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第５節

第５節

１

流通・経済活動の維持

起きてはならない最悪の事態

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

１【現状認識・問題点の整理（脆弱性評価）】
（ＢＣＰの策定）
災害等の発生に起因する工場の操業停止や物流の停滞といった事態は、サプラ
イチェーン（原材料の段階から生産、物流、小売など、製品やサービスが消費者
の手に届くまでの全プロセス）の寸断を引き起こし、事業者の生産力低下など経
済活動に甚大な影響を及ぼし、災害からの復旧・復興を遅らせる大きな要因とな
ります。
そこで、不測の事態が発生しても、事業活動をできる限り継続し、仮に中断し
たとしても短期間での復旧を可能とするための手順等を定めた事業継続計画
（Business Continuity Plan、ＢＣＰ）を策定しておくことにより、被害を最小
限に抑えるとともに早期の復旧が可能となり、ひいては県内経済への影響も低減
できるものと考えられます。
このため、事業者のＢＣＰ策定に対する意識を向上させるとともに、策定の支援
に取り組むことが必要です
【図 5-1-1

ＢＣＰの概要】
（長野県産業政策課）
大地震等の自然災害、感染症のまん延、
テロ等の事件、大事故、サプライチェーン
（供給網）の途絶、突発的な経営環境の変
化など不測の事態が発生しても、重要な
事業を中断させない、または中断しても可
能な限り短い期間で復旧させるための方
針、体制、手順等を示した 計画のことを
BCP と呼びます。
（内閣府「事業継続ガイドライン 第三版」より）

（策定したＢＣＰの見直し）
ＢＣＰ策定後は、従業員等関係者が緊急時に速やかに行動できるよう、関係者
一人ひとりがＢＣＰの内容を十分理解するとともに、必要に応じて内容を修正す
るなど、ＢＣＰの点検や継続的な改善等を行う平常時からのマネジメント活動
（事業継続マネジメント、ＢＣＭ）を実施していく必要があります。
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２【施策】
県は、平成 25 年４月に、東京海上日動火災保険株式会社及び県内４つの経済団
体とともに、
「長野県ＢＣＰ策定に関する協定」を締結し、
「長野県ＢＣＰ策定支援
プロジェクト」として、ＢＣＰに関するセミナーの開催や策定希望者への個別支援
を実施してきました。
平成 30 年度以降も、このプロジェクトのスキームを継続し、引き続き、事業者
のＢＣＰ策定支援を行うとともに、策定されたＢＣＰがより実効性の高いものとな
るよう、ＢＣＭに対する支援にも取り組みます。
【長野県ＢＣＰ策定支援プロジェクトのスキーム】
県

内 事
支

経営者協会

商工会議所連合会

中小企業団体中央会

商工会連合会

業 者
援

協定締結
長野県

・会員への普及啓発
・経営指導員等の育成・策定支援

事業者の
皆様へ

東京海上日動
火災保険
・策定支援
・セミナーの開催

ＢＣＰをまだ策定していない事業者の皆様
ＢＣＰは、災害時における被害を最小限にし、事業継続・早期復旧に大
きく貢献します。ＢＣＰの重要性を認識していただき、早期策定をお願い
します。また、策定にあたっては、「長野県ＢＣＰ策定支援プロジェクト」
の積極的な活用をお願いします。
ＢＣＰを策定済みの事業者の皆様
ＢＣＰは策定して終わりではありません。緊急時に従業員がＢＣＰを有
効に活用できるよう、社内研修や模擬訓練等に積極的に取り組むなど、Ｂ
ＣＭの実施をお願いします。

３【数値目標】
指

標

現状

長野県ＢＣＰ策定支援プロジェクト
による策定支援件数
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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

１【現状認識・取り組み】
（高速道路）
①【ＮＥＸＣＯ東日本】
東日本大震災での復旧活動を通じてこれまでに得た教訓や経験、課題などを踏
まえ、巨大地震等（広域的な大災害）への対応など災害対策強化の取組みととも
に、平成 26 年２月の記録的な大雪により首都圏を中心とした広範囲の高速道路
で長時間の通行止めとなったことなどから、大雪時の通行確保に引き続き努めて
いきます。
東日本高速道路（株）
（以下「ＮＥＸＣＯ東日本」という。）が管理する高速道
路のうち、開通後 30 年以上を経過した延長は、約 1,200km に達し、総延長の約
３割を占めています。経年劣化の進行、大型車の増加、積雪寒冷地や海岸部の通
過延長の増加など厳しい使用条件下での構造物の劣化が顕在化してきており、高
速道路ネットワークの機能を将来にわたり維持し、高速道路資産の安全性を確保
するため、高速道路インフラの的確な維持管理・更新等を実施していきます。
【図 5-2-1

