある。
・災害発生時に避難場所へ移動するネットワークを強化するため、橋りょう・トンネル等を計画的
に維持補修する必要がある。
・災害発生時に避難場所へ移動するネットワークを強化するため、舗装を計画的に維持補修する必
要がある。
（業務継続体制の整備）
【再掲】
・被災により、職員、庁舎、ライフラインなど、資源に制約がある状況下において、災害対策等優
先的に行う業務を継続して実施できる体制を構築するため、平成３０年３月に「日光市業務継続計
画」を策定した。本計画の実効性を高めるため、組織改編、業務内容や施設設備の変更があった場
合には、必要な改定を行う。
（物資、資機材等の備蓄・調達体制の整備）【再掲】
・災害発生から約３日間は、平常時のルートによる物資の供給や外部支援が困難となるため、日光
市備蓄計画に基づき食料、飲料水、生活必需品などを備蓄しておく必要がある。また、感染症対策
物資についても備蓄の必要がある。
・食料、飲料水、生活必需品や防災用資機材を確保するため、他自治体との相互応援協定や事業者
と協定を締結しているが、平常時から連絡を取り合うなど連携を深める必要がある。
（消防・救急体制の強化）【再掲】
・大規模災害時の救命率を高めるため、市民に対し開催している救命講習について、受講者数を増
やしていく必要がある。
・重症傷病者を速やかに処置し搬送するために、ドクターヘリが安全に活動できる、ランデブーポ
イントの整備を進める必要がある。
２－５

想定を超える大量かつ長期の観光客を含む帰宅困難者への飲料水、食糧等の供給不足

（関係機関等との連携強化）
・連絡体制の整備、収容施設や代替輸送手段の確保など、平常時から、県、公共交通機関等と連携
し、帰宅困難者の受入態勢を整備する必要がある。
（物資、資機材等の備蓄・調達体制の整備）【再掲】
・災害発生から約 3 日間は、平常時のルートによる物資の供給や外部支援が困難となるため、日光
市備蓄計画に基づき食料、飲料水、生活必需品などを備蓄しておく必要がある。また、感染症対策
物資についても備蓄の必要がある。
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・食料、飲料水、生活必需品や防災用資機材を確保するため、他自治体との相互応援協定や事業者
と協定を締結しているが、平常時から連絡を取り合うなど連携を深める必要がある。
２－６

被災地における感染症等の大規模発生

（感染症等予防対策）
・避難場所、被災地区での感染症の発生防止のため、平常時から予防接種や県との連絡体制等の構
築など、感染症等予防対策を行う必要がある。
３

必要不可欠な行政機能を確保すること。

３－１

市職員、施設等の被災による機能の大幅な低下

（業務継続体制の整備）
【再掲】
・被災により、職員、庁舎、ライフラインなど、資源に制約がある状況下において、災害対策等優
先的に行う業務を継続して実施できる体制を構築するため、平成３０年３月に「日光市業務継続計
画」を策定した。本計画の実効性を高めるため、組織改編、業務内容や施設設備の変更があった場
合には、必要な改定を行う。
（防災拠点機能の確保及び防災上重要な市公共建築物の耐震化）
・大規模災害発生時における迅速かつ的確な災害応急対策を実施するため、消火、救出、救助、物
資輸送、医療活動等において重要な役割を担う災害活動拠点や防災上重要な市有建築物について、
防災機能の確保や耐震化を、関係機関と連携を図りながら、計画的に推進していく必要がある。
・耐震化については、より多くの専門性の高い情報が必要であることから耐震補強や庁舎建設の方
法について、専門的調査、検討を行い、耐震化の推進を図る必要がある。また、庁舎等建設にあた
り、公共施設の適正化に向け、日光市公共施設マネジメント計画実行計画に基づき、資産(公共施設)
を有効に活用しながら、サービスの適正化を図り、財政面での持続性と人口減少・人口構成の変化
等、将来の社会変化に適応した公共施設の最適化を図る必要がある。

４

必要不可欠な情報通信機能・情報サービスが確保されること。

４－１

電力供給停止等による情報通信の麻痺、長期停止

（業務継続体制の整備）
【再掲】
・被災により、職員、庁舎、ライフラインなど、資源に制約がある状況下において、災害対策等優
先的に行う業務を継続して実施できる体制を構築するため、平成３０年３月に「日光市業務継続計
画」を策定した。本計画の実効性を高めるため、組織改編、業務内容や施設設備の変更があった場
合には、必要な改定を行う。
（情報の収集、伝達体制の確保）【再掲】
・避難行動支援システム及び屋外スピーカー、戸別受信機、日光市防災メールなどを活用した防災
行政情報システムにより、速やかな危険区域の絞り込みと市民や観光客への迅速かつ的確な避難情
報を伝達する体制を整備する必要がある。
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４－２

テレビ、ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達できない事態

（業務継続体制の整備）
【再掲】
・被災により、職員、庁舎、ライフラインなど資源に制約がある状況下において、災害対策等優先
的に行う業務を継続して実施できる体制を構築するため、平成３０年３月に「日光市業務継続計
画」を策定した。本計画の実効性を高めるため、組織改編、業務内容や施設設備の変更があった場
合には、必要な改定を行う。
（情報の収集、伝達体制の確保）【再掲】
・屋外スピーカー、戸別受信機、日光市防災メールなどを活用した防災行政情報システムにより、
速やかな危険区域の絞り込みと市民や観光客への迅速かつ的確な避難情報を伝達する体制を整備す
る必要がある。
４－３

情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生

（防災意識の高揚、防災教育の実施）【再掲】
・児童生徒の防災意識の高揚を図り、自他の生命を守るための防災教育を実施する必要がある。
・災害発生時に円滑かつ効果的な災害対策活動が行わるよう、市民の防災意識の高揚に努める必要
がある。
・災害発生時における自助、共助による対応を構築するため、市民の防災知識や意識の普及に努め
る必要がある。
（避難行動要支援者対策）
・各自治会等において独自の名簿を整備し、避難行動要支援者の避難支援を図ることや災害発生時
に避難支援等関係者が円滑な情報伝達・避難支援を行うため、市が整備する避難行動要支援者名簿
について、平常時から避難支援等関係者に名簿を提供ができるよう、名簿情報の提供に関する同意
率の向上を図る必要がある。
・「避難行動要支援者支援プラン」において、避難行動要支援者１名につき２名以上の避難支援者を
選定することとしているが、選定が難しく組、班での単位での支援となっている方も多いため、避
難支援者の選定を推進する必要がある。
（地域防災力の向上）
・共助による地域防災力を強化するためには、防災資機材を支給するなど自主防災組織の育成、強
化を図る必要がある。
・大規模災害時の初動期において、共助による地域防災力を強化するためには、単位自主防災組織
に加え、一定の地域による連合組織化を推進する必要がある。
・災害発生時における自助、共助による対応を構築するため、地域の防災リーダーとなる防災士を
各自治会に養成し、地域防災力の向上を図る必要がある。
（情報の収集、伝達体制の確保）
・避難行動支援システム及び屋外スピーカー、戸別受信機、日光市防災メールなどを活用した防災
行政情報システムにより、速やかな危険区域の絞り込みと市民や観光客への迅速かつ的確な避難情
報を伝達する体制を整備する必要がある。
（外国人対策）
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・災害時に、外国人の安全を確保するため、防災に関する情報の多言語化を図り、外国人自身が防
災への意識向上を図る必要がある。また、災害時における通訳ボランティアの確保や、県や栃木県
国際交流協会と連携を図りながら、外国人への支援体制を整備する必要がある。
５

経済活動（サプライチェーンを含む。）を機能不全に陥らせないこと。

５－１

サプライチェーンの寸断等による企業の経済活動の停滞

（中小企業などの経営基盤の強化）
・災害による損害を受けた事業者に対し、資金繰りを改善するための対策を効果的に行う必要があ
る。
５－２

基幹的陸上交通ネットワークの機能停止

（道路の防災・減災対策）【再掲】
・災害時における迅速な活動を行うため、道路機能の確保や応急復旧に向けた建設業者等との協定
による復旧体制の強化は重要であり、引き続き連携強化を図る必要がある。
・災害時の交通機能早期確保のため、道路管理者間の連携強化、相互支援、維持管理等について、
引き続き相互の連携強化を図る必要がある。
・災害発生時のネットワークを確保するため、国県道に接続する幹線道路を総合的に整備する必要
がある。
・災害発生時に避難場所へ移動するネットワークを強化するため、橋りょう・トンネル等を計画的
に維持補修する必要がある。
５－３

食料等の安定供給の停滞

（農林水産業に係る生産基盤等の災害対応力の強化）
・災害発生時の被害を最小限におさえるため、農業用ダム、頭首工、転倒堰、農業用排水路等の農
業用施設の、整備・補修等適切な維持管理や、有事の際の迅速かつ適切な施設管理、管理技術者の
育成、確保など、管理体制の強化を促進する必要がある。
（物資、資機材等の備蓄・調達体制の整備）【再掲】
・災害発生から約 3 日間は、平常時のルートによる物資の供給や外部支援が困難となるため、日光
市備蓄計画に基づき食料、飲料水、生活必需品などを備蓄しておく必要がある。また、感染症対策
物資についても備蓄の必要がある。
・食料、飲料水、生活必需品や防災用資機材を確保するため、他自治体との相互応援協定や事業者
と協定を締結しているが、平常時から連絡を取り合うなど連携を深める必要がある。

６

ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期復
旧を図ること。

６－１

電気、石油、ガス等のエネルギー供給機能の停止

（業務継続体制の整備）
【再掲】
・被災により、職員、庁舎、ライフラインなど、資源に制約がある状況下において、災害対策等優
先的に行う業務を継続して実施できる体制を構築するため、平成３０年３月に「日光市業務継続計
画」を策定した。本計画の実効性を高めるため、組織改編、業務内容や施設設備の変更があった場
合には、必要な改定を行う。
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（自立分散型エネルギーの導入促進）
・災害時（停電時）における電源確保のため、一般家庭における EV、PHV、V2H、住宅用蓄電シ
ステムの導入を支援し、自立分散型の電源システムの普及拡大を図る必要がある。

６－２

水道、汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止

（上下水道施設の耐震化）
・災害などの非常時においても、安全・安心な水を安定して供給できるよう、アセットマネジメン
ト計画を平成３０年６月に策定した。浄水施設は需要が多い施設や重要度の高い施設を優先的に改
修を推進する必要がある。
また、配水管路は老朽化対策として管路の耐震化を図る必要がある。
・大規模災害発生時に下水道処理施設の破損による機能停止を防止するため、ストックマネジメン
ト計画を策定し、計画に沿った下水道施設の改修と老朽施設の更新や耐震化を図る必要がある。
（業務継続体制の整備）
【再掲】
・被災により、職員、庁舎、ライフラインなど、資源に制約がある状況下において、災害対策等優
先的に行う業務を継続して実施できる体制を構築するため、平成３０年３月に「日光市業務継続計
画」を策定した。本計画の実効性を高めるため、組織改編、業務内容や施設設備の変更があった場
合には、必要な改定を行う。

