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ライフラインの確保、早期復旧

起きてはならない最悪の事態

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

１【現状認識・取り組み】
（電力）
①【中部電力株式会社】
中部電力（株）は、愛知県、岐阜県（一部を除く）、三重県（一部を除く）、長
野県、静岡県（富士川以西）の中部 5 県を営業区域とする電気事業者です。
【表 4-1-1

長野県内における概要】（提供：中部電力（株）2017 年 3 月 31 日現在）

項目

数量

発電設備

水力

482 千 kW

太陽光

1 千 kW

送電設備

送電線路亘長 架空 2,236km、地中 58km

変電設備

変電所数および出力

配電設備

配電線路亘長 架空 40,686km (高圧 21,871km 低圧 18,815km)
地中
569km
（注）配電線路亘長の数字は併架亘長部分を含めたものです。

152 ヶ所 14,441 千 kVA

中部地域のライフラインを担う企業グループとして、これまでも被災後の早期供
給力の確保や公衆保安確保の観点から、設備対策などを進めてきました。
電力の長期供給停止を発生させないため、これからも電気設備の自然災害に対す
る耐性評価の結果に基づき、必要に応じて発変電所・送電線網や電力システムの災
害対応力強化を図る必要があります。
中部電力グループにおける事業継続の基本的な考え方（提供：中部電力（株））
中部電力グループは、お客さまに安全・安定的にエネルギーをお届けするという公益的使命を達成するため、つ
ねに公衆保安の確保や設備保全などに万全を期すとともに、大規模災害などが発生した場合においても、災害の影
響を最小限にとどめつつ、早期復旧を実現し事業継続できるように、全力で取り組んでいきます。
1. 災害に強い設備を形成するとともに、適切な保守・保全を実施します。
2. 早期復旧と公衆保安の確保に向けた防災体制を整備するとともに、訓練などを通じた対応能力の維持・向上
を図ります。
3. 新たな知見などを適切に取り入れ、より安全・安定的なエネルギー供給の実現に向けた継続的なレベルアッ
プを図ります。

（ＬＰガス）
②【（一社）長野県ＬＰガス協会】
（一社）長野県ＬＰガス協会と県は、平成 25 年１月に「災害時におけるＬＰ
ガスに係る協力に関する協定」を締結し、また県内 77 市町村とも平成 26 年６月
までに締結を完了しました。この協定に基づき、県や市町村から要請があった場
合、①被災地域における一般消費者等に対して販売事業者が行うべき緊急点検、
修繕及び供給、②供給設備設置場所以外で発見されたＬＰガスボンベについて容
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器所有者が行うべき回収及び保管、③被害状況及び復旧状況の調査、④新たにＬ
Ｐガスの供給が必要となった場合の設備工事及び供給、⑤その他ＬＰガスの保安
確保及び供給のために特に必要な業務について実施されることとなっています。
平成 28 年長野県議会 6 月定例会において、当協会からの請願書「公共施設に
災害にも強いＬＰガス設備の導入が進むことを求める」が採択されました。その
趣旨は、大規模地震等の自然災害への備えとして、避難場所などの公共施設にお
いて、「災害にも強いＬＰガス」設備の導入が進むよう配慮を求めるものです。
請願書の採択を契機に、公共施設・公的避難所・学校・医療施設等にＬＰガス
災害バルクシステム等の導入について積極的な働きかけを行います。
≪ＬＰガスのメリット≫
１）ＬＰガスは経年劣化しないので、長期にわたって使用できます。
２）ＬＰガス発電機を備えることで、停電時に様々な電気機器を使用できます。
３）災害時対応バルク貯槽等の導入には、国の補助制度を活用できます。
４）施設のＢＣＰ（事業継続計画）対策に有効です。
５）国土交通省は、平成 28 年度版「公共建築工事標準仕様書」に、ＬＰガス
輸送の省力化などを考慮した地上式バルク貯槽を追加しました。
（都市ガス）
③【長野県ガス協会】
長野県内においては６事業者が都市ガス供給事業を行っています。ガス導管に
よる都市ガス供給は、台風、大雪等による被害を受けにくい供給システムですが、
地震対策も含め、防災対策として、設備対策・緊急時対策・復旧対策を 3 本の柱
として、さらなる供給信頼性の向上に取り組んでいます。
【表 4-1-2

