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１ 策定趣旨 

災害から命を守るためには、日頃からの備えが大切であり、自らリスクを認識し行

動する「自助」、周りの人たちと助け合う「共助」、行政等が支援する「公助」のバラ

ンスのとれた取り組みにより、被害をできる限り最小限とする「減災」へつなげるこ

とが重要となっています。 

国内では、2011年の東日本大震災をはじめ、集中豪雨による土石流被害や浸水被害

など、大規模な自然災害が全国各地で続発していることから、住民の防災に対する意

識が高まっています。特に、今後 30年以内に 70％から 80％の確率で発生するとされ

ている「南海トラフ地震」については、関東から九州・沖縄地方までの広い範囲に及

ぶ甚大な被害が想定されるため、あらゆる可能性を考慮して、行政・企業・地域・住

民等が協働し、それぞれの役割分担の下で、防災対策に取り組んでいく必要がありま

す。 

県内では、地形的・気象的な特性により、過去、数多くの災害が発生し甚大な被害

を被ってきました。近年では、2011年３月の長野県北部地震や 2014 年２月の大雪災

害、７月の土石流災害、９月の御嶽山噴火災害、11月の長野県神城断層地震など、

大きな被害に見舞われており、尊い命と貴重な財産が失われるとともに、被災地域の

産業が大きな打撃を受けました。 

今、こうした大規模な自然災害に対し、「命を守る」ための備えについて、社会全

体の在り方が問われています。 

国では、2013年 12 月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災

等に資する国土強靱化基本法」（以下「国土強靱化基本法」という。）を公布・施行

し、翌年６月には国土強靱化基本計画を閣議決定しましたが、その中で「強さ」と

「しなやかさ」を持った安全・安心な国土・地域・経済社会の構築に向けた「国土強

靱化」（ナショナル・レジリエンス）を推進しています。 

伊那市では、こうした国の方針や過去の災害教訓を踏まえ、「災害が起きた場合で

も被害を最小限に抑え速やかな復興を成し遂げる」ために、今後、起こりうる最悪の

事態をイメージしながら事前の備えに取り組むことを目的として、2017年３月に

「第 1期 伊那市国強靱化地域計画」を策定し、強靱化に向けた施策を実施してきま
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した。 

一方で、計画策定後も、国内では 2017年７月の九州北部豪雨や 2018年６月の大阪

北部地震、7月豪雨（西日本豪雨）などを始め、多くの大規模な自然災害が発生する

なか、災害対応を通じて得られた新しい知見や教訓を今後に活用していく必要があり

ます。また、計画の進展に伴い、実施している諸施策について進捗状況に合わせた見

直しを行う必要があります。 

本市の強靱化は、「災害が発生しても生命を失わず、迅速に日常の生活に戻るた

め、最悪の事態を念頭に置いて平時からの備えを誰もが行う」ことにより、地域全体

が災害に強くなることを目的としています。大規模自然災害への「備え」について、

引き続き「最悪の事態の想定」という視点から強靱化に向けた施策を効果的に推進す

るため、国土強靱化基本法第 13条に基づき本計画の改定を行います。 

 

２ 本市の概要 

本市は、長野県の南部に位置し、南東側は南アルプスを境に山梨県と静岡県に接

し、西側は中央アルプスを境に木曽地域に接しています。市域面積は 667.93㎢で、

松本市、長野市に次いで県下３番目に広く、東部に南アルプス国立公園・三峰川水

系県立公園を、西部に中央アルプス県立公園を有し、南アルプスと中央アルプスの

２つのアルプスがそびえています。この２つのアルプスに抱かれた中央部には、標

高約 600ｍの伊那盆地が開け、天竜川が三峰川やその支流を合わせて南下し、天竜川

に交わる形で扇状地や段丘崖が形成されており、広大なパノラマが展開していま

す。また、本地域は、内陸性気候で、年間の平均気温が約 12℃、日照時間も長く、

夏期は冷涼、冬期は降雪の少ない住みよい環境にあり、地震や台風などの大きな災

害が比較的少なく自然環境に恵まれています。 

交通面では、市の中央部をＪＲ飯田線が走り、中央本線・東海道本線に連絡して

います。また、2006 年２月に伊那木曽連絡道路（権兵衛トンネル）が開通した国道

361号をはじめ、国道 152号、同 153号及び県道が縦横に走り、東西・南北が結ばれ

ています。さらに、市の西部を E19中央自動車道が南北に走り、首都圏及び中京圏

から、ほぼ等距離に位置し、高速バスが都市間移動の交通として定着しています。

2017年９月に E19中央自動車道小黒川スマートインターチェンジが開通し、広域交

通網の新たな要所となっています。 

 



- 3 - 
 

３ 計画の期間・位置づけ 

本計画期間は、「第２次 伊那市総合計画 前期基本計画」に合わせた 2019年度か

ら 2023年度の５年間です。なお、今後の社会情勢等に急激な変化が生じた場合な

ど、計画期間内においても適宜見直しを行うこととします。 

本計画は、大規模自然災害に対する脆弱性を認識し、その克服に向けて、事前防

災及び減災、その他迅速な復旧等に資する施策を総合的に実施するため、国土強靱

化基本法第 13条に基づき、様々な分野の指針となる「アンブレラ計画」としての位

置付けで作成します。 

 

４ 現状認識等及び施策・展開 

国は、国土強靱化基本計画において、我が国の大規模自然災害等に対する脆弱性を

調査し評価する、いわば「国土の健康診断」を実施するため、脆弱性評価を行ってい

ます。この評価として 45 項目の「起きてはならない最悪の事態」を設定し、これに

対する各省庁の施策について横断的に評価することとしています。(2018 年 12 月 閣

議決定) 

また、長野県は、同様に 32項目の「起きてはならない最悪の事態」を設定し、評価

を行っています。(2018 年 3月 策定) 

本市は、上記、国及び長野県の脆弱性評価等を参考に、24項目の「起きてはならな

い最悪の事態」を設定し、以下の手順で評価を実施しました。 

 

  ① 本市における「起きてはならない最悪の事態」を設定 

 

 

  ② ①に対する本市の施策、指標の洗い出し 

 

 

  ③ ②について「現状認識、問題点の抽出（脆弱性評価）」 

 

 

  ④ ③に対する「施策・展開」を検討 
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この評価結果については、第３章「取り組むべき事項」の各節「１ 現状認識・問題

点の抽出（脆弱性の評価）」に記載しています。 

 

５ 評価・見直し 

本計画の第３章「取り組むべき事項」には、「起きてはならない最悪の事態」に対す

る施策や数値目標が項目ごとに掲載されています。 

本計画を効率的かつ効果的に推進するため、それらの施策や数値の達成状況を評価

し、今後発生する災害の検証も加えながら、必要に応じて見直し・改善を図るめ、Ｐ

ＤＣＡサイクル（Plan:計画、Do:実行、Check:評価、Act:改善）により、施策の見直

しを行っていきます。 

また、大規模災害の発生などにより、それまで認識されず早急な整理が必要な問題

点や脆弱性が発見された場合には、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan 

Check 評 価 

Action 見直し・改善 

Do 実 行 

計 画 
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１ 想定する災害リスク 

本市は、30年以内の発生確率が 70％～80％と予想されている南海トラフ地震の

「地震防災対策推進地域」に指定され、いつ大規模な揺れが起きてもおかしくない

喫緊の状況が続いています。この南海トラフ地震が発生すれば、地殻変動による激

しい揺れと巨大な津波により、西日本から東日本の広い範囲で甚大な被害となり、

本市においても最大震度６強の激しい揺れから、大きな被害想定が示されていま

す。 

また、本市の東側を走る糸魚川-静岡構造線断層帯を震源とする内陸型地震では、

30年以内の発生確率が 14～30％と予想されています。この地震が発生すれば、Ｍ

8.0、最大震度７の大きな揺れにより、建物被害 4,000棟余、死者負傷者 600人余と

なる甚大な被害想定が示されています。さらには、本市の竜西地区には南北に伊那

谷断層帯主部が延びており、この内陸直下型の地震が発生すれば、Ｍ8.0からなる大

地震により、建物被害 10,000棟弱、死傷者 2,000人弱となる最大規模の被害想定が

示されています。 

水害については、近年の急変する気象状況や河岸段丘等による急峻な地形によ

り、一級河川の天竜川や三峰川の増水、合流するいくつもの支川の氾濫、土石流・

がけ崩れ・地滑りの土砂災害等が各地で多発する危険があります。加えて、日常の

市民生活では、市内の河川に架かるいくつもの橋梁が道路網を支えており、落橋等

による交通の分断や集落の孤立化が危惧されます。 
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（資料）伊那市における主な地震被害想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料提供：2015年３月 長野県第３次地震被害想定 

 

２ 基本目標  

国及び県による強靭化計画の基本目標等との調和を図り、本市の「基本目標」を下

記のとおり設定します。 

 

■基本目標 

１ 直接死を最大限防ぐ 

２ 救助・救急・医療活動を迅速に行い、被災者等の健康・生活環境を確実に確保

する。 

３ 必要不可欠な行政機能・情報通信機能等を確保する 

４ ライフライン等の被害を最小限に留め、経済活動を機能不全に陥らせない 

５ 二次被害を発生させない 

６ 社会・経済が迅速に復興できる条件を整備する 

 

 

長さ

L(ｋｍ） MJ MW 全壊・焼失 半壊 死者 負傷者

＊ ： わずか

種
類

活
断
層
型
地
震

海
溝
型
地
震

□考察

１．被害が甚大な地震

２．発生確率が高い地震

３．特に警戒が必要な地震

【伊那市における主な地震の被害想定】

240

1,320

発生確率

ほぼ0%

ほぼ0%

マグニチュード

地震調査委員会
（2009）

地震調査委員会
（2009）

7.8 7.1

8.5

58

150 7

4

3,090 6,580 680 1,130

0 0 ＊ ＊

＊ ＊ ＊ 50

20 90 ＊ 40

790

60 580 70 30

88%

70%

70%

建物被害（棟） 人的被害（人）

0 0 0 0

710 1,930 100 300

0 0 0

6～11%

ほぼ0%

0.02～13%

5,230 250

2,110 20 370

伊那谷断層帯（主部）、木曽山脈西縁断層帯（主部北部）、糸魚川-静岡構造線断層帯（南側）

想定東海地震、南海トラフの巨大地震（陸側ケース）

糸魚川-静岡構造線断層帯（南側）、南海トラフの巨大地震（陸側ケース）

6強

6強9.0南海トラフの巨大地震　陸側ケース

文部科学省研究
開発局ほか
（2001）

北側

南側

中央防災会議
（2001）

内閣府（2012）

内閣府（2012）

地震調査委員会
（2009）

-

-

66

79

60

木曽山脈西縁断層帯（主部北部）の地震

境峠・神谷断層帯（主部）の地震

全体

伊那谷断層帯（主部）の地震

3,010

9.0

8.0

7.8

7.5

7.6

8.0

6強

6強

6弱

5弱阿寺断層帯（主部南部）の地震

地震調査委員会
（2009）

-

9.0南海トラフの巨大地震　基本ケース

7

地震名

長野盆地西縁断層帯の地震

7.9

7.3

7.2

6.9

7.0

8.0

9.0

想定東海地震

40

47

0

1,050

84糸魚川-静岡構造線断層帯の地震

平成２７年３月　長野県第３次地震被害想定

参考モデル

地震調査委員会
（2009）

最大震度

8.0 7.14

7.23

7.64

14%

4

7 140 470
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３ 起きてはならない最悪の事態 

前述の「１ 想定する災害リスク」及び「２ 基本目標」から、本市における「起

きてはならない最悪の事態」を下記のとおり設定します。 
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 第３章の構成 

本章の「取り組むべき事項」には、第２章で設定した「起きてはならない最悪の事

態」ごとに、「１ 現状認識・問題点の抽出（脆弱性評価）」、「２ 施策」、「３ 数値目標」

の構成で掲載されています。 

 

 １ 現状認識・問題点の抽出（脆弱性評価） 

国及び長野県の「大規模自然災害等に対する脆弱性の評価」等の指針を参考

にし、本市における「起きてはならない最悪の事態」ごとの現状把握と課題等

を記述しています。 

  

 ２ 施策 

「１ 現状認識・問題点の抽出（脆弱性評価）」に対応する施策について、市

が実施する対策を中心に記述しています。 

  

 ３ 数値目標 

「２ 施策」を実現するための数値目標を記述しています。なお、本計画に掲

載の数値目標は進捗管理の目安として記載しており、数値目標の達成により、

すべての問題点が解決されたとするものではありません。 

 

※市民・事業所を対象として、本計画の「起きてはならない最悪の事態」に関

する取り組みへの依頼事項を、本章の各節の中で「市民の皆様へ」「事業所の

皆様へ」として記述しています。 

 

 

第３章 取り組むべき事項 
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～命を守る～ 第１節 １ 

 

 

 

 

 

 

 

１【現状認識・問題点の抽出（脆弱性評価）】 

（１）住宅の耐震化 

○住宅の耐震化は、長野県と協働して進めています。2016年時点の住宅耐震化率は

82 パーセントで、長野県の 80.1 パーセントを若干上回っていますが、居住者の

経済的理由から、耐震対策が実施されないケースがあります。 

 

（２）公共施設等の対策 

○市役所本庁舎は耐震性が確保されており、小中学校の躯体部分は耐震改修が終了

しています。しかし、総合支所、社会教育施設、スポーツ施設、観光施設、社会

福祉施設などについて、耐震補強を行っていない箇所の耐震化を進めていく必要

があります。 

○全ての公共施設で、毎年、防災・防火に係る避難訓練を実施し、有事の際に安全

で迅速な避難ができるように訓練を繰り返し実施し、避難における意識改革や避

難意識（避難率）の向上対策を図る必要があります。 

 

（３）民間の旧耐震基準建築物の対策 

○不特定多数が利用する旧耐震基準の建築物に対して、耐震診断受診率を高めてい

く必要があります。 

 

（４）無電柱化等の対策 

○電柱等は地震の揺れや台風の影響を受けて倒壊することがありますが、電柱倒壊

などによる緊急車両等の通行障害発生を防ぎ、市街地の幹線道路や緊急輸送路で

被災の最小化を図るための無電柱化や被害防止対策を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）都市環境等の整備 

○住宅密集地では、大規模な火災延焼や建物倒壊等による道路閉塞※などで、避難

経路や通学路が確保できない事態が想定されます。 

【台風による電柱倒壊（提供：国土交通省 HP）】 

第１節 直接死を最大限防ぐ 

１－１ 住宅等の倒壊や住宅密集地の火災による死傷者の発生 

起きてはならない最悪の事態 
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～命を守る～ 第１節 １ 

※道路閉塞（どうろへいそく）とは、災害などにより道路がふさがれ、出入りや通行が出来

ない状況のことです。 

○市街地で迅速な消防・防災活動を行うため、国県道や幹線市道の改良や信号

機・情報板等の道路交通関連施設について、災害に対する安全性の確保等を進

める必要があります。 

 

２【施策】 

（１）住宅の耐震化   

○「伊那市住宅・建築物耐震改修促進計画（2018 年 5 月改訂）」に沿った耐震化を

推進します。 

○大地震で倒壊する住宅を減らすため、耐震診断や耐震改修工事に要する費用の補

助を実施し、住宅耐震化率の向上に努めます。 

 

（２）公共施設等の対策 

○社会教育施設、スポーツ施設、観光施設、社会福祉施設などについて、耐震補強

を行っていない箇所の耐震化を進めていきます。 

○全ての公共施設で、有事の際に安全で迅速な避難ができるように、毎年、防災・

防火に係る避難訓練を繰り返し実施し、避難における意識改革や避難意識（避難

率）の向上対策を図ります。 

○観光や産業振興のための施設と合わせ、災害時の重要な防災拠点としての機能を

兼ね備えた道の駅の設置に向けた検討を行います。 

 

（３）民間の旧耐震基準建築物の対策 

○不特定多数が利用する旧耐震基準の建築物に対して、耐震診断受診率を高めてい

くため、建物所有者へ啓発していきます。 

 

（４）無電柱化等の対策 

○城下町としてのまちなみを形成するため、高遠町（国道 361号）における無電柱

化事業の推進を働きかけるとともに、新たな無電柱化整備箇所の検討・選定を行

うことにより、通行障害の防止を推進します。 

○災害時の避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動に必要な緊急輸送路の道路

施設の整備・耐震化等による緊急輸送路の確保を推進します。 

 

（５）都市環境等の整備 

○迅速な消防活動につなげるため、国県道の改良を国県等関係機関へ働きかけると

ともに、幹線市道の改良や道路施設の整備・耐震化等を進めます。 

○高齢者世帯への訪問等を通じて、災害時の火災予防について周知を図ります。 

○公道に面する危険なブロック塀の撤去費用に関する市補助事業の実施により、倒

壊による人的被害の防止を図ります。 

○長野県が実施する建築物防災週間等を通じて、通学路等を中心にブロック塀の点
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～命を守る～ 第１節 １ 

検を行い危険箇所の是正指導を進めます。 

 

【市民の皆様へ】 

○自らの命を守るため、耐震診断や耐震改修を含む地震対策を行ってください。ま

た、建物所有者等へ耐震診断や耐震改修を含む地震対策を行うよう進言してくだ

さい。 

○大規模地震の発生に備え、家具の転倒を防止する固定器具や電気火災の発生を抑

制する感震ブレーカーの設置などの地震対策を行ってください。 

○避難をする際は、ブレーカーを切り、冬季の場合は暖房機器のプラグをコンセン

トから抜いてください。 

○通行者等の安全を確保するため、危険なブロック塀の地震対策等を行ってくださ

い。 

 

【事業所の皆様へ】 

○各事業所では、利用者等が地震や火災の際に被害にあわないよう、地震対策や防

火対策を行ってください。 

※当計画で事業所とは、商店、工場、事務所、営業所、銀行、支店、学校、寺院、病院、福

祉施設、旅館、ホテルなど事業を営むすべてものをいいます。 

 

３【数値目標】 

 まちづくり指標 
現状値 目標値 備考 

（数値根拠等） 数値 年度 数値 年度 

公共施設の耐震化率 92% 
2017 

(H29) 
100% 2023  

一般住宅の耐震化率 82% 
2016 

(H28) 
90% 2023  

火災発生件数 30件 
2017 

(H29) 
26件 2023  

小中学校における１校当たり避

難訓練年間平均実施回数 
3.5回 

2018 

(H30) 
3.6回 2023  

公立保育園における抜き打ち避

難訓練（月１回）及び防災講話

（年１回）実施率 

80% 
2016 

(H28) 
100% 2023  

 

 

 

 

 

 

https://kotobank.jp/word/%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80-523948


 

- 13 - 
 

～命を守る～ 第１節 ２ 

 

 

 

 

 

１【現状認識・問題点の抽出（脆弱性評価）】 

（１）治水対策等 

○県内では、急峻な地形や脆弱な地質といった自然条件に加え、都市化の進展によ

り流域の保水力が低下していること、局所的な集中豪雨が近年多発していること

等から、毎年のように水害が発生しています。 

○市街地の河川や水路は、拡幅などの改修が困難な箇所が多く整備が進んでいない

ため、近年の雨の降り方の局地化・集中化・激甚化と都市化の進展等に伴い、市

街地で浸水被害が発生しています。 

○主要河川である天竜川は、2006 年 7月豪雨災害による激甚災害対策特別事業によ

り、概ね計画規模の流量が確保できています。 

 

（２）警戒避難体制の強化 

○天竜川と県管理の 5つの河川について、堤防の決壊により浸水が想定される区域

や緊急避難場所及び避難所などを表示した防災マップを全世帯に配布し、浸水の

恐れがある区域の周知に努めています。 

○天竜川等の浸水想定の見直しを反映した各種ハザードマップ等を活用し、住民へ

の危険箇所周知に合わせ、学校・企業・施設など様々な場所での啓発が必要です。 

○水防法及び土砂災害防止法が 2017年 6月 19日に改正され、要配慮者が利用する

施設の所有者または管理者は、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に

関する事項を定めた「避難確保計画」を作成する必要があります。 

 

２【施策】 

（１）水防災意識社会の再構築 

○2015 年９月に発生した関東・東北豪雨、2016 年８月に発生した台風による東日

本から北日本での豪雨などにより全国各地で大規模な洪水被害が発生している

ことから、多くの河川を抱える本市においても同じような大水害が起こり得るこ

とを念頭に、社会の意識を「施設整備により洪水の発生を防止するもの」から「施

設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」へと転換し、社会全体で常に洪

水氾濫に備える「水防災意識社会」を再構築する必要があります。 

 

（２）治水対策等 

○国・県が管理する河川で広域にわたり甚大な浸水被害が想定されるものは、堆積

土砂の除去や護岸改修などの予防対策を着実に促進するよう要望します。 

○県が管理する河川は、想定最大規模の浸水想定区域がシミュレーションされてい

１－２ 豪雨による河川の氾濫に伴う住宅などの建築物の浸水 

起きてはならない最悪の事態 
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～命を守る～ 第１節 ２ 

ないため、早期のシミュレーションを要請していくとともに河道拡幅や護岸改修

などの予防対策を着実に促進するよう要望します。 

○県管理河川は、必要に応じて、危機管理型水位計の設置を要望し、災害対応に備

えていきます。 

○市街地の河川や水路は、拡幅などの改修が困難な箇所が多くありますが、整備促

進に取り組み、災害時に河川や橋梁などの迅速な復旧を図るため河川台帳を整備

します。 

○森林整備による治山・治水や水源のかん養、河川清掃の実施により、市内河川の

水質改善等を進めます。また、天竜川水系水質保全連絡協議会など、関係団体と

連携し災害等に対応します。 

 

（３）避難体制の構築 

○水害等における災害時受援体制の整備を進めるとともに、関係機関との連携を深

め、迅速な災害対応に努めます。 

○国や県等の防災関係機関で組織されている「大規模氾濫減災協議会」により、関

係機関の情報共有を図るとともに、タイムラインの更新を行います。 

○天竜川の想定最大規模の降雨による浸水区域を表示した各種ハザードマップの

活用により、地域住民や学校、企業、施設等へ浸水想定区域の周知を図り、住民

主導型による警戒避難体制の構築を促進します。 

 

【市民の皆様へ】 

○日頃から各種ハザードマップ等により浸水想定区域を把握していただくととも

に、地域で実施する防災訓練等に参加し、災害時には適切な避難行動がとれるよ

う備えてください。 

○降雨時は、雨量や河川水位などの関係機関から発信される災害情報について、テ

レビ・ラジオ・インターネット・防災無線などにより自ら情報収集をしていただ

き、早めの避難行動を行ってください。 

 

【事業所の皆様へ】 

○2017 年６月の水防法改正により該当となる浸水想定区域内の要配慮者利用施設

の管理者又は所有者は、利用者等における早期に安全で迅速な避難を実施するた

め、避難確保計画を作成し避難訓練を実施してください。 

 

