
○推進方針に対応する具体的事業 整理対照表 （別紙３−１）

1 2 3 4 5 6 7

人 支えあい 子ども 仕事 くらし 人口減少対策 計画実現のために

（１）
地震等による建物・交通施設等の複
合的・大規模倒壊や火災による死傷
者の発生

保健福祉センター管理運営事業（保健福祉課）
福祉会館管理運営事業（保健福祉課）
健康センター管理運営事業（保健福祉課）
地区公民館管理運営事業（教育振興課）
文化センター管理運営事業（教育振興課）
ふるさとの森管理運営事業（教育振興課）
複合施設管理運営事業（教育振興課）
体育施設管理運営事業（教育振興課）

自然環境保全事業（まちづくり推進課）
公害対策事業（まちづくり推進課）

屋内外運動場管理運営事業（子育て支援課）
保育園業務運営事業（子育て支援課）
幼稚園管理運営事業（子育て支援課）
幼稚園施設改修事業（教育振興課）
小学校管理運営事業（教育振興課）
小学校施設改修事業（教育振興課）
中学校管理運営事業（教育振興課）
中学校施設改修事業（教育振興課）
給食施設整備事業（教育振興課）

街路灯管理事業（都市整備課）
消防団活動運営事業（まちづくり推進課）
消防施設整備事業（まちづくり推進課）
災害対応推進事業（まちづくり推進課）
町道管理事業（都市整備課）
町営住宅管理運営事業（都市整備課）
住宅耐震改修促進事業（都市整備課）
定住化促進住宅管理運営事業（都市整備課）
空き家対策事業（都市整備課）
公園整備事業（都市整備課）
公園管理事業（都市整備課）
主要町道道路整備事業（都市整備課）
都市計画道路推進事業（都市整備課）
生活道路整備事業（都市整備課）
一般町道整備事業（都市整備課）
橋梁の長寿命化事業（都市整備課）
建築基準法みなし道路整備事業（都市整備課）

地区集会所整備事業（まちづくり推進課）
タウンプロモーション事業（産業振興課）
庁舎管理事業（企画総務課）

（２）
異常気象による広域かつ長期的な市
街地等の浸水

土地改良事業（産業振興課）
日本型直接支払交付金事業（産業振興課）
農業振興地域整備計画策定事業（産業振興課）

排水路整備事業（都市整備課）
消防団活動運営事業（まちづくり推進課）
災害対応推進事業（まちづくり推進課）
河川管理事業（都市整備課）

行政区長会運営事業（まちづくり推進課）

（３）
大規模な土砂災害等による死傷者の
発生

消防団活動運営事業（まちづくり推進課）
災害対応推進事業（まちづくり推進課）

行政区長会運営事業（まちづくり推進課）

（４）
暴風雪・豪雪による重大事故や交通
途絶等に伴う死傷者の発生

災害対応推進事業（まちづくり推進課）
町道管理事業（都市整備課）

（５）
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

障がい者自立支援事業（保健福祉課）
重度心身障がい者支援事業（保健福祉課）
高齢者福祉サービス事業（保健福祉課）
地域包括支援センター運営事業（保健福祉課）

妊婦支援事業（保健福祉課）

消防団活動運営事業（まちづくり推進課）
消防施設整備事業（まちづくり推進課）
災害対応推進事業（まちづくり推進課）
防災行政無線管理運営事業（まちづくり推進課）

行政区活動支援事業（まちづくり推進課）
協働のまちづくり推進事業（まちづくり推進課）
行政区長会運営事業（まちづくり推進課）
地域集会所整備事業（まちづくり推進課）
まちづくり団体支援事業（まちづくり推進課）
行政区サポーター事業（まちづくり推進課）
広報やぶき事業（まちづくり推進課）
ホームページ管理事業（まちづくり推進課）
教育情報化推進事業（教育振興課）
高度情報化推進事業（企画総務課）

（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

水道施設整備管理運営事業（都市整備課）

災害対応推進事業（まちづくり推進課）
町道管理事業（都市整備課）
主要町道道路整備事業（都市整備課）
都市計画道路推進事業（都市整備課）
生活道路整備事業（都市整備課）
一般町道整備事業（都市整備課）
建築基準法みなし道路整備事業（都市整備課）

行政区活動支援事業（まちづくり推進課）
協働のまちづくり推進事業（まちづくり推進課）
行政区長会運営事業（まちづくり推進課）
地域集会所整備事業（まちづくり推進課）
まちづくり団体支援事業（まちづくり推進課）
行政区サポーター事業（まちづくり推進課）

