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「富岡市国土強靱化地域計画」の策定にあたって 
 

平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大 

震災は、東北地方を中心に多くの甚大な被 

害を及ぼす大災害となりました。 

国においては、東日本大震災の教訓を踏 

まえ平成 25 年 12 月に大規模自然災害等に 

備えた国土の全域にわたる強靱な国づくり 

に関する施策を総合的かつ計画的に推進す 

るため、「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」が公布・施行され、平成26年６月に

は、基本法に基づき、国土強靱化に係る国の他の計画等の指針とな

る「国土強靱化基本計画」が策定されました。 

また、本市においては、令和元年10月に発生した東日本台風によ

り河川、道路等多くの箇所が被災し、酢ノ瀬地区では、鏑川の越水

等による大規模な浸水被害が発生し、内匠地区では想定外の箇所で

の大規模な地すべりが発生するなど、甚大な被害を受けました。 

そうしたことからも、大規模自然災害等が発生しても、被害を最

小限に抑え、迅速に復旧・復興できる、強さとしなやかさを備えた

地域・経済社会の構築に向けた「富岡市国土強靱化地域計画」を策

定し、自助、共助、公助が一体となった地域の強靱化を図っていき

たいと考えておりますので、ご理解、ご協力をお願い申し上げまし

て、策定にあたっての挨拶とさせていただきます。 

 

令和３年９月 

 

富岡市長 
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 序論 

 計画策定の趣旨 

国においては、東日本大震災の教訓を踏まえ、平成 25 年 12 月に大規模自然災害等に備

えた国土の全域にわたる強靱な国づくりに向けて、国土強靱化に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するため、「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「基本法」といいます｡）が公布・施行され、平成 26 年６

月には、基本法に基づき、国土強靱化に係る国の他の計画等の指針となる「国土強靱化基

本計画」（以下「国の基本計画」といいます｡）が策定されました。 

基本法第 13 条では，「都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計

画的な推進を図るため、当該都道府県又は市町村の区域における国土強靱化に関する施策

の推進に関する基本的な計画（以下「国土強靱化地域計画」といいます｡）を（中略）定

めることができる。」と規定されています。 

また群馬県においては、国の基本計画との調和を保ちながら、本県における施策を総合

的、計画的に推進するために「群馬県国土強靱化地域計画」（以下「県地域計画」といい

ます。）を、平成 29 年３月に策定しました。 

以上のことから、本市においても、基本法に基づき、国の基本計画や県地域計画との調

和を保ちながら、大規模自然災害等が発生しても、被害を最小限に抑え、迅速に復旧・復

興できる、強さとしなやかさを備えた地域・経済社会の構築に向け、本市の強靱化を推進

するための「富岡市国土強靱化地域計画」（以下「本計画」といいます｡）を策定するこ

ととしました。 

 

 

図１ 強靱な社会のイメージ（引用：内閣官房「国土強靱化進めよう！」） 
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 計画の位置付け 

本計画は、基本法の規定に基づき本市における地域強靱化に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するための基本的な計画として策定するものです。 

また、基本法 13 条では、国土強靱化地域計画は国土強靱化の観点から、地方公共団体に

おける様々な分野の計画等の指針となるものとされています。 

このため、本市を包含する県土全域に係る「県地域計画」との調和を保つとともに、

「富岡市総合計画」や「富岡市地域防災計画」等とも整合・調和を図りながら、国土強靱

化に関して、本市における様々な分野の計画等の指針となる計画として位置付けるもので

す（図２）。 

 

 
図２ 計画の位置付け 

 

 計画期間 

令和３年度を始期とし、国の基本計画及び県地域計画の見直し、社会経済情勢等の変化、

強靱化施策の推進状況及び富岡市総合計画の見直し（図３）等を踏まえ、必要に応じて所

要の変更を加えるものとします。 

 

 

図３ 第２次富岡市総合計画における構成・計画期間（引用：第２次富岡市総合計画）  

国土強靱化基本計画

群馬県国土強靱化地域計画

富岡市国土強靱化地域計画

調 和
富岡市
総合計画整合・調和

富岡市における各分野別計画

強靱化に関する指針 分野別計画の指針

富岡市
地域防災計画
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 地勢 

本市は、群馬県南西部に位置し、面積は 122.85 ㎢の都市です。東は関東平野に続く平坦

地で、西はしだいに山岳になり妙義・荒船に連なります。南は稲含山と一連の山地に通じ、

北は小高い丘陵地帯です。中央部に鏑川・高田川の両川があり、その流域に耕地がひらけ

市街地・集落を形成しています。 

地質は、第三紀層（富岡層）50％、第四紀層（こう積沖層）30％、古生層（三波川層）

20％となっており、平坦地は主にこう積沖層で５ｍ～10ｍで岩盤に達しています。 

本市は、山間部が多いため、河川は急流で川幅が狭く、出水による被害を受けることが

多く、特に台風及び梅雨前線による風水害・その他凍霜害による農業災害が多いです。 

気候は、年間平均気温 14℃前後、年間降水量は 1,100 ㎜前後であり、年 200 日以上が晴

天で降雪も少なく、年間を通じて温暖な気候です。    （引用：富岡市地域防災計画） 
 

 
図４ 富岡市の地勢 

この地図の作成にあたっては基盤地図情報及び数値地図（国土基本情報 20 万）を使用しています。 

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 3JHs 175」  
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 本市で想定される自然災害 

主に「富岡市地域防災計画」及び「富岡市防災マップ」に掲載されている情報をもとに、

本市で想定される災害様相や過去に発生した災害をまとめます。 

 

(１) 地震災害 

群馬県地震被害想定調査（平成 24 年６月）では、図５に示すとおり、県内に分布する３

つの活断層（帯）を震源とする被害を想定しており、冬の午前５時に発生する「関東平野

北西縁断層帯主部による地震」による県全体の被害想定は、死者数 3,133 人、負傷者数

17,743 人、物的被害のうち建物の被害は、倒壊、焼失合わせて 193,773 棟となっています。 

 

 

図５ ３つの断層(帯)と想定断層モデルの位置図（引用：富岡市地域防災計画）  
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表１ 群馬県内における想定地震ごとの被害想定（冬の５時、風速９ｍ/秒） 

項 目 

想定地震ごとの被害 

関東平野北西縁 

断層帯主部 
太田断層 片品川左岸断層 

想定 

地震 

規模 Ｍ8.1 Ｍ7.1 Ｍ7.0 

最大震度 ７ ７ ７ 

死者数 3,133 人 1,133 人 23 人 

負傷者数 17,743 人 7,874 人 85 人 

建物 

被害 

全壊 59,044 棟 21,897 棟 341 棟 

半壊 133,317 棟 53,151 棟 1,374 棟 

焼失 1,412 棟 380 棟 0 棟 

断水世帯数 482,024 世帯 217,423 世帯 1,520 世帯 

（引用：富岡市地域防災計画） 

 