３【数値目標】 

 まちづくり指標 
現状値 目標値 備考 

（数値根拠等） 数値 年度 数値 年度 

河川整備計画策定 

※2018 年度 未策定 
－ 

2018 

(H30) 
100％ 2022  

河川台帳整備率  40％ 
2018 

(H30) 
100％ 2021  
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～命を守る～ 第１節 ３ 

 

 

 

 

１【現状認識・問題点の抽出（脆弱性評価）】 

（１）土砂災害 

○急峻な地形と脆弱な地質を有する本市は、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒

区域等の指定は完了していますが、対策必要箇所が多数存在するため、ハード対

策の着実な推進と、警戒避難体制整備等のソフト対策を組み合わせた対策を進め

る必要があります。 

○土砂災害危険箇所パトロール等を通じ、長野県と危険箇所の情報共有を図り、

急傾斜地崩壊対策事業等の実施などにより、危険箇所の安全対策を実施してい

くことが必要となっています。 

〇大規模土砂災害に伴う河道閉塞について、迅速な緊急調査依頼、被害想定依

頼、対応方針立案依頼等を実施するために関係機関との連携体制の確立が必要

です。 

 

 （資料１）市内の土砂災害警戒区域の指定状況     2018 年 3月 31日現在 

 警戒区域数 特別警戒区域数 

土石流 370箇所 317箇所 

地すべり  22箇所   0箇所 

急傾斜地 784箇所 659箇所 

 

 （資料２）土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 

土砂災害 

  警戒区域 

土砂災害が発生した場合、住民の生命または身体に危害が生ずるおそれが 

あると認められる土地の区域です。 

※過去の土砂災害による土砂の到達範囲などを勘案して設定されます。 

土砂災害特別   

  警戒区域 

警戒区域のうち土砂災害が発生した場合、建築物に損壊が生じ住民の生命 

または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、

一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制される土地の区 

域です。 

 

（２）警戒避難体制の強化 

○土砂災害警戒区域等の土砂災害の危険箇所、緊急避難場所及び避難所などを表示

した市防災マップを全世帯に配布し、土砂災害の恐れのある区域の周知に努めて

います。 

 

（３）森林の荒廃対策 

○森林の荒廃加速度が進んでおり、土石流や地すべり等が発生する危険性が増して

いるため、現状の把握と荒廃対策について検討していく必要があります。 

１－３ 土石流・地すべり等の土砂災害による死傷者の発生 

起きてはならない最悪の事態 
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～命を守る～ 第１節 ３ 

２【施策】 

（１）土砂災害対策 

○国、県に対して、土砂災害に対する砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊

対策事業等によるハード対策による施設整備を要望し、集落・要配慮者利用施設・

避難所・重要交通網等の重要施設や地域の財産を守ります。 

○土砂災害が発生した場合、住宅等に損壊が生じ生命または身体に著しい危害が生

ずるおそれがある区域内からの住宅移転に要する費用の補助を実施し、既存住宅

の災害防止に努めます。 

 

（２）警戒避難体制の強化 

○国や県等の防災関係機関で組織されている「上伊那地域総合土砂災害対策等推進

連絡会」により、関係機関相互の連携を図り、土砂災害に対する体制を整備しま

す。 

○更新した市防災マップの配布により、地域住民へ土砂災害危険箇所の周知を図り、

住民主導型による警戒避難体制の構築を促進します。 

○県と気象台が共同で発表する土砂災害警戒情報や、長野県河川砂防情報ステーシ

ョンによる危険度情報の活用など、市民の警戒避難に資する情報の活用方法につ

いて啓発します。 

○避難行動要支援者の避難支援を具体化する手法として「災害時住民支え合いマッ

プ」により要配慮者がどこに住んでいて、誰が支援者となり、どこに避難させる

か等の情報を表記した地図の作成と活用の促進を図ることで、住民の支え合いに

よる地域づくりを推進します。 

 

（３）森林の荒廃対策  

○国・県と連携し、森林整備と施設整備が一体となった治山事業により、森林の土

砂災害防止機能を向上させ、土砂災害や流木災害を防ぐ「災害に強い森林づくり」

を推進します。 

 

【市民の皆様へ】 

○あらかじめ土砂災害の危険性のある場所の把握や避難場所、避難方法等の確認を

行ってください。 

○災害の発生が予想される際には、気象情報や行政からの災害情報に注意し、早期

に安全な場所に避難を行うとともに、いざというときは、自ら命を守る行動をと

ってください。 

 

【事業所の皆様へ】 

○2017 年６月の土砂災害防止法改正により該当となる土砂災害危険箇所区域内に

ある要配慮者利用施設の管理者又は所有者は、利用者等における早期に安全で迅

速な避難を実施するため、避難確保計画を作成し、避難訓練を実施してください。 
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１【現状認識・問題点の抽出（脆弱性評価）】 

（１）住民の避難行動等 

○行政からの避難勧告等の発令の遅れや不達は、住民の避難行動の遅れにつながる

ため、適切な時期での発令や迅速な避難行動のためのマニュアル等を整備する必

要があります。 

○住民が災害から被害を避けるには、各自がその危険性を認識し、迅速な避難行動

を自ら起こすことが重要です。 

 

（２）防災教育・防災体制等 

○地域による防災体制の構築には、自主防災組織による実践的な活動ができる体

制づくりとコミュニティの重要性や自助・共助による防災意識の啓発が必要で

す。 

○災害発生時に児童生徒が自ら危険を回避する力を育成するため、学校を始め

様々な場面で実践的な安全教育の指導に取り組むなど、引き続き、防災教育の

充実を図る必要があります。 

 

（３）情報伝達手段 

○住民への情報伝達手段として、Ｊアラート・地域安心安全メール・ツイッター・

Ｌアラートなど情報伝達の多重化を行っていますが、高齢者や聴覚・視覚などの

障害のある方への情報伝達方法が課題となっています。 

 

（４）避難行動要支援者 

○災害発生時に支援を必要とする高齢者・障害者・妊産婦・乳幼児等の要配慮者が、

迅速かつ安全に避難できる地域づくりを進めるため、行政は避難行動要支援者名

簿の作成に合わせて、地域の要配慮者・支援者・社会資源等を把握し、個別計画

の策定を推進する必要があります。 

○災害時は、避難行動要支援者の家族だけでは対応できない場合があるため、日

頃から隣近所や支援者等との関係性が重要となります。 

 

（５）要配慮者利用施設 

○社会福祉施設などの要配慮者利用施設は、2016 年台風 10 号の際にみられるよう

に災害時においては要配慮者が迅速な災害対応が困難であることを前提に、地域

の実情を反映した警戒避難体制を整備するとともに、管理者を含めた職員が市町

村から発令される避難情報を正しく理解し、迅速な避難行動に移ることができる

ような取り組みを行う必要があります。 

１－４ 避難勧告・指示の判断の遅れや情報伝達手段の不備に伴う避難の

遅れによる死傷者の発生 

起きてはならない最悪の事態 
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２【施策】 

（１）住民の避難行動等 

○適切に避難勧告等を発令するとともに、住民の居住地等にどのような災害リスク

があり、いつどのようなときに、どのような避難行動をとるべきかについて周知

を図ります。 

○「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（内閣府）」に対応した市

マニュアルの見直しを随時行います。 

○災害が発生するおそれがある場合には、住民一人ひとりが的確な避難行動の判断

がとれるように、防災お出かけ講座や防災マップの配布等により、日頃から危険

箇所や避難場所等の周知徹底を図ります。 

 

（２）防災教育・防災体制等 

○各自主防災組織が相互に情報交換をする場を提供することにより連携を強化

し、自主防災組織の活動レベル底上げにより、組織体制の整備等を進めていき

ます。 

○小学生を対象とした防災お出かけ講座を継続して実施します。 

○防災関係機関と連携して実施する伊那市総合防災訓練に保育園児や小中学生が

参加することにより、防災に関する知識の普及を図ります。 

 

（３）情報伝達手段 

○「伝わる」情報を発信していくために、様々なメディアを効果的に組み合わせ、

あらゆる情報媒体により市民が必要な時に必要な情報を入手しやすい環境を整

えていきます。 

○災害時の情報提供ツールとして有効な伊那市地域安心安全メールの登録を促進

するとともに新たなＳＮＳ導入による非常時伝達手段の研究を進めていきま

す。 

○県が構築した「長野県防災情報システム」を利用し、停電や地上回線が停滞し

た場合でも自家発電の活用や通信衛星によるシステム経由により、いち早く情

報を住民に伝えられるよう努めます。 

 

（４）避難行動要支援者 

○避難行動要支援者の避難支援を具体化する手法として「災害時住民支え合いマッ

プ」により要配慮者がどこに住んでいて、誰が支援者となり、どこに避難させる

か等の情報を表記した地図の作成と活用の促進を図ることで、住民の支え合いに

よる地域づくりを推進します。（再掲） 

○災害時に聴覚障害者の安全を確保するため、長野県が開催する災害時に役立つ手

話講座等を通じて、手話で避難誘導のできる住民を増やし、地域の防災力を高め

るとともに、音声情報の防災行政無線などに限らず、携帯電話会社による緊急速

報メール等の活用を推進します。 

○主に視覚・聴覚障害者が災害時に必要な持ち物として、ホイッスルやコミュニケ
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ーションボード等を自ら備えることや避難行動を共にしてくれる方を決めてお

くことなど、障害者自身も災害への準備をしていただく必要があることを周知し

ていきます。 

○障害者や高齢者などの情報弱者に配慮し、Ｗｅｂｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ（JIS規格）※に準拠

した情報発信に努めます。 

※Webアクセシビリティ（JIS規格）とは、高齢者・障害者等が情報通信における機器、ソフ

トウェアおよびこれらによって実現されるサービスを支障なく操作または利用できるよう

配慮することです。 

 

（５）要配慮者利用施設 

○改正された水防法及び土砂災害防止法に基づき、要配慮者利用施設の施設管理者

に対し「避難確保計画」の作成を支援し、地域の実情を反映し実効性の高い計画

となるよう促すとともに、計画に基づき災害発生時に利用者が迅速な避難行動を

とることができるように実効性の高い避難訓練の実施に向けた指導・助言を行い

ます。 

 

【市民の皆様へ】 

○災害に関する気象や避難等に関する情報について、ご自身により積極的に取得す

るよう努めてください。 

○「自分の身は自分で守る」という意識のもと、災害時を念頭においた防災対策を

平常時から講じてください。 

 

３【数値目標】 

 まちづくり指標 
現状値 目標値 備考 

（数値根拠等） 数値 年度 数値 年度 

手話奉仕員養成講座受講

者数 
6人 

2016 

(H28) 
45人 2023 

2019～2023 

5 年間延べ人数 

認知症サポーター数 5,730人 
2016 

(H28) 
6,500人 2023 延べ人数 

災害時住民支え合いマッ

プの作成 
75% 

2016 

(H28) 
95% 2023 地区数 

伊那市地域安心安全メー

ル登録件数 
18,629件 

2016 

(H28) 
19,000件 2023  
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１【現状認識・問題点の抽出（脆弱性評価）】 

（１）道路閉塞等による集落の孤立 

○台風などの大雨や地震により道路に落石や崩落等が発生すると、通行車両の被災

や集落の孤立が生じる恐れがあります。 

○災害に伴う国県等からの支援を迅速かつ円滑に被災地に受け入れるため、緊急輸

送路に関わる地域の幹線道路ネットワークが十分に確保されている必要があり

ます。 

○橋梁及び道路構造物の定期点検を進め、その点検結果に基づき長期修繕計画を策

定し、予防保全型の維持管理を行っていく必要があります。 

 

（２）ヘリコプターによる救命救助・救援物資搬送 

○大規模自然災害が発生した時には、迅速な救命救助活動と効率的な救援物資搬送

等を行うことが重要ですが、道路交通網が被災し孤立集落が発生した場合等は、

ヘリコプターを活用した対応が必要です。 

 

２【施策】 

（１）道路閉塞等による集落の孤立 

○国県と連携し、道路パトロールや道路防災点検の結果に基づき、落石や岩石崩落

などの対策が必要な箇所について、災害時の孤立集落発生や落石による人身事故

の防止等を図り、道路利用者の安心・安全を確保するため、順次、防災対策工事

を実施します。 

○災害時に緊急輸送を円滑に行うため、緊急輸送路となる主要幹線道路の整備につ

いて主要事業と位置付け、優先的に対策を実施します。 

 

（２）ヘリコプターによる救命救助・救援物資搬送 

○孤立集落が発生した場合、道路による救命救助や救援物資搬送が行えない場合は、

関係機関にヘリコプターによる援助を求めます。離着陸できる場所がない場合は、

備蓄状況や被災者の健康状態を把握した上で、ホイスト機能※を有したヘリコプ

ターによる救助や物資吊下の対応を要請します。 

第２節 救助・救急・医療活動を迅速に行い、被災 

   者等の健康・生活環境を確実に確保する 

２－１ 長期にわたる孤立集落等の発生 

起きてはならない最悪の事態 
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※ホイスト機能とは、ヘリコプターで救急隊員などをホバリングしながら降下させ、傷病者

を機内まで吊り上げたり、物資を吊り下げたりするウインチ装備のことをいいます。 

○ヘリコプターの発着場となるヘリポートを確保し、離着陸に支障のないよう整備

を行います。 

 

（３）情報収集及び支援体制等の整備 

○災害時に孤立集落等の情報収集や食料物資等の搬送を行う手段として、実働隊と

なる伊那市災害バイク隊の訓練を継続的に実施します。 

○孤立の可能性のある集落に対し、移動系防災行政無線の配備を進めます。 

 

【市民の皆さまへ】 

○発災直後から公的支援が届くまで、家族状況に応じた最低３日以上生き抜くため

に必要な食糧や生活用品等を自ら備えていただくようお願いします。 
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１【現状認識・問題点の抽出（脆弱性評価）】 

（１）自主防災組織の育成 

○災害による被害を最小限に抑えるには、自ら身を守る「自助」、行政機関等が支援

する「公助」のほか、地域の助け合いからなる「共助」があり、その中心的役割

を果たすのが自主防災組織の活動であるため、地域の自主防災組織の立ち上げや

活性化、男女の特性に配慮した支援を行い、地域防災力の向上を図る必要があり

ます。 

 

（２）消防団の強化 

○本市の消防体制は、消防活動を専任して行う上伊那広域消防（常備消防）と、仕

事を持ちながら消防活動を行う消防団（非常備消防）が組織されています。消防

団は管轄区域の消防署と連携し、主に常備消防の後方支援活動を行っていますが、

消防団へ加入する団員の減少により、今後の組織力の低下が見込まれ、現状の組

織体制では機能維持が困難となっている地域があります。また、在籍団員の長期

化と高年齢化が顕著となっていため、計画的な団員確保が必要です。 

 

（３）関係機関との連携 

○大規模災害の発生時は、国・長野県・警察・消防・自衛隊・関係機関等により、

人命救助・消火活動・道路啓開※・交通規制・防犯対策など、あらゆる事態への支

援を受ける必要があります。 

※道路啓開（どうろけいかい）とは、緊急車両等の通行のため、早急に最低限の瓦礫処理を

行い、簡易な段差修正等により救援ルートを開けることです。 

○上記、関係機関等へ迅速に支援要請を行うために、具体的な支援対策についての

確認及び検討が必要です。 

 

２【施策】 

（１）自主防災組織の育成 

○自主防災組織を中心とした「共助」の持つ最大の特徴は「即応性」ですが、地域

の実情や課題に応じた柔軟な形による災害対応が可能となる取り組みを進める

ことにより、地域づくりや地域活性化と合わせた自主防災組織の充実・強化を図

っていきます。 

○自主防災組織の単年での役員交替や人材の不足等により、活動の継続性が保持で

きない、組織の活動が機能していない、組織自体が維持できない、といった様々

な課題があることから、長期に継続して活動し積極的に地域に貢献していただけ

る防災リーダーの育成を行っていきます。 

２－２ 警察・消防・自衛隊による救助･救急活動等の不足 

起きてはならない最悪の事態 
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○長野県が 2007 年度から自主防災活動支援事業として行っている「自主防災アド

バイザーの委嘱」に関して、該当する地域防災士の推薦を行っていきます。 

○各自主防災組織が相互に情報交換をする場を提供し、自主防災組織の活動レベル

底上げを図るとともに、連携の強化と実効性のある組織再編等を進めていきます。 

○災害時に要配慮者を地域で支えるために、地域での警戒避難体制を構築する「地

区防災計画」の作成を促進し、平時からのコミュニケーションの醸成や災害時の

助け合いを啓発していきます。 

 

（２）消防団の強化 

○消防団組織の組織機能の維持、団員とその家族の負担軽減を行います。また、消

防団員の地域認知度向上のため、消防団の広報活動を行い、団員の確保を図りま

す。 

○消防団と地域で相互に顔の見える関係を築き、消防団の活動状況の周知や必要性

と役割を理解してもらうとともに、地域住民の協力を得て、団員の加入促進と消

防団の維持継続を図ります。 

○消防団施設・機関整備計画に基づき、計画的な施設等の更新を行うとともに、各

種訓練や方面隊間の連携訓練などを行って、団員及び団としての力量アップを図

っていきます。 

○消防庁が示している「消防団装備基準」を満たす装備の整備を行っていきます。 

 

（３）関係機関との連携 

○大規模災害の発生時に様々な支援を受ける国、県、警察、自衛隊、消防などの

防災関係機関と具体的な支援対策について確認及び検討を行っていきます。 

○毎年、実施する市総合防災訓練にて、中部電力や東日本電信電話などの民間の

防災関係機関との緊密な連携強化を目指す訓練を実施することにより、課題抽

出や問題解決を行いながら災害対応の実効性を高めていきます。 

 

【市民の皆様へ】 

○大規模災害の発生直後は、市役所・警察・消防などの公的機関の支援が見込め

ないため、世帯・隣組・常会・区・事業所・商店街・工業会・所属団体等で、

自発的な防災・消防体制を構築し、緊急時の救助活動に対する準備をお願いし

ます。 
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～命を救う～ 第２節 ２ 

 

３【数値目標】 

まちづくり指標 
現状値 目標値 備考 

（数値根拠等） 数値 年度 数値 年度 

伊那市消防団員確保率 82% 
2016 

(H28) 
99% 2023  

積極的な防災訓練等

（年 2 回以上）を実施

している自主防災組織

の割合 

10％ 
2017 

(H29) 
30％ 2023  
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～命を救う～ 第２節 ３ 

 

 

 

 

 

１【現状認識・問題点の抽出（脆弱性評価）】 

（１）災害時の医療体制 

○上伊那地域は、医師、歯科医師、薬剤師、看護師数とも県・全国と比較して大き

く下回っており、災害時にも十分に対応できる医療従事者の確保が課題となって

います。 

○大規模災害時の医療関係機関等の具体的な行動計画として、上伊那地域包括医

療協議会（上伊那広域連合）による「上伊那地域災害時医療救護活動マニュア

ル」に基づいて、上伊那地域災害医療本部、市町村、長野県災害対策本部、並

びに医療関係機関等が連携して救護活動を行うこととなっています。 

 

（２）医療用資器材の確保等 

○災害医療本部について、医療用資機材・通信機器・備品等の拡充を図り、災害対

応機能の強化を図る必要があります。 

○災害時の医薬品等の調達を円滑に行えるよう、関係機関との連携体制の整備に努

める必要があります。 

○特別な医療機器が必要である難病患者等は、災害により必要な治療や処置を受け

られないことで人命に係わる事態となるため、患者本人やその家族等に対して、

災害に備える準備について啓発が必要です。 

 

２【施策】 

（１）災害時の医療体制 

○上伊那医師会等との「災害時の医療救護についての協定書」に基づく関係医療機

関等との協力体制を維持します。 

○医療救護所や災害対応病院、災害拠点病院との情報伝達、連携、協力体制が極め

て重要であるため救護体制の確立に努めます。 

○「上伊那地域災害時医療救護活動マニュアル」が十分に実効性を発揮できるよう、

関係機関との連携や対応訓練、マニュアルの見直し等を継続して実施し、広域的

な医療救護体制の構築を進めます。 

○医療機関が医療提供機能を維持できるよう、医療機関の防災対応能力を向上させ、

より効率的・機能的な体制整備の支援のために、大規模地震災害発生時における

医療機関のＢＣＰ（事業継続計画）策定について、啓発を行います。 

○医療救護所の設置・運営や医療機関等との連携を想定した実動訓練や災害拠点病

院を中心に災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の受け入れを想定した訓練を行い

ます。 

２－３ 医療機関・医療従事者の不足や医療施設の被災による医療機能の 

麻痺 

起きてはならない最悪の事態 
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～命を救う～ 第２節 ３ 

 

（２）医療用資器材の確保等 

○災害医療本部の機能が十分に発揮されるよう、医療用資器材や必要な通信機器等

の整備を進めます。 

○医薬品、衛生材料等の医療用資器材を医療救護所や災害対応病院等に迅速に供給

するために、関係機関へ手配準備について協力を依頼していきます。 

○特別な医療機器が必要である患者本人やその家族等に対して、災害に備える準備

について啓発を行っていきます。 

○上伊那地域の医療機関だけでは負傷者等に対応できない場合は、広域災害救急医

療情報システム（ＥＭＩＳ）等を活用し、広域の救急医療提供体制を把握し、ド

クターヘリなどにより的確な救急搬送体制を整備します。 

 

３【数値目標】 

 まちづくり指標 
現状値 目標値 備考 

（数値根拠等） 数値 年度 数値 年度 

上伊那医療圏の医師数

（人口 10 万人当たり換

算医療施設従事者） 

146.6人 
2016 

(H28) 
226.2人 2023 

目標値は、長野

県内の平均値 

上伊那医療圏の看護師・

准看護師数（人口 10 万

人当たり換算業務従事

者） 

1,122.2人 
2016 

(H28) 
1,272.9人 2023 

目標値は、長野

県内の平均数値 
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～命を救う～ 第２節 ４ 

 

 

 

 

 

１【現状認識・問題点の抽出（脆弱性評価）】 

（１）災害時における感染予防対策 

○大規模災害が発生し、ライフラインの途絶や医薬品等の供給が停止した場合、

地域の衛生状態の悪化に伴う感染症等が大発生する可能性があります。 

○災害発生時の対応について、避難所をはじめ、事業所や学校等における災害時

の疫病・感染症等の大規模発生を防止するため、マニュアルの作成などによる

体制整備を行う必要があります。 

 

（２）環境衛生の適正化 

○大規模災害の発生時は、下水道施設の損壊や廃棄物の放置等により不衛生な状

況に陥ることが想定されます。 

○遺体の収容、火葬などの方針を定めたガイドラインを策定する必要がありま

す。 

 