（２）

消防・医療施設及び関係者の被災、
交通網やライフラインの寸断・途絶等
による医療機能及びに救助・救急活
動の麻痺または大幅な低下

地域救急医療体制整備事業（保健福祉課）

障がい者自立支援事業（保健福祉課）
重度心身障がい者支援事業（保健福祉課）
高齢者福祉サービス事業（保健福祉課）
地域包括支援センター運営事業（保健福祉課）
公共下水道整備管理運営事業（都市整備課）
合併処理浄化槽設置事業（都市整備課）
農業集落排水設備管理運営事業（都市整備課）

妊婦支援事業（保健福祉課）
消防団活動運営事業（まちづくり推進課）
消防施設整備事業（まちづくり推進課）
災害対応推進事業（まちづくり推進課）

（３）
被災地における疫病・感染症等の大
規模発生

予防接種事業（保健福祉課）

（１）
災害時の治安維持等災害対応力の
強化

子ども安全対策事業（教育振興課） 交通・消防団体「新矢吹方式」運営事業（まちづくり推進課）

（２）
町行政職員・施設等の被災による機
能の大幅な低下

保健福祉センター管理運営事業（保健福祉課）
福祉会館管理運営事業（保健福祉課）
健康センター管理運営事業（保健福祉課）
地区公民館管理運営事業（教育振興課）
文化センター管理運営事業（教育振興課）
ふるさとの森管理運営事業（教育振興課）
複合施設管理運営事業（教育振興課）
体育施設管理運営事業（教育振興課）

屋内外運動場管理運営事業（子育て支援課）

街路灯管理事業（都市整備課）
消防団活動運営事業（まちづくり推進課）
消防施設整備事業（まちづくり推進課）
災害対応推進事業（まちづくり推進課）
町営住宅管理運営事業（都市整備課）

地区集会所整備事業（まちづくり推進課）
タウンプロモーション事業（産業振興課）
職員育成事業（企画総務課）
庁舎管理事業（企画総務課）

（１）
電力供給停止等による情報機器の麻
痺・長期停止

災害対応推進事業（まちづくり推進課）
教育情報化推進事業（教育振興課）
高度情報化推進事業（企画総務課）
庁舎管理事業（企画総務課）

（２）
災害情報が必要な者に伝達できない
事態

防災行政無線管理運営事業（まちづくり推進課）

広報やぶき事業（企画総務課）
ホームページ管理事業（企画総務課）
教育情報化推進事業（教育振興課）
高度情報化推進事業（企画総務課）

（１）
サプライチェーンの寸断等による企業
の生産力低下、経済活動の停滞

畜産振興事業（産業振興課）

町道整備事業（都市整備課）
主要町道道路整備事業（都市整備課）
都市計画道路推進事業（都市整備課）
生活道路整備事業（都市整備課）
一般道路整備事業（都市整備課）
橋梁の長寿命化事業（都市整備課）
建築基準法みなし道路整備事業（都市整備課）

（２） 食料等の安定供給の停滞

集落営農推進事業（産業振興課）
経営所得安定対策事業（産業振興課）
有機・特別栽培農業推進事業（産業振興課）
強い農業づくり推進事業（産業振興課）
農地中間管理機構活用事業（産業振興課）
水田農業構造改革対策事業（産業振興課）
土地改良事業（産業振興課）
日本型直接支払交付金事業（産業振興課）

町道整備事業（都市整備課）
主要町道道路整備事業（都市整備課）
都市計画道路推進事業（都市整備課）
生活道路整備事業（都市整備課）
一般道路整備事業（都市整備課）
建築基準法みなし道路整備事業（都市整備課）

（１）
電気・石油・ガス等のエネルギー供給
機能の停止

災害対応推進事業（まちづくり推進課）

（２）
上下水道等の長期間にわたる機能停
止

公共下水道整備管理運営事業（都市整備課）
合併処理浄化槽設置事業（都市整備課）
農業集落排水設備管理運営事業（都市整備課）

（３） 地域交通ネットワークが分断する事態

消防団活動運営事業（まちづくり推進課）
災害対応推進事業（まちづくり推進課）
町道管理事業（都市整備課）
主要町道道路整備事業（都市整備課）
都市計画道路推進事業（都市整備課）
生活道路整備事業（都市整備課）
一般道路整備事業（都市整備課）
橋梁の長寿命化事業（都市整備課）
建築基準法みなし道路整備事業（都市整備課）

