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●計画策定の趣旨と位置づけ

「国土強靱化地域計画」とは、これまでの大規模災害の教訓をいかし、事前防災・減災と迅速な復旧・復

興に資する施策を、まちづくりや産業政策も含めた総合的な取組として計画的に実施するためのものです。 

国では、平成 25 年 12 月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強

靱化基本法」を制定し、平成 26年 6月には、国の国土強靱化に係る他の計画の指針となる「国土強靱化基

本計画（以下「国計画」という。）」を策定（平成 30年 12月改定）しました。また、長野県においては、平成 28

年 3月に基本法第 13条に基づく「長野県強靱化計画（以下「県計画」という。）」を策定したのち、平成 30年

3月に改訂し、県域での強靱化を推進しています。 

地域が直面する大規模自然災害のリスク等を踏まえて、地方公共団体が地域の強靱化を総合的かつ計

画的に推進することは、住民の生命と財産を守るの

みならず、経済社会活動を安全に営むことができる

地域づくりを通じて、地域の経済成長にも資するも

のであり、極めて重要なものです。 

今後、いつ起こるかわからない大規模自然災害に

対し、これまでの災害から得た教訓を踏まえ、災害時

に村民の生命・財産及び生活を守るとともに、「強さ」

と「しなやかさ」を兼ね備えた安全・安心のまちづくり

を推進するため、「松川村国土強靱化地域計画」を

策定します。 

本計画は国土強靱化基本法第 13 条に基づき、国

計画や県計画と連携・調和し、「松川村第７次総合計

画」との整合・調整を図りながら、災害の発災前から

計画的に村の強靱化を目指すことを目的としていま

す。 

●本計画と地域防災計画との関係

「松川村地域防災計画」は一般災害、各種

地震等の災害リスクごとに予防対策、応急対

策、復旧対策について実施すべき事項が定

められています。一方、本計画は、災害リスク

ごとに対策を定めるものではなく、発災前に

あらゆるリスクを見据え、いかなる事態が発

生した場合でも最悪の事態に陥ることを避け

るべく、本村の行政機能や地域社会、地域経

済等の強靱化を図る総合的な指針です。 

国土強靱化地域計画 地域防災計画 

検討アプローチ 地域で想定される自然災害全般 災害の種類ごと 

主な対策フェーズ 発災前 発災時・発災後 

施策の設定方法 脆弱性評価、リスクシナリオに合わせた施策 ― 
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本計画の最大の目的は、すべての住民の生命・財産・生活を守ることにあります。 

過去の災害によって得られた教訓や今後起こり得ると予想されている災害等を踏まえた「起きてはならな

い最悪の事態（リスクシナリオ）」を設定し、仮にこれらが発生した場合の本村の現状と課題を分析し、強靱

化に向けた施策を効果的に実施していくことにより、「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」を招

かないことを目指します。 

本村は、北西部に雄大な北アルプス連峰がそびえ、比較的平坦な沖積平地で形成されています。面積の

約 56％が森林、約 25％を農地が占め、国道 147 号を境に東側は住宅地、西側は田園地域が広がり、西部

山岳地帯はほぼ手つかずの森林地帯が広がっています。また、村内を縦横断するように北アルプス連峰を

源流とする高瀬川、乳川、芦間川、中房川が流れています。 

想定する自然災害としては、台風、集中豪雨等の風水害や大雨による浸水被害や道路冠水、土砂災害な

どがあります。また、地震による家屋の倒壊、人的被害、ライフラインへの影響にも留意する必要があります。 

村の強靱化を実現するためには、行政単体ではなく、住民、事業者、地域も共に連携体制を構築し、事前

の準備を進めることが重要であり、住民、事業者、村、近隣市町村との連携による災害対応体制の強化が

求められます。 

県計画と調和を図り、地域の特性を考慮し、以下の 4 項目を基本目標として、本村の「国土強靱化」を推

進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土強靱化とは、私たちの国土や経済、暮らしが、災害等により致命的な障害を受けない強さと、速やか

に回復するしなやかさを持つことを指します。国計画と県計画では、「強靱性」の反対語である「脆弱性」を

分析・評価し、その結果を基に、脆弱性を克服するための対応方策を検討しています。 

本計画策定に際しても、国と県が実施した手法を踏まえ、以下の枠組み及び手順により、脆弱性の評価

を行い、対応方策を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模自然災害の被害シナリオと生じる被害を整