２【施策】 

（１）災害時における感染予防対策 

○避難所をはじめとした事業所や学校等における災害時の疫病・感染症等の大規

模発生を防止するため、「災害時における感染予防対策マニュアル」の作成を検

討します。 

○災害時における衛生状態の悪化などによる感染症リスク拡大を防止するため、

マスクや手指消毒剤などの衛生用備蓄の確保を図るとともに、平時から手洗

い・うがい等による感染症予防対策の啓発を推進します。 

○医師会や薬剤師会等との災害時応援協定の締結により、災害時の感染予防につ

いて必要な対策に取り組みます。 

○災害時の感染症の発生やまん延を防ぐための健康診断や健康相談などの体制整

備を進めるとともに、定期予防接種の接種率向上に努めます。 

 

（２）環境衛生の適正化 

○「伊那市災害廃棄物処理計画」を見直し、災害時に廃棄物が適正処理されるよ

う努めます。 

○遺体の収容・火葬などの方針を定めたガイドラインについて、検討を進めま

す。 

 

 

２－４ 被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

起きてはならない最悪の事態 
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～命を救う～ 第２節 ４ 

 

３【数値目標】 

まちづくり指標 
現状値 目標値 備考 

（数値根拠等） 数値 年度 数値 年度 

定期予防接種率向上 接種

率モデル 麻疹・風疹第２

期の接種率 

96.3% 
2017 

(H29) 
98.0% 2023 
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～行政・通信機能を確保する～ 第３節 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１【現状認識・問題点の抽出（脆弱性評価）】 

（１）行政の業務継続計画等 

○大規模災害時においては、行政機関も被災し職員の参集不足などに伴う災害応急

対策の遅れが発生する可能性があります。 

○ヒト、モノ、情報、及びライフライン等の利用できる資源に制約がある状況下に

おいて、応急業務及び継続性の高い通常業務（以下「非常時優先業務」という。）

を特定するとともに、非常時優先業務の業務継続に必要な資源の確保・配分や、

そのための手続きの簡素化、指揮命令系統の明確化等について必要な措置を講じ

ることにより、大規模な自然災害時にあっても、適切な業務執行を行うことを目

的とした「伊那市災害時業務継続計画（BCP）」を 2016年度に策定し運用していま

す。 

 

（２）庁舎等の機能維持 

○災害応急対策の指揮・情報伝達活動等を行う庁舎等については、災害活動拠点施

設としての十分な機能を発揮するため、耐震性の確保や災害活動に対応できる設

備の充実を図る必要があります。 

○庁舎浸水に備え、自家発電施設の浸水対策及び浸水時に対応する最低限の資器材の

配備や重要書類を退避する対策が必要となります。 

○市役所本庁舎が被災した場合の代替施設として浸水の恐れがない場所に防災コミ

ュニティセンターを建設しました。 

○小中学校の校舎や体育館における構造部材の耐震化は完了しましたが、非構造部材

の耐震化及び給食施設の整備が急務となっています。 

 

  （資料）本庁舎・総合支所の耐震化 

施設名 建築年 耐震化 

本庁舎 平成５年建築 新基準 

高遠町総合支所 

（高遠町保健センター） 

昭和６０年建築 

平成８年改築 

新基準 

長谷総合支所 昭和３３年建築 

昭和５５年改築 

旧基準による一部 

未耐震 

 

３－１ 市役所庁舎をはじめとする行政機関の大幅な機能低下 

起きてはならない最悪の事態 

第３節 必要不可欠な行政機能・情報通信機能 

   等を確保する 

を確保する 
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～行政・通信機能を確保する～ 第３節 １ 

（３）情報システムの確保 

○大規模自然災害発生時等にも通信手段が途絶えることがないよう、長野県と共に

整備した「長野県防災情報システム」の適切な維持管理が必要です。 

○災害時に住民情報等が消失しないよう、必要なデータを遠隔地でのバックアップ

等により保存管理しておく必要があります。 

 

２【施策】 

（１）行政の業務継続計画等 

○「伊那市災害時業務継続計画」の更新･見直しを継続的に実施し、災害想定、庁舎

機能停止時の対応、資源確保等について研究していきます。 

○災害時に参集できる市職員の把握や安否確認が迅速にできるよう、伊那市地域安

心安全メールによる職員安否確認システムや職員連絡網等による情報伝達訓練

を毎年、実施していきます。 

 

（２）庁舎等の機能維持 

○災害応急対策の指揮・情報伝達活動等を行う庁舎等については、災害活動拠点と

しての十分な機能を発揮するため、施設の充実や対策を図ります。 

○防災コミュニティセンターが大規模災害発生時に、災害対策本部機能を十分に発

揮できるよう、各種訓練を実施し、必要に応じて更なる機能強化を行います。 

○小中学校の安全性や快適性の向上を図るため、「非構造部材耐震化計画」に基づ

き、体育館の非構造部材の耐震化・校舎の大規模改造工事等の建物長寿命化工事

を実施するとともに、暑さ対策にも取り組みます。 

 

（３）情報システムの確保 

○大規模自然災害が発生した際、県現地機関、市町村、消防本部、自衛隊、他の都

道府県、総務省（消防庁）・内閣府などの国の機関と被害状況の把握や応援要請等

の連絡を迅速に実施する必要があるため、長野県と共に整備した「長野県防災情

報システム」により、地上の中継局を経由する地上系と通信衛星を利用した衛星

系の２系統の通信設備を活用し通信ルートを確保します。 

○災害時に住民情報等の必要なデータの保存管理について、より強固な対策を検討

し、「情報システムにかかる業務継続計画」の更新・見直しを行います。 

 

（４）他自治体との連携 

○市のみでは十分な災害対応が実施できない大規模災害時には、長野県市町村災害

時相互応援協定に基づき、長野県への要請を迅速に行うとともに、円滑な受援体

制が取れるよう体制整備を行います。 
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～行政・通信機能を確保する～ 第３節 １ 

 

３【数値目標】 

 まちづくり指標 
現状値 目標値 備考 

（数値根拠等） 数値 年度 数値 年度 

体育館非構造部材耐震化

工事実施済学校数 
13校 

2017 

(H29) 
21校 2023 

耐震化 

整備状況 
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～行政・通信機能を確保する～ 第３節 ２ 

 

 

 

 

 

１【現状認識・問題点の抽出（脆弱性評価）】 

（１）情報通信手段の多重化 

○情報通信の長期停止、麻痺を招く主な要因として、通信施設の停電・倒壊、通

信ケーブルの切断、被災地域への通信集中による輻輳※があります。 

※輻輳（ふくそう）とは、物が 1ヶ所に集中し混雑する様態のことで、災害時には通信要求

が超過し回線がパンクしたり繋がりにくくなる状況となります。 

〇緊急事態に備えた通信系統の多重性向上について、関係機関等へ改善を依頼して

いく必要があります。 

〇ソーシャルメディア※等を利用した地域住民への避難情報・生活情報・安否情報

などの伝達方法について検討が必要です。 

※ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取

ることで情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。 

 

（２）代替エネルギー等の確保 

○電力の供給停止に備え、防災拠点施設には、非常用電源等を確保する必要があ

ります。 

○本庁舎は、自家発電施設の浸水対策と、災害対策本部設置に必要な最低限の電

力確保のための資機材を配備する必要があります。 

 

２【施策・展開】 

（１）情報通信手段の多重化 

○災害時に通話がつながりにくい状況になった場合、災害用伝言ダイヤル１７１

の利用で知人への連絡を無料で行うことができるサービスを広報します。 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                      【災害用伝言ダイヤル】（提供:NTT東日本） 

３－２ 停電・通信施設の倒壊による情報通信の麻痺・長期停止 

起きてはならない最悪の事態 

https://ferret-plus.com/words/%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2
https://ferret-plus.com/words/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88
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～行政・通信機能を確保する～ 第３節 ２ 

 

○災害時には、安否確認などのため携帯電話が重要な役割を果たすため、携帯電

話会社へ協力要請を行い、避難所等への支援として、「無料充電サービス」の提

供や「Wi-Fi」の設置などを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○県が構築した「長野県防災情報システム」を利用し、停電や地上回線が停滞し

た場合でも自家発電や通信衛星によるシステム経由で、いち早く情報を市民に

伝えられるよう努めます。 

○ＮＴＴ東日本が指定する災害時優先電話や災害時用公衆電話（特設公衆電話）

の設置に取組みます。 

○伊那ケーブルテレビジョン(株)が進める災害に強いシステム回線複層化の取組

に協力します。 

 

（２）代替エネルギー等の確保 

○電力の供給停止に備え、防災拠点施設には、非常用電源等を確保していきます。 

○災害対策本部となる市役所本庁舎は、浸水想定区域内にあるため、自家発電施

設の浸水対策を検討していきます。 

○電力の早期復旧のため、「災害時における土地建物等の使用に関する協定」が確

実に運用できるよう連絡体制等の確保に努めます。 

○電力会社からの電力供給が停止しても、指定避難所となる小中学校体育館にお

いて必要となる電力が確保できるよう発電機等の充実を図るとともに、太陽光

発電装置の設置を再検討します。 

 

【市民の皆様へ】 

○災害時は情報通信手段が途絶することを想定し、多様な手段で災害情報を入手

していただくようお願いします。 

○災害により既存の情報機器がまったく機能しない場合、隣近などで相互に災害

情報を伝達し合い避難行動をとることが有効ですので、平時から地域での支え

合いや連絡体制作りにご協力をお願いします。 

 

 

 

【無料充電サービス】（提供:NTTドコモ） 【 Wi-Fi サービス】（提供:NTTドコモ） 
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～行政・通信機能を確保する～ 第３節 ２ 

 

３【数値目標】 

まちづくり指標 
現状値 目標値 備考 

（数値根拠等） 数値 年度 数値 年度 

Ｗｅｂアクセシビリティ

対応 
Ｅ 

2018 

(H30) 
Ｃ 2023 

ウェブサイト

クオリティ実

態調査レベル 

ＳＮＳのフォロワー数 949人 
2017 

(H29) 
1,500人 2023  
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～行政・通信機能を確保する～ 第３節 ３ 

 

 

 

 

 

１【現状認識・問題点の抽出（脆弱性評価）】 

（１）テレビ・ラジオ放送について 

○県内市内の地元報道機関に対し、「命と暮らしを守る」報道と災害に強い地域づ

くりへの協力を依頼していくことが必要です。 

○災害発生直後においては、テレビやラジオの媒体から速報や特設報道などを通

じて、被害・避難・ライフライン等に関する災害情報を途絶することなくでき

るだけきめ細かく放送することが必要です。 

○災害情報入手先として、2014年 12月に長野県が実施した県政モニター調査の結

果で、「テレビ」を選んだ県民が 85.9％、次いで「ラジオ」が 52.4％（複数回

答あり）、「ホームページ（ＳＮＳ等を含む）」が 20.3％であったため、災害に関

する情報提供は、主要な広報媒体であるテレビ・ラジオ放送を通じて、適切か

つ迅速に行われる必要があります。 

 

（２）災害情報の入手先 

○災害に関する情報は、テレビ・ラジオ放送の他に、インターネット･電子メー

ル･ソーシャルネットワーキングサービス※等からの情報入手が増えているた

め、それらの媒体を通じた効率的で効果的な情報提供を実施する必要がありま

す。 

※ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)とは、人と人との社会的な繋がりを維持・促

進する様々な機能を提供する、会員制のオンラインサービスのことです。 

○主要な広報媒体と合わせ、防災行政無線や防災ラジオをはじめとした複数の伝

達手段の活用により、住民が入手する情報媒体を多重化する必要があります。 

 

 

２【施策・展開】 

（１）テレビ・ラジオ放送について 

○テレビは、災害情報を速報や特設報道で伝えるほか、通常の放送時にも、画面

上で「Ｌ字」と呼ばれる字幕放送により災害情報を提供します。 

○ラジオは、停電に強くいざというときに役立つ媒体であることから、平時より

身近な情報媒体としての認知を目的に、NHK長野放送局が 2015 年から夕方の  

  時間帯に、地域独自の県内番組を開設し災害に備えています。 

 

 

３－３ 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 

起きてはならない最悪の事態 
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（２）災害情報の入手先 

○防災・減災情報については、常に多様なメディアでの発信を心がけます。 

○2017年 7月から、長野県が「Ｌアラート」情報の運用を開始しており、県内市

町村が発信する避難に関する情報等を NHK 長野放送局のホームページやデータ

放送で提供します。 

○テレビ・ラジオ放送に加え、インターネット・電子メール等を活用して、住民

等への情報発信を行う「長野県防災情報システム」の運用に参画します。 

※長野県防災情報配信サイト「長野県防災情報ポータル」 

URL http://nagano-pref-bousai.force.com/ 

○伊那市地域安心安全メール・防災行政無線・防災行政無線テレホンサービス・

防災ラジオ・ケーブルテレビ・有線放送・エリアメール・市公式ホームペー

ジ・ツイッター・広報車等、あらゆる手段を用いて、緊急時における災害情報

の住民への伝達に取り組みます。 

 

 

３【数値目標】 

まちづくり指標 
現状値 目標値 備考 

（数値根拠等） 数値 年度 数値 年度 

公式ホームページへの 

アクセス件数 

33万件

／月 

2017 

(H29) 

34万件

／月 
2023 

 

 

 

http://nagano-pref-bousai.force.com/
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～経済活動を維持し命をつなぐ～ 第４節 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※サプライチェーンとは、原料の段階から製品やサービスが消費者の手に届くまでの全プロ

セスに関わる繋がりを意味します。 

 

１【現状認識・問題点の抽出（脆弱性評価）】 

（１）電力・石油類燃料・ＬＰガス等の安定供給 

○大規模災害発生直後は、電力・石油類燃料・ＬＰガス等の供給が停止することが

予想されます。 

○電力については、発電所からの送電停止・電柱の倒壊・電線の切断等により、広

範囲に渡る停電の発生が予想され、被災の規模によっては、復旧までに長期の日

数を要する可能性があります。 

○ＬＰガスや石油類燃料については、交通インフラの被災による輸送ルートの閉鎖

や関連施設の倒壊、応急復旧に関わる人材不足等により、供給再開までに長期の

日数を要する可能性があります。 

 

（２）再生可能エネルギーの活用 

○災害時にも利用可能な太陽光発電施設は、事業所や個人住宅等において普及し

ています。 

○ペレット燃料を用いた暖房器具等が普及し始めています。 

 

２【施策・展開】 

（１）電気・石油類燃料・ＬＰガス等の安定供給 

○災害時応援協定に基づき、日頃から燃料供給事業者との連携を強化し、大規模

災害時においても電気・石油類燃料・ＬＰガス等が確保できるように努めま

す。 

 

 

 

 

 

 

第４節 ライフライン等の被害を最小限に留め、 

   経済活動を機能不全に陥らせない 

４－１ 電力供給ネットワーク・石油・LPガス等におけるサプライチェーン※

の機能停止 

起きてはならない最悪の事態 

https://kotobank.jp/word/%E5%8E%9F%E6%96%99-493295
https://kotobank.jp/word/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85-79748
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 （資料）関連災害時応援協定 

 

（２）再生可能エネルギーの活用 

○ペレット燃料を用いた暖房器具等の普及に努めます。 

○太陽光、小水力、木質バイオマスなどの再生可能エネルギーを最大限活用し、

災害時にもエネルギーを賄えるシステムを検討します。 

 

【市民の皆様へ】 

○供給拠点の被災等により石油類燃料の不足が懸念される状況となった場合、緊

急車両・医療施設・社会福祉施設といった燃料の途絶が人命にかかわる車両や

施設等に優先的に供給する必要があるため、買いだめの自粛などにご協力いた

だき、冷静な対応をお願いします。 

 

【事業所の皆様へ】 

○非常時燃料の確保のため、事業所(特に工場)の敷地内に予備燃料を確保するな

ど、有事の際の燃料確保策についてご検討ください。 

○非常用電力の確保のため、各事業所において自家発電機等の設置をご検討くだ

さい。 

 

 

 

 

協定名 協定締結先 

災害時における電力の供給に関する協定 中部電力 

災害時における燃料等の供給に関する協定 長野県石油商業組合 

災害時におけるLPガス等の供給に関する基本協定 (社)長野県 LPガス協会 

上伊那地区南部ブロック会 
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～経済活動を維持して命をつなぐ～ 第４節 ２ 

 

 

 

 

 

１【現状認識・問題点の抽出（脆弱性評価）】 

（１）上水道施設 

○災害による大規模停電により、長期間にわたる給水停止となることが想定され

ます。 

○上水道管路の老朽化などにより、大規模地震発生時には管路の大規模な損傷や

主要配水池の崩壊などが発生する可能性があります。 

 

２【施策】 

（１）上水道施設の整備 

○災害による大規模停電により、長期間にわたる供給停止とならないよう上水道

の基幹施設に自家発電施設の設置を行います。 

○災害に強いライフラインの確保に向けて、上下水道施設の耐震化を推進すると

ともに、施設の長寿命化を進めます。 

 

（２）上水道施設の早期復旧 

○災害発生時において、主要な配水池には緊急遮断弁が設置され飲料水を確保で

きる構造となっているため、点検後の早期通水や給水車等も用いた給水作業を

迅速に実施します。 

○各関係機関との協力体制や相互応援体制により、発災後の応急復旧等を早期に

実施します。 

 

【市民および事業者の皆様へ】 

○上水道が供給停止となったときの備えとして、最低３日間から１週間程度を目

安に保存飲料水の備蓄や井戸水等による代替飲料水の確保をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－２ 上水道の長期間にわたる供給停止 

起きてはならない最悪の事態 
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 ３【数値目標】 

まちづくり指標 
現状値 目標値 備考 

（数値根拠等） 数値 年度 数値 年度 

上水道施設管路耐震化率 40％ 
2018 

(H30) 
42％ 2023  

上水道主要配水池耐震化率 6.3％ 
2018 

(H30) 
6.3％ 2023 

2018年度 上水道

基本計画の見直し

により、2023年度

から耐震診断を実

施する。 
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～経済活動を維持して命をつなぐ～ 第４節 ３ 

 

 

 

 

 

１【現状認識・問題点の抽出（脆弱性評価）】 

（１）下水道施設の整備 

○災害時にも安定して汚水処理ができるよう公共下水道及び特定環境保全公共下

水道の処理施設の耐震診断を行い、診断結果に基づき耐震化を進めています。 

○下水道事業に着手してから 30年程度が経過しており、市全体の下水道普及率は

90.2％、うち水洗化率は 88.6％となっていますが、今後も「伊那市下水道事業

経営健全化計画」に沿った整備・更新等を進める必要があります。 

 

（２）下水道施設の早期復旧 

○下水道施設が被災した場合、浄化機能が復旧するまでにはかなりの時間を要す

ことが予想されるため、平時から応急・応援体制を構築しておく必要がありま

す。 

○災害時のし尿処理等については、2008年３月 27日長野県締結「災害時等のし尿

等の収集運搬に関する協定」により行っていきます。 

○災害時であっても管理体制を維持するために 2016年度に策定した「下水道事業

業務継続計画（BCP）」について、随時、見直しを行う必要があります。 

 

２【施策】 

（１）下水道施設の整備 

○災害に強いライフラインの確保に向けて、上下水道施設の耐震化を推進すると

ともに、施設の長寿命化を進めます。 

 

（２）下水道施設の早期復旧 

○2016年に策定した「下水道事業業務継続計画（BCP）」について、より実効性の

あるものとするため、随時、見直しを行っていきます。 

○災害時にも安定して汚水処理ができるよう公共下水道及び特定環境保全公共下

水道の処理施設の耐震化を進めます。 

○災害時における応急対策等を迅速に実施するため、他の自体体やし尿処理事業

者との災害時応援体制を進めます。 

 

 

 

 

 

４－３ 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

起きてはならない最悪の事態 
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【市民及び事業所の皆様へ】 

○下水道の使用停止に備え、代替可能な下水用水の確保について、ご検討をお願

いします。 

○災害時に備え、各ご家庭や事業所で簡易トイレの備蓄をお願いします。 

 

３【数値目標】 

まちづくり指標 
現状値 目標値 備考 

（数値根拠等） 数値 年度 数値 年度 

水洗化率 88.5% 
2018 

(H30) 
91.5% 2023  
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～経済活動を維持して命をつなぐ～ 第４節 ４ 

 

 

 

 

 

 

１【現状認識・問題点の抽出（脆弱性評価）】 

（１）道路網の整備 

○市内の主要幹線道路は、南北の E19中央自動車道・国道 153号・国道 152号を

軸に、東西に国道 361号が整備され、これらを県道では伊那インター線（環状

北線）・伊那辰野停車場線・伊那生田飯田線（竜東線）・沢渡高遠線が、また市

道では西部１号線・環状南線等が補完しています。更に災害時の拠点となる上

伊那広域消防本部の機動性確保や災害対策活動の拠点となる広域防災拠点（防

災コミュニティセンター）への時間短縮等のため、市道荒井横山線をアクセス

道路とする E19中央自動車道小黒川スマートインターチェンジが整備されてい

ます。 

○急峻な地形を有し脆弱な地質が分布するため、大雨や地震による土砂崩落等

で、道路が寸断される事象が発生する可能性があります。また、市内には、天

竜川等の河川に係る橋梁が多く設置されているため、地震などの災害により橋

梁が崩落した場合は、交通ネットワークが大きく毀損する恐れがあります。 

○平地部から山間部まで、住居や観光地が分散し、緊急輸送路の信頼性の向上な

ど、防災・減災の観点から重点的・効率的に道路整備を進めるとともに、大規

模地震で致命的な損傷を受けない道路構造の構築・点検・落橋防止・耐震補強

等の予防的保全、さらには交通施設及び沿線・沿道建物の耐震化等を図る必要

があります。 

 

（２）幹線道路の代替性確保 

○E19中央自動車道や国道 153号をはじめとする国道及び県道の主要幹線道路が分

断された場合、代替機能を有するその他の国県市道や農道・林道のネットワー

ク不足が懸念され、災害支援や物資等の輸送に支障が出る恐れがあります。 

○地域交通ネットワークが分断された際、緊急輸送路などの補完や迂回機能が見

込まれる基幹的な農道・林道の整備、橋梁等の保全対策を進める必要がありま

す。 

〇幹線道路の代替えとして、空からの緊急輸送路を整備する必要があります。 

 

（３）道路啓開等の対応 

○緊急輸送道路等の迅速かつ的確な復旧・機能確保が図られるように道路啓開等

のオペレーション計画の策定、事前に対策や体制を確立しておくことが人命救

助活動、被災地における応急・復旧活動の円滑な実施、被災地での生活、経済

４－４ 地域交通ネットワークの分断及び道路啓開等の遅れにより復旧・

復興が大幅に遅れる事態 

起きてはならない最悪の事態 
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活動等に大きく貢献します。 