３つの活断層（帯）のうち、本市では「関東平野北西縁断層帯主部による地震」（マグ

ニチュード 8.1、震度７）の被害が甚大であると想定されています。地表震度分布を図６

に、市内の被害想定を表２に示します。 

 

 

図６ 関東平野北西縁断層帯主部による地震(M8.1)の地表震度分布図 

  (群馬県地震被害想定調査報告書、平成 24 年６月より抜粋) 
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表２ 関東平野北西縁断層帯主部による地震(M8.1)の富岡市の被害想定 

条件 
季節・時刻 冬の５時 夏の 12 時 冬の 18 時 

風速 ９ｍ/秒 ７ｍ/秒 ９ｍ/秒 

想定地震 
規模 Ｍ8.1 

最大震度 ７ 

人
的
被
害 

死者数 268 人 145 人 181 人 

負傷者数 818 人 592 人 718 人 

死傷者数合計 1,086 人 737 人 899 人 

避
難
者
数 

発災直後 

※火災の影響が大きい 

冬の 18 時のみ想定 

15,334 人 

１日後 20,871 人 

２日後 20,697 人 

４日後 16,995 人 

１ヶ月後 15,334 人 

帰宅困難者数 ※冬の 18 時のみ想定 2,319 人 

物
的
被
害 

建
物
被
害 

全壊棟数 5,353 棟 

半壊棟数 9,131 棟 

合計 14,484 棟（倒壊率 40.6％） 

焼失棟数 5 棟 10 棟 2,217 棟 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン 

上水道断水戸数 12,751 戸 

下水道被災人口 940 人 

都市ガス供給停止戸数 7,604 戸 

ＬＰガス被害戸数 122 戸 

（引用：富岡市地域防災計画） 
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(２) 洪水災害 

近年、想定を超える浸水被害が多発していることから、水防法の一部が改正（平成 27 年

７月 19 日一部施行）され、群馬県では、想定し得る最大規模の洪水に対する避難体制等の

充実、強化するため、浸水想定区域について、想定し得る最大規模の洪水に係る区域に拡

充、平成 29 年６月に県管理 19 河川の洪水浸水想定区域図（このうち本市に関わる河川は、

高田川及び鏑川）を公表しています。 

これに加えて、平成 28 年台風 10 号による岩手県小本川の被災など、全国で水害が頻発

していることから、洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目的に、群馬県全域

の県管理河川を対象として洪水により浸水が想定される区域を把握するため、群馬県水害

リスク想定マップを作成しています。 

各河川の想定降雨量を表３に、市内で浸水が想定される区域を図７に示します。 

 

表３ 各河川の想定降雨量 

河川 想定降雨量 公表年月日 

高田川 24 時間雨量 681mm 平成 29 年６月 13 日 

鏑川 48 時間雨量 700mm 令和元年９月 27 日 

その他一級河川(平野部) 48 時間雨量 700mm 
※平成 30 年３月時点の 

情報に基づいた予測 
その他一級河川(山間部) 24 時間雨量 532mm 

（引用：富岡市防災マップ、群馬県 HP） 
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図７ 浸水が想定される区域（想定し得る最大規模の降雨） 

この地図の作成にあたっては基盤地図情報及び数値地図（国土基本情報 20 万）を使用しています。 

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 3JHs 175」 
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(３) 土砂災害 

群馬県では、県内における土砂災害の発生するおそれのある危険箇所（7,635 箇所）に

ついて、砂防基礎調査結果に基づき、県民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれのある

範囲を明らかにし、かつ、市町村地域防災計画に基づく災害情報の伝達や早期避難の体制

整備を図るとともに、特に家屋等の建築物に損壊が生じ、生命又は身体に著しい危害が生

ずるおそれのある区域への住宅等の新規立地の抑制、建築物の構造規制などのソフト対策

を推進するため行なっています。 

県内の土砂災害警戒区域等の指定は平成 26 年 10 月に完了し、本市においては、令和元

年５月に見直しがされました。 

土砂災害警戒区域等の指定状況を表４に、市内で土砂災害が想定される区域を図８に示

します。 

 

表４ 土砂災害警戒区域等の指定状況 

種類 土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域 

急傾斜地の崩壊 312 304 

土石流 93 60 

地すべり 7 0 

計 412 364 

（引用：群馬県 HP） 
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図８ 土砂災害が想定される区域 

この地図の作成にあたっては基盤地図情報及び数値地図（国土基本情報 20 万）を使用しています。 

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 3JHs 175」 
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(４) 過去における災害記録 

本市においては、過去に様々な災害種別による被害を受けています。毎年のようにリス

クにさらされている風水害（洪水・土砂災害）が多くを占めますが、その他にも、地震や

火山噴火に伴う降灰、林野火災や雪害が確認されています。 

富岡市地域防災計画や県資料で確認された過去の災害について、表５～表７に整理しま

す。 

 

表５ 富岡市における昭和 50 年以降発生した災害の状況(1/3) 

年月 種別 被害状況 備考 

昭和 

53.7  
干ばつ 田畑 1,605ha（被害程度 50％） 栽培地総面積の約 68％ 

54.7  
風雨 
ひょう害 

栽培地 473ha（被害程度 30～50％） 栽培地総面積の約 30％ 

55.8  
異常低温 

日照不足 
被害面積 1,406ha（被害程度 30％） 栽培地総面積の約 52％ 

56.8  台風 15 号 

死者１名 
住宅半壊１棟／床上浸水３棟／床下浸
水 52 棟／田畑冠水 362.4ha／公共施
設（道路等を含む）116 箇所 

被害総額 457,808 千円 

57.8  台風 10 号 

死者１名／軽傷４名 
住宅全壊２棟／半壊６棟／床上浸水４
棟／床下浸水 112 棟／田畑冠水
1,280ha／公共施設（道路等を含む）
273 箇所／罹災世帯 382 世帯 