６－３

地域交通ネットワークが分断する事態

（農林道の整備）
・災害発生時に迂回路として活用しうる農道や林道を把握し、整備を進めるなど、避難路を確保す
る必要がある。
（交通結節点への連携強化）
・災害発生時においても交通結節点への安全かつ円滑な運行を確保するため、交通結節点に直接接
続し、円滑な乗り換えや乗り継ぎの確保に必要となる幹線道路の整備を推進する必要がある。
（道路の防災・減災対策）【再掲】
・災害時における迅速な活動を行うため、道路機能の確保や応急復旧に向けた建設業者等との協定
による復旧体制の強化は重要であり、引き続き連携強化を図る必要がある。
・災害時の交通機能早期確保のため、道路管理者間の連携強化、相互支援、維持管理等について、
引き続き相互の連携強化を図る必要がある。
・災害発生時のネットワークを確保するため、国県道に接続する幹線道路を総合的に整備する必要
がある。
・災害発生時の避難箇所へ移動するネットワークを強化するため、生活道路を計画的に整備する必
要がある。
・災害発生時に避難場所へ移動するネットワークを強化するため、橋りょう・トンネル等を計画的
に維持補修する必要がある。
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（業務継続体制の整備）
【再掲】
・被災により、職員、庁舎、ライフラインなど、資源に制約がある状況下において、災害対策等優
先的に行う業務を継続して実施できる体制を構築するため、平成３０年３月に「日光市業務継続計
画」を策定した。本計画の実効性を高めるため、組織改編、業務内容や施設設備の変更があった場
合には、必要な改定を行う。

７

制御不能な複合災害・二次災害を発生させないこと。

７－１

ため池、ダム、防災施設、天然ダム等の損壊、機能不全による二次災害の発生

（農業水利施設の老朽化対策及び耐震化）
・被災した場合に影響が大きい基幹的農業水利施設の、損壊等による被害を防止するため、老朽化
対策や耐震化等の対策を推進する必要がある。
（業務継続体制の整備）
【再掲】
・被災により、職員、庁舎、ライフラインなど、資源に制約がある状況下において、災害対策等優
先的に行う業務を継続して実施できる体制を構築するため、平成３０年３月に「日光市業務継続計
画」を策定した。本計画の実効性を高めるため、組織改編、業務内容や施設設備の変更があった場
合には、必要な改定を行う。

７－２

有害物質等の大規模拡散、流出

（有害物質の拡散、流出対策）
・有害物質の拡散、流出等による健康被害や環境への悪影響を防止するための対策を進める必要が
ある。
・市と公害防止協定を締結している大規模事業所については、平常時から自主測定結果を市が確認
し、排水水質を把握している。災害発生時、当該事業所の施設が被災した場合は、市に対し速やか
に通報できるよう体制を構築する必要がある。
７－３

農地、森林等の荒廃による被害の拡大

（農地、農業用水利施設等の適切な保全管理）
・農業・農村が有する国土の保全、水資源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成等の多面的
機能が発揮されるよう、地域の共同による農地、農業用水利施設等の保全活動や地域における生産
活動への支援等を推進する必要がある。
（山地防災対策）【再掲】
・森林の持つ水源涵養、土砂流出防止等の公益的機能を高め、山地に起因する被害発生を防ぐた
め、森林及び治山施設の整備を推進する必要がある。
８

地域社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件が整備されること。

８－１

大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞等により復旧・復興が大幅に遅れる事態

（災害廃棄物の処理体制の強化）
・国、県など関係機関との連携及び地方公共団体間の相互支援体制の整備など、災害廃棄物を円滑
かつ迅速に処理するための体制を強化する必要がある。
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８－２

道路啓開等の復旧・復興を担う人材等（専門家、コーディネーター、労働者、地域に精通

した技術者等）の不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態
（道路の防災・減災対策）【再掲】
・災害時には迅速な応急復旧が求められるが、建設業における高齢化、人材不足の問題により、今
後の復旧事業に支障を来たすことが懸念されることから、将来の建設業を担う技能労働者等の育
成・確保を図る必要がある。
（災害ボランティアの活動体制の強化）
・大規模災害時において、被災者のニーズにきめ細かく対応するためには、被災者支援におけるボ
ランティア活動を支援する必要がある。
８－３

地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅れる事態

（地域防災力の向上）【再掲】
・共助による地域防災力を強化するためには、防災資機材を支給するなど自主防災組織の育成、強
化を図る必要がある。
・共助による地域防災力を強化するためには、単位自主防災組織に加え、一定の地域による連合組
織化を推進する必要がある。
（コミュニティ活動への支援）
・災害時における復旧・復興を円滑に進めるためには、地域コミュニティの基盤である自治会の活
動等を支援する必要がある。
（外国人対策）【再掲】
・災害時に、外国人の安全を確保するため、防災に関する情報の多言語化を図り、外国人自身が防
災への意識向上を図る必要がある。また、災害時における通訳ボランティアの確保や、県や栃木県
国際交流協会と連携を図りながら、外国人への支援体制を整備する必要がある。
８－４

観光、地域農産物に対する風評被害等による地域社会等への甚大な影響

（各種情報の的確な発信）
・現在、旅行代理店の海外支店、海外販売所に本市の海外現地事務所機能を持たせ、観光誘客拠点
として、観光情報の発信や各種誘客プロモーションを展開している。災害発生時には、本市の正確
な情報を迅速に海外に発信するためのシミュレーションをしておく必要がある。また、国内へは、
市及び関係団体のホームページを活用し、迅速かつ正確な情報発信を行う。
９

文化財が迅速に再建、回復できる条件が整備されること。

９－１

後世に残すべき貴重な文化財建造物等文化遺産の被災

（世界遺産の保護対策）
・世界遺産に登録されている「日光の社寺」とそれを取り巻く自然環境を守り、適切な保護対策を
講じていく必要がある。
９－２

日光杉並木の倒木による被害の発生

（日光杉並木の倒木対策）
・日光杉並木街道管理対策関係機関との連絡を密にし、災害発生時には、所有者である日光東照
宮、管理団体である栃木県との連携を図る必要がある。
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第４章

強靭化の推進方針

１

施策分野ごとの推進方針について
脆弱性評価の結果に基づき、リスクシナリオを回避するために必要な施策分野として設
定した５つの施策分野において、今後具体的な取組が必要となる施策を検討し、以下のと
おり、推進方針を定めました。
なお、これらの推進方針は、それぞれの分野の間で、相互に関連する事項があるため、
各分野における施策の推進に当たっては、適切な役割分担のもと、庁内関係部局が連携を
図ることで、施策の実効性や効率性が確保できるよう十分に配慮します。
２ 個別施策分野の推進方針
（１）行政機能／消防
①行政機能
情報の収集、伝達体制の確保（リスクシナリオ２－２、４－１、４－２、４－３）
●災害発生時において、国、県、市、防災関係機関相互の迅速かつ的確な情報の収集、伝達を確保
します。
《主な取組み》
・防災行政情報システムを活用した効果的な情報収集・伝達のあり方の検討

物資、資機材等の備蓄、調達体制の整備（リスクシナリオ２－１、２－４．２－５、５
－３）
●災害発生直後の被災市民等の生活を確保するため、必要となる物資の現物備蓄及び流通備蓄に計
画的に取り組みます。
《主な取組み》
・被害想定に基づく食料、生活必需品、防災資機材の備蓄の推進
・医療機関等との連携による医薬品、資器材等の備蓄の推進
・他自治体との相互応援協定や事業所との協定締結の推進

防災拠点機能の確保及び防災上重要な市公共建築物の耐震化（リスクシナリオ３－１）
●大規模災害発生時における迅速かつ的確な災害応急対策を実施するため、消火、救出、救助、物
資輸送、医療活動等において重要な役割を担う防災拠点の防災機能を関係機関と連携を図りなが
ら、計画的に整備します。
●「日光市建築物耐震改修促進計画（第３期計画）」に基づき、防災上重要な市公共建築物の耐震化
を推進します。
《主な取組み》
・防災拠点の整備
・防災上重要な市公共建築物の耐震化
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業務継続体制の整備（リスクシナリオ２－３、２－４、３－１、４－１、４－２、６－
１、６－２、６－３、７－１）
●被災により、職員、庁舎、ライフラインなど、資源に制約がある状況下において、災害対策等優
先的に行う業務を継続して実施できる体制を構築するため、業務継続計画を策定しました。計画の
実効性を高めるため、組織や業務に変更があった場合に、適切に改定を行います。
《主な取組み》
・業務継続計画の改定

【重要業績指標】
指

標

現状値（Ｒ2）

業務継続計画の改定

目標値（Ｒ7）

策定済

随時改定

②消防
消防・救急体制の強化（リスクシナリオ１－１、２－２、２－３、２－４）
●大規模な災害発生時に、迅速かつ的確に消火、救急・救助活動が行える体制を整備します。
《主な取組み》
・消防施設等の計画的な整備
・消防団員の確保や資質の向上などの消防組織の充実、強化

【重要業績指標】
指

標

現状値（Ｒ2）

目標値（Ｒ7）

耐震性防火水槽及び消火栓の充足率

８４％

８６％

消防車両及び救急自動車等の更新数

２台

２５台

１０２６人

増加

応急手当講習受講者延数

２３，７１３人

２８，７２０人

住宅用火災警報器設置率

７７％

８３％

消防団員数

（２）都市・インフラ
住宅・建築物の耐震化（リスクシナリオ１－１）
●「日光市建築物耐震改修促進計画（第３期計画）」に基づき、効果的な普及啓発を行うとともに、
国、県の支援制度等を有効活用し、耐震化を推進します。
《主な取組み》
・住宅の耐震化の促進
・学校、病院、旅館・ホテル等多数の者が利用する建築物の耐震化の促進
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適正な土地利用の推進（リスクシナリオ１－１）
●建物の老朽化や狭隘道路が多い市街地では、大規模火災や地震発生時に建物崩壊や火災の延焼な
ど被害の拡大が予測されることから、老朽建築物の除外、建築物の不燃化を推進するため、適正な
土地利用を推進します。
《主な取組み》
・用途地域の見直し

老朽危険空家等対策（リスクシナリオ１－１）
●災害発生時の倒壊等による危害を防ぐため管理不十分な空家等について、関係機関と連携し、空
家対策を推進します。
《主な取組み》
・老朽危険空家の所有者に対する除去や適正管理の指導等の推進
・老朽化し空家となった市営住宅の解体

総合的な水害対策（リスクシナリオ１－２）
●水害を予防し、河川の安全性を高めるため、ハード対策とソフト対策を一体的に推進します。
《主な取組み》
・河川の堤防、護岸整備などの河川改修の推進
・河川の堆積土砂除去、スクリーン清掃などの防災・減災対策の推進
・水害発生時の防災・減災対策、早期復旧のための資機材等の確保
・洪水に関する警戒情報、避難情報などの災害情報伝達体制の整備

総合的な土砂災害等の対策の推進（リスクシナリオ１－３）
●集中豪雨等による土砂災害等が発生した場合に、被害の軽減を図るため、ハード対策とソフト対
策が一体となった総合的な土砂災害対策を推進します。
《主な取組み》
・土砂災害防止施設の整備推進の要望
・土砂災害発生時の防災・減災対策
・防災情報の提供及び土砂災害ハザードマップを活用した危険区域の周知

山地防災対策（リスクシナリオ１－３、７－３）
●山地に起因する土砂災害の発生を防ぐため、山地防災対策を支援します。
主な取組み
・山地災害防止に係る普及啓発の支援