○大規模自然災害により道路にがれき等が散乱すると、緊急車両や生活物資運搬

車両等の通行に支障が生じる恐れがあるため、速やかな道路啓開等により生活

の安定と被災地の復興を支援する必要があります。 

〇道路利用者への迅速な防災情報伝達の強化が必要です。 

○道路管理者は、他の道路管理者と調整し、速やかな道路啓開のため関係機関等

の受援体制を整える必要があります。 

 

       【被災時】             【道路啓開後】 

  

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

             （提供：国土交通省東北地方整備局） 

 

２【施策】 

（１）道路網の整備 

○リニア中央新幹線長野県駅へのアクセス道路となる国道 153号伊那バイパス・

国道 153号伊駒アルプスロードをはじめ、市内の移動性を高める国道 152号・

国道 361号・県道伊那インター線（環状北線）・市道環状南線などの幹線道路網

の整備促進を図ります。 

○地域の暮らしを支える災害に強い道路網のため、災害防除として被災の最小化

を目的とした落石・法面崩壊危険箇所対策、橋梁の耐震対策、トンネル・横断

歩道橋の修繕等の老朽化したインフラ対策、また、災害時に通行不能となるこ

とを防ぐための狭隘区間※の広幅員化として、現道拡幅・バイパス整備・歩道整

備や無電柱化などの整備を進めます。 

※狭隘区間（きょうあいくかん）とは、主に幅員 4m未満の狭い道路区間のことです。 

○国道 153号のバイパス沿線に広域的支援の受入れが可能であり防災拠点となる

機能も備えた「重点道の駅」としての設置を検討します。 

 

（２）幹線道路の代替性確保 

○国県と連携し、地域交通ネットワークや緊急輸送道路を補完する基幹的な農道

や林道の早期開通に向け、計画的に事業を実施します。 

○道路整備プログラムに基づき、高規格幹線道路等とのアクセス機能を向上させ
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～経済活動を維持して命をつなぐ～ 第４節 ４ 

る国県道の整備を働きかけます。 

〇空からの緊急輸送路として施設の屋上・道路等への対空表示（ヘリサイン、地

点番号）の設置を推進します。 

 

（３）道路啓開の対応 

○発災後直ちに伊那市災害バイク隊等を活用して管理道路のパトロールを行い、

通行可能な道路を把握し国県等と連携して人命救助や物資輸送に繋げるととも

に、緊急車両や生活物資運搬車両の交通路を優先して確保します。 

○大災害時のように、管理道路上で放置車両や立ち往生車両等が発生し、緊急車

両の通行が困難な場合は、災害対策基本法に基づく道路区間の指定を行い、運

転者に対し車両の移動を命じるとともに、自ら車両の移動を行います。 

〇道路啓開等で発生する瓦礫等の受け入れ地について事前に検討を行います。 

 

（４）緊急輸送道路等の確保 

○速やかな道路啓開により緊急車両等の通行を確保するため、関係機関等の受援

体制を整備します。 

○災害時における応援協定を締結している建設業組合との連携体制強化を図り、

車両に伴う道路の啓開に必要なレッカー車等の確保を行います。 

○緊急輸送道路ネットワークを考慮し、人命救助活動を優先し、かつ障害物の権

利関係に留意しつつ、管理道路上の倒壊物件等の交通障害物を除去します。 

 

（５）生活道路の維持管理 

○「伊那市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、計画的な整備と点検・維持管理に

努め、施設の長寿命化及び安全性の確保を図ります。また、その他の道路構造

物についても、長寿命化修繕計画の策定を進め、取り組みを推進します。 

 

 

【市民の皆様へ】 

○車両の移動を命ぜられたときは、それに従い速やかな移動をお願いします。 

○管理道路上の障害物除去については、原則としてその所有者が行ってくださ

い。 

〇災害時に、やむを得ず車両を放置する場合は、車両内にキーを残したままにし

てください。 
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～経済活動を維持して命をつなぐ～ 第４節 ４ 

 

３【数値目標】 

まちづくり指標 
現状値 目標値 備考 

（数値根拠等） 数値 年度 数値 年度 

都市計画道路の整備率 48.9% 
2016 

(H28) 
57.6% 2023 

（20路線・総

延長 48.95km） 

市内インターチェンジ（伊那

IC及び小黒川 SIC）の１日平

均利用台数（出口） 

4,361 台 
2015 

(H27) 
5,050台 2023 

H17交通センサ

スに基づく将

来推計（中日

本高速道路株

式会社） 

橋梁定期点検の実施 100％ 
2018 

(H30) 
100％ 2023 5年毎法定点検 
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～経済活動を維持して命をつなぐ～ 第４節 ５ 

 

 

 

 

 

１【現状認識・問題点の抽出（脆弱性評価）】 

（１）食料・飲料水等の確保 

○災害により食料調達が困難となった場合、避難所等に緊急用食料や米穀等の物資

を供給する必要があります。 

○災害時に安定的に食料や飲料水を確保するため、食料や飲料水の調達に関連する

災害時応援協定を締結しています。 

（２）地元産農産物の安定供給 

○災害に伴い農地や農業用施設が被災した場合は、農産生産力が著しく低下する可

能性があるため、農業用施設の長寿命化や耐震化、災害に強い農業用施設の建設、

及び農業用水の安定確保など、強い農業経営の条件整備を計画的に進め、地産物

の安定供給を図る必要があります。 

 

２【施策】 

（１）食料・飲料水等の確保 

○災害発生初期の対応に備え、市人口の 5％を基準に食糧等の備蓄を行います。 

○市だけでは継続した食料・飲料水等の供給が困難であるため、友好都市や災害

時応援協定締結事業者等へ支援を要請するとともに、国からのプッシュ型支援

物資の受け入れ体制の整備に努めます。 

○災害時に円滑な物資調達を行うため、協定締結団体や事業者との情報交換や緊

急連絡先の確認を定期的に行うとともに必要に応じて協定の見直しを行うな

ど、連携体制の強化を図ります。 

○災害時に必要数を満たす食料・飲料水等の安定的な物資供給を図るため、新た

な事業者等との協定締結へ取り組みます。 

 

（２）地元産農産物の安定供給 

○地元産農産物を安定供給するために、担い手の確保と育成、農業経営の健全化、

農業基盤整備等について推進していきます。 

○災害に強い農業経営の条件整備を計画的に進め、地元農産物の安定供給を図りま

す。 

 

【市民の皆様へ】 

○自らが主体として取り組む自助の観点から、最低でも３日間から１週間程度を目

安にし、個々の体質に適した食料・飲料水等の備蓄をお願いします。 

 

４－５ 食料・飲料水等の安定供給の停滞 

起きてはならない最悪の事態 



 

- 48 - 
 

～経済活動を維持して命をつなぐ～ 第４節 ５ 

 

３【数値目標】 

まちづくり指標 
現状値 目標値 備考 

（数値根拠等） 数値 年度 数値 年度 

食料や飲料水等の協定締結数 12団体 
2018 

(H30) 
15団体 2023 
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～二次的な被害を防止する～ 第５節 １ 

 

 

 

 

 

 

 

１【現状認識・問題点の抽出（脆弱性評価）】 

（１）土石流、地すべりなどの土砂災害 

○地震等などの大規模災害発生後には、土石流、地すべり等の土砂災害による二次

災害発生の危険性が増大します。 

 

（２）二次災害の緊急対応 

○大規模災害発生時には、被害が想定される土地の区域及び時期を明らかにするた

めの緊急調査を実施する必要があります。 

○二次災害発生の危険性のある土砂災害危険箇所等の点検を的確かつ迅速に実施

する必要があります。 

 

２【施策】 

（１）土石流、地すべりなどの土砂災害 

○大規模災害が発生した場合には、土石流・地すべりなどの土砂災害による二次災

害発生に備え、国土交通省や長野県等と連携し、迅速な応急対策工事の実施と、

警戒避難体制の早期構築を実施します。 

○地震発生後は地盤条件等が変化し、通常時よりも少ない降雨で土砂災害が発生す

る可能性があるため、震度５強以上の震度を観測した場合に長野地方気象台と長

野県が協議の上、土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用することから、

該当地区への危険周知と早期に避難行動を実施するよう広報します。 

 

（２）二次災害の緊急対応 

○大規模災害発生時には、土砂災害防止法により、河道閉塞が発生した場合は国土

交通省が、また地すべりが発生した場合は長野県が、被害が想定される土地の区

域、及び時期を明らかにするための緊急調査を実施します。 

○二次災害発生の危険性のある土砂災害危険箇所等の点検を的確かつ迅速に実施

するため、国土交通省と砂防ボランティア協会等が連携して対応します。 

○河道閉塞のように重大な土砂災害の急迫した危険が予想される場合は、土砂災害

防止法に基づき、国又は長野県が被害の想定される範囲及び時期を明らかにする

ため緊急調査を実施し、市からその結果を一般に周知し危険防止を図ります。 

 

 

第５節 二次被害を発生させない 

５－１ 土砂災害による二次災害の発生 

起きてはならない最悪の事態 
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～二次的な被害を防止する～ 第５節 １ 

 

○長野県との連携により、地域の学識経験者や国土交通省の専門家及び TEC-FORCE

による調査、砂防ボランティア協会等との協力体制により、大規模災害発生後の

二次災害発生の危険性がある土砂災害危険箇所の点検を速やかに実施します。 

 

３【数値目標】 

まちづくり指標 
現状値 目標値 備考 

（数値根拠等） 数値 年度 数値 年度 

民有林における森林経営

計画の作成割合 
18.9％ 

2016 

(H28) 
60.0％ 2023 

 

年間間伐目標面積 

Ｈ2７年度７１５．３ha 
2,500ha 

2017 

(H29) 
5,500ha 2023  
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～二次的な被害を防止する～ 第５節 ２ 

 

 

 

 

 

１【現状認識・問題点の抽出（脆弱性評価）】 

（１）危険物施設の管理 

○市内の危険物施設(製造所・貯蔵所・取扱所）においては、災害発生時における

危険物による二次災害の発生及び拡大を防止するため、施設・設備の災害に対

する安全性の確保及び防災応急対策用資機材の備蓄を図るとともに、自衛消防

組織の充実強化、保安教育及び防災訓練の実施等、保安体制の強化を図る必要

があります。 

○平時から有害物質流出事故による被害を最小限に抑えるための注意喚起を行う

とともに、大規模拡散・流出が発生した場合は、長野県、消防署、警察署等の

関係機関と一体になって対応がとれるよう応援体制の整備が必要です。 

 

２【施策】 

（１）危険物施設の管理 

○長野県が開催する「長野県危険物事故防止連絡会」や「危険物取扱者保安講

習」などで、関係機関が連携・協力し危険物施設の事故防止を図るため情報交

換等を行うとともに、危険物規制の趣旨や危険物施設の保安管理等について、

危険物取扱者に周知徹底を図り、危険物取扱者の資質の向上を図ります。 

○危険物施設の保安確保のためには、定期的な点検の実施による施設の適切な維

持管理、危険物を取り扱う方々に対する安全教育の実施など、事業所に対する

自主保安体制の確立と合わせ、一般家庭からの危険物漏洩（ろうえい）防止の

周知を図ります。 

 

 

【事業所 及び 市民の皆様へ】 

 ◆危険物施設 

 ○下記の事項にご留意ください。 

ア 法令に基づく定期点検を確実に実施するとともに日常点検を励行し、異

常の早期発見に努め、一定期間ごとに機能試験や部品交換を行うなど、日

頃から適切な維持管理に努めてください。また、油水分離槽についても定

期的な清掃を行ってください。 

イ 予防規程の策定が義務づけられている事業所にあっては、実効性のある

予防規程を策定してください。 

ウ 派遣社員、契約社員、パート、アルバイトを含む全ての従業員に対し、

安全教育を徹底してください。 

５－２ 有害物質の大規模拡散･流出 

起きてはならない最悪の事態 
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～二次的な被害を防止する～ 第５節 ２ 

エ 移動タンク貯蔵所から地下タンク貯蔵所等他のタンクに注油する際は、

移動タンク貯蔵所の危険物取扱者だけではなく、注油される施設の危険物

取扱者も必ず立ち会い、注油前にタンクの油種、残量を確実に確認すると

ともに、過剰注油の防止を図ってください。 

オ 危険物の流出や流出の恐れ等、施設に異常が発生した場合は、被害拡大

防止措置を行うととともに、速やかに消防機関等に連絡を行ってくださ

い。 

 

 ◆少量危険物施設 

 ○下記の事項にご留意ください。 

ア 施設の設置にあたっては、しっかりした地盤に固定して設置し、周辺環

境（落雪等）がタンクや配管に影響を与えない場所を選定してください。

また、防油堤を設置して適切な管理を行うとともに、被害拡大につながる

水路の近くには設置しないようにしてください。 

イ 定期的に（小分けの際などに）、配管やゴムホース等の腐食・劣化がな

いか点検するとともに、漏れがないか残量の確認を行ってください。 

ウ 業者が配送に来たときは、できる限り注油作業に立ち会い、自ら小分け

する際にはその場を離れないようにしてください。また、作業後はバルブ

を完全に閉鎖したことを確認してください。 

エ 灯油等を運搬する際には、容器が転落、転倒、破損しないように積載し

てください。 

オ 流出事故を覚知したときは速やかに消防署、市へ連絡してください。 
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～二次的な被害を防止する～ 第５節 ３ 

 

 

 

 

 

 

１【現状認識・問題点の抽出（脆弱性評価）】 

（１）農地・農業水利施設等の保全管理 

○農業・農村が有する多面的機能を維持・発揮させ、大規模災害発生時に二次被

害を防止するため、中山間地における農地・農業水利施設等を適切に保全管理

する必要があります。 

 

（２）森林整備の推進 

○山崩れ、土石流等の山地災害による被害を軽減するために、間伐を推進し、森

林の土砂災害防止機能を一層向上させるなど、森林整備による「災害に強い森

林づくり」を進める必要があります。 

 

（３）農業用ため池等の破損 

○地震や大雨により、農業用ため池等が破損し、下流域への土砂や水の流出によ

る被害が発生するおそれがあります。 

 

２【施策】 

（１）農地・農業水利施設等の保全管理 

○農業・農村が有する多面的機能の維持・発揮を図るため、農業者等が共同して

取り組む地域活動や地域資源（農地・水路・農道等）の保全管理を行うための

活動組織立ち上げや体制づくりを支援します。 

 

（２）森林整備の推進 

〇長野県森林づくり県民税や国において導入予定の森林環境税などを活用し、森

林整備や河川区域内の雑木伐採等を推進します。 

○木材の利用が、森林の適正な整備に寄与し、林地保全等の森林の有する多面的

機能の持続的な発揮に貢献することに鑑み、木材の積極的な利用を促進しま

す。 

○長野県と連携をした治山事業により、森林の土砂災害防止機能を向上させる

「災害に強い森林づくり」を推進します。 

〇山地保全が必要な森林等のゾーニングに基づき、山地保全対策（治山事業・砂

防事業）に取り組むとともに、森林機能の向上を図るため、間伐等の森林整備

を推進します。 

 

５－３ 農地・森林等の荒廃 

起きてはならない最悪の事態 
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～二次的な被害を防止する～ 第５節 ３ 

 

（３）農業用ため池等の破損 

○農業用ため池等が破損し下流域へ浸水する被害を防ぐため、安全性が危惧され

るため池について、堤体の変形や漏水、洪水吐の能力不足、取水施設の損傷等

の改修を計画的に進めます。 

○発災時の被害を最小限に抑えるため、農業用ため池等の定期点検の実施とハザ

ードマップの作成を促進します。 

 

【市民の皆様へ】 

○多面的機能支払事業や中山間地域等直接支払事業等を活用し、洪水防止や土砂

流出防止などの国土保全機能を有する農地や農業水利施設等の持続的な保全管

理にご協力ください。 

 

３【数値目標】 

まちづくり指標 
現状値 目標値 備考 

（数値根拠等） 数値 年度 数値 年度 

農地利用集積率 37.4％ 
2017 

(H29) 
50％ 2023  

遊休荒廃農地面積 240ha 
2017 

(H29) 
150ha 2023  

土地改良施設インフラ長

寿命化計画作成率  

Ｈ28年度 10％ 

30％ 
2017 

(H29) 
60％ 2023  

国事業（日本型直接支

払）の利用団体等、受益

面積 ※H28年度 95 団

体 1,178ha 

92団体等 

2,910ha 

2017 

(H29) 

100団体等 

3,000ha 
2023 

中山間支払 

環境保全型支払 

多面的支払 

農業用ため池等の定期 

点検の実施率 100％ 
100％ 

2017 

(H29) 
100％ 2023 

年次計画により

現状値で 100％達

成済 

農業ため池等下流域のハ

ザードマップ作成に向け

検討している割合 50％ 

30％ 
2017 

(H29) 
60％ 2023  

 



 

- 55 - 
 

～二次的な被害を防止する～ 第５節 ４ 

 

 

 

 

 

１【現状認識・問題点の抽出（脆弱性評価）】 

（１）風評被害 

○大規模自然災害が発生した場合、メディア等に繰り返し取り上げられることに

より、被災地ではない地域まで被災しているとの風評被害が発生し、インター

ネット等により拡散するおそれがあります。 

 

２【施策】 

（１）風評被害の防止 

○国や県、各種関係団体等と連携し、マスメディアやホームページ等を通じて災

害に関する状況を正確に発信することにより、風評被害の防止に努めます。 

○実際に風評被害が発生している場合は、地域が被害を軽減するために行うプロ

モーション支援等の適切な対応を実施します。 

○報道機関には、被害の有無や程度などを適切に発信するよう協力を依頼すると

ともに、市民には、市等の公的機関等からの信頼できる情報を入手することに

より、農産物の買い控えといった風評被害の連鎖につながらないよう冷静な判

断に努めていただく等の広報を行います。 

 

（２）地域農産物ブランド力の醸成 

○平時から地域農産物ブランド力の醸成を図り、災害時は風評被害の発生や拡散

の要因とならないよう行政と市民が一体となって正確な情報発信に努めます。 

○地域農産物のブランド力を高めるとともに農産物の風評被害を防止するため、

平時から農業者と消費者の顔が見える関係の構築に努めます。 

 

【市民の皆様へ】 

○公的機関等からの信頼できる情報を入手することにより、風評被害に対する冷

静な判断に努めてください。 

 

５－４ 観光や地域農産物に対する風評被害 

起きてはならない最悪の事態 
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～二次的な被害を防止する～ 第５節 ５ 

 

 

 

 

 

１【現状認識・問題点の抽出（脆弱性評価）】 

（１）避難所等の運営・環境整備 

○行政、市民がそれぞれの役割において食料等の物資の備蓄確保に努め、避難所

等における環境の悪化を防止する必要があります。 

○災害時の避難所運営がスムーズに進められるよう、行政と市民は避難所の運営

についての取り決め等を事前に定め、研究しておく必要があります。 

○指定避難所の機能充実のため、備蓄している備品類の充実と避難されている方

のプライバシーが確保されるような配慮が必要となっています。 

○避難所等の運営については、自主防災組織などが中心となって運営委員会を組

織し、自主運営ができるようにして行く必要があります。 

○指定避難所となる小中学校の体育館や教室等の非構造部材（壁・天井・窓・照

明等）の耐震化を進める必要があります。 

○指定緊急避難場所となる各地区の公民館や集会施設について、耐震化を進めて

いく必要があります。 

 

（２）避難者の健康状態 

○長引く避難所生活は、心身のストレス等により健康状態の悪化が懸念されるた

め、関係機関との連携により、避難者の健康状態悪化を防止する必要がありま

す。 

○特に高齢者や障害者、日常生活で特別なケアをする要介護者は、避難生活のケ

アが災害関連死に直結することがあるため重要な課題となります。 

○避難所では、運営管理者・保健師・医療関係者等をはじめ、被災者自身によ

り、体調の異変に対する早期発見ができるなどの体制作りが必要です。 

 

（３）要配慮者に対する対応 

○高齢者・障害者・児童・疾病者・外国籍市民・外国人旅行者・乳幼児・妊産婦

などの災害対応能力の弱い要配慮者や女性等が、災害時に適正な避難生活を送

ることができるようにする必要があります。 

○災害発生時は要配慮者を受け入れる避難所として、福祉避難所が必要となりま

すが、現在、受け入れ体制の取れる施設が少ないのが現状です。 

○災害発生時の混乱の中で、避難者が福祉避難所へ移動する際の判断や移動手

段、福祉避難所での生活に不可欠な配慮は何か等、事前に課題を整理し確認し

ておくことが必要です。 

○市内のホテル・旅館等との協定により、要配慮者等の受入れ施設を拡大する必

要があります。 

５－５ 避難所等における環境の悪化 

起きてはならない最悪の事態 
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～二次的な被害を防止する～ 第５節 ５ 

 

２【施策】 

（１）避難所の運営・環境整備 

○長野県が策定した避難に関する対策を事前に進めていく上での体制づくりや自

主防災組織及び地域住民自らが地域の避難所の開設・運営マニュアルの作成に

取り組む際の参考資料「避難所マニュアル策定指針」（2002度策定、2011年度

改定）を参考にして策定した「伊那市避難所運営マニュアル」の見直しを随

時、行います。 

※参照：「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」（2013.8内閣府） 

○指定避難所となる小中学校の体育館や教室等の非構造部材（壁・天井・窓・照

明等）の耐震化を進めます。 

○指定緊急避難場所となる各地区の公民館等について、耐震補強を行っていない

箇所の耐震化を促進します。 

○避難所における良好な生活環境確保のため、避難所で使用する備品等の購入を

進めると共に、被災者ニーズにあった環境整備に努めます。 

○避難所ではプライバシーに配慮するため、個別の居住スペースや着替えルーム

等を確保していきます。 

○避難所運営組織へ女性の参画を図り、男女共同参画の視点を取り入れ、乳幼児

や母親、女性の安全等に配慮した避難所運営に努めます。 

 

（２）避難者の健康状態 

○災害発生時には「上伊那地域災害時医療救護活動マニュアル」に基づき、関係

機関と連携してトリアージやスクリーニングを実施します。 

○避難生活において、保健師等の巡回により被災者に対する健康管理・メンタル

ヘルス等を実施し、健康管理や感染予防に努めます。 

 

（３）要配慮者に対する対応 

○要配慮者が適切な避難生活を送ることができるよう、長野県や関係機関と連携

し福祉避難所への移動手段や運営方法等を整備していきます。 

○災害発生時の避難所での避難者受け入れの際に、いち早く要配慮者を選別する

ためのスクリーニング訓練を総合防災訓練の中に位置付けて実施します。 

○大災害の際には、現在、協定を締結している福祉施設だけでは受け入れが十分

でないことが見込まれるため、今後も市内及び近隣市町村の関連施設に対し

て、要配慮者の受け入れについての働きかけと協力要請を行っていきます。 
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～二次的な被害を防止する～ 第５節 ５ 

 