被害総額 1,655,500 千円 
※この災害により群馬県内
に災害救助法が適用された 

57.9  台風 18 号 
床上浸水１棟／床下浸水６棟／田畑冠
水 4.0ha／公共施設（道路等を含 
む）74 箇所／罹災世帯 7 世帯 

被害総額 258,514 千円 

58.8  
台風５号 

台風６号 

床下浸水 12 棟／田畑冠水 6.7ha／公

共施設（道路等を含む）51 箇所 
被害総額 448,149 千円 

60.7  台風６号 
田畑冠水 7.5ha／公共施設（道路等を

含む）32 箇所 
被害総額 33,114 千円 

61.9  台風 15 号 
床下浸水 13 棟／田畑冠水 4.7ha／公

共施設（道路等を含む）64 箇所 
被害総額 170,398 千円 

63.6  
降ひょう 

集中豪雨 

桑、キウイフルーツ等被害面積

63.8ha 
被害総額 10,031 千円 

63.8  集中豪雨 
農道崩壊／市道崩壊／山崩れ／河川崩
壊等 40 箇所 

被害総額 381,913 千円 

平成 

元.7  
集中豪雨 農道崩壊／市道崩壊等 26 箇所 被害総額 89,500 千円 
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表６ 富岡市における昭和 50 年以降発生した災害の状況(2/3) 

年月 種別 被害状況 備考 

元.8  
集中豪雨 
台風 17 号 

農道崩壊、市道崩壊７箇所 
農道崩壊、市道崩壊等９箇所 

被害総額 8,700 千円 
被害総額 100,764 千円 

2.7  降ひょう 
コンニャク、ニラ、サトイモ、 
リンゴほか被害面積 1,404ha 
ガラスハウス被害 

被害総額 977,206 千円 
 
被害総額 12,000 千円 

3.5  晩霜 桑、ばれいしょ 被害総額 41,764 千円 

3.8  台風 12 号 
市道土留崩壊／河川崩壊 11 箇所／甘
楽多野用水路崩壊 

被害総額 83,218 千円 

5.8  台風 11 号 農道崩壊３箇所 被害総額 7,595 千円 

6.4  火災 
焼失面積 708 ㎡ 
全焼 10／半焼２／部分焼４ 

損害額 35,280 千円 

6.5  火災 
焼失面積 1,675 ㎡ 
全焼３／半焼１／部分焼３ 

損害額 214,054 千円 

6.7  集中豪雨 農道法面の崩壊／温室ハウスの全壊 被害総額 2,130 千円 

6.9  集中豪雨 農道崩壊／市道崩壊等 11 箇所 被害総額 35,000 千円 

8.4 林野火災 妙義町下高田地区  

10.8  集中豪雨 市道路肩崩壊 3 箇所  

10.9  台風５号 

住宅一部損壊１棟／床上浸水２棟／床
下浸水 18 世帯／田畑冠水 121ha／市
道・農道崩壊等 69 箇所／崖崩れ 12 箇
所 

被害総額 60,267 千円 

11.8  集中豪雨 
床下浸水５世帯／崖崩れ７箇所／市
道・農道崩壊等 80 箇所／公園等文教
施設・水道施設等多数 

被害総額 106,420 千円 

12.9  集中豪雨 床下浸水４棟（３世帯）  

13.8  台風 11 号 床下浸水１棟（１世帯）  

13.9  台風 15 号 

死者２名／重傷者１名／軽傷者２名 
床下浸水 19 棟（19 世帯）／崖崩れ 27
箇所／道路路肩崩壊 12 箇所／鉄道不
通４箇所／河川護岸崩壊３箇所 

被害総額 68,862 千円 

14.7  台風６号 
畦畔の崩壊 10 箇所／ため池護岸崩壊
２箇所 

被害総額 1,500 千円 

14.8  降ひょう 
屋根瓦被害３軒／とうもろこし倒伏１
アール／パイプハウス一部損壊１件 

 

19.9  台風９号 

軽傷者１名 
全壊１世帯／一部損壊７世帯／床上浸
水23世帯／床下浸水90世帯／家屋へ
の土砂流入22世帯／土砂崩れ72箇所
／市道通行止め47箇所／市道・農道崩
壊／公園等文教施設・水道施設等多数 

被害総額 1,142,770 千円 
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表７ 富岡市における昭和 50 年以降発生した災害の状況(3/3) 

年月 種別 被害状況 備考 

21.2 浅間山噴火 
降灰により農作物被害（ホウレンソ

ウ、コマツナ、ブロッコリー、ネギ） 
 

21.10  台風 18 号 農道崩壊１箇所／非住宅倒壊１棟  

22.7  集中豪雨 床下浸水８棟（８世帯）  

23.3  
東日本 

大震災 

負傷者４名 

住宅一部損壊 17 棟 
 

24.5 強風 負傷者(軽傷)１名  

25.9 台風 18 号 住宅一部損壊２棟  

26.2  大雪 
死者１名／重傷者５名／軽傷者９名 
被害住家 1,707 棟／非住家 2,119 件 

被害総額 1,983,970 千円 

26.4 強風 住家一部破損２棟  

27.8 
強風、強雨及

び降ひょう害 

住家一部破損３棟、非住家被害 14 棟 
農作物被害 
（コンニャクイモ、ナス） 

 

令和 

元.5 
降ひょう害 

農作物被害 
（ナシ、ウメ、路地ナス、たまねぎ） 

 

元.10 

令和元年 

東日本台風 

(台風 19 号) 

死者３名／軽傷者３名 
住家全壊 12 棟／住家半壊７棟／住家
一部破損 27 棟／非住家被害３棟／鏑
川堤防護岸流出(星田)44.2m／市道・
農道崩壊／公園等文教施設・水道施設
等多数 

公共土木施設災害 
(県･市町村)1,476,488 千円 

（引用：富岡市地域防災計画） 
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 強靱化の基本的な考え方 

 基本目標 

国の基本計画及び県地域計画を踏まえ、４つの基本目標を設定します。 

 

いかなる災害等が発生しようとも、 

１ 人命の保護が最大限図られること 

２ 市及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けずに維持されること 

３ 市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

４ 迅速な復旧・復興 

 

 

 基本的な方針 

本市の強靱化を進めるにあたっての基本的な方針は、国の基本計画及び県地域計画を踏

まえ、次のとおりとします。 

本市の取り組みにあたっては、国や群馬県、民間の取り組みと連携して、総合的に推進

することとします。 

 

(１) 取り組み姿勢 

①本市の強靱性を損なう本質的原因を地理的・地形的・気象的特性のみならず、人口の減

少や人口構成の変化などあらゆる側面から検討しつつ、取り組みにあたること 

②時間管理概念を持ちつつ、長期的な視野を持って計画的な取り組みにあたること 

③本市の経済社会システムが有する潜在力、抵抗力、回復力、適応力を強化すること 

 