火山災害対策（リスクシナリオ１－３）
●火山噴火及び噴火に伴う大規模な土石流等による被害を未然防止し、又は被害を最小限にするた
めの対策を推進します。
《主な取組み》
・関係機関との連携による火山活動の観測や情報伝達の体制整備
・火山防災マップの周知
・火山防災訓練の実施
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道路の防災・減災対策（リスクシナリオ２－１、２－４、５－２、６－３、８－２）
●災害発生時においても、安全で信頼性の高い道路ネットワークを確保するため、道路の防災・減
災対策を推進します。
《主な取組み》
・建設業組合との災害時における応急復旧対策業務に関する協定締結による道路施設の応急復旧体
制の整備
・災害発生時のネットワークを確保するための生活道路等の整備
・大雪時における交通機能の早期回復
・橋梁・トンネル等の計画的な維持補修（予防保全型維持管理）の実施

上下水道施設の耐震化（リスクシナリオ６－２）
●災害発生時においても、市民生活への影響を最小限に抑えるため、上下水道施設等の耐震化を推
進します。
《主な取組み》
・安定給水を継続するために、アセットマネジメントに基づき重要な基幹施設及び基幹管路の耐震
化を推進
・下水道施設の機能停止を防止するために、ストックマネジメント計画を策定し老朽施設の更新と
耐震化を推進

有害物質の拡散・流出対策（リスクシナリオ７－２）
●地震発生時における倒壊建屋等からの有害物質の拡散、流出等による健康被害や環境への悪影響
を防止するための対策を推進します。
《主な取組み》
・市と公害防止協定を締結している大規模事業所が被災した場合の通報体制の構築
・有害物質等の環境中への流出等の情報収集及び環境モニタリング調査の強化

災害廃棄物の処理体制の強化（リスクシナリオ８－１）
●国、県及び関係団体等と連携し、災害廃棄物を円滑かつ迅速に処理するための体制強化を図りま
す。
《主な取組み》
・災害廃棄物等の発生見込量の把握
・国、県など関係機関との連携、及び地方公共団体間の相互支援体制の強化
・災害廃棄物等の仮置き場の確保

【重要業績指標】
指

標

現状値（Ｒ2）

目標値（Ｒ7）

木造住宅の耐震化率

８２％

９５％

要緊急安全確認大規模建築物の耐震化棟数

１０棟

１２棟

５件

１０件

８３．６％

８４．８％

４９㎞

７０㎞

－

２箇所

空家除却費補助件数（累計）
１・２級市道道路改良率
老朽管更新延長
水処理センターの修繕・改築箇所
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（３）市民生活
防災意識の高揚、防災教育の実施（リスクシナリオ１－１、４－３）
●災害発生時に市全体で、円滑かつ効果的な災害対策活動が行われるよう、普及啓発や防災教育、
国、県及び関係機関、民間団体等との連携強化に努めます。
《主な取組み》
・自治会、自主防災組織等に対する出前講座や防災訓練の実施啓発
・小中学校において避難訓練等の防災教育の実施

避難行動要支援者対策（リスクシナリオ４－３）
●災害発生時の一連の行動に支援を必要とする「避難行動要支援者」への情報伝達、避難誘導等の
迅速な対応が可能な体制を整備します。
《主な取組み》
・「災害時要援護者支援制度」の推進
・「避難行動要支援者名簿」の活用
・情報伝達、避難誘導等に迅速に対応するための体制整備

外国人対策（リスクシナリオ４－３、８－３）
●日本語による防災情報の理解が困難な外国人の安全を確保するため、県と連携しながら、支援体
制を整備します。
《主な取組み》
・防災に関する情報の多言語化等
・災害時における通訳ボランティアの登用

地域防災力の向上（リスクシナリオ４－３、８－３）
●災害発生時に、被害を最小限に止めるため、地域で対応できる体制を整え、地域防災力の向上を
図ります。
《主な取組み》
・自主防災組織の育成、強化
・防災士の養成

医療関係団体との連携強化（リスクシナリオ２－２、２－４）
●医療関係団体との連携・協力により、災害時医療救護体制の充実を図ります。
《主な取組み》
・医療関係団体との災害時の医療救護活動に関する協定の締結、救護所の運営など連携、協力体制
の構築、医療関係団体との訓練の実施
・へき地診療所の充実

感染症等予防対策（リスクシナリオ２－６）
●避難場所、被災地区での感染症の発生防止のため、平常時から感染症等予防対策に取り組みま
す。
《主な取組み》
・予防接種の実施や消毒、衛生害虫駆除を行うための体制等の整備
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災害ボランティアの活動体制の強化（リスクシナリオ８－２）
●災害発生時においてボランティア活動が円滑に行われるよう、関係機関等と連携しながら、環境
整備に努めます。
《主な取組み》
・社会福祉協議会等との情報共有、連携強化、支援
・ボランティアの確保、資質向上のための各種研修、訓練等の実施
・震災建築物応急危険度判定実施体制の整備

コミュニティ活動への支援（リスクシナリオ８－３）
●災害時における復旧・復興を円滑に進めるため、地域コミュニティの基盤である自治会の活動等
を支援します。
《主な取組み》
・自治会活動への支援
・コミュニティ活動に関する情報の提供
・コミュニティの連携促進
・コミュニティ施設整備への支援

【重要業績指標】
指

標

現状値（Ｒ2）

防災訓練を実施した中学校区

１２中学校区

１５中学校区

６２％

６７％

１００％

１００％

７組織

１５組織

避難行動要支援者名簿情報提供同意率
自主防災組織結成率

目標値（Ｒ7）

自主防災組織連合組織数

（４）産業・経済
中小企業などの経営基盤の強化（リスクシナリオ５－１）
●災害により損害を受けた事業者に対し、資金繰りを改善するための対策を行います。
《主な取組み》
・制度融資の充実

農林水産業に係る生産基盤等の災害対応力の強化（リスクシナリオ５－３）
●災害発生時の被害を最小化させるため、農業水利施設や農林水産業共同利用施設などの生産基盤
等の管理体制の強化を促進します。
《主な取組み》
・農業用ダム、頭首工、共同乾燥調製施設等の適切な維持管理や、管理技術者の育成、確保
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自立分散型エネルギーの導入促進（リスクシナリオ６－１）
●災害時（停電時）における電源確保のため、一般家庭における EV、PHV、V2H、住宅用蓄電シ
ステムの導入を支援し、自立分散型の電源システムの普及拡大を図ります。
《主な取組み》
・太陽光発電、蓄電池の自立分散型エネルギーの導入促進

農林道の整備（リスクシナリオ６－３）
●災害発生時における避難路を確保するため、迂回路として活用しうる農道や林道の把握及び必要
な整備に努めます。
《主な取組み》
・迂回路となりうる農林道の保全、整備

農業水利施設の老朽化対策及び耐震化（リスクシナリオ７－１）
●被災した場合に、農業生産等への影響が大きい基幹的農業水利施設の老朽化対策及び耐震化を推
進します。
《主な取組み》
・老朽化した基幹的農業水利施設の機能診断、補修、耐震化等の促進

農地、農業用水利施設等の適切な保全管理（リスクシナリオ７－３）
●農業、農村が有する国土の保全、水資源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成等の多面的
機能が発揮されるよう、地域の共同による農地、農業用水利施設等の保全活動や地域における生産
活動への支援等を推進します。
《主な取組み》
・優良農地の確保や、地域の共同による農地、農業用水利施設の保全活動等の促進

各種情報の的確な発信（リスクシナリオ８－４）
●観光、地域農産物への風評被害等による地域社会等への影響を防ぐため、平素から関係団体や県
などの関係機関との連携を強化し、正確な情報が迅速に発信できる体制を構築します。

【再掲】山地防災対策（リスクシナリオ１－３、７－３）
●山地に起因する土砂災害の発生を防ぐため、山地防災対策を支援します。
《主な取組み》
・山地災害防止に係る普及啓発の支援
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【再掲】物資、資機材等の備蓄、調達体制の整備（リスクシナリオ２－１、２－４．２
－５、５－３）
●災害発生直後の被災市民等の生活を確保するため、必要となる物資の現物備蓄及び流通備蓄に計
画的に取り組みます。
《主な取組み》
・被害想定に基づく食料、生活必需品、防災資機材の備蓄の推進
・医療機関等との連携による医薬品、資器材等の備蓄の推進
・他自治体との相互応援協定や事業所との協定締結の推進

【再掲】道路の防災・減災対策（リスクシナリオ２－１、２－４、５－２、６－３、８
－２）
●災害発生時においても、安全で信頼性の高い道路ネットワークを確保するため、道路の防災・減
災対策を推進します。
《主な取組み》
・建設業組合との災害時における応急復旧対策業務に関する協定締結による道路施設の応急復旧体
制の整備
・災害発生時のネットワークを確保するための生活道路等の整備
・大雪時における交通機能の早期回復
・橋梁・トンネル等の計画的な維持補修（予防保全型維持管理）の実施

【重要業績指標】
指

標

現状値（Ｒ2）

一般家庭における EV,PHV,V2H 住宅用蓄

１３５件

目標値（Ｒ7）
２００件

電システムの導入補助件数

（５）教育・文化
後世に残すべき貴重な文化財建造物等文化遺産の被災（リスクシナリオ９－１）
●世界遺産に登録されている「日光の社寺」とそれを取り巻く自然環境を守り、適切な保護対策を
講じます。
《主な取組み》
・「史跡日光山内整備活用計画」に基づく山内石垣等の学術調査

日光杉並木の倒木対策（リスクシナリオ９－２）
●日光杉並木街道管理対策関係機関との連絡を密にし、災害発生時には、所有者である日光東照
宮、管理団体である栃木県との連携を図ります。
《主な取組み》
・杉並木パトロール
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【再掲】防災意識の高揚、防災教育の実施（リスクシナリオ１－１、４－３）
●災害発生時に市全体で、円滑かつ効果的な災害対策活動が行われるよう、普及啓発や防災教育、
国、県及び関係機関、民間団体等との連携強化に努めます。
《主な取組み》
・自治会、自主防災組織等に対する出前講座や防災訓練の実施啓発
・小中学校において避難訓練等の防災教育の実施

【重要業績指標】
指

標

現状値（Ｒ2）

杉並木パトロール回数

１０回／年
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目標値（Ｒ7）
１２回／年

第５章

計画の推進と進捗管理

１

優先的に取り組む施策
限られた資源で効率的・効果的に国土強靭化を進めるためには、優先的に取り組む施策
を明確にして、重点的に取組を進める必要があります。
本計画では、
「人命保護」を最優先とする観点から、リスクが回避されなかった場合の影
響の大きさなどを勘案し、リスクシナリオ単位で優先的に取り組む施策を設定しました。
優先的に取り組む施策に係るリスクシナリオ
リスクシナリオ
基本目標
№
1-1

建物等の複合的・大規模倒壊や住宅密集地における火
災による死傷者の発生

１ 直接死を最大限防ぐこと。 1-2 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水
1-3

大規模な火山噴火、土砂災害等による多数の死傷者の
発生
被災地での食料、飲料水等、生命に関わる物資供給の

救助・救急、医療活動等が 2-1
長期停止
迅速に行われるとともに、
2-3 消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足
２ 被災者等の健康・避難生活
救助・救急、医療活動のためのｴﾈﾙｷﾞｰ供給の長期途
環境を確保すること。
2-4 絶、医療施設及び関係者の絶対的不足及び被災、支援
ルートの途絶による医療機能の麻痺
市職員、施設等の被災による機能の大幅な低下
必要不可欠な行政機能を確
3-1
保すること。
以上を踏まえると、
「第４章 強靭化の推進方針」において整理した施策分野ごとの推進
方針のうち、優先的に取り組む施策の項目は、以下のとおりとなります。