【市民の皆様へ】 

○長引く避難所生活において、多くの方々が暮らす避難所の環境を維持・改善す

るため、お互いに助け合い、要配慮者に配慮しながら、掃除や食事の配膳等、

自らが実践できる行動により避難所運営にご協力ください。 

○指定緊急避難場所となる各地区の集会施設について、耐震補強を行っていない

施設は、市の補助金を活用して耐震化を進めてください。 

 

３【数値目標】 

まちづくり指標 
現状値 目標値 備考 

（数値根拠等） 数値 年度 数値 年度 

段ボールベッドに関す

る災害時応援協定締結 
0 

2018 

(H30) 
１ 2023  

災害用トイレに関する

災害時応援協定締結 
0 

2018 

(H30) 
２ 2023  

パーテーションに関す

る災害時応援協定締結 
0 

2018 

(H30) 
２ 2023  

福祉避難所として協定

する施設数 
32 

2018 

(H30) 
40 2023 

現状値の 

25％増 

小中学校体育館非構造

部材耐震化率 
62% 

2018 

(H30) 
100% 2023 （再掲） 

 

 

 



 

- 59 - 
 

～復旧・復興する～ 第６節 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１【現状認識・問題点の抽出（脆弱性評価）】 

（１）災害廃棄物の処理 

○伊那市災害廃棄物処理計画の見直しをする必要があります。 

○大規模災害発生時は大量の廃棄物が発生することにより、廃棄物の集積と速やか

な処理が求められます。 

 

２【施策】 

（１）災害廃棄物の処理 

○災害時は、市民協働により衛生環境の悪化を防ぐ対応体制の構築を図ります。 

○伊那市災害廃棄物処理計画に基づき、災害ごみの分別方法、集積所、仮置き場な

どの周知を迅速に行い、回収体制と処理体制を早期に構築します。 

 

 

【市民の皆様へ】 

○災害時においても市の広報に従い、廃棄物の分別や適正処理に御協力ください。 

○大規模災害発生時には、全国から災害ボランティアの皆さんが被災地で様々な支

援を行うために参集されますので、身の回りのお困りごとで支援してほしい内容

をご連絡ください。 

 

【事業所の皆様へ】 

○建設業及び廃棄物処理業の皆様は、災害時においても市と連携し、円滑な廃棄物

の適正処理にご協力ください。 

 

 

 

 

 

 

第６節 社会・経済が迅速に復興できる条件を 

   整備する 

６－１ 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大

幅に遅れる事態 

起きてはならない最悪の事態 
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～復旧・復興する～ 第６節 １ 

 

３【数値目標】 

 まちづくり指標 
現状値 目標値 備考 

（数値根拠等） 数値 年度 数値 年度 

災害ボランティアセンタ

ー開設訓練等の実施 
1 回 

2018 

(H30) 
2回 2023  

ボランティア登録者数 34,128人 
2017 

(H29) 
35,600人 2023 
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～復旧・復興する～ 第６節 ２ 

 

 

 

 

 

１【現状認識・問題点の整理（脆弱性評価）】 

（１）火災・地震保険の加入 

○火災・地震保険は、災害による損害を補てんし、生活再建に繋げるために効果の

高い保険です。特に地震保険は「地震保険に関する法律」に基づき、被災者の生

活の安定に資することを目的としており、その保険金の支払責任の一部を再保険

として政府が引き受けている非常に公共性の強い保険であるため、一層の加入促

進を行う必要があります。 

 

（２）被災者生活再建支援金の支給 

○自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、被災者生活再建支

援金を支給することにより、生活の安定と被災地の速やかな復興を支援する必要

があります。 

 

   （資料）被災者生活再建支援金の支給まで流れ 提供：長野県 

被災者 
 

市町村 
 

県 
 

被災者生活 
再建支援 
法人 

 

 

（３）被災住宅等の対応 

○被災建築物や被災宅地の応急危険度判定は、二次災害防止のために被災後に行う

業務ですが、被災建築物応急危険度判定士※、被災宅地危険度判定士※の人数が限

られるため、登録者数を増やし判定実施体制の整備を進める必要があります。 

※被災建築物応急危険度判定士とは、「調査済（緑色）」「要注意（黄色）」「危険（赤色）」の

３つで応急的に家屋の危険度の分類を判定する資格を有する者です。 

※被災宅地危険度判定士とは、大規模な地震・大雨などで被害を受けた宅地を調査し、二次

災害の危険度を判定する技術を有する者です。 

○被災後の支援が迅速に受けられるよう罹災証明書を迅速に発行する必要があり

ますが、被害認定を行う人員不足等が見込まれるため、証明発行のための事前対

策が必要です。 

○不足が予想される応急仮設住宅について、建設予定地、市営住宅の活用や民間賃

６－２ 倒壊した住宅の再建が大幅に遅れる事態 

起きてはならない最悪の事態 

発

災 

住家被害認定 

被災者生活 

再建支援法適用 

罹災証明書発行 

支援金申請 

申請受付 

申請とりまとめ 

 

申請受付 

 

支援金 

支給 
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～復旧・復興する～ 第６節 ２ 

貸住宅の借り上げ、福祉仮設住宅等を迅速に確保できる方法を検討する必要があ

ります。 

 

（４）地籍調査の推進 

○現在、法務局に備え付けられている地図は、明治初期に作成されたもの（いわゆ

る公図）が多く、大規模自然災害発生後に住宅の再建等を実施する際、地籍が不

明瞭となり、迅速な再建の支障となる可能性があるため、災害復旧の迅速化には、

地籍調査を着実に進める必要があります。 

○大規模災害が発生した際の既存の土地境界の正確な復元のために、復元に必要な

正確な情報等を整理しておく必要があります。 

  

２【施策】 

（１）火災・地震保険の加入 

○長野県では、2017 年７月に損害保険・共済を扱う６団体（日本損害保険協会北関

東支部長野損保会、長野県損害保険代理業協会、ＪＡ共済、全労済、ＮＯＳＡＩ

長野、コープながの）とともに「信州地震保険・共済加入促進協議会」を設立し、

保険・共済加入をはじめとした事前の備えについての啓発活動を実施しています。 

○被災後の生活再建における保険の有効性について、防災お出かけ講座等で市民へ

周知していきます。 

 

（２）被災者生活再建支援金の支給 

○住家被害認定が支援金申請に不可欠なため、住家被害認定等が速やかに実施され

るよう、長野県が実施する研修等を受講します。 

 

（３）倒壊住宅の対応 

○被災建築物や被災宅地について余震等による二次災害を防ぐため、県や関係団

体等と協力して応急危険度判定士の数を増やし、判定実施体制の整備を進めま

す。 

○被災後の公的支援等が迅速に受けられるよう罹災証明の発行に伴う事前体制の

整備を図ります。 

○被災者の生活拠点を早急に確保するため、応急仮設住宅の建設が可能な候補地の

選定及び配置計画を随時行うとともに、借上げ住宅としての民間住宅等について

仮設住居の供給体制を整備します。 

 

（４）地籍調査の推進 

○大規模災害の復旧・復興を迅速に行うため、土地境界を明確にする地籍調査の

進捗を図ります。 

○測量の際の基準となる「公共基準点」の適切な管理に努めます。 
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～復旧・復興する～ 第６節 ２ 

（５）木材の安定供給 

○多数の住宅等の倒壊により、住宅再建に使用する木材が不足した場合は、木材関

係団体等と連携して地元産材等の木材調達を積極的に実施します。 

 

【市民の皆様へ】 

○大規模地震の発生に備え、甚大な被害が発生しても、住み慣れた環境でできるだ

け長く過ごせるよう、生活の安定のための資金を得る備えとして、火災・地震保

険、共済等※の加入をお願いします。 

※地震保険・共済等の保険金・共済金だけでは、必ずしも元どおりの家を再建することはで

きませんが、生活再建に大切な役目を果します。 

○登記や届け出等の手続きを確実に行い、適正な土地管理を実施してください。 

 

３【数値目標】 

まちづくり指標 
現状値 目標値 備考 

(数値根拠等) 数値 年度 数値 年度 

地籍調査の実施率 

※市全体面積 667.81㎞ 2 

    の内、調査対象面積 

  429.03㎞ 2 

16.54％ 

［70.98㎞ 2］ 

2018 

(H30) 

22.75％ 

［97.6㎞ 2］ 

2031 

(H43) 

 

民有林からの素材生産量 33.087㎥ 
2016 

(H28) 
42.000㎥ 2023 
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～復旧・復興する～ 第６節 ３ 

 

 

 

 

 

１【現状認識・問題点の抽出（脆弱性評価）】 

（１）自主防災組織等の強化 

○大規模災害の発生時は、長引く避難生活等により地域コミュニティが崩壊する

ことを防ぐため、地域ごとの自主防災組織の立ち上げやその活動の活性化に必

要な支援を行い、地域防災力の向上を図る必要があります。 

  

（２）防災啓発・防災訓練 

○大規模災害の発生時には、自分で自分の命を守る「自助」、地域の助け合いによ

る「共助」など、総合的な地域防災力の結集が必要であるため、関連する防災啓

発や効果的な防災訓練の実施により防災力向上に取り組んでいく必要がありま

す。 

 

２【施策】 

（１）自主防災組織等の強化   

○長野県が行う出前講座や自主防災組織リーダー研修等を通じて、地域の防災の

中心となる人材の育成や地域ごとの自主防災組織の立ち上げなど、地域防災力

向上のため自主防災組織の充実と強化を図っていきます。 

○地区毎にきめ細かい防災対策を講じられるように「地区防災計画」の策定を支

援します。 

 

（２）防災啓発・防災訓練 

○長野県が行う出前講座や市職員による防災おでかけ講座、防災研修会等によ

り、防災知識の向上や防災訓練の充実を図ります。 

 

【市民の皆様へ】 

○「自分の地域は自分で守る」という意識のもと、まず、災害が発生した際の瞬時

に自身が取るべき行動を考え、隣近所で助け合い、自治会等との繋がりや協力体

制を整えるなど、今後、必ず発生する大規模自然災害に対して「平時からの備

え」を講じてください。 

○いざという時の災害対応のため、自治会に加入し、地域の行事等に積極的にご

参加の上、普段からご近所同士が顔の見える関係となるよう努めてください。 

 

 

 

６－３ 地域コミュニティの崩壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

起きてはならない最悪の事態 
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～復旧・復興する～ 第６節 ３ 

 

３【数値目標】 

指 標 
現状値 目標値 備考 

（数値根拠等） 数値 年度 数値 年度 

自治会への加入率 75.1% 
2017 

(H29) 
80.0% 2023  

地区防災計画策定地区数 1地区 
2018 

(H30) 
5地区 2023 年 1地区程度 

自主防災アドバイザー連

絡会加入者数 
21人 

2018 

(H30) 
30人 2023 
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～復旧・復興する～ 第６節 ３ 
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１ 第 1期 伊那市国土強靭化地域計画 実績評価結果 

■伊那市：第 1期 伊那市国土強靭化地域計画 2017年３月策定 

 

基本目標 

事前に備えるべき目標 

起きてはならない最悪の事態 

 
※想定するリスク 

市民生活に大きな影響を及ぼすことが予想される主なリスクとして次の２つを想定して評価し

ました。 

ア 発生率が高く、発生すると甚大な被害が想定されている「糸魚川－静岡構造線断層帯及び南

海トラフなどを震源とする地震による被害」 

イ 急峻な地形、天竜川や三峰川に合流するいくつもの河川による「土石流をはじめとする土砂

災害」 

第４章 資料編  
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■第 1期 伊那市国土強靭化地域計画  

 最終年度（2018年度）評価結果のまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H31.2.28

担当課
自己評価

２次評価
(部局長)

担当課
自己評価

２次評価
(部局長)

○防災マップ作成方法や防災体制組織づくりへの助言などにより、自主防災組織が災害時に活動できる組織体制
づくりを支援します。

1-1､1-2､1-3､1-
4､1-5､5-1､

危機管理課 4 4 5 5
5/31自主防災組織連絡会の設立。8/28事例発表
会。9/19支え合いマップ作成研修会。2月3日研修
会開催。

○防火貯水槽は、防火貯水槽に関する整備方針に基づき、消火栓は、設置基準に基づき、整備を進めます。 1-1､5-1､ 危機管理課 3 3 3 3
耐震性防火貯水槽建設3基計画の内
1基 実施。2基はH32年度実施予定。
消火栓新設 5基実施。

○活動実態に見合った組織とするべく、平成３０年度を目途に消防団の再編を進めます。
1-1､1-2､1-3､1-
4､2-2､5-1､

危機管理課 5 5 5 5 ４月１日 条例・規則の改正により再編実施。

○消防団施設・機関整備計画に基づき、計画的な施設等の更新を行うとともに、各種訓練や方面隊間の連携訓練
などを行って団員及び団としての力量アップ図っていきます。

1-1､1-2､1-3､1-
4､2-2､5-1､

危機管理課 5 5 5 5
藤澤地区の詰所整備、積載車・小型ポンプの更新2
台実施。方面隊によるポンプ操法大会、秋季訓練を
実施

○消防庁が示している「消防団装備基準」を満たす装備の整備を進めます。
1-1､1-2､1-3､1-
4､2-2､5-1､

危機管理課 3 3 4 4 ヘッドライト、防寒着の配備

○総合防災訓練や災害対策本部訓練は、消防や警察、自衛隊なども参加した合同訓練として、継続実施してい
きます。

1-1､2-2､3-1､ 危機管理課 5 5 5 5
9/2西箕輪地区総合防災訓練実施。地域住民の
外、園児、小学生、中学生、消防、警察、自衛隊等
の外部団体が多数参加。

○上伊那広域消防火災予防条例の基準達成に向け、各家庭への住宅用火災警報器の設置及び維持の周知とと
もに、消防団を通じて住宅用火災警報器のあっせんを継続していきます。

1-1､ 危機管理課 5 5 5 5
消防団を通じ、消火器と合わせ、火災報知器のあっ
せんを実施

○災害時に安否確認や要支援者の支援などの対応ができるよう、すべての自主防災組織で毎年訓練を行うよう促
進します。

1-3､1-4､ 危機管理課 4 4 4 4
継続的に、防災おでかけ講座や役員研修会での啓
発、市訓練に合わせた訓練実施の呼びかけなど

○地域の防災意識高揚を図るため、自主防災組織を単位とした防災お出かけ講座の実施回数を増やしていきま
す。

1-3､1-4､ 危機管理課 4 4 5 5 H31年2月末現在 51回 1,876人

○国県の浸水想定の見直しに合わせて防災マップ（水害ハザードマップ）の改訂します。 1-3､ 危機管理課 4 4 5 5 平成30年度改訂版を県の事業を活用して作成中。

○伝達性が高い伊那市地域安心安全メールへの登録者を増やすため、周知を図ります。
1-3､1-4､1-5､2-
2､3-2､3-3､

危機管理課 5 5 5 5
2月末現在
　配信者数19,994人、登録者数21,681人。

○地域防災力向上のため、地域の実情をよく知る自主防災組織が自らの地域の危険箇所を把握して、避難経路や
避難方法などを検討していくことを促進していきます。

1-4､ 危機管理課 4 4 4 4
防災おでかけ講座や役員研修会等での啓発。モデ
ル地区として高遠町台殿で大学講師による地区防災
計画作成中。

○気密性の高い住宅が増えているため、宅内で防災情報が得られる防災ラジオの普及を図ります。 1-5､3-3､ 危機管理課 2 2 3 3
2月末現在 販売台数4台。
周知不足、自主防災研修等で周知を図る。

○最低３日以上の食料や飲用水の備蓄を市民に周知していきます。合わせて、食物アレルギーへの備えも周知し
ていきます。

2-1､2-2､ 危機管理課 4 4 4 4
防災おでかけ講座や役員研修会での啓発。市内全
小学4年生を対象とした防災おでかけ講座で啓発。

○災害時に安定的に食料や飲料水を確保するため、災害時応援協定の締結先を増やしていきます。 2-1､ 危機管理課 4 4 4 4 締結にむけた取り組みを継続中。

○災害対策本部と現地災害対策本部とが映像を含む情報交換ができるよう整備します。 2-2､ 総務課 3 3 4 4

危機管理課と協議し、災害対応用のスマフォ3台を導
入した。これによりスカイプ等を災害時に活用しての
災害対策本部と現地災害対策本部との映像通信を
可能とした。

○ヘリコプターが離発着できるようヘリポートの整備を継続して行っていきます。 2-2､ 危機管理課 3 3 3 3
長野県広域受援計画に係るヘリポート場所の情報提
供を行っている。

○指定避難所の機能充実のため、備蓄している備品類の充実を図っていきます。合わせて、避難されている方の
プライバシーが確保されるよう配慮に努めます。

2-2､ 危機管理課 3 3 4 4
長谷地域に浄水器を配備済。地すべり等の土砂流
出による避難ではプライバシーテントを活用。

○電力会社からの電力供給が停止しても、指定避難所となる小中学校体育館において必要となる電力が確保でき
るよう自家発電機器等の充実を図るとともに、太陽光発電装置の設置を再検討します。

2-2､ 危機管理課 1 1 1 1 国県補助制度の復活待ちの状況、未整備は4校

○災害時に、市役所本庁舎及び総合支所で業務継続計画（ＢＣＰ）が確実に運用できるよう、修正等の必要が生じ
た場合は、随時改訂していきます。

3-1､ 危機管理課 4 4 4 4
災害本部訓練でＢＣＰを活用した訓練を実施した。今
後も各課検証の上、計画の見直しを実施していく。

○災害対策本部となる市役所本庁舎は、浸水想定区域内にあるため、自家発電施設の浸水対策を検討します。 3-1､3-2､ 総務課 4 4 4 4
最低限必要とする発電機、投光器等は配備済みであるが、危機管理課配備

の無停電電源装置に対応しない発電機もあるため、対応方法を検討してい

る。

○現地対策本部となる高遠町総合支所及び長谷総合支所は、防災拠点としての耐震基準を満たしていないた
め、施設の耐震化若しくは耐震化された施設への移転等ついて、方針を決定します。

3-1､ 総務課 4 4 4 4
Ｈ28に総合支所庁舎のあり方方針を決定し、今後、地域の意
見を聞きながら対応予定。H30.11高遠町総合支所は、仮庁舎

に移転済。

○電力の早期復旧のため、「災害時における土地建物等の使用に関する協定」が確実に運用できるよう、人事異
動等があっても連絡体制等を確保していきます。

3-2､ 危機管理課 4 4 4 4 年度当初に連絡体制を照会し、修正済み

○災害時に孤立する可能性のある長谷区域に簡易浄水器を配備します。 4-1､ 危機管理課 5 5 5 5 H30年10月12日　長谷総合支所へ配備済

○上伊那広域消防本部の事業計画に基づき、常備消防の機動力の向上を推進していきます。 5-1､ 危機管理課 5 5 5 5
浜松市と航空消防応援協定締結
市内コンビニ店25店舗へＡＥＤ設置
高遠消防署 指揮車を更新

○土砂災害警戒区域等の県の指定が完了しているため、浸水想定の見直しに合わせ、防災マップ（土砂災害ハ
ザードマップ）を改訂します。

1-4､ 危機管理課 4 4 5 5 平成30年度改訂版を県の事業を活用して作成中。

担当課 担当課コメント 備考

危機管理課
消防団再編実施により、平成30年度達成条例定員(改
正）915人→ 現938名

危機管理課
防火貯水槽 1基実施。消火栓新設 5基実施。
継続して次年度以降に実施予定。

総務課 高遠町総合支所仮庁舎移転

危機管理課 9月末現在30回　3月末見込51回

危機管理課 目標達成済み

危機管理課
H30防災マップ改定のため調査実施を来年度以降
へ見送り。

危機管理課 引き続き、該当協定の締結に向けて調整。

第１期 伊那市国土強靭化地域計画　最終年度（平成30年度）　中間評価・期末評価の結果表

【総務部】

※評価は、５段階で採点してください。　５…順調、４…ほぼ順調、３…やや遅延、２…遅延、１…未着手
※①平成30年9月末時点の実績を基に記載してください。②平成31年2月末時点の実績を基にを記載してください。　　　※H31年度からは第２次計画に改訂します。

中間評価時点
H30年9月末

期末評価時点
H31年2月末 期末評価に対する

実施内容等(担当課)
備考

■重点事業指標（計画期間（平成３０年度末）における目標値） ②H30年度末　達成数値

消防団員充足率９０％ 100% 以上

防火貯水槽新設数６基、消火栓新設数１２基 防火貯水槽 1基（17%）　消火栓5基(42%)

対応方策
該当する最悪事
態の区分番号

担当課

高遠町・長谷総合支所の耐震化若しくは耐震化された施設への移転等の方針決定 １施設

防災お出かけ講座年間実施回数５０回 51回

伊那市地域安心安全メール登録者数１８，０００人 21,769人

各自主防災組織による地域危険箇所パトロール実施率　３０％ 未定

食料や飲料水等の協定締結数１２団体 12団体
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H31.2.28

担当課
自己評価

２次評価
(部局長)

担当課
自己評価

２次評価
(部局長)

○災害時に住民情報が消失しないよう、今後も継続して遠隔地でデーターをバックアップし、保存します。 3-1､3-2､ 情報統計課 5 5 5 5
引き続き週一回の遠隔地バックアップを継続
実施する。

○ＪＲ不通時の市民への周知方法や代替交通の確保について、関係する交通事業者との協力体制を構築していき
ます。

4-3 企画政策課 5 5 5 5

安心安全メールによるJR不通情報の発信は
対応済。代替交通の確保について、JR東海と
バス事業者で、代替運行のルールや手順が
共有されている事を確認した。

担当課 担当課コメント 備考

－ －

H31.2.28

担当課
自己評価

２次評価
(部局長)

担当課
自己評価

２次評価
(部局長)

○災害廃棄物の収集運搬や処理などに対応するため、災害廃棄物処理等に関する協定の締結を進めます。 2-4､ 生活環境課 2 2 2 2

大規模災害で、広域的処理が必要な場合は
長野県に「災害廃棄物処理に関する事務委
託」又は、長野県「災害時等の災害廃棄物の
処理等に関する協定書」(平成20年3月27日
締結)により対応する。
市単独災害時などの市単独協定の締結（締
結先・資源循環保全協会南信支部など）や災
害廃棄物処理計画の改正等を含めて検討し
ているが、具体的な締結や改正に至っていな
い。

○遺体の収容、火葬などの方針を定めた遺体処理計画を策定します。 2-4､ 生活環境課 2 2 2 2

平成31年度策定予定の「長野県受援計画」
による広域的対応の中、県警・県トラック協会
などと災害時の棺、葬祭用品の供給並びに
遺体の搬送等の協力に関する協定を県で締
結予定である。よって、内容により「遺体処理
計画」の策定の必要性を判断することとしたた
め、今年度は策定していない。
なお、策定する場合でも遺体処理計画との名
称にはしない。