(２) 適切な施策の組み合わせ 

④災害リスクや地域の状況等に応じて、防災施設の整備、施設の耐震化、代替施設の確保

等のハード対策と訓練・防災教育等のソフト対策を適切に組み合わせて効果的に施策を

推進すること 

⑤｢自助」､「共助」及び「公助」を適切に組み合わせ、国、県、住民、民間事業者等と適

切に連携及び役割分担して取り組むこと 

⑥非常時に防災・減災等の効果を発揮するのみならず、平時にも有効に活用される対策と

なるよう工夫すること 
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(３) 効率的な施策の推進 

⑦人口の減少等に起因する市民の需要の変化、社会資本の老朽化等を踏まえるとともに、

財政資金の効率的な使用による施策の持続的な実施に配慮して、施策の重点化を図るこ

と 

⑧既存の社会資本を有効活用すること等により、費用を縮減しつつ効率的に施策を推進す

ること 

⑨限られた資金を最大限に活用するため、国の施策や民間資金の積極的な活用を図ること 

⑩施設等の効率的かつ効果的な維持管理に資すること 

 

(４) 地域の特性に応じた施策の推進 

⑪人のつながりやコミュニティ機能を向上するとともに、市内各地域において強靱化を推

進する担い手が適切に活動できる環境整備に努めること 

⑫女性、高齢者、子ども、障害者、外国人等に十分配慮して施策を講じること 

 

 



第３章 脆弱性評価 

１６ 

 脆弱性評価 

 評価の枠組み及び手順 

基本法第９条において、国土強靱化に関する施策は、国土強靱化を図る上で必要な事項

を明らかにするために、大規模自然災害等に対する脆弱性の評価（以下「脆弱性評価」と

いいます。）を行なった上で策定及び実施されるものとすると規定されており、国の基本

計画及び県地域計画においても、脆弱性評価の結果を踏まえ、国土強靱化に必要な施策の

推進方針が定められています。 

本市としても、強靱化に関する施策の推進に必要な事項を明らかにするため、国・県が

示した評価手法等を参考に、次の手順により脆弱性評価を実施しました。 

 

【脆弱性評価の手順】 

１ 「想定する大規模自然災害」の設定 

  

２ 
「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）」の設定 

  

３ 「施策分野」の設定 

 
 

４ 
「起きてはならない最悪の事態」ごとに、脆弱性の分析・評価（現状）を 

実施するとともに、これを回避するための施策を洗い出し 
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(１) 「想定する大規模自然災害」の設定 

国の基本計画及び県地域計画では、想定する自然災害として「大規模自然災害全般」を

対象としています。そのため、本市においても、富岡市地域防災計画で想定する主な災害

を中心に､表８のとおり「大規模自然災害全般」を対象とします。 

 

表８ 富岡市で想定する大規模自然災害 

自然災害の種類 災害の規模 

地震災害 
関東平野北西縁断層帯主部による大地震 

(Ｍ8.1，市内最大震度７)を想定 

風水害・雪害 

水害 記録的な大雨等による大規模水害を想定 

土砂災害 記録的な大雨や地震等による大規模土砂災害を想定 

暴風災害 台風や竜巻、突風など大規模暴風災害を想定 

雪害 記録的な大雪等による大規模雪害を想定 

その他災害 
道路事故災害、危険物等災害、 

大規模火災、林野火災、火山災害 

 

 

(２) 「事前に備えるべき目標」の設定 

本市で想定する大規模自然災害（表８）や本市の特色を踏まえ、あらゆるリスクを見据

えつつ、どんな事が起ころうとも最悪の事態に陥る事を避けられるように「強靱」な行政

機能や地域社会、地域経済を事前に作り上げていこうとする目標として、８つの「事前に

備えるべき目標」を、以下のとおり設定しました。 

 

A．直接死を最大限防ぐ 

B．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 

C．必要不可欠な行政機能・情報通信機能・情報サービスを確保する 

D．経済活動を機能不全に陥らせない 

E．ライフライン、地域交通網等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる 

F．制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

G．地域社会・地域経済が迅速に再建・回復できる条件を整備する 

H．災害に強い人づくり・地域づくりをする 
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(３) 「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」の設定 

８つの「事前に備えるべき目標」の達成の妨げとなることが想定される最悪の事態とし

て、36 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。 

表９～表１１に、本市における「事前に備えるべき目標」及び「起きてはならない最悪

の事態（リスクシナリオ）」を整理します。 

 

表９ 「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）」(1/3) 

事前に 

備えるべき目標 
No. 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ） 

A 直接死を最

大限防ぐ 
A-1 

地震等による建築物等の大規模倒壊や火災（林野火災含む）

による多数の死傷者の発生（二次被害を含む） 

A-2 
気候変動の影響により大規模水害が発生し、広域かつ長期的

な氾濫・浸水をもたらすことによる多数の死傷者数の発生 

A-3 
豪雨や大地震に伴う大規模な土砂災害による多数の死傷者の

発生 

A-4 積雪や路面凍結による交通事故等に伴う死傷者の発生 

A-5 
情報伝達の不備や防災意識の低さ等に起因した避難行動の遅

れ等による多数の死傷者の発生 

B 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 

B-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 

B-2 長期にわたる孤立地域等の発生 

B-3 消防、警察等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

B-4 
医療施設・福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ル

ート・エネルギー供給の途絶による医療・福祉機能の麻痺 

B-5 
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(感染症まん延を含む) 

B-6 観光客等の帰宅困難者の発生 

B-7 避難所が適切に運営できず避難所の安全確保ができない事態 

B-8 
避難行動要支援者への支援の不足等により、要配慮者に多数

の死傷者が発生する事態 

B-9 
消防団員の被災、道路の阻絶・浸水、ポンプ車の故障、防火

水槽・消火栓の損壊等により、消防団の機能発揮が困難 

B-10 
住民の多数被災、自主防災組織倉庫の被災等により、自主防

災組織としての救援・消火活動が殆どできない事態の発生 

B-11 

福祉避難所開設のための支援スタッフや救援物資提供の遅延

により、民間社会福祉施設を活用した福祉避難所の開設がで

きない 

B-12 車中泊避難等の多数発生による健康被害の発生 
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表１０ 「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）」(2/3) 

事前に 

備えるべき目標 
No. 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ） 

C 必要不可欠

な行政機能

・情報通信

機能・情報

サービスを

確保する 

C-1 
被災により現地の警察機能が大幅に低下することによる治安

の悪化、信号機の全面停止等による重大事故の多発 

C-2 
市職員・施設等の被災による市職員の参集困難に伴う初動対

応の低下、行政機能の大幅な低下(感染症まん延を含む) 