公共交通推進事業（まちづくり推進課） タウンプロモーション事業（産業振興課）

（４） 異常渇水等による用水の供給途絶 水道施設整備管理運営事業（都市整備課）
土地改良事業（産業振興課）
日本型直接支払交付金事業（産業振興課）

消防団活動運営事業（まちづくり推進課）

④
大規模自然災害発生直後
から必要不可欠な情報通
信機能を確保する

⑤

起きてはならない最悪の事態

強靭化施策分野

①
大規模自然災害が発生し
たときでも人命の保護が最
大限図られる

③
大規模自然災害発生直後
から必要不可欠な行政機
能を確保する

②

大規模自然災害発生直後
から救助・救急、医療活動
等が迅速に行われる（それ
がなされない場合の必要
な対応を含む）

事前に備えるべき目標

大規模自然災害発生後で
あっても、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

⑥

大規模自然災害発生後で
あっても、生活・経済活動
に必要最低限の電気、ガ
ス、上下水道、燃料、交通
ネットワーク等を確保すると
ともに、これらの早期復旧
を図る



○推進方針に対応する具体的事業 整理対照表 （別紙３−１）

1 2 3 4 5 6 7

人 支えあい 子ども 仕事 くらし 人口減少対策 計画実現のために

起きてはならない最悪の事態

強靭化施策分野

事前に備えるべき目標

（１）
ため池、防災施設等の損壊・機能不
全による二次災害の発生

ため池整備事業（産業振興課） 災害対応推進事業（まちづくり推進課）

（２） 有害物質の大規模流出・拡散 公害対策事業（まちづくり推進課）

（３） 農地等の荒廃による被害の拡大 自然環境の保全事業（まちづくり推進課）

集落営農推進事業（産業振興課）
農業担い手育成総合支援事業（産業振興課）
経営所得安定対策事業（産業振興課）
有機・特別栽培農業推進事業（産業振興課）
強い農業づくり推進事業（産業振興課）
農業中間管理機構活用事業（産業振興課）
有害鳥獣対策事業（産業振興課）
水田農業構造改革対策事業（産業振興課）
土地改良事業（産業振興課）
日本型直接支払交付金事業（産業振興課）

（４）
風評等による地域経済等への甚大な
影響

三鷹市姉妹・友好市町村交流事業（まちづくり推進課）

商業活性化対策推進事業（産業振興課）
中心市街地復興・街づくり支援事業（産業振興課）
やぶきフロンティア祭り開催事業（産業振興課）
地域ブランド化推進事業（産業振興課）
矢吹産米等販路拡大推進事業（産業振興課）
農作物等放射能測定事業（産業振興課）
ふるさと水と土保全事業（産業振興課）
ふくしま森林再生事業（産業振興課）

西側地域里山づくり事業（都市整備課）
フラワーロード花いっぱい事業（都市整備課）

東京やぶき会運営事業（まちづくり推進課）
真夏の夜の鼓動事業（産業振興課）
広報やぶき事業（企画総務課）
ホームページ管理事業（企画総務課）
タウンプロモーション事業（産業振興課）
教育情報化推進事業（教育振興課）
高度情報化推進事業（教育振興課）

（１）
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

「遺魂し運動」推進事業（まちづくり推進課） 災害対応推進事業（まちづくり推進課）

（２）
復旧・復興を担う人材の不足等により
復旧・復興が大幅に遅れる事態

三鷹市姉妹・友好市町村交流事業（まちづくり推進課） 教育ボランティア活用事業（教育振興課） 災害対応推進事業（まちづくり推進課）
ボランティアネットワーク事業（まちづくり推進課）
東京やぶき会運営事業（まちづくり推進課）
職員育成事業（企画総務課）

（３）
地域コミュニティの崩壊等により、復
旧・復興が大幅に遅れる事態

消防団活動運営事業（まちづくり推進課）
災害対応推進事業（まちづくり推進課）

公共交通推進事業（まちづくり推進課）

行政区活動支援事業（まちづくり推進課）
協働のまちづくり推進事業（まちづくり推進課）
行政区長会運営事業（まちづくり推進課）
地区集会所整備事業（まちづくり推進課）
まちづくり団体支援事業（まちづくり推進課）
行政区サポーター事業（まちづくり推進課）
タウンプロモーション事業（まちづくり推進課）

⑧

大規模自然災害発生後で
あっても、地域社会・経済
が迅速に再建・回復できる
条件を整備する

⑦
制御不能な二次災害を発
生させない