３

施策分野

優先的に取り組む施策の項目
施 策
【行政機能】
・情報の収集、伝達体制の確保
・物資、資機材等の備蓄、調達体制の整備

（１）行政機能・消防

・防災拠点機能の確保及び防災上重要な市公共建築物の耐震化
・業務継続体制の整備
【消防】
・消防・救急体制の強化
・住宅、建築物の耐震化
・適正な土地利用の推進
・老朽危険空家等対策

（２）都市・インフラ

・総合的な水害対策
・総合的な土砂災害等対策
・山地防災対策
・火山災害対策
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・道路の防災、減災対策
・防災意識の高揚、防災教育の実施
・避難行動要支援者対策

（３）市民生活

・外国人対策
・地域防災力の向上
・医療関係団体との連携強化
・物資、資機材等の備蓄、調達体制の整備

（４）産業・経済

・道路の防災、減災対策
・山地防災対策

（５）教育・文化

・防災意識の高揚、防災教育の実施

また、リスクへの対応に向けた各施策分野の項目に関する個別事業計画については、別
冊「日光市国土強靭化地域計画（資料編）」に示すものとし、各事業の進捗状況や新規事業
の追加等を踏まえ、必要に応じて適宜見直しを行います。
２

各種施策の推進及び進捗管理
本計画の推進方針に基づく各種施策については、本市の個別計画や第２次日光市総合計
画実施計画と連携しながら、計画的かつ着実に取組を推進します。
また、本計画の進行管理は、ＰＤＣＡサイクルにより、取組の効果を検証し、必要に応
じて計画の見直しを図っていきます。
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【別紙】

日光市国土強靭化推進方針一覧
強靭化の推進方針

基本目標

№

リスクシナリオ

脆弱性評価
（１）行政機能/消防

（２）都市・インフラ

（３）市民生活

（４）産業・経済

（５）教育・文化

建物等の複合的・

（住宅・建築物の耐震化）

(1)行政機能/消防②消防（消

(2)都市・ｲﾝﾌﾗ（住宅・建築物

(3)市民生活（防災意識の高揚、

(5)教育・文化（防災意識の高

大規模倒壊や住宅

・木造住宅の耐震化については、第３期耐震改修促進

防・救急体制の強化）

の耐震化）

防災教育の実施）

揚、防災教育の実施）

密集地における火

計画において、令和７年度までの耐震化率９５%を目

●大規模な災害発生時に、迅速

●「日光市建築物耐震改修促進

●災害発生時に市全体で、円滑

●災害発生時に市全体で、円滑

災による死傷者の

標に掲げ、耐震改修等の補助を行っている。また、地震

かつ的確に消火、救急・救助活

計画（第３期計画）
」に基づき、 かつ効果的な災害対策活動が

かつ効果的な災害対策活動が

発生

による木造住宅の倒壊等の災害を未然に防止し、市民

動が行える体制を整備します。 効果的な普及啓発を行うとと

行われるよう、普及啓発や防災

行われるよう、普及啓発や防災

の安全を確保するため、効果的な普及啓発を図るとと

《主な取組み》

もに、国、県の支援制度等を有

教育、国、県及び関係機関、民

教育、国、県及び関係機関、民

もに、国、県の支援制度も活用しながら、更なる耐震化

・消防施設等の計画的な整備

効活用し、耐震化を推進しま

間団体等との連携強化に努め

間団体等との連携強化に努め

の促進を図る必要がある。

・消防団員の確保や資質の向

す。

ます。

ます。

・不特定多数が利用する民間大規模建築物については、 上などの消防組織の充実、強化

《主な取組み》

《主な取組み》

《主な取組み》

災害時に大規模な被害が想定されることから、耐震改

・住宅の耐震化の促進

・自治会、自主防災組織等に対

・自治会、自主防災組織等に対

修促進法では、要緊急安全確認大規模建築物としてい

・学校、病院、旅館・ホテル等

する出前講座や防災訓練の実

する出前講座や防災訓練の実

る。対象建物所有者に対し耐震改修等の補助を行って

多数の者が利用する建築物の

施啓発

施啓発

おり、今後も国、県の支援制度を活用しながら、更なる

耐震化の促進

・小中学校において避難訓練

・小中学校において避難訓練

耐震化を図る必要がある。

(2)都市・ｲﾝﾌﾗ（適正な土地利

等の防災教育の実施

等の防災教育の実施

（適正な土地利用の推進）

用の推進）

・建物の老朽化や狭隘道路が多い市街地では、大規模

●建物の老朽化や狭隘道路が

火災や地震発生時に建物崩壊や火災の延焼など被害の

多い市街地では、大規模火災や

拡大が予測されることから、老朽建築物の除外、建築物

地震発生時に建物崩壊や火災

の不燃化を推進するため、土地利用の見直しを行う必

の延焼など被害の拡大が予測

要がある。

されることから、老朽建築物の

（老朽危険空家等対策）

除外、建築物の不燃化を推進す

・災害発生時の倒壊等による危害を防ぐため管理不十

るため、適正な土地利用を推進

分な空家等について、適切な管理の促進を図る必要が

します。

ある。

《主な取組み》

・火災や倒壊等による危害を防ぐため、老朽化し空家

・用途地域の見直し

となった市営住宅について、解体を進める必要がある。

(2)都市・ｲﾝﾌﾗ（老朽危険空家

（防災意識の高揚、防災教育の実施）

等対策）

・室内における安全対策を推進するため、出前講座の

●災害発生時の倒壊等による

中で家具類の転倒防止対策等の普及啓発を進める必要

危害を防ぐため管理不十分な

がある。

空家等について、関係機関と連

（消防・救急体制の強化）

携し、空家対策を推進します。

・消防活動上重要な、耐震性防火水槽及び消火栓等の

《主な取組み》

直接死を最

１ 大 限 防 ぐ こ 1-1
と。
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消防水利の整備を、計画的に進める必要がある。

・老朽危険空家の所有者に対

・消防部隊の災害対応力を一層強化するとともに、消

する除去や適正管理の指導等

防車両等の整備を計画的に進める必要がある。

の推進

・地域消防防災力の中核的な役割を担う消防団への入

・老朽化し空家となった市営

団促進、安全装備品の整備など、消防団活動の更なる充

住宅の解体

実強化を図る必要がある。
・大規模災害時の救命率を高めるため、市民に対し開
催している救命講習について、受講者数を増やしてい
く必要がある。
・住宅火災による死者を低減させるため、設置義務で
ある住宅用火災警報器のさらなる設置促進及び維持管
理を推進する必要がある。
・住宅火災を初期に消火し、被害を最小限にとどめる
ため、住宅用消火器の設置を促進する必要がある。
・感震ブレーカーの普及啓発をし、通電火災を防止す
る必要がある。

異常気象等による

（総合的な水害対策）

(2)都市・ｲﾝﾌﾗ（総合的な水害

広域かつ長期的な

・集中豪雨等による浸水被害の解消を図るため、堆積

対策）

市街地等の浸水

土砂の除去、定期的なスクリーン清掃及び被災実績箇

●水害を予防し、河川の安全性

所の重点的な改修等を実施している。しかしながら、水

を高めるため、ハード対策とソ

路改修については未だ多くの箇所が未整備となってお

フト対策を一体的に推進しま

り、今後も継続して改修を行っていく必要がある。

す。

・洪水に関する警戒情報や避難情報を、市民や観光客

《主な取組み》

に対し迅速かつ的確に伝える体制を整備する必要があ

・河川の堤防、護岸整備などの

る。

河川改修の推進

1-2

・河川の堆積土砂除去、スクリ
ーン清掃などの防災・減災対策
の推進
・水害発生時の防災・減災対
策、早期復旧のための資機材等
の確保
・洪水に関する警戒情報、避難
情報などの災害情報伝達体制
の整備
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1-3

大規模な火山噴

（山地防災対策）

(2)都市・ｲﾝﾌﾗ（山地防災対策）

(4)産業・経済（山地防災対策）

火、土砂災害等に

・森林の持つ水源涵養、土砂流出防止等の公益的機能

●山地に起因する土砂災害の

●山地に起因する土砂災害の

よる多数の死傷者

を高め、山地に起因する被害発生を防ぐため、森林及び

発生を防ぐため、山地防災対策

発生を防ぐため、山地防災対策

の発生

治山施設の整備を推進する必要がある

を支援します。

を支援します。

（火山災害対策）

《主な取組み》

《主な取組み》

・気象庁が常時観測を必要と位置付けている日光白根

・山地災害防止に係る普及啓

・山地災害防止に係る普及啓

山は、火山防災マップや避難計画を作成した。さらなる

発の支援

発の支援

火山災害対策の強化を図るとともに、関係機関と共同

(2)都市・ｲﾝﾌﾗ（火山災害対策）

で避難訓練を実施する必要がある。

●火山噴火及び噴火に伴う大

・火山噴火に関する警戒情報や避難情報を、市民や観

規模な土石流等による被害を

光客に対し迅速かつ的確に伝える体制を整備する必要

未然防止し、又は被害を最小限

がある。マップ原稿については令和元年度に作成済み

にするための対策を推進しま

のため、関係施設等に印刷物の配布を依頼する必要が

す。

ある。

《主な取組み》

（総合的な土砂災害等の対策の推進）

・関係機関との連携による火

・土砂災害警戒区域の指定に基づき、ハザードマップ

山活動の観測や情報伝達の体

の更新を行う。ハザードマップの更新を行う。引き続き

制整備

土砂災害ハザードマップを活用した危険区域の周知を

・火山防災マップの周知

徹底する必要がある。

・火山防災訓練の実施

・災害時における避難場所等への避難を迅速に行うた

(2)都市・ｲﾝﾌﾗ（総合的な土砂

めには、避難所の周知が重要であることから、防災マッ

災害等の対策の推進）

プを活用した避難場所の周知や避難場所等に掲げる表

●集中豪雨等による土砂災害

示板の標準化を図る必要がある。

等が発生した場合に、被害の軽

・土砂災害等に関する警戒情報や避難情報を、市民や

減を図るため、ハード対策とソ

観光客に対し迅速かつ的確に伝える体制を整備する必

フト対策が一体となった総合

要がある。

的な土砂災害対策を推進しま
す。
《主な取組み》
・土砂災害防止施設の整備推
進の要望
・土砂災害発生時の防災・減災
対策
・防災情報の提供及び土砂災
害ハザードマップを活用した
危険区域の周知
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被災地での食料、