C-3 
受援（支援物資や広域応援等）拠点及び輸送施設の被災によ

る受援機能の大幅な低下 

C-4 
甚大な被害を受けた近隣の市町村や民間企業との相互応援体

制が麻痺 

C-5 

災害時に活用する情報サービス（コンピューターシステムや

防災無線等）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 

D 経済活動を

機能不全に

陥らせない 

D-1 
サプライチェーンの寸断や用水・エネルギー供給の停止等に

よる経済活動及び市場への物資・食料供給等の停滞 

E ライフライ

ン、地域交

通網等の被

害を最小限

に留めると

ともに、早

期に復旧さ

せる 

E-1 電気・ガス・水道等ライフラインの長期にわたる停止 

E-2 
緊急輸送道路等の県外との基幹交通及び地域交通ネットワー

クの機能停止 

F 制御不能な

複合災害・

二次災害を

発生させな

い 

F-1 農業用ため池等の損壊・機能不全による二次災害の発生 

F-2 有害物質の大規模拡散・流出 

F-3 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

F-4 火山噴火の降灰による地域社会への甚大な影響 

F-5 風評被害等による地域経済等への甚大な影響 
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表１１ 「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）」(3/3) 

事前に備えるべ

き目標 
No. 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ） 

G 地域社会・

地域経済が

迅速に再建

・回復でき

る条件を整

備する 

G-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 

G-2 

復旧・復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、ボ

ランティア、建設業関連、地域に精通した技術者等）の不足

により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

G-3 
富岡製糸場をはじめとした文化財等の被災や地域コミュニテ

ィの崩壊等による有形・無形の文化の衰退・損失 

G-4 
被災者の住居や職の確保等の遅延による生活再建が大幅に遅

れる事態 

G-5 
土地利用の混乱に伴う境界情報の消失等により、復興事業に

着手できない事態 

H 災害に強い

人づくり・

地域づくり

をする 

H-1 
人口減少・高齢化が進むことにより、地域防災力の低下が生

じる事態 
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(４) 「施策分野」の設定 

本計画では効果的に強靱化を推進するため、県地域計画における施策分野及び富岡市総

合計画におけるまちづくりの方向性（基本目標）を踏まえて、以下の６つの個別施策分野

を設定しました。 

 

表１２ 本計画で採用する施策分野 

個別施策分野 

１ 環境・安全 

２ 都市基盤 

３ 産業・経済 

４ 教育・文化 

５ 健康・福祉 

６ 市民協働・行政運営 

 

 

(５) 「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」に対する脆弱性評価 

本節「(３)「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」の設定」で設定した 36

項目の「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」ごとに、最悪の事態を回避す

るために必要となる事項等について、本市の施策の進捗を踏まえた現状分析（脆弱性評価）

を実施しました。 

また、現状分析（脆弱性評価）の結果を踏まえ、本市の強靱化を推進する施策を表１３

のとおり整理しました。施策の整理にあたっては、富岡市総合計画との調和・整合を図る

ため、富岡市総合計画の施策体系と一致させています。 

評価の結果は、次節「２．「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」に対する脆弱

性評価の結果」で整理します。 

なお、施策ごとの現状（課題や進捗）及び推進方針については、「第４章 強靱化の推進

方針」で整理します。 
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表１３ 強靱化を推進する 27 施策 

No. 施策 個別施策分野 

1-1 低炭素・循環型社会の構築 

１ 環境・安全 
1-2 安心して暮らせる環境の整備 

1-3 防災・防犯・安全確保体制の充実 

1-4 消防体制の充実 

2-1 水道事業の充実 

２ 都市基盤 

2-2 下水道・浄化槽の整備推進 

2-3 安全で利便性の高い都市基盤の整備 

2-4 快適で美しい都市環境の整備 

2-5 豊かな住環境の形成 

2-6 公共交通の確保と利便性の向上 

3-1 農林業振興の推進 ３ 産業・経済 

4-1 学校教育の充実 

４ 教育・文化 

4-2 学校教育施設の充実 

4-3 生涯学習活動の充実 

4-4 スポーツ・レクリエーションの充実 

4-5 富岡製糸場の保存と整備活用 

4-6 歴史・伝統・文化資源の保存と活用 

4-7 文化活動の充実 

5-1 高齢者支援の充実 

５ 健康・福祉 
5-2 地域福祉の充実 

5-3 子育て支援の充実 

5-4 保健・医療・救急体制の充実 

6-1 市民協働の推進 

６ 市民協働・行政運営 

6-2 移住定住対策の推進 

6-3 富岡ブランドの推進（シティプロモーション） 

6-4 質の高い市民サービスの提供 

6-5 持続可能な行政運営 
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 「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」に対する脆弱性評価の結果 

本市の地域特性や施策の現状を踏まえて行なった脆弱性評価の結果について、ポイント

は次のとおりです。 

 

①ハード対策とソフト対策の両面による総合的な対策の推進が必要 
建築物等の耐震化や河川整備などのハード対策を着実に推進していくとともに、富

岡市防災マップの普及や自主防災組織の充実強化などのソフト対策も適切に組み合

わせた総合的な対策を推進する必要があります。 

②自助・共助の更なる充実が必要 
市民や事業者による防災教育・防災訓練等の取り組みにより自助・共助を促進し、

地域防災力の向上を図る必要があります。 

③多様な実施主体の連携が必要 
本市の強靱化を推進するためには、本市に関わるそれぞれの実施主体が、自らの果

たすべき役割に応じた取り組みを相互に連携を図りながら進める必要があります。 

④防災・減災と地域成長を両立させた地域づくりが必要 
農林業の振興、担い手の確保と育成等の地域成長に関わる施策と併せて、防災・減

災対策を行ない、地域の活力向上と地域の強靱化の両輪で施策に取り組む必要があ

ります。 

 

 

以降からは、「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」に対する脆弱性評価

の結果について、リスクシナリオごとに掲載します。 

あわせて、「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」を回避するために推進

すべき施策を整理します。 
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(１) 事前に備えるべき目標：A．直接死を最大限防ぐ 