事業者・供給区域一覧】（提供：長野県ガス協会）

事業者名
上田ガス(株)
大町ガス(株)
信州ガス(株)
諏訪ガス(株)
長野都市ガス(株)
松本ガス(株)

供給区域
上田市
大町市
飯田市
諏訪市、岡谷市、茅野市、下諏訪町
長野市、須坂市、千曲市、中野市、小諸市、佐久市
上田市、東御市、山ノ内町、小布施町、御代田町
松本市
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（石油類燃料）
④【長野県石油商業組合】
【図 4-1-1 災害時における石油類燃料供給の基本的な流れ】
長野県石油商業組合と県
は、平成２５年１月に「災
害時における石油類燃料の
供給等に関する協定」を締
結しました。この協定に基
づき、県から要請があった
場合、県が指定する緊急車
両等や災害対策上重要な施
設、避難所、医療機関及び
社会福祉施設への石油類の
優先提供が実施され、また
組合員が取り扱う物資の供
給及び要員の動員などが行
われます。
また、緊急車両等への優先供給をより確実なものとするため、平成 27 年１月
に協定を改正し、長野県石油商業組合と県は協力して、災害時に必要な石油類燃
料の備蓄を進めることとしています。
（省エネルギー・自然エネルギー）
⑤ 省エネルギー化を促進するとともに、地域主導型の自然エネルギーを普及拡大
することにより、エネルギー自給率を更に高めていくことが必要です。
【図 4-1-2

エネルギー自給率（発電設備容量）の推移】
（長野県環境エネルギー課）
エネルギー自給率（発電設備容量）の推移
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（水力発電）
⑥ 県企業局の電気事業は水力発電により、365 百万 kWh（平成 29 年度）、世帯換
算で 12.4％の電灯需要を賄える電力を発電し、電力会社に売電しています。日
常の保守・点検や補修を確実に行っていく他、建設から 40 年以上を経過した発
電所が 16 箇所中８箇所を占めることから、計画的に老朽化対策を推進していく
必要があります。
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また、自然災害の中でも特に被害を受け、電力供給復旧までに時間を要すると
想定される大規模地震に備えるため、水力発電施設の耐震化を計画的かつ着実に
進めるとともに、大規模災害等における情報共有並びに危機管理体制のあり方の
検討を進める必要があります。

【企業局水力発電所中、最大出力の春近発電所（伊那市）】

２【施策・展開】
（電力）
①【中部電力株式会社】
【図 4-1-3 防災体制図】
（提供：中部電力（株））
中部電力（株）では、以下の施策を実施しています。
（防災体制の整備）
災害の発生時や発生が予想される場合には、直ちに
非常体制を発令し、事業場ごとに非常災害対策本部を
設置することとしています。
また、災害に備え、日頃から防災訓練や復旧作業訓
練などを繰り返し実施することにより、万が一の災害
時に迅速に対応できるよう取り組んでいます。この他、
国・地方公共団体や警察・消防などが実施する連絡会
議や連携訓練（※）にも積極的に参加することで、関
係機関との緊密な連携を図るとともに、他電力会社と
も相互協力体制を整えています。
（※）平成29年度には、長野県総合防災訓練において陸上自衛隊との協同訓練を実施し、連携
方法等を確認しました。

災害発生時には、ヘリコプターによる人員・資機材の輸送手段や、衛星通信ネ
ットワークによる情報連絡手段を確保するとともに、速やかな応急送電のために、
発電機車や移動変圧器などの特殊車両を主要な事業場に配備しています。
（設備面の取り組み）
中部電力では、これまでも国による三連動地震の想定震度分布の公表などから
得られた新たな知見を適切に反映し、被災後の早期供給力確保や公衆保安確保の
観点から、設備対策などを進めてきました。
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これからも、国・自治体による南海トラフ地震や防災対策の見直しなどを踏ま
え、各対策の検証を進め、引き続き必要な対策・対応を進めることとしています。
【図 4-1-4】（提供：中部電力（株））