理した上で、リスクシナリオを設定します。  

（STEP１、２） 

設定したリスクシナリオの発生回避・被害軽減に資

する現在の取組を把握し、リスクシナリオを回避す

るための方向性を評価します。 （STEP３、４） 

２．地域計画策定の基本的な考え方 

３．脆弱性の考え方 

（１）村民の生命を最大限守ること

（２）地域社会の重要な機能を維持し、生活・経済への影響をできる限り軽減すること

（３）村民の財産及び公共施設の被害をできる限り軽減すること

（４）迅速な復旧・復興を可能とする備えをすること

基 本 目 標

ＳＴＥＰ１：想定するリスクの設定（大規模自然災害）

ＳＴＥＰ２：事前に備えるべき目標及びリスクシナリオの設定

ＳＴＥＰ３：リスクシナリオを回避するために必要な施策分野の設定

ＳＴＥＰ４：リスクシナリオを回避するための現状分析・評価
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国計画及び県計画の「事前に備えるべき目標」と「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」を踏ま

え、7 項目の「事前に備えるべき目標（行動目標）」と 28 項目の「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリ

オ）」を設定しました（4ページ参照）。 

 

 

 

 

設定した「起きてはならない最悪の事態（リス

クシナリオ）」を回避するために必要な施策を念

頭に置き、国計画及び県計画と調和を図り、村

の行政組織との整合性を勘案して、右表の 8 の

施策分野を設定しました。長期的施策は、主に

横断的分野に設定しています。本計画において

は、「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリ

オ）」と「施策分野」のそれぞれの視点で、脆弱性

分析と方針の検討を行います。 

 

 

 

 

●計画期間 

本計画は、令和 4 年度を初年度とし、社会情勢等の変化や施策の進捗状況を踏まえて、必要に応じて見

直しを行うものとします。 

 

●計画の推進体制 

国、県、民間等と連携した取組の推進を図るため、本計画の周知に努めるとともに、最新の科学的知見に

基づく被害想定や各種リスク情報、取組、研究成果の進捗状況を共有し、相互に連携して効果的・効率的な

取組の展開を図ります。 

 

●進捗管理 

本計画は、次図のとおり PDCAサイクルを実行することで進捗管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別施策分野 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

行政機能(消防・防災)・情報通信・教育 

住宅・都市（地域） 

健康・医療・福祉 

産業 

道路・交通 

土地利用 

横断的施策分野 
７ 

８ 

リスクコミュニケーション 

老朽化対策 

 

４．施策分野の設定 

５．計画推進の方策 

全体の取組の見直し・改善

①強靱化が目指すべき目標を明確化

②リスクシナリオ、施策分野の設定

③脆弱性の分析・評価、課題検討

④リスクへの対応方策の検討

結果の評価

計画的に実施

PLAN 【計画】

ACTION 【改善】 CHECK 【評価】

DO 【実行】
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7 項目の「事前に備えるべき目標（行動目標）」と 28 項目の「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリ

オ）」、関連施策は以下のとおりです。 

６．基本目標・リスクシナリオ・関連施策一覧 

松川村国土強靱化地域計画【概要版】 発行年月：令和４年５月 

編集・発行：松川村役場総務課 

〒399-8501 長野県北安曇郡松川村 76 番地５ 電話：0261-62-3111(代表) 