事前に備えるべき目標 A 直接死を最大限防ぐ 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
A-1 

地震等による建築物等の大規模倒壊や火災（林

野火災含む）による多数の死傷者の発生（二次

被害を含む） 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

住宅・多数の者が利用する建築物の耐震化 

・市内の住宅や多数の者が利用する建築物（耐震改修促進法第 14条第 1号）の耐震化率

は、それぞれ 73.0％（2020）、90.2％（2020）となっています。全国平均（同 87.0％

（2018）、89.0％（2018））と比べると、住宅は下回っており、大幅な耐震化が必要

です。 

・本市は、９団地、59 棟、520 戸の市営住宅を管理しており、このうちすでに耐用年数

を経過した住棟が 28 棟、富岡市市営住宅長寿命化計画期間内（2029.3 まで）に耐用

年数を経過する住棟を含めると全体の半数を超える状況です（2020.2）。 

・病院、社会福祉施設等の民間施設も同様に、利用者の安全確保はもちろん、災害時に

避難場所や救護用施設として利用されることもあることから、耐震化を進める必要が

あります。 

・その他、一時的に大人数での利用が想定される施設についても、利用者の安全確保の

ため、耐震化や老朽化対策を進める必要があります。 

緊急輸送道路沿道建築物等の耐震化 

・道路を閉塞する恐れがある建築物の耐震化率は、36.1%(2020)にとどまり、大規模地

震により倒壊した建築物やブロック塀等が、緊急輸送道路を閉塞し、迅速かつ円滑な

避難や救助・救命活動、緊急物資の輸送等へ影響が生じることが懸念されます。 

空き家対策 

・平成 30 年住宅・土地統計調査によると、本市の空き家率は 14.4％（2018）と、全国

平均（13.6％（2018））を上回っています。2013 年（16.4%）に比べ減少傾向です

が、危険な空き家への指導を引き続き行なっていく必要があります。 

造成宅地災害対策 

・本市は、群馬県によって大規模地震により宅地の崩壊の危険性がある大規模盛土造成

地マップ（谷埋め型盛土造成地）が公表されています。 

被災宅地・建築物の応急危険度判定体制の整備 

・地震によって広範囲にわたって宅地や建築物が被災した場合、これらの崩壊等による

二次災害の発生が懸念されます。 
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市街地の整備、電柱の無電柱化 

・地震時等に危険な密集市街地など大規模火災のリスクの高い地域があります。 

・｢群馬県無電柱化推進計画 2019」で計画路線として指定されている緊急輸送道路の無

電柱化について、本市が管理する区間では、整備が完了していない区間があります。

加えて、本市の幹線街路の舗装改修率は 37.8％（2020）にとどまります。 

緊急輸送道路等の確保 

・市内の緊急輸送道路のほか、輸送拠点などの防災拠点やインターチェンジを結ぶ区間

も緊急輸送路に準ずる道路として位置付け、安全性の向上や災害時の啓開体制の整備

を進める必要があります。 

都市公園の整備 

・市内の都市公園 15 箇所(2020.9)のうち防災公園として位置付けられている公園数は 0

箇所（2021.6）となっています。 

避難誘導体制の整備 

・現在指定している避難所や地域避難所だけでは、避難が必要となる市民を全員収容す

ることはできません。また、全員収容できるような避難所や地域避難所を市内に確保

することは、群馬県内ひいては全国を見ても対応できている市町村は確認できませ

ん。このため、避難所の指定を進めるほか、親戚・知人宅や車中泊などの分散避難の

考え方を広く市民に周知する必要があります。 

・令和元年東日本台風からも明らかなように、気象庁や本市から気象情報や避難情報を

発表・発令しても、避難行動をとることができる方は限られます（正常性バイアスの

影響など）。また、市民一人ひとりに適切な情報を届けることにも限界があります。

このため、関係機関との連携体制を構築するとともに、避難訓練の実施を進める必要

があります。 

地域防災力の向上 

・地域が一丸となった災害対応体制を構築するためには、自助・共助を促す取り組みが

必要です。まず、市民が安全に避難するためには、家具類の固定が極めて重要となり

ますが、その固定率は 3.8％（群馬県内、2019.3）にとどまっています。さらに、消

防団の機能強化や自主防災組織の結成・活性化を図り、地域全体の協力体制を推進し

ていく必要があります。 

防災訓練の充実、防災教育の推進、防災意識の啓発 

・本市では、毎年１回防災訓練を実施していますが、今後も継続して、より多くの市民

の参加による実践的な訓練に取り組む必要があります。 

・学校における防災教育を推進する必要があります。 

・市民の防災意識の高揚と防災知識の普及を図る必要があります。 
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起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

1-2 安心して暮らせる環境の整備 

1-3 防災・防犯・安全確保体制の充実 

2-3 安全で利便性の高い都市基盤の整備 

2-5 豊かな住環境の形成 

4-1 学校教育の充実 

4-2 学校教育施設の充実 

4-3 生涯学習活動の充実 

4-4 スポーツ・レクリエーションの充実 

4-5 富岡製糸場の保存と整備活用 

4-7 文化活動の充実 

5-1 高齢者支援の充実 

5-2 地域福祉の充実 

5-3 子育て支援の充実 

6-4 質の高い市民サービスの提供 

6-5 持続可能な行政運営 
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事前に備えるべき目標 A 直接死を最大限防ぐ 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
A-2 