高速道路の経過年数の推移】
（提供：ＮＥＸＣＯ東日本）

【H26.2 大雪時の通行確保状況】
（提供：ＮＥＸＣＯ東日本）

②【ＮＥＸＣＯ中日本】
中日本高速道路（株）（以下、「ＮＥＸＣＯ中日本」という。）が管理する高速
道路 2,007km のうち、開通後の経過年数が 30 年を超える延長は約 1,200km に達
し、総延長の約 6 割を占めています。構造物ごとにみると、30 年を超える橋梁の
延長は約 6 割、トンネルの延長は約 3 割を占めています。老朽化の進行や、大型
車交通の増加、降雪期の凍結防止剤の散布、近年の異常降雨の増加など厳しい環
境変化によって、著しい変状が顕在化してきており、構造物の安全性を確保し高
速道路ネットワークの機能を将来にわたり維持していくため、維持管理・更新等
をより的確に実施していきます。
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（提供：ＮＥＸＣＯ中日本）

（鉄道）
③【ＪＲ東日本】
東日本旅客鉄道株式会社（以下「ＪＲ東日本」という。）では、想定される自然
災害に対し、災害の未然防止及び被害を最小限にとどめるため、以下の安全設備の
整備に取り組んでいます。
○大規模地震対策
・高架橋、橋脚等の耐震補強対策
・地震発生直後、初期微動波（P 波）を検知する
ことで、より早く新幹線を停止させる新幹線早
期地震検知システムの導入
・車両が脱線した場合にガイド機構により車輪が
一定以上横方向に移動することを防止
する逸脱防止ガイドの設置（新幹線）
【橋脚耐震補強工事】
（提供：ＪＲ東日本）
○自然災害（雨・風・雪等）対策
・沿線に雨量計、風速計、落石検知装置及び土砂崩壊
検知装置を設置し、自然災害を予測・検知して列車
を止める等の運転規制を実施する防災情報システ
ムの導入
・斜面及び盛土等に対して落石等災害防止対策の実施
・除雪機械の配備による除雪体制の強化
・沿線監視カメラの整備による降雪状況の把握
【落石対策～リングネット】（提供：ＪＲ東日本）

大規模自然災害発生時はお客さまの安全を最優先に考
え、県、市町村、警察機関、消防機関等関係機関と連携し、
お客さまの救助・救命にあたるとともに、被災箇所の早期
復旧に努めます。
○地震発生、自然災害発生を想定した総合防災訓練、
列車からのお客さま避難誘導訓練、救助・救命講習
等の実施
【お客さま救済訓練】
（提供：ＪＲ東日本）
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○長期間列車運転ができない場合の代替輸送、ルートの検討
○帰宅困難者対策として、塩尻市と協定を締結
④【ＪＲ東海】
東海旅客鉄道株式会社（以下「ＪＲ東海」という。）では、自然災害による事故
の防止を安全対策の重要な柱の１つとして位置づけ、様々な対策を実施しています。
また、正常運行が阻害される事象となった場合においても、その影響を最小限にす
るため各種訓練や施策を実施しています。
○地震対策
・各種構造物の耐震補強の実施
・速やかに列車を停止させるシステムの導入
○自然災害対策
・落石対策として、落石覆い工、落石止擁壁等の整備の実施
・土石流対策として、線路沿線の渓流の土砂堆積状況の調査や、調査結果に基
づく土石流を検知するセンサーの整備及び渓流管理者への土砂撤去の依頼等
の実施

【落石覆い工】
（提供:ＪＲ東海）

【土石流を検知するセンサー】
（提供:ＪＲ東海）

・線路沿線のり面のコンクリート等による補強の実施
・雨量計や風速計を活用した適切な運転規制の実施
○災害復旧訓練
・自然災害等により被災した設備を想定した復旧
訓練を定期的に実施

【災害復旧訓練】
（提供:ＪＲ東海）

⑤【しなの鉄道（株）】
しなの鉄道（株）は、北陸新幹線の開業に伴い、平成 27 年３月 14 日に従来の
しなの鉄道線（19 駅、65.1km）に北しなの線（８駅、37.3km）を加え、営業距離
102.4km で年間 1,400 万人余の乗客が利用する長野県東北信地方の地域に密着し
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た公共交通事業者です。
【図 5-2-2