（道路の防災・減災対策）

(1)行政機能/消防①行政機能

(2)都市・ｲﾝﾌﾗ（道路の防災・

(4)産業・経済（道路の防災・

飲料水等生命に関

・災害時における迅速な活動を行うため、道路機能の

（物資、資機材等の備蓄、調達

減災対策）

減災対策）

わる物資供給の長

確保や応急復旧に向けた建設業者等との協定による復

体制の整備）

●災害発生時においても、安全

●災害発生時においても、安全

期停止

旧体制の強化は重要であり、引き続き連携強化を図る

●災害発生直後の被災市民等

で信頼性の高い道路ネットワ

で信頼性の高い道路ネットワ

必要がある。

の生活を確保するため、必要と

ークを確保するため、道路の防

ークを確保するため、道路の防

・災害時の交通機能早期確保のため、道路管理者間の

なる物資の現物備蓄及び流通

災・減災対策を推進します。

災・減災対策を推進します。

連携強化、相互支援、維持管理等について、引き続き相

備蓄に計画的に取り組みます。 《主な取組み》

《主な取組み》

互の連携強化を図る必要がある。

《主な取組み》

・建設業組合との災害時にお

・建設業組合との災害時にお

（物資、資機材等の備蓄・調達体制の整備）

・被害想定に基づく食料、生活

ける応急復旧対策業務に関す

ける応急復旧対策業務に関す

・災害発生から約 3 日間は、平常時のルートによる物

必需品、防災資機材の備蓄の推

る協定締結による道路施設の

る協定締結による道路施設の

資の供給や外部支援が困難となるため、日光市備蓄計

進

応急復旧体制の整備

応急復旧体制の整備

画に基づき食料、飲料水、生活必需品などを備蓄してお

・医療機関等との連携による

・災害発生時のネットワーク

・災害発生時のネットワーク

救助・救急、

く必要がある。また、感染症対策物資についても備蓄の

医薬品、資器材等の備蓄の推進

を確保するための生活道路等

を確保するための生活道路等

医療活動等

必要がある。

・他自治体との相互応援協定

の整備

の整備

が迅速に行

・食料、飲料水、生活必需品や防災用資機材を確保する

や事業所との協定締結の推進

・大雪時における交通機能の

・大雪時における交通機能の

われるとと

ため、他自治体との相互応援協定や事業者と協定を締

早期回復

早期回復

２ もに、被災者 2-1

結しているが、平常時から連絡を取り合うなど連携を

・橋梁・トンネル等の計画的な

・橋梁・トンネル等の計画的な

深める必要がある。

維持補修（予防保全型維持管

維持補修（予防保全型維持管

理）の実施

理）の実施

等の健康・避
難生活環境
を確保する

(4)産業・経済（物資、資機材

こと。

等の備蓄、調達体制の整備）
●災害発生直後の被災市民等
の生活を確保するため、必要と
なる物資の現物備蓄及び流通
備蓄に計画的に取り組みます。
《主な取組み》
・被害想定に基づく食料、生活
必需品、防災資機材の備蓄の推
進
・医療機関等との連携による
医薬品、資器材等の備蓄の推進
・他自治体との相互応援協定
や事業所との協定締結の推進
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多数かつ長期にわ

（医療関係団体との連携強化）

【再掲】(1)行政機能/消防②消

(3)市民生活（医療関係団体と

たる孤立集落等の

・災害時の医療体制を確保するため、医療関係団体と

防（消防・救急体制の強化）

の連携強化）

同時発生

緊急時における協力応援体制を確認するとともに訓練

●大規模な災害発生時に、迅速

●医療関係団体との連携・協力

を実施する必要がある。

かつ的確に消火、救急・救助活

により、災害時医療救護体制の

（消防・救急体制の強化）
【再掲】

動が行える体制を整備します。

充実を図ります。

・重症傷病者を速やかに処置し搬送するために、ドク

《主な取組み》

《主な取組み》

ターヘリが安全に活動できる、ランデブーポイントの

・消防施設等の計画的な整備

・医療関係団体との災害時の

整備を進める必要がある。

・消防団員の確保や資質の向

医療救護活動に関する協定の

上などの消防組織の充実、強化

締結、救護所の運営など連携、

(1)行政機能/消防①行政機能

協力体制の構築、医療関係団体

（情報の収集、伝達体制の確

との訓練の実施

保）

・へき地診療所の充実

2-2

●災害発生時において、国、県、
市、防災関係機関相互の迅速か
つ的確な情報の収集、伝達を確
保します。
《主な取組み》
・防災行政情報システムを活
用した効果的な情報収集・伝達
のあり方の検討

消防等の被災等に

（業務継続体制の整備）

(1)行政機能/消防①行政機能

よる救助・救急活

・被災により、職員、庁舎、ライフラインなど、資源に

（業務継続体制の整備）

動等の絶対的不足

制約がある状況下において、災害対策等優先的に行う

●被災により、職員、庁舎、ラ

業務を継続して実施できる体制を構築するため、平成

イフラインなど、資源に制約が

３０年３月に「日光市業務継続計画」を策定した。本計

ある状況下において、災害対策

画の実効性を高めるため、組織改編、業務内容や施設設

等優先的に行う業務を継続し

備の変更があった場合には、必要な改定を行う。

て実施できる体制を構築する

（消防・救急体制の強化）
【再掲】

ため、業務継続計画を策定しま

・地域消防防災力の中核的な役割を担う消防団への入

した。計画の実効性を高めるた

団促進、安全装備品の整備など、消防団活動の更なる充

め、組織や業務に変更があった

実強化を図る必要がある。

場合に、適切に改定を行いま

・大規模災害時の救命率を高めるため、市民に対し開

す。

催している救命講習について、受講者数を増やしてい

《主な取組み》

く必要がある。

・業務継続計画の改定

2-3
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・災害活動拠点としての機能を果たす消防施設の整備

【再掲】(1)行政機能/消防②消

を、計画的に進める必要がある。

防（消防・救急体制の強化）
●大規模な災害発生時に、迅速
かつ的確に消火、救急・救助活
動が行える体制を整備します。
《主な取組み》
・消防施設等の計画的な整備
・消防団員の確保や資質の向
上などの消防組織の充実、強化

2-4

救助・救急、医療活

（医療関係団体との連携強化）
【再掲】

【再掲】(1)行政機能/消防①行

動のためのｴﾈﾙｷﾞｰ

・災害時の医療体制を確保するため、医療関係団体と

供給の長期途絶、

【再掲】(3)市民生活（医療関

【再掲】(4)産業・経済（道路

政機能（業務継続体制の整備） の防災・減災対策）

係団体との連携強化）

の防災・減災対策）

緊急時における協力応援体制を確認するとともに訓練

●被災により、職員、庁舎、ラ

●災害発生時においても、安全

●医療関係団体との連携・協力

●災害発生時においても、安全

医療施設及び関係

を実施する必要がある。

イフラインなど、資源に制約が

で信頼性の高い道路ネットワ

により、災害時医療救護体制の

で信頼性の高い道路ネットワ

者の絶対的不足及

・災害時の医療救護活動を迅速に実施するため、医療

ある状況下において、災害対策

ークを確保するため、道路の防

充実を図ります。

ークを確保するため、道路の防

び被災、支援ルー

関係団体等と連携し、救護班の編成体制を整える必要

等優先的に行う業務を継続し

災・減災対策を推進します。

《主な取組み》

災・減災対策を推進します。

トの途絶による医

がある。市は、救護班の活動に必要な資器材等を提供す

て実施できる体制を構築する

《主な取組み》

・医療関係団体との災害時の

《主な取組み》

療機能の麻痺

る必要がある。

ため、業務継続計画を策定しま

・建設業組合との災害時にお

医療救護活動に関する協定の

・建設業組合との災害時にお

・災害時に負傷者に対応するため、医療関係団体等と

した。計画の実効性を高めるた

ける応急復旧対策業務に関す

締結、救護所の運営など連携、 ける応急復旧対策業務に関す

連携し、救護所を設置し、医療救護活動を実施する必要

め、組織や業務に変更があった

る協定締結による道路施設の

協力体制の構築、医療関係団体

る協定締結による道路施設の

がある。

場合に、適切に改定を行いま

応急復旧体制の整備

との訓練の実施

応急復旧体制の整備

・災害時の医療救護活動を迅速かつ効率的に実施する

す。

・災害発生時のネットワーク

・へき地診療所の充実

・災害発生時のネットワーク

ため、負傷程度により治療の優先度を判定し、負傷者を

《主な取組み》

を確保するための生活道路等

を確保するための生活道路等

振り分けるトリアージ体制の整備を行う必要がある。

・業務継続計画の改定

の整備

の整備

（道路の防災・減災対策）
【再掲】

【再掲】(1)行政機能/消防①行

・大雪時における交通機能の

・大雪時における交通機能の

・災害時における迅速な活動を行うため、道路機能の

政機能、（物資、資機材等の備

早期回復

早期回復

確保や応急復旧に向けた建設業者等との協定による復

蓄、調達体制の整備）

・橋梁・トンネル等の計画的な

【再掲】(4)産業・経済（物資、

旧体制の強化は重要であり、引き続き連携強化を図る

●災害発生直後の被災市民等

維持補修（予防保全型維持管

資機材等の備蓄、調達体制の整

必要がある。

の生活を確保するため、必要と

理）の実施

備）

・災害時の交通機能早期確保のため、道路管理者間の

なる物資の現物備蓄及び流通

●災害発生直後の被災市民等

連携強化、相互支援、維持管理等について、引き続き相

備蓄に計画的に取り組みます。

の生活を確保するため、必要と

互の連携強化を図る必要がある。

《主な取組み》

なる物資の現物備蓄及び流通

・災害発生時のネットワークを確保するため、国県道

・被害想定に基づく食料、生活

備蓄に計画的に取り組みます。

に接続する幹線道路を総合的に整備する必要がある。

必需品、防災資機材の備蓄の推

《主な取組み》

・災害発生時に避難場所へ移動するネットワークを強

進
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【再掲】(2)都市・ｲﾝﾌﾗ（道路

化するため、生活道路を計画的に整備する必要がある。 ・医療機関等との連携による

・被害想定に基づく食料、生活

・災害発生時に避難場所へ移動するネットワークを強

医薬品、資器材等の備蓄の推進

必需品、防災資機材の備蓄の推

化するため、橋りょう・トンネル等を計画的に維持補修

・他自治体との相互応援協定

進

する必要がある。

や事業所との協定締結の推進

・医療機関等との連携による

・災害発生時に避難場所へ移動するネットワークを強

(1)行政機能/消防②消防（消

医薬品、資器材等の備蓄の推進

化するため、舗装を計画的に維持補修する必要がある。 防・救急体制の強化）

・他自治体との相互応援協定

（業務継続体制の整備）
【再掲】

●大規模な災害発生時に、迅速

や事業所との協定締結の推進

・被災により、職員、庁舎、ライフラインなど、資源に

かつ的確に消火、救急・救助活

制約がある状況下において、災害対策等優先的に行う

動が行える体制を整備します。

業務を継続して実施できる体制を構築するため、平成

《主な取組み》

３０年３月に「日光市業務継続計画」を策定した。本計

・消防施設等の計画的な整備

画の実効性を高めるため、組織改編、業務内容や施設設

・消防団員の確保や資質の向

備の変更があった場合には、必要な改定を行う。

上などの消防組織の充実、強化

（物資、資機材等の備蓄・調達体制の整備）
【再掲】
・災害発生から約 3 日間は、平常時のルートによる物
資の供給や外部支援が困難となるため、日光市備蓄計
画に基づき食料、飲料水、生活必需品などを備蓄してお
く必要がある。また、感染症対策物資についても備蓄の
必要がある。
・食料、飲料水、生活必需品や防災用資機材を確保する
ため、他自治体との相互応援協定や事業者と協定を締
結しているが、平常時から連絡を取り合うなど連携を
深める必要がある。
（消防・救急体制の強化）
【再掲】
・大規模災害時の救命率を高めるため、市民に対し開
催している救命講習について、受講者数を増やしてい
く必要がある。
・重症傷病者を速やかに処置し搬送するために、ドク
ターヘリが安全に活動できる、ランデブーポイントの
整備を進める必要がある。

2-5

想定を超える大量

（関係機関等との連携強化）

【再掲】(1)行政機能/消防①行

【再掲】(4)産業・経済（物資、

かつ長期の観光客

・連絡体制の整備、収容施設や代替輸送手段の確保な

政機能（物資、資機材等の備蓄、

資機材等の備蓄、調達体制の整

を含む帰宅困難者

ど、平常時から、県、公共交通機関等と連携し、帰宅困

調達体制の整備）

備）

への飲料水、食糧

難者の受入態勢を整備する必要がある。

●災害発生直後の被災市民等

●災害発生直後の被災市民等

等の供給不足

（物資、資機材等の備蓄・調達体制の整備）
【再掲】

の生活を確保するため、必要と

の生活を確保するため、必要と
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・災害発生から約 3 日間は、平常時のルートによる物