○市営火葬場の長寿命化・耐震化を進めます。 2-4､ 生活環境課 4 5 5 5

計画的、定期的な修繕は継続しており、今年
度も修繕を行った。
平成23年に実施した耐震診断において、伊
那市営火葬場の待合室、渡り廊下棟、火葬棟
について、補強の必要は無い旨の判断がさ
れ、診断業務についても長野県建築士協会
耐震診断判定特別委員会から適切であると判
定されている。
長谷火葬場については、今後のあり方も含め
て検討中であるため、当面実施しない。

○災害時のし尿処理に対応するため、し尿処理施設の耐震化、長寿命化を進めます。 4-2､ 生活環境課 1 1 1 1

伊那中央衛生センター（伊那中央行政組合）
の取組に協力する。
平成2年に実施したコンクリート躯体耐用年数
調査では50年間使用可能旨の結果を得てい
るが、耐震診断は実施していない。
処理量の減少など新たな施設の検討が開始
されている状況である。（伊那中央行政組合
にて委託料の平成31年度予算化を検討中。）

○災害時にし尿処理事業者と連携して応急対応するために、事業者との災害時応援協定の締結します。 4-2､ 生活環境課 2 2 2 2

大規模災害で、広域的処理が必要な場合は
長野県に「災害廃棄物処理に関する事務委
託」又は、長野県「災害時等のし尿等の収集
運搬に関する協定書」（平成20年3月27日締
結）により対応する。
市単独災害時などの市単独協定の締結（締
結先・環境整備事業協同組合南信支部など）
や災害廃棄物処理計画の改正等を含めて検
討しているが、具体的な締結や改正に至って
いない。

○有害物質等の流出事故による被害を最小限に抑えるため、注意喚起を行うとともに、長野県、消防、警察等の関
係者が一体となった対応を取れるよう応援体制の整備を進めます。

5-3､ 生活環境課 5 5 5 5

長野県が主体となり、消防署、警察等と連携
したマニュアルは策定できている。
・情報連絡経路策定済
・連絡訓練実施

担当課 担当課コメント 備考

生活環境課 協定締結の締結先などの再検討

生活環境課 広域的対応の締結内容の結果待ち

生活環境課 伊那中央行政組合において、検討中

第１期 伊那市国土強靭化地域計画　最終年度（平成30年度）　中間評価・期末評価の結果表

【企画部】

※評価は、５段階で採点してください。　５…順調、４…ほぼ順調、３…やや遅延、２…遅延、１…未着手
※①平成30年9月末時点の実績を基に記載してください。②平成31年2月末時点の実績を基にを記載してください。　　　※H31年度からは第２次計画に改訂します。

対応方策
該当する最悪事
態の区分番号

担当課

中間評価時点
H30年9月末

期末評価時点
H31年2月末 期末評価に対する

実施内容等(担当課)
備考

■重点事業指標（計画期間（平成３０年度末）における目標値） ②H30年度末　達成数値

－ －

第１期 伊那市国土強靭化地域計画　最終年度（平成30年度）　中間評価・期末評価の結果表

【市民生活部】

※評価は、５段階で採点してください。　５…順調、４…ほぼ順調、３…やや遅延、２…遅延、１…未着手
※①平成30年9月末時点の実績を基に記載してください。②平成31年2月末時点の実績を基にを記載してください。　　　※H31年度からは第２次計画に改訂します。

対応方策
該当する最悪事
態の区分番号

担当課

中間評価時点
H30年9月末

期末評価時点
H31年2月末 期末評価に対する

実施内容等(担当課)
備考

■重点事業指標（計画期間（平成３０年度末）における目標値） ②H30年度末　達成数値

災害廃棄物処理等締結率３０％ 0%

遺体処理計画の策定 出来ない

し尿処理施設長寿命化整備率２０％ 0%
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H31.2.28

担当課
自己評価

２次評価
(部局長)

担当課
自己評価

２次評価
(部局長)

○災害時にあわてず速やかに行動ができるよう、保育園における防災訓練において、より体験型なものを取り入れ
て実施していきます。

1-1､ 子育て支援課 4 4 4 4
抜打ちによる訓練により突発的な対応がとれ
るよう、毎月行いつつ、新たに防災アドバイ
ザーによる講義を取り入れた。

○避難に支援が必要な住民に確実に情報が伝わり、迅速な避難ができるよう全ての地域で避難行動要支援者名
簿の作成を促進します。

1-5､2-2､ 社会福祉課 4 4 4 4
手帳所持者の約９割を支援名簿に登載した。
（新規分は随時追加）

○自主防災組織などが中心となって、運営委員会を組織し、指定避難所の運営ができるよう促進します。 2-2､ 社会福祉課 4 4 4 4
指定避難所については、避難所開設キットを作成、キット
を使用し訓練を実施した。（伊那市総合防災訓練等）

○災害時に市民自ら救助・救援活動が行うことができるよう市民を対象とした応急手当法の訓練を継続して実施し
ていきます。

2-3､ 健康推進課 4 4 4 4
伊那市総合防災訓練において、救命救急講習、医師・歯
科医師による防災講話を実施

○医療救護本部機能の強化を図るため、通信機器や医薬品、医療用資機材の拡充を図っていきます。 2-3､ 健康推進課 1 1 1 1 医療救護所備蓄医薬品補充実施予定（３月）

○災害時に十分対応できるよう、一層の医師確保に努めます。 2-3､ 健康推進課 4 4 4 4
仁愛病院（緑タグ病院）施設整備補助の実施（施設、設
備の充実による医師確保）

○災害時の医薬品等の調達を円滑に行えるよう、関係機関との運用体制の確認・整備に努めます。 2-3､ 健康推進課 4 4 4 4
災害時応援協定関係者会議において上伊那薬剤師会と
協定内容確認

○災害時に感染症の拡大を防ぐため、定期予防接種の接種率を一層高めていきます。 2-4､ 健康推進課 4 4 4 4
1歳6か月検診時の面会型接種勧奨、保育園経由の保護
者宛て接種勧奨通知等を実施

○災害時の健康診断や健康相談などの体制整備を進めます。 2-4､ 健康推進課 4 4 4 4
災害時要支援者スクリーニングシートを導入し、避難者等
の健康状態の把握を行う体制を整えた。

○災害時の感染症まん延を防止するため、保健福祉事務所など関連機関との緊密な情報交換に努めます。 2-4､ 健康推進課 1 1 1 1 事業予定なし

○災害時の感染症発生を想定した訓練を継続的に行っていきます。 2-4､ 健康推進課 1 1 1 1 事業予定なし

担当課 担当課コメント 備考

社会福祉課 災害時住民支え合いマップは概ね作成済。更新、未作成地区課題

子育て支援課 防災アドバイザーの講義を取り入れた。

社会福祉課 名簿未登載者の理解を得る。

健康推進課 平成３０年度調査実施（結果公表時期未定）

健康推進課 H29年度接種率96.3％

健康推進課 上伊那地域包括医療協議会訓練（12月実施）

H31.2.28

担当課
自己評価

２次評価
(部局長)

担当課
自己評価

２次評価
(部局長)

○発災時の被害を最小限に抑えるため、農業用ため池等の定期点検の実施とハザードマップの作成を促進しま
す。

5-2､ 耕地林務課 3 3 3 3
ため池は８月に全国一斉の緊急点検を行った。
国から防災重点ため池の再選定の方針により作業を
進めている

○農業用燃料タンクなどの損傷や転倒等による石油などの有害物質の流失を防ぐため、タンクの設置や管理につ
いて、管理者に十分周知します。

5-3､ 農政課 1 1 5 5 12月の伊那市農業振興センター便りで周知した。

○耕作放棄地の解消のため、農地再生と非農地化を促進するとともに、新たな発生を抑制する取組みを検討しま
す。

5-4､ 農政課 3 3 3 3
補助事業として荒廃農地の利活用は予定どおり実
施。農地パトロールは、地区役員に協力を要請し実
施、再生可能な農地は担い手等に紹介した。

○農地の荒廃を防ぐため、農業用水施設の長寿命化を促進します。 5-4､ 耕地林務課 3 3 3 3
施設管理者に個別施設計画の作成を依頼し
ており、大半が作業を始めている。

○畦畔の草刈りや水路の管理等、農地の荒廃を防ぐための維持管理ができる地域の協働化を支援していきます。 5-4､ 農政課 4 4 4 4
中山間地域等直接支払交付金制度を活用して、中
山間地の農地の荒廃化を防ぐための地域の協働活
動に対して支援した。

○森林の荒廃を防ぎ、災害に強い森林づくりを進めるため、間伐などの森林整備を促進します。 5-4､ 耕地林務課 3 3 3 3
不在地主等により思うように進んでいないが、今後は
環境譲与税を活用して対応していく。

○観光施設（みはらしファーム）において、避難誘導や消火体制など、災害時に迅速に対応できるよう災害対応マ
ニュアルを策定します。

1-2､ 農政課 2 2 2 2
新施設を含めたマニュアルの見直しが出来て
いない。

担当課 担当課コメント 備考

耕地林務課 目標数値を概ね達成した。

耕地林務課
国から防災重点ため池の再選定の方針により作業を
進めている

農政課
農業振興センター便りやホームページでの周
知をした。

農政課 定期的な啓発を行った。

農政課 目標面積を達成するには難しい状況。

耕地林務課 多くの土地改良区は準備を進めている。

農政課
農業の多面的機能の維持・発揮のための地域活動
や営農活動に対して支援した。

耕地林務課
今年度は目標の半分であったが、来年度以降は国
の施策もあり増加予定。

農政課 年度末までに、新施設を含めた見直しを行う。

第１期 伊那市国土強靭化地域計画　最終年度（平成30年度）　中間評価・期末評価の結果表

【保健福祉部】

※評価は、５段階で採点してください。　５…順調、４…ほぼ順調、３…やや遅延、２…遅延、１…未着手
※①平成30年9月末時点の実績を基に記載してください。②平成31年2月末時点の実績を基にを記載してください。　　　※H31年度からは第２次計画に改訂します。

対応方策
該当する最悪事
態の区分番号

担当課

中間評価時点
H30年9月末

期末評価時点
H31年2月末 期末評価に対する

実施内容等(担当課)
備考

■重点事業指標（計画期間（平成３０年度末）における目標値） ②H30年度末　達成数値

地域防災マップ及び地域支えあいマップ作成済み自主防災組織率５０％ 自主防災組織等　157/178組織　作成率88.2％

公立保育園における体験型避難訓練実施園率１００％ 抜打ち訓練100％

避難行動要支援者名簿整備率８０％
手帳所持者の90％の整備済。新規分は随時追
加

１０万人当たり医師数　全県比９０％ 全県比96.2％（平成28年度調査結果）

定期予防接種率向上　接種率モデル　麻疹・風疹第２期の接種率９５％
麻疹・風疹第2期の接種率96％(H3１.１末時点
91％)

関連機関や協定締結団体等との災害時医療救護訓練の実施　年１回以上 年1回以上実施

第１期 伊那市国土強靭化地域計画　最終年度（平成30年度）　中間評価・期末評価の結果表

【農林部】

※評価は、５段階で採点してください。　５…順調、４…ほぼ順調、３…やや遅延、２…遅延、１…未着手
※①平成30年9月末時点の実績を基に記載してください。②平成31年2月末時点の実績を基にを記載してください。　　　※H31年度からは第２次計画に改訂します。

対応方策
該当する最悪事
態の区分番号

担当課

中間評価時点
H30年9月末

期末評価時点
H31年2月末 期末評価に対する

実施内容等(担当課)
備考

■重点事業指標（計画期間（平成３０年度末）における目標値） ②H30年度末　達成数値

農業用ため池等の定期点検の実施率１００％ 国県からの依頼により全箇所緊急点検を実施した。

農業ため池等下流域のハザードマップ作成に向け検討している割合５０％ 50%

市報、市公式ホームページ、チラシ等により、農業タンクやホームタンクの安全管理の広報の実施 農業振興センター便りやホームページでの周知

関係機関による応援体制の整備 啓発の実施

耕作放棄地年間解消面積１７ha 解消面積10ha

土地改良施設インフラ長寿命化計画作成率５０％ 30%

国事業（日本型直接支払）の利用団体１００団体、受益面積1,200ha 96協定、2,967ｈａ

年間間伐目標面積９００ha 450ha 充足率50％

みはらしファームにおける災害対応マニュアルの策定 新施設を含めたマニュアルの見直し
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H31.2.28

担当課
自己評価

２次評価
(部局長)

担当課
自己評価

２次評価
(部局長)

○不特定多数が利用する観光施設や商業施設などにおいても、災害時に迅速な避難ができるよう、避難訓練の毎
年実施を促進します。

1-2､ 観光課 4 4 4 4 毎年１回従業員の避難訓練を実施した。

○観光施設などにおいて、避難誘導や消火体制などを整備し、災害時に迅速に対応できるよう災害対応マニュア
ルの策定を促進します。

1-2､ 観光課 4 4 4 4
避難誘導や消火体制などの班編成を整備し、またマ
ニュアルの確認作業を行った。

○創業支援センターにおいて、入居者による避難誘導や消火体制などを整備し、災害時に迅速に対応ができるよ
う避難対応マニュアルを策定します。

1-2､ 産業立地
推進課

3 3 ― ―

・4月26日に運営会議を開催し、火気取扱い注意を
喚起した。
・現時点でマニュアルは未整備だが、12月7日付で
民間へ売却するため、引継ぎ事業者にマニュアルの
整備を要請した。
・年度末には民間施設となっているため、年度末評
価は行わない。

担当課 担当課コメント 備考

商工振興課
避難訓練の実施について、消防署を通じ、実施の啓
発・指導を行った。

H31.2.28

担当課
自己評価

２次評価
(部局長)

担当課
自己評価

２次評価
(部局長)

○旧耐震基準の住宅の耐震化を促進します。 1-1､ 都市整備課 4 4 4 4
国内地震時の機動的な啓発により、診断、工
事戸数とも増加しました。

○都市計画マスタープランについて、防災・減災面を踏まえた改訂を行います。 1-1､5-1､ 都市整備課 1 1 1 1 H31～33ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝの改定を行います。

○指定緊急避難場所となる都市公園について、かまどベンチや太陽光照明など、災害時に活用できる施設の整
備を進めます。

1-1､ 都市整備課 3 3 3 3
H32以降策定予定の都市公園長寿命化計画
に沿って整備を進めます。

○消防活動の妨げとならないよう、また、延焼等の防御のため、市街地で狭隘となっている国道361号の整備を国
県等関係機関へ働きかけます。

1-1､5-1､ 建設課 2 2 2 2
7/31国道361号改修促進期成同盟会から県
へ要望書を提出している。

○迅速な消防活動につなげるため、国県道の規格改良を国県等関係機関へ働きかけるとともに、幹線市道の規格
改良を進めます。

1-1､5-1､ 建設課 4 4 4 4
幹線道路網計画に基づき計画的に実施して
いる。

○不特定多数が利用する旧耐震基準建物の耐震診断受診率を高めていくため、建物所有者へ啓発していきま
す。

1-2､ 都市整備課 2 2 2 2 対象建築物及び所有者の抽出方法検討中

○河川の安全性を高め、浸水被害を防止するため、市内河川の総合的な整備計画の策定作業を進めます。 1-3､ 建設課 2 2 2 2
河川台帳（管理課）が整備された後に検討す
る。

○市街地の河川や水路は、拡幅などの改修が困難な箇所が多くありますが、整備促進に取り組みます。 1-3､ 建設課 3 3 3 3
優先度の高い個所から計画的に実施してい
る。

○災害時に河川や橋梁などの迅速な復旧を図るため、河川台帳を整備します。 1-3､ 管理課 4 4 4 4
準用河川（約101㎞）の河川台帳を2017～
2021で作成します。

○危険箇所パトロールなどを通じ、県との情報共有を図り、急傾斜地崩壊防止対策事業の促進していきます。 1-4､ 建設課 4 4 4 4
西春近沢渡、東春近中組、長谷市野瀬上村
を実施している。

○中央自動車西宮線と合わせ、複数のルートが確保できるよう幹線道路網の整備改良を進めます。 2-1､2-2､4-3､ 建設課 4 4 4 4
伊那バイパスは県施工中、伊駒ARは、H31.2
月25日に都市計画決定された。

○中央自動車西宮線へのアクセスを複数確保するためのスマートＩＣの供用開始に向け、関連事業を推進します。 2-1､2-2､4-3､
建設課・特定道路

整備推進課
4 4 4 4 日影沢線完了。環状南線施工中

○橋梁の予防保全型の維持管理を行うため、定期点検を推進します。 4-3､ 建設課 4 4 4 4 計画どおり実施している。

○緊急輸送路に撤去困難な建物が倒壊しないよう、耐震診断の受診及び耐震化を啓発していきます。 2-1､2-３､4-3､ 都市整備課 2 2 2 2 県の緊急避難路指定等と合わせて対応予定

○緊急輸送路を確保するため、先進地での状況を検証し、路面下の空洞調査について、サンプリング調査を含め
検討します。

2-1､2-３､4-3､ 建設課 2 2 2 2 空洞調査を日影沢線で（２km）で実施

担当課 担当課コメント 備考

都市整備課 住宅土地統計調査(H28公表数値)

建設課 目標数値を下回る見込み。

都市整備課 H31～33ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝの改定を行います。

都市整備課
H32以降策定予定の都市公園長寿命化計画
に沿って整備を進めます。

都市整備課 耐震診断補助実績なし

建設課 河川台帳の整備後に検討

管理課
準用河川（約101㎞）の河川台帳を2017～
2021で整備

建設課
西春近沢渡、東春近中組、長谷市野瀬上村
の3か所で実施中。

特定道路
整備推進課

H29.9.30 供用開始している。

第１期 伊那市国土強靭化地域計画　最終年度（平成30年度）　中間評価・期末評価の結果表

【商工観光部】

※評価は、５段階で採点してください。　５…順調、４…ほぼ順調、３…やや遅延、２…遅延、１…未着手
※①平成30年9月末時点の実績を基に記載してください。②平成31年2月末時点の実績を基にを記載してください。　　　※H31年度からは第２次計画に改訂します。

対応方策
該当する最悪事
態の区分番号

担当課

中間評価時点
H30年9月末

期末評価時点
H31年2月末 期末評価に対する

実施内容等(担当課)
備考

■重点事業指標（計画期間（平成３０年度末）における目標値） ②H30年度末　達成数値

消防法第８条に該当する商業施設（対象施設３２３カ所）における避難訓練の実施

114事業所（市内防火対象物のうち、商業施設において
防火管理者を置く事業所の避難訓練を実施した事業所
数）
充足率35.2％

第１期 伊那市国土強靭化地域計画　最終年度（平成30年度）　中間評価・期末評価の結果表

【建設部】

※評価は、５段階で採点してください。　５…順調、４…ほぼ順調、３…やや遅延、２…遅延、１…未着手
※①平成30年9月末時点の実績を基に記載してください。②平成31年2月末時点の実績を基にを記載してください。　　　※H31年度からは第２次計画に改訂します。

対応方策
該当する最悪事
態の区分番号

担当課

中間評価時点
H30年9月末

期末評価時点
H31年2月末 期末評価に対する

実施内容等(担当課)
備考

■重点事業指標（計画期間（平成３０年度末）における目標値） ②H30年度末　達成数値

一般住宅耐震化率９０％※Ｈ３２年度 82%

市道幹線道路規格改良率３２．４％ 31.5%

防災・減災対策を盛り込んだ都市計画マスタープランの策定 未着手

都市公園へのかまどベンチ整備率２３％ 整備率7.7%

不特定多数が利用する旧耐震基準建物の耐震診断受診率９５％ 0%

河川整備計画策定 0%

河川台帳整備率１００％ 40%

急傾斜地崩落対策整備事業年３カ所 100%

中央自動車道西宮線小黒川パーキングエリアのスマートインターチェンジ供用開始 100%
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H31.2.28

担当課
自己評価

２次評価
(部局長)

担当課
自己評価

２次評価
(部局長)

○断水時の代替給水体制を確保するため、給水タンク、給水袋、浄水器などの資機材の備蓄数量を増やしていき
ます。

2-1､4-1､ 水道整備課 3 3 4 4 6L給水袋(2,000袋）購入した。

○下水道計画に基づく管路を早期に完成させるよう、管渠整備を進めます。 2-4､ 水道整備課 5 5 5 5 H32年3月の美篶処理区完成に努めてる。

○老朽管の布設替えなどによる上水道の管路及び主要配水池の耐震化を進めます。 2-1､4-1､ 水道整備課 4 4 4 4
下水道及び道路改良事業に併せて更新を行なっ
た。配水池については基本計画により優先度を策定
した。

○大規模停電により長期間の断水とならないよう上水道の基幹施設に自家発電施設の設置を進めます。 4-1､ 水道整備課 2 2 2 2 水道基本計画の見直しの中で再検討を行う。

○災害時に孤立する可能性のある長谷区域に簡易浄水器を配備します。 4-1､ 危機管理課 4 4 5 5 長谷地区への浄水器配備完了。

○災害時にも安定して汚水処理ができるよう公共下水道及び特定環境保全公共下水道の処理施設の耐震診断を
行い、診断結果に基づきレベル２に対応した耐震化を進めます。

4-2､ 水道整備課 4 4 4 4
耐震診断の結果に合わせて詳細設計を進め
ている。

○災害時における応急対策等を迅速に実施するため、市町村間の相互応援体制を確立します。 4-2､ 水道整備課 5 5 5 5 県水協を通じて応援体制が確立されている。

○災害時等における管理体制が維持できるよう下水道事業業務継続計画（ＢＣＰ）を策定します。 4-2､ 水道整備課 5 5 5 5
H28年度末までに策定した。今後ブラッシュ
アップを行う。

担当課 担当課コメント 備考

水道整備課 H30年度基幹管路、配水支管併せて約3,500ｍ更新

水道整備課 20/22処理区完了

水道整備課 水道基本計画見直しの中で再検討を行う。

水道整備課 水道基本計画見直しの中で再検討を行う。

危機管理課 H30年度にて配備完了

水道整備課 県水協で対応済み

水道整備課 H28年度までに策定した。

H31.2.28

担当課
自己評価

２次評価
(部局長)

担当課
自己評価

２次評価
(部局長)

○防災・減災に関する意識の高揚を図るため、小中学校において、避難訓練のほか、防災マップ等を教材とした学
習を行っていきます。

1-1､ 学校教育課 5 5 5 5
避難訓練のほか、市危機管理課による防災
出前授業を受け入れ、防災学習を進めた。

○指定避難所となる小中学校の体育館の非構造部材（天井、窓、照明等）の耐震化を進めます。 1-2､ 学校教育課 4 4 4 4
4小学校を予定していたが交付金対象から外
れたため、1小学校を実施した。

○指定緊急避難場所となる各地区の公民館等集会施設について、耐震化を促進します。 1-2､ 生涯学習課 2 2 2 2
地元要望に基づく補助制度なので、引き続き
各地区への制度の周知を行います。