しなの鉄道（株）路線図】（提供：しなの鉄道（株））

【ろくもん１１５系電車】
（提供：しなの鉄道（株）
）

しなの鉄道（株）では、大規模災害発生時においても、より高いレベルの安全
運行体制を確立・維持するため、以下の安全対策を実施しており、今後も引き続
き推進します。
ア 災害警備計画
災害に即応できる体制を築くため、警備の方法、警備の種類、警備の基準、警
備箇所、点検方法、連絡体制、復旧用部品等の在庫状況等について災害警備計画
として北しなの線、しなの鉄道線それぞれ具体的に定めています。業務の中から
得られた情報をもとに常に見直しを行い、特に警備箇所、連絡体制について常に
最新のものに更新することにより、災害の予防及び災害が発生した場合の迅速な
復旧を目指しています。
イ 設備・車両の安全性の向上
乗降場改良工事や踏切敷板ゴム化工事、踏切支障報知装置、特殊信号発光機と
いった安全に関する設備の整備等による安全性の向上をはじめ、災害に対する安
全対策として防災情報システムを導入し、沿線に設置された雨量計、地震計、風
速計、水位計等から収集された情報を指令に集め、規制値に達すると速度規制、
運転中止等必要な措置を講じています。
【図 5-2-3

防災情報システムイメージ】
（提供:しなの鉄道（株））

必要に応じて
速度規制
運転中止
雨量計

風速計

指令室防災情報システム
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ウ 安全意識の高揚と技術力の向上
日常業務や、新しい事柄に触れたときにふとしたことから「気づく力」と「考
える力」を磨き、挑戦力を高めるために、訓練・研修を通じて取り組んでいます。
【表 5-2-1

全
体

部
門
別

そ
の
他

平成 28 年度訓練等の内容】（提供：しなの鉄道（株））

区分
しなの鉄道総合防災訓練

回数等

飛来物除去訓練
救急救命訓練
サービス介助士資格取得講習
指令業務研究会
北しなの線勉強会（指令）
ＣＴＣ手動扱い訓練（指令）
各種訓練（指令）
駅業務訓練会（安全）

1回
2回
2回
12回
20回
18回
30回
68回

運輸区指導訓練会

78回

北しなの線操縦訓練
運輸区安全衛生委員会
技術センター安全衛生委員会

18人
12回
12回

列車脱線復旧訓練（運輸区）
MTT脱線復旧訓練
基本力向上訓練（技術センター）
各種訓練（技術ｾﾝﾀｰ）

1回
1回
4回
12回

鉄道総研技術講座

9回

日本鉄道電気技術協会研修会

1回

6回

具体的な活動内容
局地的豪雨を想定し、救済列車の運転。列車からの
避難誘導訓練及び設備復旧訓練、災害対策本部、現
地対策本部、駅との情報伝達訓練
架線に付着した農業用マルチ等の除去訓練
怪我人等を想定した救命救助訓練
サービス介助士の資格取得のための講習
事例による実施基準、規程等の確認
北しなの線に関する異常時対応方法等
緊急時に対応するためのCTC手動扱い訓練
補助制御盤訓練、PRC異常時対応訓練等
制御盤扱い訓練、転てつ器鎖錠訓練、ポイント不転
換対応訓練、踏切支障報知装置復帰訓練等
運転士、車掌の全員を対象に月１回机上、現車訓練
（機器の正し取扱い方、異常時対応等）
北しなの線の操縦訓練
関係個所の安全点検、時期に合わせた予防衛生等
他山の石の活用、傷害事故・運転事故防止重点実施
計画とその実施状況の共有化
実際に車両を脱線させての載線復旧訓練
MTTを使い、脱線時の復旧方法を確認
異常時対応、遮断桿取替、踏切交通誘導訓練等
MC点検講習、断線復旧訓練、搬送装置検査方法教育
等、北しなの線に関する教育
新入社員のための鉄道技術概論、軌道管理、構造物、
鉄道防災等の専門研修
電車線、信号通信技術等の専門研修

【お客様の誘導訓練】
（提供:しなの鉄道（株））

【救助隊によるケガ人搬出の訓練】
（提供:しなの鉄道（株）
）

（道路の代替性の確保）
⑥ 基幹的交通の分断の態様によっては、代替機能が不足することが想定され、広
域的な支援に支障が出るほか、復旧・復興が遅れるため、幹線道路ネットワーク
の適切な代替性の確保や災害時における関係機関相互の連携を図る必要があり
ます。
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（長野県道路建設課）