気候変動の影響により大規模水害が発生し、広

域かつ長期的な氾濫・浸水をもたらすことによ

る多数の死傷者数の発生 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

集中豪雨等による外水（河川）氾濫対策 

・県管理河川のほか、富岡市管理河川として準用河川（山崎川及びイゴ田川）の氾濫が

想定されます。 

洪水からの住民避難を促す河川情報の提供 

・近年頻発する想定を超える降雨や局地的豪雨を踏まえ、洪水時における市民の迅速か

つ円滑な避難に役立つよう、浸水想定区域や避難に関する情報を記載した「富岡市防

災マップ」を作成・配布していますが、緊急時に活用できるように平時から様々な機

会を活用して、普及促進する必要があります。 

・市民や市職員の河川水位に対する理解不足や情報待ちの姿勢があることから、関心を

高める広報周知や教育の機会の創出を進める必要があります。 

浸水の早期解消 

・河川施設の応急復旧を迅速に行なえる体制を整備するとともに、自走式排水ポンプ車

等必要な資機材を所有する機関と連携するなど、速やかに排水作業を行なえる体制を

構築する必要があります。 

避難指示等の発令体制の整備 

・令和３年５月に名称変更された避難情報について、市民及び市職員への浸透を図るた

めに、様々な機会を活用して、浸透を図る必要があります。 

・近年頻発する想定を超える降雨や局地的豪雨を踏まえ、必要に応じて、避難情報の発

令基準の見直しを行なう必要があります。 

避難誘導体制の整備 

・現在指定している緊急避難場所（避難所）や地域避難所だけでは、避難が必要となる

市民を全員収容することはできません。また、全員収容できるような緊急避難場所

（避難所）や地域避難所を市内に確保することは、群馬県内ひいては全国を見ても対

応できている市町村はありません。このため、避難所の指定を進めるほか、親戚・知

人宅や車中泊などの分散避難の考え方を広く市民に周知する必要があります。 

・令和元年東日本台風からも明らかなように、気象庁や本市から気象情報や避難情報を

発表・発令しても、避難行動をとることができる方は限られます（正常性バイアスの

影響など）。また、市民一人ひとりに適切な情報を届けることにも限界があります。

このため、関係機関との連携体制を構築するとともに、避難訓練の実施を進める必要

があります。 
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地域防災力の向上 

・地域が一丸となった災害対応体制を構築するためには、自助・共助を促す取り組みが

必要です。現在、地区ごとに自主避難計画作成の取り組みを進めていますが、これを

市内全地区で作成する必要があります。加えて、消防団の機能強化や自主防災組織の

結成・活性化を図り、地域全体の協力体制を推進していく必要があります。 

防災訓練の充実、防災教育の推進、防災意識の啓発 

・本市では、毎年１回防災訓練を実施していますが、今後も継続して、より多くの市民

の参加による実践的な訓練に取り組む必要があります。 

・学校における防災教育を推進する必要があります。 

・市民の防災意識の高揚と防災知識の普及を図る必要があります。 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

1-1 低炭素・循環型社会の構築 

1-3 防災・防犯・安全確保体制の充実 

2-3 安全で利便性の高い都市基盤の整備 

2-5 豊かな住環境の形成 

4-1 学校教育の充実 

4-4 スポーツ・レクリエーションの充実 

5-1 高齢者支援の充実 

5-2 地域福祉の充実 

5-3 子育て支援の充実 

6-4 質の高い市民サービスの提供 
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事前に備えるべき目標 A 直接死を最大限防ぐ 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
A-3 

豪雨や大地震に伴う大規模な土砂災害による多

数の死傷者の発生 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

地すべりや土石流等、土砂災害対策 

・土砂災害警戒区域内にあるがけ地の現地調査の結果を踏まえて、がけ地所有者等へ改

善の実施に向けた働きかけや技術的なアドバイスを行なうとともに、助成金制度を活

用した対策を促進するなど、総合的ながけ地対策を進めていく必要があります。 

農山村地域における防災対策 

・洪水防止や土砂崩壊防止機能など農業・農村の有する多面的機能を維持・発揮するた

め、地域や施設の状況を踏まえ、農地や農業用水利施設等の生産基盤整備を着実に推

進する必要があります。 

流木災害対策の推進 

・流木による河道閉塞や氾濫、家屋の破壊等の被害の可能性があることから、流木対策

施設の整備や立木の管理を推進する必要があります。 

土砂災害に対する警戒避難体制の整備 

・近年頻発する想定を超える降雨や局地的豪雨を踏まえ、土砂災害時における市民の迅

速かつ円滑な避難に役立つよう、土砂災害警戒区域等や避難に関する情報を記載した

「富岡市防災マップ」を作成・配布していますが、緊急時に活用できるように平時か

ら様々な機会を活用して、普及促進する必要があります。 

避難指示等の発令体制の整備 

・令和３年５月に名称変更された避難情報について、市民及び市職員への浸透を図るた

めに、様々な機会を活用して、浸透を図る必要があります。 

・近年頻発する想定を超える降雨や局地的豪雨を踏まえ、必要に応じて、避難情報の発

令基準の見直しを行なう必要があります。 

避難誘導体制の整備 

・現在指定している緊急避難場所（避難所）や地域避難所だけでは、避難が必要となる

市民を全員収容することはできません。また、全員収容できるような緊急避難場所

（避難所）や地域避難所を市内に確保することは、群馬県内ひいては全国を見ても対

応できている市町村はありません。このため、避難所の指定を進めるほか、親戚・知

人宅や車中泊などの分散避難の考え方を広く市民に周知する必要があります。 

・令和元年東日本台風からも明らかなように、気象庁や本市から気象情報や避難情報を

発表・発令しても、避難行動をとることができる方は限られます（正常性バイアスの

影響など）。また、市民一人ひとりに適切な情報を届けることにも限界があります。

このため、関係機関との連携体制を構築するとともに、避難訓練の実施を進める必要

があります。 
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地域防災力の向上 

・地域が一丸となった災害対応体制を構築するためには、自助・共助を促す取り組みが

必要です。現在、地区ごとに自主避難計画作成の取り組みを進めていますが、これを

市内全地区で作成する必要があります。加えて、消防団の機能強化や自主防災組織の

結成・活性化を図り、地域全体の協力体制を推進していく必要があります。 

防災訓練の充実、防災教育の推進、防災意識の啓発 

・本市では、毎年１回防災訓練を実施していますが、今後も継続して、より多くの市民

の参加による実践的な訓練に取り組む必要があります。 

・学校における防災教育を推進する必要があります。 

・市民の防災意識の高揚と防災知識の普及を図る必要があります。 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

1-1 低炭素・循環型社会の構築 

1-3 防災・防犯・安全確保体制の充実 

2-3 安全で利便性の高い都市基盤の整備 

2-5 豊かな住環境の形成 

3-1 農林業振興の推進 

4-1 学校教育の充実 

4-4 スポーツ・レクリエーションの充実 

5-1 高齢者支援の充実 

5-2 地域福祉の充実 

5-3 子育て支援の充実 

6-4 質の高い市民サービスの提供 
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事前に備えるべき目標 A 直接死を最大限防ぐ 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
A-4 

積雪や路面凍結による交通事故等に伴う死傷者

の発生 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

除雪体制の確保 

・除雪を確実に行なうための除雪機械の充実や民間委託を含めた除雪体制の強化を図る

必要があります。 

・道路管理者（民間委託も含む）だけでは、早急かつきめ細かい除雪対応に限界がある

ことから、自治会等も含めた除雪作業の効率化を図るため、いざという時の除雪体制

を構築しておく必要があります。 

路面の凍結防止対策 

・坂道等での路面凍結による事故を防ぐため、危険個所に凍結防止剤を散布する必要が

あります。 

暴風雪時における道路管理体制の強化、情報提供の実施 

・道路交通状況や降雪状況を踏まえた効果的な除雪体制の整備及び暴風雪時の適切な情

報提供（通行止めや不要不急の外出の抑制等）を行なう必要があります。 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

1-3 防災・防犯・安全確保体制の充実 

2-3 安全で利便性の高い都市基盤の整備 

5-2 地域福祉の充実 

5-3 子育て支援の充実 

6-4 質の高い市民サービスの提供 
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事前に備えるべき目標 A 直接死を最大限防ぐ 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
A-5 