担当課 担当課コメント 備考

学校教育課 目標数値をやや下回る。

学校教育課 順調に推移

生涯学習課 地元要望がなかったため。

第１期 伊那市国土強靭化地域計画　最終年度（平成30年度）　中間評価・期末評価の結果表

【水道部】

※評価は、５段階で採点してください。　５…順調、４…ほぼ順調、３…やや遅延、２…遅延、１…未着手
※①平成30年9月末時点の実績を基に記載してください。②平成31年2月末時点の実績を基にを記載してください。　　　※H31年度からは第２次計画に改訂します。

対応方策
該当する最悪事
態の区分番号

担当課

中間評価時点
H30年9月末

期末評価時点
H31年2月末 期末評価に対する

実施内容等(担当課)
備考

■重点事業指標（計画期間（平成３０年度末）における目標値） ②H30年度末　達成数値

上水道施設管路耐震化率４０％ 約39.5%

管路整備が完了した下水道処理区の割合９５．５％ 90.9%

主要上水道施設への自家発電施設設置率２２％ 0%

上水道主要配水池耐震化率１２％ 6.3%

簡易浄水器設置数１２台 100%

市町村災害時総合応援協定の締結及び応援体制の確立 100%

下水道事業業務継続計画（ＢＣＰ）の策定 100%

第１期 伊那市国土強靭化地域計画　最終年度（平成30年度）　中間評価・期末評価の結果表

【教育委員会】

※評価は、５段階で採点してください。　５…順調、４…ほぼ順調、３…やや遅延、２…遅延、１…未着手
※①平成30年9月末時点の実績を基に記載してください。②平成31年2月末時点の実績を基にを記載してください。　　　※H31年度からは第２次計画に改訂します。

対応方策
該当する最悪事
態の区分番号

担当課

中間評価時点
H30年9月末

期末評価時点
H31年2月末 期末評価に対する

実施内容等(担当課)
備考

■重点事業指標（計画期間（平成３０年度末）における目標値） ②H30年度末　達成数値

小中学校体育館非構造部材耐震化率７１．４％ 体育館非構造部材耐震化率61.9％

小中学校における１校当たり避難訓練年間平均実施回数３．５回 3.5回

各地区公民館等集会施設の耐震化年間工事件数１件以上 工事件数0件
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H31.2.28

担当課
自己評価

２次評価
(部局長)

担当課
自己評価

２次評価
(部局長)

○公共施設（市庁舎、社会教育施設、スポーツ施設、観光施設、社会福祉施設など）について、耐震化を進めてい
きます。

1-1､1-2､ 総務課 4 4 4 4 高遠町総合支所の仮庁舎移転11月実施。

○公共施設（市庁舎、社会教育施設、スポーツ施設、観光施設、社会福祉施設など）について、耐震化を進めてい
きます。

1-1､1-2､ 秘書広報課 4 4 4 4
有線テレビジョン放送施設はＳ５６新耐震基準
以降に建設されている。

○公共施設（市庁舎、社会教育施設、スポーツ施設、観光施設、社会福祉施設など）について、耐震化を進めてい
きます。

1-1､1-2､ 危機管理課 5 5 5 5
施設整備計画に基づき、消防団詰所や車庫を年次
計画で整備を実施。

○公共施設（市庁舎、社会教育施設、スポーツ施設、観光施設、社会福祉施設など）について、耐震化を進めてい
きます。

1-1､1-2､ 生活環境課 5 5 5 5

平成23年に実施した耐震診断において、伊
那市営火葬場の待合室、渡り廊下棟、火葬棟
について、補強の必要は無い旨の判断がさ
れ、診断業務についても長野県建築士協会
耐震診断判定特別委員会から適切であると判
定されている。

○公共施設（市庁舎、社会教育施設、スポーツ施設、観光施設、社会福祉施設など）について、耐震化を進めてい
きます。

1-1､1-2､ 社会福祉課 4 4 4 4 福祉まちづくりセンター建設実施設計中

○公共施設（市庁舎、社会教育施設、スポーツ施設、観光施設、社会福祉施設など）について、耐震化を進めてい
きます。

1-1､1-2､ 子育て支援課 5 5 2 2
新山保育園は計画見直しにより、2020年度に
建替え予定。高遠第2・3保育園は2019年度
にて、対策を計画していく。

○公共施設（市庁舎、社会教育施設、スポーツ施設、観光施設、社会福祉施設など）について、耐震化を進めてい
きます。

1-1､1-2､ 健康推進課 5 5 5 5 ３保健センター、２診療所とも耐震構造

○公共施設（市庁舎、社会教育施設、スポーツ施設、観光施設、社会福祉施設など）について、耐震化を進めてい
きます。

1-1､1-2､ 高齢者福祉課 4 4 4 3
H31策定予定の「個別施設計画」に合せて、施設の耐震
化の検討を行うこととした。

○公共施設（市庁舎、社会教育施設、スポーツ施設、観光施設、社会福祉施設など）について、耐震化を進めてい
きます。

1-1､1-2､ 農政課 5 5 5 5 基準を満たしている。

○公共施設（市庁舎、社会教育施設、スポーツ施設、観光施設、社会福祉施設など）について、耐震化を進めてい
きます。

1-1､1-2､ 耕地林務課 5 5 5 5 耐震化が必要な施設、該当なし

○公共施設（市庁舎、社会教育施設、スポーツ施設、観光施設、社会福祉施設など）について、耐震化を進めてい
きます。

1-1､1-2､ 建設課 4 4 4 4
橋梁やトンネルについて、長寿命化計画に基
づいて計画的に実施している。

○公共施設（市庁舎、社会教育施設、スポーツ施設、観光施設、社会福祉施設など）について、耐震化を進めてい
きます。

1-1､1-2､ 都市整備課 - - - -
旧耐震建物の建て替え計画、設計が進捗し
ている

該当なし

○公共施設（市庁舎、社会教育施設、スポーツ施設、観光施設、社会福祉施設など）について、耐震化を進めてい
きます。

1-1､1-2､ 学校教育課 4 4 4 4
4小学校を予定していたが交付金対象から外
れたため、1小学校を実施した。

○公共施設（市庁舎、社会教育施設、スポーツ施設、観光施設、社会福祉施設など）について、耐震化を進めてい
きます。

1-1､1-2､ 生涯学習課 4 4 4 4
ほぼ順調。西春近公民館の耐震化について
引き続き取り組む。

○公共施設（市庁舎、社会教育施設、スポーツ施設、観光施設、社会福祉施設など）について、耐震化を進めてい
きます。

1-1､1-2､ 文化振興課 4 4 4 4 計画に基づき耐震化を進めていきます。

○公共施設（市庁舎、社会教育施設、スポーツ施設、観光施設、社会福祉施設など）について、耐震化を進めてい
きます。

1-1､1-2､ スポーツ振興課 5 5 5 5
平成29年度に全てのスポーツ施設の耐震化
を終了した。

○災害時に迅速な避難ができるよう、全ての公共施設で、避難訓練を毎年実施します。 1-1､1-2､ 総務課 5 5 5 5 本庁舎10/17実施

○災害時に迅速な避難ができるよう、全ての公共施設で、避難訓練を毎年実施します。
 （市役所本庁舎を除く）

1-1､1-2､ 秘書広報課 5 5 5 5
有線テレビジョン放送施設は普段、無人の施
設なので避難訓練の必要はないと考えます。

○災害時に迅速な避難ができるよう、全ての公共施設で、避難訓練を毎年実施します。
　（市役所本庁舎を除く）

1-1､1-2､ 生活環境課 5 5 5 5

火葬業務を委託している伊那葬祭業組合の
事業計画に緊急時対応として「火葬炉の緊急
停止も考慮し、利用者の速やかな避難誘導」
の記載があり、指導している。

○災害時に迅速な避難ができるよう、全ての公共施設で、避難訓練を毎年実施します。
　（市役所本庁舎を除く）

1-1､1-2､ 社会福祉課 5 5 5 5 実施している。（社会福祉課所管3施設）

○災害時に迅速な避難ができるよう、全ての公共施設で、避難訓練を毎年実施します。
　（市役所本庁舎を除く）

1-1､1-2､ 子育て支援課 5 5 5 5
各子育て支援センターで計画どおり、毎月避
難訓練を実施した。

○災害時に迅速な避難ができるよう、全ての公共施設で、避難訓練を毎年実施します。
　（市役所本庁舎を除く）

1-1､1-2､ 健康推進課 3 3 3 3 長藤診療所以外実施済

○災害時に迅速な避難ができるよう、全ての公共施設で、避難訓練を毎年実施します。
　（市役所本庁舎を除く）

1-1､1-2､ 高齢者福祉課 5 5 5 5
伊那市社協が指定管理者である施設（デイサービス・居
住施設）については、毎年避難訓練を実施している。

○災害時に迅速な避難ができるよう、全ての公共施設で、避難訓練を毎年実施します。
　（市役所本庁舎を除く）

1-1､1-2､ 農政課 5 5 5 5 年１回訓練を実施している。

○災害時に迅速な避難ができるよう、全ての公共施設で、避難訓練を毎年実施します。
　（市役所本庁舎を除く）

1-1､1-2､ 耕地林務課 5 5 5 5 市避難訓練時に併せて各公民館で実施

○災害時に迅速な避難ができるよう、全ての公共施設で、避難訓練を毎年実施します。
　（市役所本庁舎を除く）

1-1､1-2､ 都市整備課 - - - -
再開発ビル（駐車場含む）において、毎年年2
回実施している。

該当なし

○災害時に迅速な避難ができるよう、全ての公共施設で、避難訓練を毎年実施します。
　（市役所本庁舎を除く）

1-1､1-2､ 学校教育課 5 5 5 5
避難訓練のほか、市危機管理課による防災
出前授業を受け入れ、防災学習を進めた。

○災害時に迅速な避難ができるよう、全ての公共施設で、避難訓練を毎年実施します。
　（市役所本庁舎を除く）

1-1､1-2､ 生涯学習課 4 4 5 5
各公民館において訓練の実施、発災時の対
応などについて確認を行った。

○災害時に迅速な避難ができるよう、全ての公共施設で、避難訓練を毎年実施します。
　（市役所本庁舎を除く）

1-1､1-2､ 文化振興課 5 5 5 5 年１回避難訓練を実施しています。

○災害時に迅速な避難ができるよう、全ての公共施設で、避難訓練を毎年実施します。
　（市役所本庁舎を除く）

1-1､1-2､ スポーツ振興課 5 5 5 5 年１回避難訓練を実施しています。

【共通】
※評価は、５段階で採点してください。　５…順調、４…ほぼ順調、３…やや遅延、２…遅延、１…未着手
※①平成30年9月末時点の実績を基に記載してください。②平成31年３月末時点の評価見込みを記載してください。  ※H31年度からは第２次計画に改訂します。
※H29年度末評価の取組内容の報告に基づき、担当課名を入れています。追加の実施があれば行を追加して記入してください。

対応方策
該当する最悪事
態の区分番号

担当課

中間評価時点
H30年9月末

期末評価時点
H31年2月末 期末評価に対する

実施内容等(担当課)
備考

第１期 伊那市国土強靭化地域計画　最終年度（平成30年度）　中間評価・期末評価の結果表
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２ 国・長野県の「起きてはならない最悪の事態」一覧 

■国：国土強靭化基本計画 2018年 12月 閣議決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■長野県：第 2期 長野県強靭化計画 2018 年 3 月策定  

平成30年12月

（国土強靭化基本計画）

基本目標

Ⅰ．人命の保護が
最大限図られる

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

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

1-3 広域にわたる大規模津波等による多数の死者の発生

1-4
突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発
生

1-5
大規模な火山噴火・土砂災害（深層崩壊）等による多数の死傷者の発
生

1-6 暴風雪や豪雪等に伴う多数の死傷者の発生

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

2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生
2-3 自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足
2-4 想定を超える大量の帰宅困難者の発生、混乱

2-5
医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネル
ギー供給の途絶による医療機能の麻痺

2-6 被災地における疫病・感染症等の大規模発生

2-7
劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状
態の悪化・死者の発生

3-1
被災による司法機能、警察機能の大幅な低下による治安の悪化、社会
の混乱

3-2 首都圏等での中央官庁機能の機能不全
3-3 地方行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下
4-1 防災・災害対応に必要な通信インフラの麻痺・機能停止
4-2 テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達できない事態

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

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

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

5-3 コンビナート・重要な産業施設の損壊、火災、爆発等
5-4 海上輸送の機能の停止による海外貿易への甚大な影響

5-5
太平洋ベルト地帯の幹線が分断する等、基幹的陸上海上交通ネット
ワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響

5-6 複数空港の同時被災による国際航空輸送への甚大な影響

5-7
金融サービス・郵便等の機能停止による国民生活・商取引等への甚大
な影響

5-8 食料等の安定供給の停滞
5-9 異常渇水等により用水の供給の途絶に伴う、生産活動への甚大な影響

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

6-2 上水道等の長期間にわたる供給停止
6-3 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止

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

6-5 防災インフラの長期間にわたる機能不全
7-1 地震に伴う市街地の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生
7-2 海上・臨海部の広域複合災害の発生

7-3
沿線・沿道の建物倒壊に伴う閉塞、地下構造物の倒壊等に伴う陥没に
よる交通麻痺

7-4
ため池、防災インフラ、天然ダム等の損壊・機能不全や堆積した土
砂・火山噴出物の流出による多数の死傷者の発生

7-5 有害物質の大規模拡散・流出による国土の荒廃
7-6 農地・森林等の被害による国土の荒廃

8-1
大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事
態

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

8-3
広域地盤沈下等による広域・長期にわたる浸水被害の発生により復興
が大幅に遅れる事態

8-4
貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティーの崩壊等によ
る有形・無形の文化の衰退・損失

8-5
事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興
が大幅に遅れる事態

8-6
国際的風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒産等
による国家経済等への甚大な影響

計４５項目

起きてはならない最悪の事態

7
制御不能な複合災害・
二次災害を発生させな
い

8

社会・経済が迅速かつ
従前より強靭な姿で復
興できる条件を整備す
る。

4
必要不可欠な情報通信
機能・情報サービスは
確保する

5
経済活動を機能不全に
陥らせない

6

ライフライン、燃料供
給関連施設、交通ネッ
トワーク等の被害を最
小限に留めるととも
に、早期に復旧させ
る。

2

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

Ⅲ．国民の財産及
び公共施設に係る

Ⅳ．迅速な復旧復
興

3
必要不可欠な行政機能
は確保する

事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態

1 直接死を最大限防ぐ
Ⅱ．国家及び社会
の重要な機能が致
命的な障害を受け
ず維持される
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総合目標：多くの災害から学び、いのちを守る県づくり

１－１ 住宅の倒壊や、住宅密集地の火災による死傷者の発生

１－２ 多数の者が利用する施設の倒壊・火災による死傷者の発生

１－３ 豪雨による河川の氾濫に伴う住宅などの建築物の浸水

１－４ 土石流、地すべり等の土砂災害による死傷者の発生

１－５ 火山噴火による住民や観光客の死傷者の発生

１－６ 避難勧告・指示の判断の遅れや、情報伝達手段の不備に伴う避難の遅れによる死傷者の発生

２－１ 長期にわたる孤立集落等の発生（大雪を含む）や、被災地での食料、飲料水等の長期にわたる不足

２－２ 警察、消防、自衛隊による救助･救急活動等の不足

２－３ 救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の長期途絶

２－４ 医療機関、医療従事者の不足や、医療施設の被災による医療機能の麻痺

 ２－５ 被災地における疫病・感染症等の大規模発生

３－１ 信号機の停止等による交通事故の多発

３－２ 県庁、市町村役場をはじめとする地方行政機関の大幅な機能低下

３－３ 停電、通信施設の倒壊による情報通信の麻痺・長期停止

３－４ テレビ･ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達できない事態

４－１ 電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や石油・都市ガス・LPガスサプライチェーンの機能の停止

４－２ 上水道等の長期間にわたる供給停止

４－３ 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止

４－４ 地域交通ネットワークが分断する事態

５－１ サプライチェーンの寸断等に伴う企業の生産力低下による経済活動の麻痺

５－２ 高速道路、鉄道等の基幹的交通ネットワークの機能停止

５－３ 食料・飲料水等の安定供給の停滞

６－１ 土石流、地すべりなど土砂災害による二次災害の発生

６－２ ため池、ダム等の損壊・機能不全による二次災害の発生

６－３ 有害物質の大規模拡散･流出

６－４ 農地・森林等の荒廃

６－５ 観光や地域農産物に対する風評被害

６－６ 避難所等における環境の悪化

７－１ 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態

７－２ 道路啓開等の遅れにより復旧・復興が大幅に遅れる事態

７－３ 倒壊した住宅の再建が大幅に遅れる事態

７－４ 地域コミュニティの崩壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態

32 の事態

７　被災した方々の

日常の生活が迅速に

戻ること

■長野県　第2期 長野県強靭化計画　　　　　　　　　　　　　2018年3月策定

基本目標 番号 起きてはならない最悪の事態

１　人命の保護が最

大限図られること

２　負傷者等に対

し、迅速に救助、救

急活動が行われるこ

と

３　必要不可欠な行

政機能、情報通信機

能は確保すること

４　必要最低限のラ

イフラインを確保

し、早期復旧ができ

ること

５　流通・経済活動を停

滞させないこと

６　二次的な被害を

発生させないこと

起きてはならない最悪の事態 一覧

命を守る

命を救う

行政・通信機

能を確保する

命をつなぐ

経済活動を

維持する

二次的な被害

を防止する

復旧・復興する



 

- 76 - 

 

３ 過去に発生した災害             提供：長野県 

■被害地震年表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

震央　位置
　　　規模

 684.11.29 22時 134.3°
1 天武13.10.14 32.8° ×

M=8.3
*  762. 6. 9 137.5°
2 天平宝字 36.0° Ｄ

   6. 5. 9 M≧7.0
*  841 138.0°
3 承和 8. 36.2° Ｂ？

M≧6.5
 863. 7.10

4 貞観 5. 6.17 ×
M≧7.0?

5

1096.12.17  8時 137.5°
6 永長 1.11.24 34.0° ×

M=8.3
 1099. 2.22  6時 135.5°
7 康和 1. 1.24 33.0° ×

M=8.2
1361. 8. 3  4時 135.0°

8 正平16. 6.24 33.0° ×
M=8.4

* 1432.

9 永享 4. Ｃ

1498. 9.20  8時 138.0°
10 明応 7. 8.25 34.0° ×

M=8.3
1502. 1.28 10時 138.2°

11 文亀 1.12.10 37.2° ×
M=6.8

1586. 1.18 23時 136.8°
12 天正13.11.29 35.6° ×

M=7.8
1605. 2. 3 20時 Ａ138.5°

13 33.5° ×
M=7.9

慶長 9.12.16 Ｂ134.9°
33.0° ×
M=7.9

1614.11.26 13時
14 慶長19.10.25 ×

* 1627.10.22 138.2°
15 寛永 4. 9.14 36.6° Ｂ

M=6.0
1662. 6.16 12時 135.9°

16 寛文 2. 5. 1 35.3° ×
M=7.4





1666. 2. 1 17時 138.2°

17 寛文 5.12.27 37.1° ×
M=6.8

1703.12.31  2時 139.8°

18 元禄16.11.23 34.7° Ｃ
M=8.1

* 1707. 9.27  2時
19 宝永 4. 9. 2 Ｂ

1707.10.28 14時 135.9° Ｂ

20 宝永4.10. 4 33.2° ～
M=8.6 Ｃ

松代

五畿七道

越後南西部

東海・南海・
西海諸道

越後高田

伊那

東海道全般

松代

越後西部

番
号

西　　暦
和　　暦

山崩れ、谷埋まり、民家破壊し、圧死者多数。直江津付近に
あった数個の小島、この地震のために壊滅したという。

畿内・東海道

備　　　　　　　　　　　考

江戸・関東諸
国

元禄地震
伊那で潰家あり、松代で屋敷2軒潰れ。小県郡で小被害。

山城・大和・
河内・和泉・
摂津・丹後・

２つの地震が発生したものと考えられる。東海沖・南海沖地
震。

宝永地震
飯田で潰家（全土蔵）70余、半潰168。諏訪、南安曇郡でも被害
あり。

被害
程度

畿内・土佐・
阿波

畿内・東海・
東山・北陸諸
道

美濃・飛騨・
信濃

土佐･その他南
海・東海・西
海諸道

主な被害地域

信濃

越中・越後

南海道・畿内

南海沖地震。

被害不詳。罹災者に対し1戸につき穀物2斛を賜った。

墻家が倒潰した。同年2月13日以前の地震。信濃の国府（現松
本）を震央と考える。

東海沖地震。

南海沖地震。

南海沖地震。

幅1.5間、長22間の地割れできるという。史料少なく、真偽不
明。

東海沖地震と考えられる。

直江津付近の地震。

飛騨白川谷の地震。帰雲城埋没。

震源地について不明の点が多い。

家屋倒潰80戸、死者あり。詳細不明。

花折断層または琵琶湖西岸の断層活動による地震？

積雪期の地震で火災も発生した。長野県内の被害は不明。

史料少し。倒潰80軒余り、1627年の地震と混同か？



 

- 77 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震央　位置
　　　規模

* 1714. 4.28 22時 137.85°

21 正徳4. 3.15 36.7° Ｂ
M=6.3

* 1718. 8.22 14時 137.9°

22 享保3. 7.26 35.3° Ｂ
M=7.0

* 1718.10. 5
23 享保 3. 9.12 Ｂ

* 1725. 8.14 13時 138.1°

24 享保10. 7. 7 36.0° Ｂ
M=6.3

1738. 1. 3 10時 138.7°
25 元文 2.閏11.13 37.0° Ｃ

M=5.5
* 1748. 8.19
26 寛延 1. 7.26

1751. 5.21  2時 138.2°

27 宝暦1. 4.26 37.1° Ｃ
M=7.2

* 1791. 7.23 18時 138.0°

28 寛政 3. 6.23 36.2° Ｂ
M=6.7

* 1791. 9.13
29 寛政 3. 8.16

* 1841.12. 9
30 天保12.10.27 Ｃ

* 1847. 5. 8 21時 138.2°

31 弘化 4. 3.24 36.7° Ａ
M=7.4





1847. 5.13 12時 138.3°

32 弘化 4. 3.29 37.2° Ｄ
M=6.5

* 1848. 4. 1  6時
33 嘉永 1. 2.28 Ｃ

* 1853. 1.26 12時 138.1°

34 嘉永5.12.17 36.6° Ｃ
M=6.5

1854. 7. 9  2時 136.1°
35 嘉永 7. 6.15 34.75° Ｃ

M=7.3
1854.12.23  9時 137.8° Ｂ

36 嘉永 7.11. 4 34.0° ～
（安政 1） M=8.4 Ｃ

1854.12.24 17時 135.0°
37 嘉永 7.11. 5 33.0° Ｂ

（安政 1） M=8.4
1855.11.11 10時 139.8°

38 安政 2.10. 2 35.65° Ｃ
M=7.1

1858. 4. 9  3時 137.2°

39 安政 5. 2.26 36.4° Ｃ
M=7.1

東海・東山・
南海諸道

信濃

越後頚城郡

長野

信濃北部

信濃北部およ
び越後西部

伊賀・伊勢・
大和および隣
国

高遠

越中・越後

松本

信濃

信濃小谷村

三河・伊那

信濃飯山

中魚沼郡

江戸および付
近

安政南海地震

飛騨・越中・
加賀・越前

畿内・東海・
東山・北陸・
南海・山陰・

伊那・高遠・
諏訪

姫川沿いの谷に被害。大町組全体で死56人、傷37、全潰194、半
潰141。長野の善光寺でも石垣が崩れ、石塔が転倒した。

飯田領内で、潰350余、半潰580、死12。天竜川沿いに山崩れ多
発。森平山崩れ、遠山川を堰止めた。

高遠城の石垣、塀、土居夥しく崩れる。城下の被害は不詳。諏
訪では、郷村36ケ村で倒家347、半倒家521、死4、傷8、山崩20
ケ所などの被害。

善光寺地震
被害実数は文書による異同が激しいが、松代領で潰9,559、半潰
3,193、大破3,918、死2,695、傷2,289、うち洪水による死22、
山崩れ41,051ケ所。飯山領では、潰1,977、半潰830、死586とい
う。善光寺では地震後の火災による死者も多かった。また、山
崩によって犀川が堰止められ、後に決壊して大洪水となった。