なる物資の現物備蓄及び流通

なる物資の現物備蓄及び流通

資の供給や外部支援が困難となるため、日光市備蓄計

備蓄に計画的に取り組みます。

備蓄に計画的に取り組みます。

画に基づき食料、飲料水、生活必需品などを備蓄してお

《主な取組み》

《主な取組み》

く必要がある。また、感染症対策物資についても備蓄の

・被害想定に基づく食料、生活

・被害想定に基づく食料、生活

必要がある。

必需品、防災資機材の備蓄の推

必需品、防災資機材の備蓄の推

・食料、飲料水、生活必需品や防災用資機材を確保する

進

進

ため、他自治体との相互応援協定や事業者と協定を締

・医療機関等との連携による

・医療機関等との連携による

結しているが、平常時から連絡を取り合うなど連携を

医薬品、資器材等の備蓄の推進

医薬品、資器材等の備蓄の推進

深める必要がある。

・他自治体との相互応援協定

・他自治体との相互応援協定

や事業所との協定締結の推進

や事業所との協定締結の推進

被災地における感

（感染症等予防対策）

(3)市民生活（感染症等予防対

染症等の大規模発

・避難場所、被災地区での感染症の発生防止のため、平

策）

生

常時から予防接種や県との連絡体制等の構築など、感

●避難場所、被災地区での感染

染症等予防対策を行う必要がある。

症の発生防止のため、平常時か
ら感染症等予防対策に取り組

2-6
みます。
《主な取組み》
・予防接種の実施や消毒、衛生
害虫駆除を行うための体制等
の整備

必要不可欠

市職員、施設等の

（業務継続体制の整備）
【再掲】

【再掲】(1)行政機能/消防①行

な行政機能

被災による機能の

・被災により、職員、庁舎、ライフラインなど、資源に

政機能（業務継続体制の整備）

を確保する

大幅な低下

制約がある状況下において、災害対策等優先的に行う

●被災により、職員、庁舎、ラ

業務を継続して実施できる体制を構築するため、平成

イフラインなど、資源に制約が

３０年３月に「日光市業務継続計画」を策定した。本計

ある状況下において、災害対策

画の実効性を高めるため、組織改編、業務内容や施設設

等優先的に行う業務を継続し

備の変更があった場合には、必要な改定を行う。

て実施できる体制を構築する

（防災拠点機能の確保及び防災上重要な市公共建築物

ため、業務継続計画を策定しま

の耐震化）

した。計画の実効性を高めるた

・大規模災害発生時における迅速かつ的確な災害応急

め、組織や業務に変更があった

対策を実施するため、消火、救出、救助、物資輸送、医

場合に、適切に改定を行いま

療活動等において重要な役割を担う災害活動拠点や防

す。

災上重要な市有建築物について、防災機能の確保や耐

《主な取組み》

震化を、関係機関と連携を図りながら、計画的に推進し

・業務継続計画の改定

こと。

３

3-1

ていく必要がある。
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・耐震化については、より多くの専門性の高い情報が

(1)行政機能/消防①行政機能

必要であることから耐震補強や庁舎建設の方法につい

（防災拠点機能の確保及び防

て、専門的調査、検討を行い、耐震化の推進を図る必要

災上重要な市公共建築物の耐

がある。また、庁舎等建設にあたり、公共施設の適正化

震化）

に向け、日光市公共施設マネジメント計画実行計画に

●大規模災害発生時における

基づき、資産(公共施設)を有効に活用しながら、サービ

迅速かつ的確な災害応急対策

スの適正化を図り、財政面での持続性と人口減少・人口

を実施するため、消火、救出、

構成の変化等、将来の社会変化に適応した公共施設の

救助、物資輸送、医療活動等に

最適化を図る必要がある。

おいて重要な役割を担う防災
拠点の防災機能を関係機関と
連携を図りながら、計画的に整
備します。
●「日光市建築物耐震改修促進
計画（第３期計画）
」に基づき、
防災上重要な市公共建築物の
耐震化を推進します。
《主な取組み》
・防災拠点の整備
・防災上重要な市公共建築物
の耐震化

４

電力供給停止等に

（業務継続体制の整備）
【再掲】

【再掲】(1)行政機能/消防①行

よる情報通信の麻

・被災により、職員、庁舎、ライフラインなど、資源に

政機能（業務継続体制の整備）

痺、長期停止

制約がある状況下において、災害対策等優先的に行う

●被災により、職員、庁舎、ラ

業務を継続して実施できる体制を構築するため、平成

イフラインなど、資源に制約が

必要不可欠

３０年３月に「日光市業務継続計画」を策定した。本計

ある状況下において、災害対策

な情報通信

画の実効性を高めるため、組織改編、業務内容や施設設

等優先的に行う業務を継続し

備の変更があった場合には、必要な改定を行う。

て実施できる体制を構築する

ービスが確

（情報の収集、伝達体制の確保）
【再掲】

ため、業務継続計画を策定しま

保されるこ

・避難行動支援システム及び屋外スピーカー、戸別受

した。計画の実効性を高めるた

と。

信機、日光市防災メールなどを活用した防災行政情報

め、組織や業務に変更があった

システムにより、速やかな危険区域の絞り込みと市民

場合に、適切に改定を行いま

や観光客への迅速かつ的確な避難情報を伝達する体制

す。

を整備する必要がある。

《主な取組み》

機能・情報サ

4-1

・業務継続計画の改定
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【再掲】(1)行政機能/消防①行
政機能（情報の収集、伝達体制
の確保）
●災害発生時において、国、県、
市、防災関係機関相互の迅速か
つ的確な情報の収集、伝達を確
保します。
《主な取組み》
・防災行政情報システムを活
用した効果的な情報収集・伝達
のあり方の検討

4-2

テレビ、ラジオ放

（業務継続体制の整備）
【再掲】

【再掲】(1)行政機能/消防①行

送の中断等により

・被災により、職員、庁舎、ライフラインなど資源に制

政機能（業務継続体制の整備）

災害情報が必要な

約がある状況下において、災害対策等優先的に行う業

●被災により、職員、庁舎、ラ

者に伝達できない

務を継続して実施できる体制を構築するため、平成３

イフラインなど、資源に制約が

事態

０年３月に「日光市業務継続計画」を策定した。本計画

ある状況下において、災害対策

の実効性を高めるため、組織改編、業務内容や施設設備

等優先的に行う業務を継続し

の変更があった場合には、必要な改定を行う。
（情報の

て実施できる体制を構築する

収集、伝達体制の確保）
【再掲】

ため、業務継続計画を策定しま

・屋外スピーカー、戸別受信機、日光市防災メールなど

した。計画の実効性を高めるた

を活用した防災行政情報システムにより、速やかな危

め、組織や業務に変更があった

険区域の絞り込みと市民や観光客への迅速かつ的確な

場合に、適切に改定を行いま

避難情報を伝達する体制を整備する必要がある。

す。
《主な取組み》
・業務継続計画の改定
【再掲】(1)行政機能/消防①行
政機能（情報の収集、伝達体制
の確保）
●災害発生時において、国、県、
市、防災関係機関相互の迅速か
つ的確な情報の収集、伝達を確
保します。
《主な取組み》
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・防災行政情報システムを活
用した効果的な情報収集・伝達
のあり方の検討

情報伝達の不備等

（防災意識の高揚、防災教育の実施）
【再掲】

【再掲】(1)行政機能/消防①行

【再掲】(3)市民生活（防災意

【再掲】(5)教育・文化（防災

による避難行動の

・児童生徒の防災意識の高揚を図り、自他の生命を守

政機能（情報の収集、伝達体制

識の高揚、防災教育の実施）

意識の高揚、防災教育の実施）

遅れ等で多数の死

るための防災教育を実施する必要がある。

の確保）

●災害発生時に市全体で、円滑

●災害発生時に市全体で、円滑

傷者の発生

・災害発生時に円滑かつ効果的な災害対策活動が行わ

●災害発生時において、国、県、

かつ効果的な災害対策活動が

かつ効果的な災害対策活動が

るよう、市民の防災意識の高揚に努める必要がある。

市、防災関係機関相互の迅速か

行われるよう、普及啓発や防災

行われるよう、普及啓発や防災

・災害発生時における自助、共助による対応を構築す

つ的確な情報の収集、伝達を確

教育、国、県及び関係機関、民

教育、国、県及び関係機関、民

るため、市民の防災知識や意識の普及に努める必要が

保します。

間団体等との連携強化に努め

間団体等との連携強化に努め

ある。

《主な取組み》

ます。

ます。

（避難行動要支援者対策）

・防災行政情報システムを活

《主な取組み》

《主な取組み》

・各自治会等において独自の名簿を整備し、避難行動

用した効果的な情報収集・伝達

・自治会、自主防災組織等に対

・自治会、自主防災組織等に対

要支援者の避難支援を図ることや災害発生時に避難支

のあり方の検討

する出前講座や防災訓練の実

する出前講座や防災訓練の実

施啓発

施啓発

4-3

援等関係者が円滑な情報伝達・避難支援を行うため、市
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が整備する避難行動要支援者名簿について、平常時か

・小中学校において避難訓練

・小中学校において避難訓練

ら避難支援等関係者に名簿を提供ができるよう、名簿

等の防災教育の実施

等の防災教育の実施

情報の提供に関する同意率の向上を図る必要がある。

(3)市民生活（避難行動要支援

・
「避難行動要支援者支援プラン」において、避難行動

者対策）

要支援者１名につき２名以上の避難支援者を選定する

●災害発生時の一連の行動に

こととしているが、選定が難しく組、班での単位での支

支援を必要とする「避難行動要

援となっている方も多いため、避難支援者の選定を推

支援者」への情報伝達、避難誘

進する必要がある。

導等の迅速な対応が可能な体

・
「避難行動要支援者支援プラン」において、避難行動

制を整備します。

要支援者１名につき２名以上の避難支援者を選定する

《主な取組み》

こととしているが、選定が難しく組、班での単位での支

・
「災害時要援護者支援制度」

援となっている方も多いため、避難支援者の選定を推

の推進

進する必要がある。

・
「避難行動要支援者名簿」の

（地域防災力の向上）

活用

・共助による地域防災力を強化するためには、防災資

・情報伝達、避難誘導等に迅速

機材を支給するなど自主防災組織の育成、強化を図る

に対応するための体制整備

必要がある。

(3)市民生活（地域防災力の向

・大規模災害時の初動期において、共助による地域防

上）

災力を強化するためには、単位自主防災組織に加え、一

●災害発生時に、被害を最小限

定の地域による連合組織化を推進する必要がある。

に止めるため、地域で対応でき

・災害発生時における自助、共助による対応を構築す

る体制を整え、地域防災力の向

るため、地域の防災リーダーとなる防災士を各自治会

上を図ります。

に養成し、地域防災力の向上を図る必要がある。

《主な取組み》

（情報の収集、伝達体制の確保）

・自主防災組織の育成、強化

・避難行動支援システム及び屋外スピーカー、戸別受

・防災士の養成

信機、日光市防災メールなどを活用した防災行政情報

(3)市民生活（外国人対策）

システムにより、速やかな危険区域の絞り込みと市民

●日本語による防災情報の理

や観光客への迅速かつ的確な避難情報を伝達する体制

解が困難な外国人の安全を確

を整備する必要がある。

保するため、県と連携しなが

（外国人対策）

ら、支援体制を整備します。

・災害時に、外国人の安全を確保するため、防災に関す

《主な取組み》

る情報の多言語化を図り、外国人自身が防災への意識

・防災に関する情報の多言語

向上を図る必要がある。また、災害時における通訳ボラ

化等

ンティアの確保や、県や栃木県国際交流協会と連携を

・災害時における通訳ボラン
ティアの登用
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図りながら、外国人への支援体制を整備する必要があ
る。