耐震裕度向上対策：
ダム洪水吐の強化

浸水対策：
変電所建物の扉の前に防水壁を設置

早期復旧対策：
高圧発電機車による応急送電

●発電設備
中部電力は、安定して電気を送ることができるよう原子力、石炭・ＬＮＧ・石
油などの火力、水力・太陽光のような再生可能エネルギーなど合計２１１ヶ所、
３，３１３．８万ｋＷの発電設備を備え、日頃からこれら発電設備の保守・点検
や補修を確実に実施し、安定供給に努めています。
●送電設備
発電所で発電された電気を、配電用変電所まで運
ぶ送電設備は、電気を運ぶための電線とそれを支え
る鉄塔などの支持物で構成されています。
電力の安定供給のため、雷や雪などの自然の脅威
に耐えうるよう、適切な設計や設備形成をするとと
もに、故障を未然に防ぐ技術も導入しています。
なお、年々増加していく高経年設備について、的
【送電線建設工事】（提供：中部電力（株））
確・確実に更新し、公衆保安の確保・安定供給に取
り組んでいます。
●変電設備
送電線で運んできた電気をそれぞれの使用目的に
応じた電圧に変えることを「変電」といいます。
電気は、電気抵抗によるロスを低減するために高
い電圧で運びます。そして、変電所で徐々に電圧を
下げて、工場や家庭などに届けられます。
変電所は、電圧を変える変圧器をはじめとした多
種多様な機器により構成されており、その電圧も50 【東信変電所】（提供：中部電力（株））
万Ｖから6,600Ｖまで様々です。それぞれの機器に応
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じた巡視・点検を行い、日々、公衆保安の確保・安
定供給に向け取り組んでいます。
●配電設備
電柱や電線などで構成される配電設備は、我々の
生活空間に数多く存在します。このため、定期的に設
備の巡視を行い、危険がおよぶことがないように万全
を期しています。また、設備故障による停電を
【冠雪落とし】（提供：中部電力（株））
未然に防止するため、機器の点検も行われています。
この他営業所では、停電からの早期復旧に備え、
24時間出向できる体制を整えています。万が一停電が
発生した場合は、昼夜を問わず現場に向かい、復旧作
業にあたります。
また営業所内では、停電範囲を極小化するため、
配電自動化システムを活用し、電気の流れを切り替
えています。
【非常災害実動訓練】（提供：中部電力（株））
中部電力では、このような事態に備え、訓練を通じ、早期復旧に必要な技術力
の維持・向上に取り組んでいます。

●系統運用
発電所と家庭を結ぶ送電ルートの
安定を保つため、送電線に流れる電気
の量や電圧を監視・制御しているのが
給電制御所です。
時々刻々と変化する電気の使用量
（需要）と発電量（供給）のバラン
スを保つとともに、突発的なトラブル
発生時にも、安全・確実・迅速な
復旧操作を行うことができるよう、
【中央給電指令所】（提供：中部電力（株））
24時間・365日、電力ネットワーク全
体を監視・コントロールしています。
（ＬＰガス）
②【（一社）長野県ＬＰガス協会】
（一社）長野県ＬＰガス協会は、ＬＰガス販売事業者等に対して経済産業省の
補助事業による指定を促し、県内ＬＰガス充填所の出荷・配送体制の強化を実施
しました。結果として県内では９ヶ所の指定を受け、中核充填所としてのＬＰガ
ス販売事業者等は、自家発電装置、ＬＰガス自動車、ＬＰガス自動車への充填設
備、衛星通信設備等が導入されており、災害に強い安定したＬＰガスの供給を目
指します。
中核充填所の役割は以下のとおりです。
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（１）地域の市町村と長野県ＬＰガス協会及び支部とで締結された防災協定への参加
（２）災害時において中核充填所の共同利用又は地域内充填所からの依頼に基づき充填受入、
代替配送、保安点検調査の支援（この場合の、ＬＰガス供給量の配分、保安体制及び費用
は各地区での災害時石油ガス供給連携計画策定時に取り決める）
（３）災害時における国・地方公共団体・長野県ＬＰガス協会への速やかな情報提供
（４）災害時における流出容器回収の際の保管場所の提供（県の指定場所でも可）
（５）石油備蓄法による地域内の事業者が連携・策定する「災害時石油ガス供給連携計画」へ
の参画
（６）国の指導により、災害時石油ガス供給連携計画の発動、国からの重要施設への配送指示
については、優先的に対応すること