https://www.vill.matsukawa.nagano.jp/ 

事前に備えるべき目標
起きてはならない最悪の事態

（リスクシナリオ）
施策分野 施策項目

住宅・建築物の耐震化の推進

村消防団の消防車両・資機材等の計画的な更新

防火対策の推進

空き家対策の推進

災害に強いまちづくり

災害応急対策拠点としての村施設の機能喪失の防止

公共施設等における建築物の耐震化や火災防止対策の推進

治水施設の整備

普及啓発

避難誘導体制

治山事業を推進

普及啓発

普及啓発・自主防災活動の活性化

学校での防災教育・避難訓練の実施

情報伝達体制の周知と多重化

要配慮者が迅速かつ安全に避難できる地域づくり

道路災害の未然防止

備蓄の促進

災害応急活動体制

消防団員の確保対策

自主防災組織の活性化に必要な支援による地域防災力の向上

関係機関との各計画の整備・実動訓練の実施

災害医療体制の充実

災害に強い医療機関

被災地における疫病・感染症等の集団発生
行政機能(消防・防災)・情報通
信・教育/健康・医療・福祉

避難所での感染症対策

信号機の停止等による交通事故の多発
行政機能(消防・防災)・情報通
信・教育/道路・交通

道路ネットワークの維持管理

村役場の業務継続体制

村役場職員の感染症まん延防止

周辺自治体との広域連携の推進

庁舎、施設の耐災害性向上

情報伝達体制の整備

長野県防災行政無線の安定した通信の実施

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

行政機能(消防・防災)・情報通
信・教育/リスクコミュニケーショ
ン

効率的、効果的な情報提供の実施

電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や灯
油・プロパンガス等サプライチェーンの機能の停止

住宅・環境(地域)/産業 エネルギー供給体制の確保

上水道等の長期間にわたる供給停止
住宅・環境(地域)/産業/老朽化対
策

上水道の供給体制

汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止
住宅・環境(地域)/産業/老朽化対
策

下水道施設の維持管理

地域交通ネットワークが分断する事態 道路・交通/老朽化対策 緊急輸送道路ネットワークの確保・維持管理等

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

産業 民間企業における事業継続に資する取組の促進

地域交通ネットワークの機能停止 道路・交通/老朽化対策 道路ネットワークの維持管理

農業用施設の保全

交通基盤の確保

土石流、山腹崩壊など土砂災害による二次災害の発生
行政機能(消防・防災)・情報通
信・教育

土石流等の土砂災害による二次災害発生の危険性の確認

農地・農業水利施設等の適切な保全管理

治山事業を推進

風評被害による観光客減少と地域農産物等の買い控え
や市場価値の下落

産業 正確な情報の適切な発信

避難所等における環境の悪化
住宅・環境(地域)/健康・医療・福
祉

避難者の健康状態悪化の防止

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

住宅・環境(地域)/土地利用 災害廃棄物対策の推進

道路啓開等の遅れにより復旧・復興が大幅に遅れる事
態

行政機能(消防・防災)・情報通
信・教育/住宅・環境(地域)/産業/
道路・交通

支援車両等が通行できない事態の回避

倒壊した住宅の再建が大幅に遅れる事態 住宅・環境(地域) 被災者の住まいの確保に向けた体制整備

災害ボランティア活動の推進

文化財の保護対策の推進

被災した方々の
日常の生活が

迅速に戻ること

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

行政機能(消防・防災)・情報通
信・教育

食料・飲料水等の安定供給の停滞 道路・交通/土地利用/老朽化対策

農地・森林等の荒廃

流通・経済活動を
停滞させないこと

二次的な被害を
発生させないこと

産業/土地利用

必要不可欠な行政機能、
情報通信機能は
確保すること

電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止
行政機能(消防・防災)・情報通
信・教育/リスクコミュニケーショ
ン

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

村役場をはじめとする地方行政機関の大幅な機能低下
行政機能(消防・防災)・情報通
信・教育/老朽化対策

負傷者等に対し、
迅速に救助、

救急活動が行われること

長期にわたる孤立集落等の発生
道路・交通/リスクコミュニケー
ション

警察、消防、自衛隊による救助･救急活動等の不足
行政機能(消防・防災)・情報通
信・教育/道路・交通

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

健康・医療・福祉/リスクコミュニ
ケーション

人命の保護が
最大限図られること

住宅の倒壊や、住宅密集地の火災による死傷者の発生
行政機能(消防・防災)・情報通
信・教育/住宅・環境(地域)/土地
利用/老朽化対策

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

行政機能(消防・防災)・情報通
信・教育/住宅・環境(地域)/老朽
化対策

異常気象等による河川の氾濫に伴う住宅などの建築物
の浸水

行政機能(消防・防災)・情報通
信・教育/リスクコミュニケーショ
ン

土石流、急傾斜地帯等の土砂災害による死傷者の発生
行政機能(消防・防災)・情報通
信・教育/リスクコミュニケーショ
ン

避難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

行政機能(消防・防災)・情報通
信・教育/健康・医療・福祉/リス
クコミュニケーション