5-1

サプライチェーン

（中小企業などの経営基盤の強化）

(4)産業・経済（中小企業など

の寸断等による企

・災害による損害を受けた事業者に対し、資金繰りを

の経営基盤の強化）

業の経済活動の停

改善するための対策を効果的に行う必要がある。

●災害により損害を受けた事

滞

業者に対し、資金繰りを改善す
るための対策を行います。
《主な取組み》
・制度融資の充実

基幹的陸上交通ネ

（道路の防災・減災対策）
【再掲】

【再掲】(2)都市・ｲﾝﾌﾗ（道路

【再掲】(4)産業・経済（道路

ットワークの機能

・災害時における迅速な活動を行うため、道路機能の

の防災・減災対策）

の防災・減災対策）

停止

確保や応急復旧に向けた建設業者等との協定による復

●災害発生時においても、安全

●災害発生時においても、安全

旧体制の強化は重要であり、引き続き連携強化を図る

で信頼性の高い道路ネットワ

で信頼性の高い道路ネットワ

必要がある。

ークを確保するため、道路の防

ークを確保するため、道路の防

・災害時の交通機能早期確保のため、道路管理者間の

災・減災対策を推進します。

災・減災対策を推進します。

連携強化、相互支援、維持管理等について、引き続き相

《主な取組み》

《主な取組み》

互の連携強化を図る必要がある。

・建設業組合との災害時にお

・建設業組合との災害時にお

・災害発生時のネットワークを確保するため、国県道

ける応急復旧対策業務に関す

ける応急復旧対策業務に関す

に接続する幹線道路を総合的に整備する必要がある。

る協定締結による道路施設の

る協定締結による道路施設の

・災害発生時に避難場所へ移動するネットワークを強

応急復旧体制の整備

応急復旧体制の整備

化するため、橋りょう・トンネル等を計画的に維持補修

・災害発生時のネットワーク

・災害発生時のネットワーク

する必要がある。

を確保するための生活道路等

を確保するための生活道路等

の整備

の整備

・大雪時における交通機能の

・大雪時における交通機能の

早期回復

早期回復

・橋梁・トンネル等の計画的な

・橋梁・トンネル等の計画的な

維持補修（予防保全型維持管

維持補修（予防保全型維持管

理）の実施

理）の実施

経済活動（サ
プライチェ

５

ー ン を 含

5-2
む。）を機能
不全に陥ら
せないこと。

5-3

食料等の安定供給

（農林水産業に係る生産基盤等の災害対応力の強化）

【再掲】(1)行政機能/消防①行

(4)産業・経済（農林水産業に

の停滞

・災害発生時の被害を最小限におさえるため、農業用

政機能（物資、資機材等の備蓄、

係る生産基盤等の災害対応力

ダム、頭首工、転倒堰、農業用排水路等の農業用施設の、 調達体制の整備）

の強化）

整備・補修等適切な維持管理や、有事の際の迅速かつ適

●災害発生直後の被災市民等

●災害発生時の被害を最小化

切な施設管理、管理技術者の育成、確保など、管理体制

の生活を確保するため、必要と

させるため、農業水利施設や農

の強化を促進する必要がある。

なる物資の現物備蓄及び流通

林水産業共同利用施設などの

（物資、資機材等の備蓄・調達体制の整備）
【再掲】

備蓄に計画的に取り組みます。
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・災害発生から約 3 日間は、平常時のルートによる物

《主な取組み》

生産基盤等の管理体制の強化

資の供給や外部支援が困難となるため、日光市備蓄計

・被害想定に基づく食料、生活

を促進します。

画に基づき食料、飲料水、生活必需品などを備蓄してお

必需品、防災資機材の備蓄の推

《主な取組み》

く必要がある。また、感染症対策物資についても備蓄の

進

・農業用ダム、頭首工、共同乾

必要がある。

・医療機関等との連携による

燥調製施設等の適切な維持管

・食料、飲料水、生活必需品や防災用資機材を確保する

医薬品、資器材等の備蓄の推進

理や、管理技術者の育成、確保

ため、他自治体との相互応援協定や事業者と協定を締

・他自治体との相互応援協定

【再掲】(4)産業・経済（物資、

結しているが、平常時から連絡を取り合うなど連携を

や事業所との協定締結の推進

資機材等の備蓄、調達体制の整

深める必要がある。

備）
●災害発生直後の被災市民等
の生活を確保するため、必要と
なる物資の現物備蓄及び流通
備蓄に計画的に取り組みます。
《主な取組み》
・被害想定に基づく食料、生活
必需品、防災資機材の備蓄の推
進
・医療機関等との連携による
医薬品、資器材等の備蓄の推進
・他自治体との相互応援協定
や事業所との協定締結の推進

電気、石油、ガス等

（業務継続体制の整備）
【再掲】

【再掲】(1)行政機能/消防①行

(4)産業・経済（自立分散型エ

のエネルギー供給

・被災により、職員、庁舎、ライフラインなど、資源に

政機能（業務継続体制の整備）

ネルギーの導入促進）

機能の停止

制約がある状況下において、災害対策等優先的に行う

●被災により、職員、庁舎、ラ

●災害時（停電時）における電

ン、燃料供給

業務を継続して実施できる体制を構築するため、平成

イフラインなど、資源に制約が

源確保のため、一般家庭におけ

関連施設、交

３０年３月に「日光市業務継続計画」を策定した。本計

ある状況下において、災害対策

る EV、PHV、V2H、住宅用蓄

通ネットワ

画の実効性を高めるため、組織改編、業務内容や施設設

等優先的に行う業務を継続し

電システムの導入を支援し、自

備の変更があった場合には、必要な改定を行う。

て実施できる体制を構築する

立分散型の電源システムの普

害を最小限

（自立分散型エネルギーの導入促進）

ため、業務継続計画を策定しま

及拡大を図ります。

に留めると

・災害時（停電時）における電源確保のため、一般家庭

した。計画の実効性を高めるた

《主な取組み》

ともに、早期

における EV、PHV、V2H、住宅用蓄電システムの導入

め、組織や業務に変更があった

・太陽光発電、蓄電池の自立分

復旧を図る

を支援し、自立分散型の電源システムの普及拡大を図

場合に、適切に改定を行いま

散型エネルギーの導入促進

こと。

る必要がある。

す。

ライフライ

６

ーク等の被

6-1

《主な取組み》
・業務継続計画の改定
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水道、汚水処理施

（上下水道施設の耐震化）

【再掲】(1)行政機能/消防①行

設等の長期間にわ

・災害などの非常時においても、安全・安心な水を安定

政機能（業務継続体制の整備） の耐震化）

たる機能停止

して供給できるよう、アセットマネジメント計画を平

●被災により、職員、庁舎、ラ

●災害発生時においても、市民

成３０年６月に策定した。浄水施設は需要が多い施設

イフラインなど、資源に制約が

生活への影響を最小限に抑え

や重要度の高い施設を優先的に改修を推進する必要が

ある状況下において、災害対策

るため、上下水道施設等の耐震

ある。また、配水管路は老朽化対策として管路の耐震化

等優先的に行う業務を継続し

化を推進します。

を図る必要がある。

て実施できる体制を構築する

《主な取組み》

・大規模災害発生時に下水道処理施設の破損による機

ため、業務継続計画を策定しま

・安定給水を継続するために、

能停止を防止するため、ストックマネジメント計画を

した。計画の実効性を高めるた

アセットマネジメントに基づ

策定し、計画に沿った下水道施設の改修と老朽施設の

め、組織や業務に変更があった

き重要な基幹施設及び基幹管

更新や耐震化を図る必要がある。

場合に、適切に改定を行いま

路の耐震化を推進

（業務継続体制の整備）
【再掲】

す。

・下水道施設の機能停止を防

・被災により、職員、庁舎、ライフラインなど、資源に

《主な取組み》

止するために、ストックマネジ

制約がある状況下において、災害対策等優先的に行う

・業務継続計画の改定

メント計画を策定し老朽施設

(2)都市・ｲﾝﾌﾗ（上下水道施設

6-2

業務を継続して実施できる体制を構築するため、平成

の更新と耐震化を推進

３０年３月に「日光市業務継続計画」を策定した。本計
画の実効性を高めるため、組織改編、業務内容や施設設
備の変更があった場合には、必要な改定を行う。

6-3

地域交通ネットワ

（農林道の整備）

【再掲】(1)行政機能/消防①行

ークが分断する事

・災害発生時に迂回路として活用しうる農道や林道を

政機能（業務継続体制の整備） の防災・減災対策）

●災害発生時における避難路

態

把握し、整備を進めるなど、避難路を確保する必要があ

●被災により、職員、庁舎、ラ

●災害発生時においても、安全

を確保するため、迂回路として

る。

イフラインなど、資源に制約が

で信頼性の高い道路ネットワ

活用しうる農道や林道の把握

（交通結節点への連携強化）

ある状況下において、災害対策

ークを確保するため、道路の防

及び必要な整備に努めます。

・災害発生時においても交通結節点への安全かつ円滑

等優先的に行う業務を継続し

災・減災対策を推進します。

《主な取組み》

な運行を確保するため、交通結節点に直接接続し、円滑

て実施できる体制を構築する

《主な取組み》

・迂回路となりうる農林道の

な乗り換えや乗り継ぎの確保に必要となる幹線道路の

ため、業務継続計画を策定しま

・建設業組合との災害時にお

保全、整備

整備を推進する必要がある。

した。計画の実効性を高めるた

ける応急復旧対策業務に関す

【再掲】(4)産業・経済（道路

（道路の防災・減災対策）
【再掲】

め、組織や業務に変更があった

る協定締結による道路施設の

の防災・減災対策）

・災害時における迅速な活動を行うため、道路機能の

場合に、適切に改定を行いま

応急復旧体制の整備

●災害発生時においても、安全

確保や応急復旧に向けた建設業者等との協定による復

す。

・災害発生時のネットワーク

で信頼性の高い道路ネットワ

旧体制の強化は重要であり、引き続き連携強化を図る

《主な取組み》

を確保するための生活道路等

ークを確保するため、道路の防

必要がある。

・業務継続計画の改定

の整備

災・減災対策を推進します。

・災害時の交通機能早期確保のため、道路管理者間の

・大雪時における交通機能の

《主な取組み》

連携強化、相互支援、維持管理等について、引き続き相

早期回復

・建設業組合との災害時にお

互の連携強化を図る必要がある。

【再掲】(2)都市・ｲﾝﾌﾗ（道路

(4)産業・経済（農林道の整備）

ける応急復旧対策業務に関す
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・災害発生時のネットワークを確保するため、国県道