また、（一社）長野県ＬＰガス協会内に、長野県中核充填所委員会を設置し、
中核充填所による防災訓練等を引き続き実施します。
県民の
皆様へ

公共施設や避難所の設置者は、劣化せず、備蓄が容易で、分散型エネルギ
ーであるＬＰガスの災害バルクユニットの設置に協力をお願いします。
（資源エネルギー庁石油製品利用促進対策事業費補助金による災害バルクユ
ニット設置先 10 ヵ所（平成 26 年度）。全国では 406 ヶ所設置済み。）
【図 4-1-5

災害対応バルク概観】

プロテクター

E 型マイコンメーター

バルク貯槽

収納ボックス

ガードパイプ

低圧ホース接続カップリング

バルクベース

【長野県消防学校（長野市篠ノ井）にＬＰガス災害バルクシステムを設置】
平成 29 年度国の補助金を活用して、県は長野県消防学校の屋内訓練場に、①災害
対策用ＬＰＧバルクタンクユニット 298 ㎏型の設置、②小型ＬＰＧ発電機 2.2kVA の 2
台設置、③炊出しユニット及び投光器の納品を決定し、防災力強化と施設整備を推進
しています。
（都市ガス）
③【長野県ガス協会】
○防災体制の整備
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長野県ガス協会の各事業者においては、災害の発生時あるいは発生が予想され
る場合には、直ちに非常対策組織の体制をとり、対応をすることとしています。
また、災害発生時に迅速・的確に対応できるよう、防災訓練を定期的に実施して
います。指定地方公共機関として行政との防災訓練にも積極的に参加しています。
○地震対策
地震対策においては、ガス導管の設備対策として耐震性に優れた溶接鋼管、ポ
リエチレン管を採用し、耐震化率が概ね９０％を超える信頼性の高い導管ネット
ワークを構築してきていますが、今後も鋭意対策を推進していきます。
緊急時対策としては大規模な地震の際には、各社所有の地震計により揺れを感
知し、被害が甚大と予測される場合には、地区単位で供給を停止し、二次災害の
防止を図れる設備としております。なお、一般のご家庭では、マイコンメータが
設置されており地震を感知し、ガス供給を自動的に遮断いたします。また、緊急
時の対応・措置を迅速・確実に実施できるよう社員の防災訓練を実施しています。
万一、供給を停止した場合は、早期復旧を進めると共に移動式ガス発生設備等に
よる臨時供給を行います。必要な場合には、都市ガス事業者の全国的な応援体制
により、迅速に供給再開を行います。
【図 4-1-6 中圧導管(溶接鋼管)】
中圧導管は耐震性に優れており、阪神大震災レベ
ルの地震の際でも損傷を受けません。東日本大震
災による液状化でも被害はありませんでした。

180 度曲げても破損しません
【図 4-1-8 移動式ガス発生設備】
圧縮天然ガス等をボンベに充填して、ガスを
供給する設備です。病院等に臨時供給します。

○災害時電源セキュリティーの向上
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【図 4-1-7 低圧導管】
低圧導管には耐食性、耐震性に優れたポリ
エチレン管を積極的に採用しております。

これだけ伸びても漏れません
【図 4-1-9 全国のガス事業者からの応援】
大規模地震時には全国の都市ガス事業者から
都市ガス復旧隊が派遣されます。
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ガスコージェネレーションシステムや電源自立型ガスヒートポンプ（ＧＨＰ）
は、省エネ・節電に貢献すると共に、災害による停電時には都市ガスにより発電
を行うため、エネルギーセキュリティーの向上を図ることができます。医療施設、
福祉施設等の重要拠点において、災害時にエネルギー供給が長期途絶することを
回避するため、このような都市ガスによる自立・分散型システムの普及を推進し
ています。
また一般のご家庭ではエネファーム(家庭用燃料電池システム)により、災害時
に停電した場合でも、稼動中の場合は電気を使用し続けることができます。
【図 4-1-10 ガスコージェネレーションによる電源の多様化・供給信頼性の向上】
災害時も長時間
発電が可能