24日の地震の被害との区別が困難であり、詳細は不明。松代の
尼飾山での大石崩落ちる「虫倉日記」。

横山（現長野市城山）で瓦の落ちた家があった。

善光寺の石塔、夜灯大半倒れる。水内、更級郡での被害は居家
潰23、半潰15、大損9、山崩れ210ケ所等。

城ならびに民家破損。史料少なく、疑わし。

信州青倉村（現栄村）で家蔵大分損ず。

城破損。史料1点のみ、1718年の地震と混同あるか？

松代領で死12、家潰44、同半潰32。長野で石燈篭多く倒れる。

松本城の塀、櫓、石垣など崩れる。諸士居宅79、百姓家416、土
蔵316崩れる。

史料少なし。家崩るという。京都で有感。

石垣崩る。

伊那妻篭方面に小被害。

安政東海地震
松本で潰家52、半潰76、焼失51、死5。松代藩では家潰152、半
潰れ・大破207、死5、傷29、山崩れ35ケ所。飯田、諏訪等でも
潰家があった。

江戸地震
下条村で極微被害。

飛越地震
松代で極微被害。

番
号

西　　暦
和　　暦

被害
程度

主な被害地域 備　　　　　　　　　　　考
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震央　位置
　　　規模

* 1858. 4.23 10時 137.9°
40 安政 5. 3.10 36.6° Ｂ

M=5.7
* 1858. 5.17

41 安政 5. 4. 5 Ｃ

1886. 7.23 138.5°

42 0時57分 37.05° Ｃ
明治19 M=5.3
1890. 1. 7 137.95°

43 15時43分 36.45° Ｃ
明治23 M=6.2
1891.10.28 136.6°

44 6時38分 35.6° Ｃ
明治24 M=8.0
1892. 9. 9

45 1時42分 Ｃ
明治25
1894. 6.20 139.8°

46 14時04分 35.7° Ｃ
明治27 M=7.0

* 1897. 1.17 138.25°

47 5時36分 36.65° Ｃ
明治30 M=5.2
1900. 7.25 138.33°

48 17時29分 36.8° Ｃ
明治33 M=5.0

* 1912. 7.16 138.55°

49 7時46分 36.4° Ｃ
明治45 M=5.7

* 1912. 8.17 138.25°

50 23時22分 36.4° Ｃ
大正 1 M=5.1

* 1916. 2.22 138.5°
51 18時12分 36.5° Ｃ

大正 5 M=6.2
* 1918.11.11 137.88° Ｃ

52 2時58分 36.45° ～
大正 7 M=6.5 Ｂ

* 1919. 3.29 138.4°

53 7時40分 36.9° Ｃ
大正 8 M=5.4
1923. 9. 1 139°08.3′

54 11時58分 35°19.6′ Ｂ
大正12 M=7.9
1931. 9.21 139°16.6′

55 11時19分 36°09.7′ Ｃ
昭和 6 M=6.9

* 1941. 3. 7 138°24.0′
56 12時00分 36°41.7′ Ｃ

昭和16 M=5.0
* 1941. 7.15 138°08.7′ Ｃ

57 23時45分 36°41.0′ ～
昭和16 M=6.1 Ｂ

* 1943.10.13 138°13.5′

58 14時43分 36°49.4′ Ｃ
昭和18 M=5.9
1944.12. 7 136°10.7′

59 13時35分 33°34.2′ Ｃ
昭和19年 M=7.9

死５、傷18、住宅全壊29、半壊122の被害。千曲川沿いでは割れ
目多く噴砂水がみられた。

東南海地震
諏訪に被害あり。

古間村針ノ木で家屋の半数が復旧困難な程に破壊された他、道
路の亀裂、土砂崩壊、鉄路の破損などの被害。

関東地震
長野県で家屋の全潰45。半潰176。

西埼玉地震
小県郡、松本方面に小被害。

震央の中野付近で岩石・土砂の崩壊あり。

大町地震
２回の地震があった。高瀬川沿いの地域で居宅全潰6、半潰
305、破損2,547、土蔵等全潰16、半潰2,273、建物の破損290の
ほか石垣破損334ケ所などの被害。

野沢温泉湧出口閉止。石垣崩壊。便所倒潰などの小破損あり。
飯山で長屋の壁落つ。

上田で土地の亀裂3(7)、土塀石垣の崩壊6(7)、屋壁の破損など
あり。かっこ内は異説。

浅間北麓で激しかった。

牙山の崖が約100m崩れた他、大落石あり。鬼押出し熔岩も破
壊・転落あり。

濃尾地震
信濃で死1、傷2、家屋全潰1、同半潰5、道路破裂18、橋梁損落
1、山崩れ1。

寿村にて家屋破損、屋根石落ち、石碑倒れる。

岩村田で小被害。

松代から小布施にいたる千曲川沿いの低地で、田畑の亀裂多
く、砂・泥を噴出し、家屋・土蔵の傾斜、壁の亀裂などの被
害。

大町組で家・蔵などの潰れあり。山崩れ多し

上諏訪で3～4軒潰れたというが疑わしい。「大沼氏記録」にあ
るのみ。

信濃大町

信濃諏訪

被害域は南北25㎞、東西15㎞の狭い地域であったが、生坂村で
家屋・土蔵の多くが破損し、山崩れも発生。

野沢温泉とまる。水内郡照岡村で家屋・土蔵の倒潰2、傾斜3。
その他道路・石垣の破損、山崩れあり。

東筑摩郡寿村
付近

東京湾北部

長野県北部

上高井郡仁礼
村付近

浅間山

仁礼村仙仁地域で石垣崩壊、岩崩れ、壁の剥落ち、上地の小亀
裂等あり。8月中旬まで数十回の鳴動を伴う余震が続いた。群発
地震。

信越国境

犀川流域

愛知県・岐阜
県

長野県上田町
付近

浅間山麓

長野県大町付
近

長野県北部

関東南部

埼玉県中部

長野県中野付
近

長野市付近

長野県古間村

静岡県・愛知
県・岐阜県・
三重県

番
号

西　　暦
和　　暦

被害
程度

主な被害地域 備　　　　　　　　　　　考
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震央　位置
　　　規模

1946.12.21 135°51.1′

60 4時19分 32°55.9′ ×
昭和21 M=8
1964. 6.16 139°12.9′

61 13時01分 38°22.0′ Ｃ
昭和39 M=7.5

* 1965. 8. 3～

62 昭和40 Ｃ

* 1968. 9.21 138°16′

63 7時25分 36°49′ Ｃ
昭和43 M=5.3
1969. 9. 9 137°04′

64 14時15分 35°47′ Ｃ
昭和44 M=6.6

* 1970. 4. 9 138°06′

65 1時44分 36°26′ Ｃ
昭和45 M=5.0

* 1971.11.10 138°20′
66 17時37分 36°37′ Ｃ

昭和46 M=4.5
* 1979. 3. 2 138°00′

67 6時25分 36°09′ Ｃ
昭和54 M=3.7

* 1984. 9.14 137°33.6′

68 8時48分 35°49.3′ Ｂ
昭和59 M=6.8

* 1986. 8.24 138°19.6′

69 11時35分 36°19.2′ Ｃ
昭和61 M=4.9

* 1986.12.30 137°55.5′

70 9時38分 36°38.2′ Ｃ
昭和61 M=5.9

* 1987. 9.14 138°29.2′

71 4時13分 36°59.3′ Ｃ
昭和62 M=4.6

* 1993. 4.23 137°30.0′

72 5時18分 35°48.6′ Ｃ
平成 5 M=5.1

* 1998. 7. 1 137°55.0′

73 2時22分 36°37.1′ Ｃ
平成10 M=4.7

* 1998. 8. 7～

74 平成10 Ｃ

* 1999. 1.28 137°59.1′

75 10時25分 36°22.1′ Ｃ
平成11 M=4.7
2001. 4. 3 138°05.8′

76 23時57分 35°01.2′ Ｃ
平成13 M=5.1
2004.10.23 138°52.0′

77 17時59分  37°17.6′ Ｃ
平成16 M=6.8

* 2005. 4.23 138°17.8′
78 0時23分 36°39.7′ Ｃ

平成17 M=4.1

明科町で住家の一部破損（屋根瓦崩落）、生坂村の山の上部で
土砂崩落などの被害。

阿智村で住家一部破損（屋根瓦崩落）1棟。

丸子町周辺でブロック塀やガラス破損、瓦崩落、落石など軽微
な被害。

坂井村でブロック塀の倒壊、屋根瓦の破損などの軽微な被害。

須坂市付近で壁の亀裂、落石などの軽い被害。

信州新町を中心に住家の一部破損243、水道3ケ所、その他27ケ
所の被害。

飯山市、野沢温泉村、栄村などで住宅一部破損、墓石転倒など
の軽微な被害。

長野県西南部に小被害。

南海地震
長野県で住宅全壊2、半壊4、非住家半壊5、道路破損13ケ所。

新潟地震
長野県で傷2、住宅半壊4、一部破損25、非住家被害5、鉄軌道被
害1。

松代群発地震
1967年10月までに傷15、住宅全壊10、半壊4、一部破損7,857、
道路損壊29、山（崖）崩れ60。

長野市で軽傷1名、須坂市で窓ガラスのひび割れ4件

王滝村の県道・村道・林道で直径20～50㎝の落石、書棚ガラス
破損などの軽微な被害。

美麻・八坂村の一部で住宅等の瓦・壁の一部破損、墓石転倒、
道路亀裂などの被害。

新潟県・長野
県・群馬県

平成16年(2004年)新潟県中越地震
栄村・三水村で重傷1、軽傷2、中野市で住家一部損壊7、豊田村
で非住家被害1、飯山市・中野市・栄村・木島平村で農作物被害

松本・塩尻で墓石の転倒・移動、棚から物の墜落などの被害。

群発地震と雨による地盤のゆるみにより崩落・落石が起こり、
登山道の通行不能発生。

北信で傷2、住宅一部破損224、非住家一部破損8、道路破損4、
山（崖）崩2、石垣損壊13、水道管や鉄道施設にも小被害。

長野県西部地震
御岳山頂上のやや南方に生じた山崩れが約10km流下し王滝村に
達した。死者11、行方不明18、傷10、建物全壊13、半壊86、流
出10、全焼1、一部破損473、非住家被害86、道路損壊205ケ所、
橋梁流出2、山（崖）崩れ53、鉄軌道被害4、罹災世帯数110、罹
災者数289。

中部地方から
九州まで

新潟県・山形
県

長野市松代町
付近

穂高岳～槍ヶ
岳付近

長野県北部

岐阜県中部

長野県北部

長野県北部

松本市付近

長野県西部

長野県中部

静岡県中部

長野県北部

長野県東部

長野県北部

長野県北部

長野県西部

長野県北部

番
号

西　　暦
和　　暦

被害
程度

主な被害地域 備　　　　　　　　　　　考
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震央　位置
　　　規模

2007.3.25 136゜41.1'
79 9時41分 37゜13.2'

平成19 M=6.9
2007.7.16 138゜36.5'

80 10時13分 37゜33.4'
M=6.8

* 2008.6.13 137゜42.2'
81 11時21分 35゜54.6'

平成20 M=4.7
2008/6月14日 140°52.8′

82 8時43分 39°01.7′
平成20 M=7.2
2011.3.11 142°51.36′

83 14時46分 38°06.12′
平成23 M=9.0
2011.3.12 138°6′

84 3時59分 37°0′
平成23 M=6.7

* 2011.6.30 138°
85 8時16分 36°2′

平成23 M=5.5
* 2014.11.22 137゜53.4'
86 22時08分 36゜41.5'

平成26 M=6.7

注１）　番号に＊のついているものは震央が長野県内にある地震。

注３）　本表は番号76の地震までは宇佐美龍夫「最新版日本被害地震総覧[416]-2001」をまとめたものである。
注４）　番号86の地震の被害情報は、平成27年2月1日時点のものであり、今後の変動もありうる。

長野県中部 県内最大震度５強（松本市）
松本市で死者1、重傷2、軽傷15、松本市で半壊18、松本市・諏
訪市で一部損壊5,129

平成20年（2008年）岩手・宮城内陸地震
県内最大震度２

岩手県・宮城
県・秋田県

能登半島沖地震
県内最大震度４

平成19年（2007年）新潟県中越沖地震　飯綱町震度6強
飯山市・飯綱町・中野市・長野市で重傷6 軽傷23、飯綱町・飯
山市・中野市・小布施町・長野市・東部町・上田市で家屋一部
破損356

県内最大震度４
塩尻市軽傷1

新潟県・長野
県

注２）　被害程度の基準は以下のとおり（菊池万雄編「日本の風土と災害」による）。
　　　　Ａ：大被害
　　　　Ｂ：中被害
　　　　Ｃ：小被害
　　　　Ｄ：被害がでたことは確かであるがその程度が不明
　　　　Ｘ：被害があったという明瞭な証拠はないが、同類の他の地震と比較などから被害があったと
　　　　　　推定される場合
　　　　ブランク：地震あるいは被害そのものの存在自体が疑わしい場合

長野県北部 県内最大震度６弱（長野市、小谷村、小川村）
長野市・大町市・松川村・白馬村・小谷村・信濃町・小川村・
飯綱町で重傷7、軽傷39、長野市・松本市・岡谷市・中野市・大
町市・飯山市・安曇野市・白馬村・小谷村・小川村・飯綱町で
全壊80、半壊160、一部損壊1,787

東日本 平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震
県内最大震度５弱

長野県・新潟
県

県内最大震度６強（栄村）
栄村で死者3、栄村・野沢温泉村・長野市で軽傷12、栄村・飯山
市で全壊34、栄村で半壊169、栄村・飯山市・野沢温泉村で一部
損壊507

石川県

長野県南部

番
号

西　　暦
和　　暦

被害
程度

主な被害地域 備　　　　　　　　　　　考
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■長野県内の主な活断層 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■長野県内の主な風水害 
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■長野県内の風水害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非住家(棟)

死者 行方不明 負傷者 全壊 半壊 一部破損 床上浸水 床下浸水 全半壊

9月18日 枕崎台風 全県 1 4 8 275

10月3～11日 阿久根台風 全県 42 1 6 102 4 2,204 4,843

8月31日～9月1日 ｷﾃｨ台風 全県 1 45 167 1,478

9月22～23日 豪雨 全県 6 2 86 1流出25 48 3,224 2,167

6月9～14日 梅雨前線による大雨 東信･南信 5 2 24 17流出3 10 406 1,813

7月27～30日 ﾍﾘｰﾝ台風 全県 4 4 215

8月3～5日 熱帯低気圧による豪雨 東信･北信 19 87 105 50 871

9月3日 ｼﾞｪｰﾝ台風 全県 1 16 4 57

7月16～23日 梅雨末期の大雨 全県 7 9 159

9月25日 台風第13号 全県 1 25

昭和29年 9月26日 台風第15号 全県 1 6 2 1 221

昭和32年 6月26～28日 梅雨前線による大雨 伊那谷 14 6 59

昭和33年 9月17～18日 台風第21号 東信･北信 17 130

7月6日 雷雨 北佐久 3 30 182 1,384

8月14日 台風第7号 全県 65 6 382 1,391 4,091 4,238 10,959

9月26日 伊勢湾台風 全県 21 6 245 1,567 8,853 530 2,669

昭和35年 8月 雷雨 全県 154

6月 梅雨前線豪雨災害 全県 107 29 1,164 903 621 3,170 15,351

9月16日 第2室戸台風 全県 2 33 142 1,243 16 156

昭和37年 7月13日 雷雨 松代町 1 6 1 8 245 1,631

1月20～21日 突風 伊那谷北部･佐久 19 219 884

3月24～25日 強風 東信･中野市 2 9 411

6月3～5日 台風第2号と梅雨前線 全県 1 1 1 101

7月11日 強雨 伊那谷･木曽谷北部 10 5 3 11 58

昭和39年 9月24～25日 台風第20号 全県 4 4 8 52 214 208

5月26～27日 台風第6号 全県 8 6 7 1 25 450 8

7月1日 雷雨 南木曽町,飯田市 1 4 17 5 9 36 14

7月11～24日 梅雨前線豪雨等 全県 27 308

8月2～3日 雷雨及びひょう 上田市,坂城町他 2 2 74 389

9月10日 台風第23号 全県 1 1 1 14 487 2

9月17～18日 台風第24号 全県 2 32 31 29 265 2,815

6月24日 大雨 南木曽町 10 37 24 24 63 15

7月1～19日 雷雨 全県 1 278

7月27日 雷雨 諏訪 27 464

6月16日 雷雨 小諸市,御代田町 5 3 42 681

7月8～10日 大雨 全県 4 7 1 5 1 387 1,368

昭和43年 8月25～30日 台風第10号前線の大雨 全県 6 1 12 28 47 27 134 1,456 34

7月20～21日 雷雨 諏訪市,坂城町他 65 507

7月27日 雷雨 県北部･中部 1 2 52 1,032

8月4～5日 台風第7号 下伊那,木曽他 9 6 11 10 7 7 32 489

8月11日 前線による大雨 北安曇･南安曇他 1 2 3 5 13 2 383 651

6月5～6日 雷雨及びひょう 下水内,上高井他 38 345

6月14～16日 大雨 全県 1 3 7 6 9 22 755 1

8月23～24日 雷雨 長野,松筑他 5 111 2,232

7月6～8日 局地豪雨･台風第13号 全県 12 191

8月8～10,29日 雷雨･ひょう害 伊那市他 3 141

9月6～7日 秋雨前線豪雨 全県 2 6 4 6 85 1,140 5

7月9～13日 昭和47･7月豪雨 全県 5 7 6 25 7 120 1,094 3

9月16～17日 台風第20号 全県 4 45 298 2 2 272

昭和48年 7月1～2日 雷雨 県北部･中部 1 8 479

7月4～15日 台風第8号前線の大雨 全県 2 1 2 2 5 349

8月25～26日 台風第14号 全県 1 5 3 147

8月31日～9月1日 台風第16号 全県 34 202 2

6月10日 大雨･降ひょう 上小,長野,松本他 1 131

7月3～13日 梅雨前線豪雨 全県 2 2 2 4 1 3 146

7月18～20日 大雨･降ひょう 全県 1 2 108

7月26～29日 大雨 全県 15 183 1

9月8～14日 台風第17号 全県 2 120

昭和45年

昭和47年

昭和49年

昭和50年

昭和51年

昭和42年

昭和44年

昭和46年

昭和36年

昭和38年

昭和40年

昭和41年

昭和24年

昭和25年

昭和28年

昭和34年

人的被害(人)

被害状況

住家被害(棟)

昭和20年

発生年月日 災害名等 被害地域



 

- 83 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非住家(棟)

死者 行方不明 負傷者 全壊 半壊 一部破損 床上浸水 床下浸水 全半壊

6月29日～7月1日 台風第6号 全県 1 1 8 6 57 514 4

7月4～14日 梅雨前線豪雨 全県 3 1 2 6 1 198 4

7月19～22日 雷雨･降ひょう 全県 2 6 2 2 6 76 597 7

7月26日 地附山地すべり災害 長野市 26 4 55 5 9

8月1～2日 雷雨･降ひょう 上小,北安曇,佐久他 1 10 111 3

昭和61年 9月2～3日 台風第25号 全県 41 535

8月9～19日 雷雨･降ひょう 佐久,上小,北安曇他 6 180

9月10～11日 豪雨 全県 30 444

8月17～18日 雷雨 長野,上小,北安曇他 1 8 256

9月8日 豪雨 諏訪,佐久,上小 2 1 23 179

平成元年 8月16～17日 雷雨 上小,長野 46 325

平成3年 9月18～19日 台風第18号 全県 1 10 3 27 7 222 13

平成7年 7月11日 梅雨前線豪雨 県北部 1 46 105 9 123 468 93

7月31日 雷雨･降ひょう 県下全域 192

12月6日 12･6蒲原沢土石流災害 小谷村 14 8

9月15～16日 台風第5号 県下全域 3 1 112

9月21～22日 台風第7､8号 県下全域 10 2 12 413 27 119

6月24日～7月3日 梅雨前線豪雨 県下全域 1 5 28 483 36

8月14～15日 豪雨 県下全域 1 4 2 113 725 1

9月10～12日 豪雨 県下全域 2 2 1 57 147 4

9月16～18日 豪雨 佐久地域 1 1 2 227

平成16年 10月20日 台風第23号 県下全域 8 1 2 4 40 630 6

平成18年 7月15～19日 平成18年7月
豪雨 県下全域 12 1 18 22 34 3 780 1,875 15

平成19年 9月6～7日 台風第9号 佐久地域 1 1 1 3 15 9 104

平成21年 8月8日 豪雨 諏訪地域他 1 71 1 38 278 1

7月1日 豪雨 佐久,上小,長野 1 1 2 77

8月2日 豪雨 松本,上小,長野 55 297

平成25年 9月16日 台風第18号 県下全域 1 1 21 9 177 4

平成26年 7月9日 梅雨前線豪雨及び台風8号 県下全域 1 3 10 3 4 19 12

平成22年

平成12年

昭和63年

平成8年

平成10年

平成11年

昭和60年

昭和62年

発生年月日 災害名等 被害地域

被害状況

人的被害(人) 住家被害(棟)
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 2017年 3月 第 1期 伊那市国土強靭化地域計画 策定  

 2019年 3月 第 2期 伊那市国土強靭化地域計画 改定 
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