災害に強いネットワーク形成
国道 19 号が通行止めになった際は、伊那木曽連絡道路が代替路としての役割を果たします。
松本 I.C

整備前

整備後

松本 I.C

塩尻 I.C

塩尻 I.C

木曽

木曽
伊那 I.C

伊那 I.C

伊那

伊那

（道路の維持管理）
⑦ 日常・定期点検等により現状を的確に把握し優先度付けを行ったうえ、道路の
維持管理をより効率的に実施し、安全安心な道路環境を確保する必要があります。
【図 5-2-5

道路施設の点検事例】

（長野県道路管理課）

【橋梁の点検事例】

【トンネルの点検事例】

（除雪）
⑧ 降雪期において、県管理道路の除雪及び凍結防止剤散布を効率的に実施し、冬
期間の安全で円滑な道路交通を確保する必要があります。
【図 5-2-6

除雪体制イメージ図】

（長野県道路管理課）

（提供：長野県道路管理課）
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２【施策】
（高速道路）
①【ＮＥＸＣＯ東日本】
広域災害が発生した際の自衛隊など進出機関の進出拠点となる休憩施設の防災
機能強化や、被害状況の早期把握など情報収集と伝達の強化、図上訓練の実施など
災害対策強化に取り組みます。また、大雪時の通行止めによる影響を最小化するた
めに、除雪車両の増強や事前配置、除雪作業の支障となる滞留車両の早期排除、お
客さまへの情報提供の拡充、関係機関との連携強化などに取り組みます。
高速道路の永続的な健全性を確保に向けて、大規模更新・大規模修繕の着実な実
施に取り組んでいきます。また、長期的な道路インフラの安全・安心の確保に向け、
ＩＣＴ（情報通信技術）や機械化等を行い、これらが技術者と融合した総合的なメ
ンテナンス体制を構築するＳＭＨ（ｽﾏｰﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽﾊｲｳｪｲ）構想を推進します。
【図 5-2-7

ＳＭＨ構想の実現イメージ図】

（提供：ＮＥＸＣＯ東日本）

【大規模更新（橋梁床版取替）
】
（提供：ＮＥＸＣＯ東日本）

【関係機関との連携訓練】
（提供：ＮＥＸＣＯ東日本）

②【ＮＥＸＣＯ中日本】
(1)道路構造物の大規模更新・大規模修繕の実施
平成 27 年(2015 年)3 月 25 日付で国土交通大臣から大規模更新・大規模修繕の
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実施について、道路整備特別措置法に基づく事業許可を受けました。平成 27 年
度(2015 年度)から事業の具体的な進め方を検討し、また、関係機関と連携しなが
ら大規模更新・大規模修繕事業を進めていきます。
大規模更新の実施イメージ
（床版取替え工事）
鉄筋コンクリート床版をより耐久
性が高いプレストレストコンクリ
ート床版に取替えます。対面通行
規制により片側ずつ取替えること
で、工事による交通への影響を軽
減します。

(2)重量超過等違反車両の取締り強化
高速道路の構造物の劣化に多大な影響を与え、交通安全上重大な事故に繋がる
恐れのある重量超過など車両制限令に違反する車両に対して、専門の取締り部隊
による取締りや、常習違反者への「講習会」、
「大口多頻度割引」の割引停止など
を実施し、違反車両の撲滅に取り組んでいます。今後は、重大な違反者への「積
荷の軽減」「通行の中止」などを命じる措置や、車両重量を自動計測する装置を
用いた常時取締りなどの取締りの強化に取り組みます。