（石油類燃料）
④【長野県石油商業組合】
県内で消費される石油製品の大半は京浜地区から貨物輸送により供給されて
おり、平成 26 年２月 14 日からの大雪では、ＪＲ中央東線や中央自動車道が途絶
し、北信地方の油槽所在庫が約 35％まで落ち込みました。その結果、県下のサー
ビスステーション（ＳＳ）では燃料不足が懸念され、給油制限をするなどの影響
が生じました。長野県石油商業組合は、ＪＲ貨物による石油挽回輸送の措置を受
けつつ、一般消費者に対して、必要以上の買いだめの自粛、冷静な対応を求め、
県内の石油消費をコントロールし、大きな混乱を招かずに回復に至りました。
東日本大震災の教訓を踏まえると、大規模自然災害時においては、石油製品の
継続的な供給が困難な状況となるうえ、多くの消費者が「いざという時」のため
の給油の必要性を認識し、多数の消費者がＳＳに殺到することが予想されます。
こうした事態を避けるため、国により自家発電設備等を備えた災害対応型中核
給油所（中核ＳＳ）が全国で 1700 箇所整備されましたが、緊急車両等への優先
給油をより確実なものとするため、中核ＳＳ等に対して一定の在庫を備蓄するた
めの管理費等について、県は長野県石油商業組合を通じて支援を行います。
県民の
皆様へ

県民の皆様は、供給拠点の被災等により石油類の燃料不足が懸念される状
況となった場合、緊急車両や医療施設、社会福祉施設といった燃料の途絶が
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人命にかかわる車両・施設等に優先的に供給するため、必要以上の買いだめ
の自粛など、冷静な対応をお願いします。
（省エネルギー・自然エネルギー）
⑤ 省エネルギーと自然エネルギーを推進することで、温室効果ガスの排出量を削
減し地球温暖化の影響による災害を防止します。また、エネルギー自給率を高め
ることで化石燃料に頼らないエネルギー自立地域を確立するなど、災害に強いま
ちづくりを支援します。
（水力発電）
⑥ 県企業局の水力発電施設について、建設経過年数と施設設備の状態を考慮し、
改修や長寿命化を進めるとともに、地震被害に備えるため、発電所施設の耐震化
を着実に実施します。
また、災害時の情報の早期把握のため、各施設の運営状況を一元的に確認可能
な情報共有システムを整備するとともに、現地機関の被災に備えた運転管理シス
テムのバックアップ体制のあり方について、検討を行います。

３【数値目標】
指

標

発電設備容量で見るエネルギー自給率

県営水力発電所建屋の耐震化率

エネルギー消費量でみるエネルギー自給率
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現状

目標

91.0％

131.3％

(H28)

(H34)

92.9％

100.0％

(H28)

(H31)

7.7％

15.5％

(H26)

(H34)

備考
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２

起きてはならない最悪の事態

４－２

上水道等の長期間にわたる供給停止

１【現状認識・問題点の整理（脆弱性評価）】
（上水道・用水供給）
県内の上水道・用水供給については、水道施設の更新に合わせて耐震化が進めら
れていますが、基幹管路の耐震適合率は 35％程度にとどまっており、浄水場、配
水池についても耐震化率は全国水準よりも低く、災害時の上水道等の早期復旧の
ため、一層の耐震化が必要です。
大規模災害時における応急給水活動及び応急復旧活動については、長野県水道
協議会水道施設相互応援要綱等により広域的な応援体制を整備しています。
【表 4-2-1

上水道、用水供給における基幹管路、浄水場及び配水池の耐震化率(H28)】
（長野県水大気環境課）
基幹管路
総延長(Km)

基幹管路(％)
耐震適合性のある管
うち耐震管

浄水場

配水池

(％)

(％)

本

県

2,679.4

35.2

18.1

22.7

32.4

全

国

99,083.3

38.7

24.4

27.9

53.3

「給水訓練状況」
（長野県水大気環境課）

「災害時の応急仮設状況」
（南木曽町）

（県の水道事業）
② 県企業局が経営する水道事業（末端給水事業【長野市の一部、上田市の一部、
千曲市の一部、坂城町の約 19 万人の家庭まで上水道を供給する事業】
・用水供給
事業【松本市、塩尻市、山形村の２市１村に水道水を供給する事業】）について
は、自然災害の中でも特に広範囲かつ復旧に時間を要すると想定される大規模地
震等の災害時における給水を確保するため、基幹施設及び基幹管路のほか、人命
の安全確保の観点から、病院や避難所となる学校等に至る管路の耐震化も併せて
進める必要があります。
また、水道施設が被災した場合は、住民に対して総合的な支援を行う市町村と
企業局の間で締結した、災害時連携協定等に基づく、的確な対応が求められてい
ます。
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さらに、火山噴火により火山灰が河川に混入し、酸性値が水質基準を超える事
態等を想定し、水質の維持・検査等に必要な薬品調達体制を整備しておく必要が
あります。
また、大規模災害等における情報共有並びに危機管理体制のあり方の検討を進
める必要があります。