・橋梁・トンネル等の計画的な

る協定締結による道路施設の

に接続する幹線道路を総合的に整備する必要がある。

維持補修（予防保全型維持管

応急復旧体制の整備

・災害発生時の避難箇所へ移動するネットワークを強

理）の実施

・災害発生時のネットワーク

化するため、生活道路を計画的に整備する必要がある。

を確保するための生活道路等

・災害発生時に避難場所へ移動するネットワークを強

の整備

化するため、橋りょう・トンネル等を計画的に維持補修

・大雪時における交通機能の

する必要がある。

早期回復

（業務継続体制の整備）
【再掲】

・橋梁・トンネル等の計画的な

・被災により、職員、庁舎、ライフラインなど、資源に

維持補修（予防保全型維持管

制約がある状況下において、災害対策等優先的に行う

理）の実施

業務を継続して実施できる体制を構築するため、平成
３０年３月に「日光市業務継続計画」を策定した。本計
画の実効性を高めるため、組織改編、業務内容や施設設
備の変更があった場合には、必要な改定を行う。

ため池、ダム、防災

（農業水利施設の老朽化対策及び耐震化）

施設、天然ダム等

・被災した場合に影響が大きい基幹的農業水利施設の、 政機能（業務継続体制の整備）

の老朽化対策及び耐震化）

の損壊、機能不全

損壊等による被害を防止するため、老朽化対策や耐震

●被災により、職員、庁舎、ラ

●被災した場合に、農業生産等

による二次災害の

化等の対策を推進する必要がある。

イフラインなど、資源に制約が

への影響が大きい基幹的農業

発生

（業務継続体制の整備）
【再掲】

ある状況下において、災害対策

水利施設の老朽化対策及び耐

・被災により、職員、庁舎、ライフラインなど、資源に

等優先的に行う業務を継続し

震化を推進します。

制約がある状況下において、災害対策等優先的に行う

て実施できる体制を構築する

《主な取組み》

業務を継続して実施できる体制を構築するため、平成

ため、業務継続計画を策定しま

・老朽化した基幹的農業水利

制御不能な

３０年３月に「日光市業務継続計画」を策定した。本計

した。計画の実効性を高めるた

施設の機能診断、補修、耐震化

複合災害・二

画の実効性を高めるため、組織改編、業務内容や施設設

め、組織や業務に変更があった

等の促進

備の変更があった場合には、必要な改定を行う。

場合に、適切に改定を行いま

【再掲】(1)行政機能/消防①行

(4)産業・経済（農業水利施設

7-1

７ 次災害を発
生させない

す。

こと。

《主な取組み》
・業務継続計画の改定

7-2

有害物質等の大規

（有害物質の拡散、流出対策）

(2)都市・ｲﾝﾌﾗ（有害物質の拡

模拡散、流出

・有害物質の拡散、流出等による健康被害や環境への

散・流出対策）

悪影響を防止するための対策を進める必要がある。

●地震発生時における倒壊建

・市と公害防止協定を締結している大規模事業所につ

屋等からの有害物質の拡散、流

いては、平常時から自主測定結果を市が確認し、排水水

出等による健康被害や環境へ

質を把握している。災害発生時、当該事業所の施設が被

の悪影響を防止するための対
策を推進します。
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災した場合は、市に対し速やかに通報できるよう体制

《主な取組み》

を構築する必要がある。

・市と公害防止協定を締結し
ている大規模事業所が被災し
た場合の通報体制の構築
・有害物質等の環境中への流
出等の情報収集及び環境モニ
タリング調査の強化

農地、森林等の荒

（農地、農業用水利施設等の適切な保全管理）

【再掲】(2)都市・ｲﾝﾌﾗ（山地

(4)産業・経済（農地、農業用

廃による被害の拡

・農業・農村が有する国土の保全、水資源の涵養、自然

防災対策）

水利施設等の適切な保全管理）

大

環境の保全、良好な景観の形成等の多面的機能が発揮

●山地に起因する土砂災害の

●農業、農村が有する国土の保

されるよう、地域の共同による農地、農業用水利施設等

発生を防ぐため、山地防災対策

全、水資源の涵養、自然環境の

の保全活動や地域における生産活動への支援等を推進

を支援します。

保全、良好な景観の形成等の多

する必要がある。

《主な取組み》

面的機能が発揮されるよう、地

（山地防災対策）
【再掲】

・山地災害防止に係る普及啓

域の共同による農地、農業用水

・森林の持つ水源涵養、土砂流出防止等の公益的機能

発の支援

利施設等の保全活動や地域に

を高め、山地に起因する被害発生を防ぐため、森林及び

おける生産活動への支援等を

治山施設の整備を推進する必要がある。

推進します。
《主な取組み》

7-3

・優良農地の確保や、地域の共
同による農地、農業用水利施設
の保全活動等の促進

【再掲】(4)産業・経済（山地
防災対策）
●山地に起因する土砂災害の
発生を防ぐため、山地防災対策
を支援します。
《主な取組み》
・山地災害防止に係る普及啓
発の支援

地域社会・経

大量に発生する災

（災害廃棄物の処理体制の強化）

(2)都市・ｲﾝﾌﾗ（災害廃棄物の

済が迅速か

害廃棄物の処理の

・国、県など関係機関との連携及び地方公共団体間の

処理体制の強化）

８ つ 従 前 よ り 8-1

停滞等により復

相互支援体制の整備など、災害廃棄物を円滑かつ迅速

●国、県及び関係団体等と連携

強靭な姿で

旧・復興が大幅に

に処理するための体制を強化する必要がある。

し、災害廃棄物を円滑かつ迅速

復興できる

遅れる事態
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条件が整備

に処理するための体制強化を

されること。

図ります。
《主な取組み》
・災害廃棄物等の発生見込量
の把握
・国、県など関係機関との連
携、及び地方公共団体間の相互
支援体制の強化
・災害廃棄物等の仮置き場の
確保

8-2

道路啓開等の復

（道路の防災・減災対策）
【再掲】

【再掲】(2)都市・ｲﾝﾌﾗ（道路

(3)市民生活（災害ボランティ

【再掲】(4)産業・経済（道路

旧・復興を担う人

・災害時には迅速な応急復旧が求められるが、建設業

の防災・減災対策）

アの活動体制の強化）

の防災・減災対策）

材等（専門家、コー

における高齢化、人材不足の問題により、今後の復旧事

●災害発生時においても、安全

●災害発生時においてボラン

●災害発生時においても、安全

ディネーター、労

業に支障を来たすことが懸念されることから、将来の

で信頼性の高い道路ネットワ

ティア活動が円滑に行われる

で信頼性の高い道路ネットワ

働者、地域に精通

建設業を担う技能労働者等の育成・確保を図る必要が

ークを確保するため、道路の防

よう、関係機関等と連携しなが

ークを確保するため、道路の防

した技術者等）の

ある。

災・減災対策を推進します。

ら、環境整備に努めます。

災・減災対策を推進します。

不足により復旧・

（災害ボランティアの活動体制の強化）

《主な取組み》

《主な取組み》

《主な取組み》

復興が大幅に遅れ

・大規模災害時において、被災者のニーズにきめ細か

・建設業組合との災害時にお

・社会福祉協議会等との情報

・建設業組合との災害時にお

る事態

く対応するためには、被災者支援におけるボランティ

ける応急復旧対策業務に関す

共有、連携強化、支援

ける応急復旧対策業務に関す

ア活動を支援する必要がある。

る協定締結による道路施設の

・ボランティアの確保、資質向

る協定締結による道路施設の

応急復旧体制の整備

上のための各種研修、訓練等の

応急復旧体制の整備

・災害発生時のネットワーク

実施

・災害発生時のネットワーク

を確保するための生活道路等

・震災建築物応急危険度判定

を確保するための生活道路等

の整備

実施体制の整備

の整備
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・大雪時における交通機能の

・大雪時における交通機能の

早期回復

早期回復

・橋梁・トンネル等の計画的な

・橋梁・トンネル等の計画的な

維持補修（予防保全型維持管

維持補修（予防保全型維持管

理）の実施

理）の実施

8-3

地域コミュニティ

（地域防災力の向上）
【再掲】

【再掲】(3)市民生活（地域防

の崩壊、治安の悪

・共助による地域防災力を強化するためには、防災資

災力の向上）

化等により復旧・

機材を支給するなど自主防災組織の育成、強化を図る

●災害発生時に、被害を最小限

復興が大幅に遅れ

必要がある。

に止めるため、地域で対応でき

る事態

・共助による地域防災力を強化するためには、単位自

る体制を整え、地域防災力の向

主防災組織に加え、一定の地域による連合組織化を推

上を図ります。

進する必要がある。

《主な取組み》

（コミュニティ活動への支援）

・自主防災組織の育成、強化

・災害時における復旧・復興を円滑に進めるためには、

・防災士の養成

地域コミュニティの基盤である自治会の活動等を支援

(3)市民生活（コミュニティ活

する必要がある。

動への支援）

（外国人対策）
【再掲】

●災害時における復旧・復興を

・災害時に、外国人の安全を確保するため、防災に関す

円滑に進めるため、地域コミュ

る情報の多言語化を図り、外国人自身が防災への意識

ニティの基盤である自治会の

向上を図る必要がある。また、災害時における通訳ボラ

活動等を支援します。

ンティアの確保や、県や栃木県国際交流協会と連携を

《主な取組み》

図りながら、外国人への支援体制を整備する必要があ

・自治会活動への支援

る。

・コミュニティ活動に関する
情報の提供
・コミュニティの連携促進
・コミュニティ施設整備への
支援
【再掲】(3)市民生活（外国人
対策）
●日本語による防災情報の理
解が困難な外国人の安全を確
保するため、県と連携しなが
ら、支援体制を整備します。
《主な取組み》
・防災に関する情報の多言語
化等
・災害時における通訳ボラン
ティアの登用
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観光、地域農産物

（各種情報の的確な発信）

(4)産業・経済（各種情報の的

に対する風評被害

・現在、旅行代理店の海外支店、海外販売所に本市の海

確な発信）

等による地域社会

外現地事務所機能を持たせ、観光誘客拠点として、観光

●観光、地域農産物への風評被

等への甚大な影響

情報の発信や各種誘客プロモーションを展開してい

害等による地域社会等への影

る。災害発生時には、本市の正確な情報を迅速に海外に

響を防ぐため、平素から関係団

発信するためのシミュレーションをしておく必要があ

体や県などの関係機関との連

る。また、国内へは、日光市観光協会等のホームページ

携を強化し、正確な情報が迅速

を活用し、迅速かつ正確な情報発信を行う。

に発信できる体制を構築しま

8-4

す。また、国内の情報発信とし
て市及び関係団体のホームペ
ージを活用し、迅速かつ正確な
情報発信を行う。

後世に残すべき貴

（世界遺産の保護対策）

(5)教育・文化（世界遺産の保

重な文化財建造物

・世界遺産に登録されている「日光の社寺」とそれを取

護対策）

等文化遺産の被災

り巻く自然環境を守り、適切な保護対策を講じていく

●世界遺産に登録されている

必要がある。

「日光の社寺」とそれを取り巻
く自然環境を守り、適切な保護

9-1
対策を講じます。
《主な取組み》

文化財が迅

・「史跡日光山内整備活用計

速に再建、回

画」に基づく山内石垣等の学術

９ 復できる条

調査

件が整備さ

日光杉並木の倒木

（日光杉並木の倒木対策）

(5)教育・文化（日光杉並木の

れること。

による被害の発生

・日光杉並木街道管理対策関係機関との連絡を密にし、

倒木対策）

災害発生時には、所有者である日光東照宮、管理団体で

●日光杉並木街道管理対策関

ある栃木県との連携を図る必要がある。

係機関との連絡を密にし、災害

9-2

発生時には、所有者である日光
東照宮、管理団体である栃木県
との連携を図ります。
《主な取組み》
・杉並木パトロール
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