(3)災害時の緊急輸送路確保
災害対策基本法の一部改正を受け、大規模地震や
大雪等の災害時に緊急車両の通行の妨げとなる放
置車両や立ち往生車両を移動させる対策を強化し
ています。平成 26 年(2014 年)12 月の岐阜県を中心
とした豪雪時に、同法を高速道路において初めて適
用し、立ち往生車両 71 台を移動することにより、
通行ルートの早期確保や、緊急救援車両の通行支援
に努めました。
(4)荒天時の通行確保
平成 26 年(2014 年)２月の関東・甲信地
方の記録的な豪雪を受け、出控えを推奨す
る事前広報の拡充、雪道の安全走行への啓
発活動の充実、除雪車両の事前配置の強化
やロータリー除雪車の増強、位置情報シス
（提供：ＮＥＸＣＯ中日本）
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テムの導入による効率的な運用など除雪体制の強化、関係機関との連携強化など
に取り組み、大雪などの荒天時における円滑な通行の確保に努めています。
(5)特殊橋梁の耐震補強
大規模地震発生時において、緊急輸送路を確保した後、本復旧が容易となるよ
う、特殊橋梁の更なる耐震補強工事を進めていきます。
（鉄道）
③【ＪＲ東日本】
ＪＲ東日本は、変わらぬ使命として「『究極の安全に向けて』～災害に強い鉄
道づくり～」を第一に掲げ、不断の努力を続けます。東日本大震災の経験を踏ま
え、首都直下地震などを想定した地震対策にハード・ソフト両面から取り組み、
「災害に強い鉄道づくり」に邁進します。
・大規模地震への対応
ア）耐震補強対策などの推進 イ）災害発生時における救助救命
・自然災害・異常気象への対応
・安全を守る仕組み・体制の充実
など
④【ＪＲ東海】
ＪＲ東海では、自然災害による事故の防止を安全対策の重要な柱の１つとして
位置づけ、様々な対策を実施しています。また、正常運行が阻害される事象とな
った場合においても、その影響を最小限にするため各種訓練や施策を実施してい
ます。引き続き、これらの対策を継続します。
⑤【しなの鉄道（株）】
しなの鉄道（株）は、安全・安定輸送実現のため、年度ごと安全計画を定め取
り組み、万全の体制をもって、安全・安定輸送の実現を目指します。
(1)安全マネジメント体制の充実・強化を図る
(2)安全の重要性の理解と安全に対する感性を磨く
(3)部内原因による事故・事象の撲滅と外的要因によるリスクを低減させる
(4)計画的な施設・整備の維持更新を行う
これらを実現するため、「運転事故防止重点実施計画」及び「傷害事故重点実
施計画」に基づいて計画的に実施するとともに、毎月実施している安全推進委員
会でチェック・修正し、社内で水平展開することにより、安全性の向上に努めま
す。
（道路整備）
⑥ 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。
（再掲）
⑦ 県は、新幹線駅や高規格幹線道路の高速交通網や鉄道駅と生活圏を結ぶ幹線道
路の整備を推進します。
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（道路の維持管理）
⑧ 平成 24 年 12 月の中央自動車道「笹子トンネル」の天井板落下事故以降、国交
省は点検基準の法定化のための道路法改正を平成 25 年 6 月に行い、平成 26 年 7
月に定期点検に関する省令・告示が施行され、5 年に 1 度の近接目視による定期
点検が開始されました。
上記を踏まえ、県では橋梁やトンネル、シェッド（洞門）の近接目視による点
検を平成 30 年度までに実施するとともに、平成 31 年度から５年間で２巡目の点
検を実施する予定です。また技術職員が少ない市町村に対して、「長野県道路メ
ンテナンス会議」を通じて、定期点検が滞ることなく実施できるよう支援をして
いきます。
（除雪）
⑨ 県は、国、市町村、警察及びその他関係機関と情報共有及び連携を図りながら、
降雪期において県管理道路の除雪及び凍結防止剤散布を効率的に実施し、冬期間
の安全で円滑な道路交通の確保を実施します。
具体的には、平成 26 年２月大雪災害経験を踏まえ、関係機関と「除雪連絡会
議」を設置し連携して迅速な対応、事前に除雪優先路線を設定し大雪災害時に優
先した除雪、交通規制時の誘導方法等警察と連携し滞留車両の発生を抑止します。

３【数値目標】
指

標

現状

緊急輸送路の供用延長

―

うち（ ）は高規格幹線道路分

5 年に１度の近接目視による定期点検の実施
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橋梁
52.7%
トンネル
27.4%
シェッド
1.4%
（H28）

目標
32.4(7.6)km
(H34)
100%
（H30）

100%
（H31～H35）

備考
再掲
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起きてはならない最悪の事態

５－３

食料・飲料水等の安定供給の停滞

１【現状認識・問題点の整理（脆弱性評価）】
（備蓄、物資の供給）
① 広域にわたって家屋の損壊が激しく、多数の避難者が生じ、被災市町村の備蓄
だけでは食料供給が困難な場合など、通常想定できる規模を超えるような災害に
備え、県は市町村を補完する立場として、広域単位での備蓄と流通備蓄の確保に
努める必要があります。
また、被災地域における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。
【図 5-3-1