【水道管耐震化工事の状況】（長野県企業局）

２【施策】
（水道）
① 施設整備には莫大な費用が必要となることから、県は、水道事業者に対し、水
道施設の重要度に応じて優先順位をつけた耐震化計画の策定を求めるとともに、
施設整備に国庫補助を有効に活用することができるよう支援します。
（県の水道事業）
② 県企業局が経営する水道事業に係る浄水場等の基幹施設及び導・送水管等の基
幹管路等について、優先的に耐震化を進めます。特に末端給水事業については、
病院や避難所となる学校等を「重要給水施設」と位置付け、そこに至る管路の耐
震化も併せて進めます。
また、災害の発生により周辺一帯が断水しても、そこへ行けばいつでも水が出
る、応急給水拠点「安心の蛇口」の整備を進めるほか、市町村と企業局との災害
時連携協定等に基づく応急・復旧活動を的確に行うとともに、市町村、住民と連
携した実践的な防災訓練を実施するなど、ソフト面の対応も強化します。
火山噴火による火山灰混入による酸性値上昇等に備え、質の高い水質検査を継
続するほか、薬品業者と苛性ソーダの優先調達協定を締結します。
また、災害時の情報の早期把握のため、各施設の運営状況を一元的に確認可能
な情報共有システムを整備するとともに、現地機関の被災に備えた運転管理シス
テムのバックアップ体制のあり方について、検討を行います。
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さらに、県水道協議会の要請に基づき、被災した水道事業体の復旧支援を行う
ほか、企業局の培った技術力を活用し、技術職員等の不足に悩む過疎自治体にお
ける水道施設整備を支援します。

（「安心の蛇口」第１号

千曲市）

（
「安心の蛇口」を活用した県地震総合防災訓練）

３【数値目標】
指

標

現状

目標

35.2％

50.0％

(H28)

(H38)

県の水道事業（末端給水）における基幹施設（浄

50.0％

100.0％

水施設）の耐震化率

(H28)

(H31)

県の水道事業（末端給水）における基幹管路の

86.3％

100.0％

耐震適合率（※）

(H28)

(H37)

県の水道事業（末端給水）における重要給水施

71.9％

100.0％

設に至る管路の耐震適合率（※）

(H28)

(H37)

県の水道事業（末端給水）における「安心の蛇
口」整備数

２箇所

20 箇所

(H28)

(H37)

県の水道事業（用水供給）における基幹施設（浄

0.0％

100.0％

水施設）の耐震化率

(H28)

(H36)

県の水道事業（用水供給）における管路の耐震

77.9％

100.0％

適合率（※）

(H28)

(H36)

上水道・用水供給の基幹管路の耐震適合率（※）

※

地盤状況を評価した上で耐震性を有すると判断される管を含めた率
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起きてはならない最悪の事態

４－３

汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止

１【現状認識・問題点の整理（脆弱性評価）】
（汚水処理施設等）
① 下水道ＢＣＰにより事前対策を行うとともに、汚水処理施設等の早期復旧のた
め、関係機関と連携して下水道施設等の耐震化を推進していく必要があります。
【図 4-3-1

下水道施設の耐震化の推移】
（長野県生活排水課）

重要な下水管きょ 地震対策実施済延長

延長(km)

2,500

施設数(棟)

800

2,454km
(H25 末 重要な下水管きょ延長)

2,000

758 施設
(H25 末 下水道処理場施設数)

600

48%
1,179km
(実施済延長)

1,500

下水処理場 地震対策実施済施設

45%
341 施設
(実施済施設数)

400

1,000

200

500
0
年度

H19

H20

H21

H22

H23

H24

0

H25

年度

【処理場 最終沈澱池管廊のクラック】
(H23 東日本大震災)

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

【マンホールの隆起】
(H26 神城断層地震)

２【施策】
（汚水処理施設等）
① 県は、市町村の下水処理施設等の耐震化や下水道ＢＣＰの策定を支援します。
県と市町村は、下水道ＢＣＰや防災訓練等により防災体制の強化を図ります。
民間事業者等は、応急復旧への協力をお願いします。
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３【数値目標】
指

標

現状(H28)

目標(H34)

48％

100％

下水処理場の地震対策実施率※

85％

100％

農業集落排水施設の機能診断実施地区割合

30％

100％

重要な下水管きょの地震対策実施率

※

備考

※耐震工事等により耐震性を有する施設及び耐震診断等の対策に着手した施設の割合
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起きてはならない最悪の事態

４－４

地域交通ネットワークが分断する事態

１【現状認識・問題点の整理（脆弱性評価）】
（道路） 災害教訓
① 急峻な地形を有し脆弱な地質が分布する本県では、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多く発生しています。
一方で、平地部から山間部まで、住居
や観光地が分散し、それらを結ぶ道路は
県内約５万 km に及びます。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図る必
要があります。
また、平成 29 年九州北部豪雨におい
ては、山腹崩壊や渓流浸食に起因する流
木が洪水や土砂災害被害を拡大するとと
もに、その後の復旧活動や行方不明者の 【国道 152 号 飯田市 南信濃】
【土砂災害によるネットワークの分断】
捜索に支障を生じたことから本県におい
ても対応を行う必要があります。
（農道、林道）
② 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、迂回機能が見
込まれる基幹的な農道整備（橋梁等の保全対策）や県営林道の開設を進める必要
があります。
【表 4-4-1

基幹的な農道整備の状況】

（長野県農地整備課）

【広域農道須高地区】
【表 4-4-2

県営林道開設事業の推移】

（長野県信州の木活用課）

○迂回路機能を持つ県営林道整備
事業名
路線

計画延長

完成予定年度

県営林道開設事業

L=76.5km

H31～H38

４路線

65.0km H30～H35
【県営林道の開設状況
林道大島氏乗線】

- 121 -

～命をつなぐ～

第４節

４

２【施策】
（道路ネットワークの整備）
① 県等は、地域の暮らしを支えるための災害に強い道路網の整備を進めます。
・高規格幹線道路、地域高規格道路の整備を推進します。
・道路の法面対策、橋梁の耐震補強、道路改築により、災害時の緊急輸送路を
確保します。
・木曽川右岸道路や国道１５３号バイパスなど、主要な一次緊急輸送路の代替
機能を持つ道路の整備を推進します。
・災害時の救急医療機関へのアクセスを確保するため、緊急輸送路からのアク
セス道路の整備を推進します。
・電線類の地中化により、地震による電柱倒壊を防止します。
・災害時の避難場所や支援施設として活用するため、
「道の駅」の防災機能の強
化を図ります。
【図 4-4-1

例 緊急輸送路の整備（一般国道 403 号 筑北村～安曇野市 矢越防災）
】
（長野県道路建設課）

筑北村

安曇野市

国道４０３号は、新潟市から松本市に至る道路で、県内北信地域と中信地域を結び、第一次緊
急
輸送路にも指定されている重要な道路です。
バイパスが平成 29 年秋に開通したことで、地域に大きな安心を提供しています。
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（農道、林道の整備）
② 県は、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と林道の
早期開通に向け、計画的に事業を実施します。
また、農道整備事業で構築された道路構造物の耐震化等の保全対策を実施しま
す。

３【数値目標】
指

標

現状

目標

震災対策緊急輸送路にある橋梁の耐震補強の整

83％

98％

備率

(H23)

(H34)

震災対策緊急輸送路にある道路斜面等の要対策

70％

82％

箇所の対策率

(H28)

(H34)

緊急輸送路の供用延長

―

うち（ ）は高規格幹線道路分
緊急輸送路を補完する基幹的農道の保全対策実
施延長

32.4(7.6)km
(H34)
期間内目標
11.1 ㎞

国道･県道等を補完する県営林道の開設延長
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期間内目標
3.7km

備考
再掲
再掲
再掲