県の備蓄】

（長野県危機管理防災課）

災害時に、食料等の入手が困難
となった被災者へ迅速に食料を
給付するため
県は、３３，０００食の備蓄

被災者ニーズに合った流通備蓄の確保

【表 5-3-1

長野県が締結する物資調達等に関する協定】
協定締結先

（長野県農業政策課、産業政策課）

主な調達物資

米穀卸売業者（11 者）

米

ＪＡグループ

食料・日用品等

コンビニ・食品事業者（４者）

食料・日用品等

流通業者団体（10 団体）

食料・日用品等

その他の事業者（３者）

食料・水等

※ 米の調達については、農林水産省「米穀等の買入れ・販売等に関する基
本要領」に基づく政府所有米穀の調達も可能
【表 5-3-2

H23 以降に災害救助法に基づき避難所が開設された災害への対応】

年度

災害

調達物資

H23 年

長野県北部地震

食料（78,530 食）

物資調達等に関する協定

H26 年

大雪災害

食料（2,000 食）

〃

H26 年

南木曽町土石流災害

食料（2,500 食）

〃

H26 年

長野県神城断層地震

食料（7,738 食）

〃
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（農産物の安定生産）
② 地震等の発生に伴い、農地や農業用施設が被
災し、農産物の生産能力が低下するおそれがあ
ります。農産物の安定生産に支障が生じないよ
う農業用施設の長寿命化・耐震対策により、農
業用水を安定確保するとともに、農地の条件整
備を計画的に進める必要があります。

【上田農水頭首工：上田市】

（基幹的農業水利施設）
③ 地震等の発生に伴い、被災した農業用施設の位置や構造等を確認できず、復旧
（機能回復）に時間を要することが懸念されるため、個別施設の整備状況を整理
しておく必要があります。
また、「機能保全計画」に基づいて、基幹的農業水利施設の長寿命化対策を計
画的に進める必要があります。
【図 5-3-2
高

施
設
の
機
能

長寿命化のイメージ図】

（長野県農地整備課）

従来の寿命

費

更
新
費

劣化曲線

低

【機能診断】
【保全計画】

更
新
費 補
計 修
費
計

長期

使用 期 間

用

【四ケ堰：塩尻市】
昭和 30～50 年代に建設された用
水路は、老朽化により亀裂や破
損が生じ、通水機能が低下

２【施策】
（備蓄、物資の供給）
① 食料や飲料水の供給が停滞した場合に備え、県民、市町村、県はそれぞれの役
割のもとに備蓄を推進します。特に食料の備蓄は以下のとおりです。
県は、広域にわたって家屋の損壊が激しく、多数の避難者が生じ、被災市町村
だけでは食料供給が困難な場合など、通常想定できる規模を超えるような災害に
備え、市町村を補完する立場として、日本全国から物資を集積できる体制が整う
ような者と協定を進め、広域単位での備蓄と流通備蓄の確保に努めます。
県は、災害時に円滑な物資の調達を行うため、協定締結団体・事業者との情報
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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。

県民の
皆様へ

県民の皆様は、最低でも３日間、可能な限り１週間は、自助の観点から自
らが主体となって食料を確保してください。
市町村は、この間、防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体とし
て、食料を持ち出しできない者等を想定して、必要量を地域防災計画で定め、
食料の備蓄を実施します。
協定締結団体・事業者は、災害発生時に迅速な対応ができるよう、日頃か
ら初動対応の確認や供給体制の確保等に努めてください。

（農業生産基盤の整備と生産・流通の確保）
② 県は、基幹的農業水利施設に係る耐震診断を進めるとともに、施設管理者が行
う耐震強化の取組を支援します。
県は、農業用施設の位置や構造等を確認できるよう、施設管理者による個別施
設の長寿命化計画の策定を支援します。
また、災害に強い農業生産基盤を目指し、計画的に農地の条件整備を進めます。
さらに、平時から、直売所の活用などにより、地域内における農産物の生産・
流通の取組を進めます。
（農業水利施設等の維持・補修と長寿命化）
③ 県は、基幹的農業水利施設について機能診断を行い、長寿命化のための機能保
全計画を策定するとともに、緊急性の高い路線は順次対策工事を実施し、財政負
担を平準化しつつ施設の保全を図ります。
県民の
皆様へ

県民の皆様は、施設の監視を実施してください。
民間事業者は、能力の高い技術者を育成するとともに、適切な機能診断や
保全計画の策定ができるような態勢を整えてください。

３【数値目標】
指

標

現状

農業用水を安定供給するために重要な
農業水利施設の整備箇所数
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目標
44 箇所
(H34)

備考