情報伝達の不備や防災意識の低さ等に起因した

避難行動の遅れ等による多数の死傷者の発生 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

市民等への情報伝達 

・住民等へ迅速かつ確実に災害情報を伝達するため、防災行政無線（同報系）の整備や

Ｊ－アラートの自動起動機の整備、緊急速報メールへの対応などの取り組みを進めて

います。そのほか、ホームページ、SNS など情報発信の多様化を図っていますが、い

ざという時に迅速かつ確実に伝達する体制の構築やマニュアルの整備などを進める必

要があります。 

避難情報の精度向上及び迅速な提供 

・関係機関や市民がより適時・的確な防災行動・対策がとれるよう、土砂災害警戒情報

や道路の被災状況、交通規制状況、河川水位情報等の防災情報を参考とした避難情報

の精度向上や迅速な提供を行なう必要があります。また必要に応じ、情報提供のため

のホームページの改善や、電子機器以外の情報伝達手段の検討を行なう必要がありま

す。 

避難指示等の発令体制の整備 

・令和３年５月に名称変更された避難情報について、市民及び市職員への浸透を図るた

めに、様々な機会を活用して、浸透を図る必要があります。 

・近年頻発する想定を超える降雨や局地的豪雨を踏まえ、必要に応じて、避難情報の発

令基準の見直しを行なう必要があります。 

災害時要配慮者支援 

・避難行動要支援者について、「富岡市避難支援プラン」に基づき名簿を管理していま

すが、すべての登録者に対して、具体的な避難方法等を定めた個別計画の策定や避難

訓練の実施ができていません。 

・言語の違い等により、日本語による防災情報の理解が困難な外国人の安全を確保する

ため、県では、災害時通訳ボランティアの養成講座の開催（毎年 50人）や災害時多言

語支援センターの運営、外国人住民が避難所の生活を模擬体験できる訓練を実施して

いる。本市としても、人材育成の観点から、県の取り組みへの参加を斡旋するなどし

て、災害時の外国人住民支援体制を充実強化する必要があります。 

防災訓練の充実、防災教育の推進、防災意識の啓発 

・本市では、毎年１回防災訓練を実施していますが、今後も継続して、より多くの市民

の参加による実践的な訓練に取り組む必要があります。 

・学校における防災教育を推進する必要があります。 

・市民の防災意識の高揚と防災知識の普及を図る必要があります。 
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起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

1-3 防災・防犯・安全確保体制の充実 

2-3 安全で利便性の高い都市基盤の整備 

2-5 豊かな住環境の形成 

4-1 学校教育の充実 

4-3 生涯学習活動の充実 

4-4 スポーツ・レクリエーションの充実 

5-1 高齢者支援の充実 

5-2 地域福祉の充実 

5-3 子育て支援の充実 

6-1 市民協働の推進 

6-3 富岡ブランドの推進（シティプロモーション） 

6-4 質の高い市民サービスの提供 
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(２) 事前に備えるべき目標：B．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 

事前に備えるべき目標 B 

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 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
B-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 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

水道施設の耐震化・老朽化対策 

・水道施設の耐震化率は、水道管が 17.9％（2020）、浄水場が 0％（2020）、配水池が

21.0％（2020）にとどまっています。施設の老朽化対策と併せ、耐震化を着実に進め

る必要があります。 

要配慮者（難病患者等）への医療的支援 

・在宅で人工呼吸器等を使用している患者については、災害時の停電に備え、在宅にお

ける電力確保が必要です。避難行動要支援者については、「富岡市避難支援プラン」

に基づき名簿を管理していますが、すべての登録者に対して、具体的な避難方法等を

定めた個別計画の策定ができていません。このため、個別計画の作成を進めるととも

に、計画作成時に電力確保をお願いするなど、平時からの備えの促進を図る必要があ

ります。 

緊急輸送道路沿道建築物等の耐震化 

・道路を閉塞する恐れがある建築物の耐震化率は、36.1%(2020)にとどまり、大規模地

震により倒壊した建築物やブロック塀等が、緊急輸送道路を閉塞し、迅速かつ円滑な

避難や救助・救命活動、緊急物資の輸送等へ影響が生じることが懸念されます。 

緊急輸送道路等の確保 

・市内の緊急輸送道路のほか、輸送拠点などの防災拠点やインターチェンジを結ぶ区間

も緊急輸送路に準ずる道路として位置付け、安全性の向上や災害時の啓開体制の整備

を進める必要があります。 

災害ボランティアの受入に係る連携体制の整備 

「群馬県市町村災害時受援体制ガイドライン」等に基づき、災害ボランティアの受入体

制を構築するなど、地域の「受援力」を高める取り組みを推進するとともに、平時か

ら、関係機関・団体のネットワーク（顔の見える関係）の構築を図る必要がありま

す。 

ヘリコプターの運航確保 

・ヘリコプターの機動力を活かした活動が必要となることから、富岡市地域防災計画で

も規定されているヘリポート予定地の整備や県との合同訓練等の実施により、連携体

制を確保する必要があります。 
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食料等の備蓄 

・本市における備蓄については、その時の社会情勢に応じて、計画的な更新を行なう必

要があります。しかし、本市における備蓄にも限界があることから、全ての家庭にお

いて３日分以上の食料等の備蓄を推奨していますが、家庭における食料等の備蓄を一

層促進するため、引き続き啓発活動を行なう必要があります。 

協定に基づく支援体制の確立 

・災害時における資機材や人員の派遣、物資や医薬品等の調達等に関する協定を締結し

ていますが、引き続き、相手方と定期的な情報交換や緊急時連絡体制の確認を行なう

とともに、防災訓練等を通じて連携体制の強化を図り、実効性を高める必要がありま

す。 

応急給水体制等の整備 

・災害時において、被災者が必要とする最低限の飲料水の供給が確保できるよう、引き

続き、速やかな応急給水や復旧活動体制の整備を進める必要があります。 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

1-3 防災・防犯・安全確保体制の充実 

2-1 水道事業の充実 

2-3 安全で利便性の高い都市基盤の整備 

2-6 公共交通の確保と利便性の向上 

4-2 学校教育施設の充実 

4-4 スポーツ・レクリエーションの充実 

5-3 子育て支援の充実 
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事前に備えるべき目標 B 

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 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
B-2 長期にわたる孤立地域等の発生 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

地すべりや土石流等、土砂災害対策 

・土砂災害警戒区域内にあるがけ地の現地調査の結果を踏まえて、がけ地所有者等へ改

善の実施に向けた働きかけや技術的なアドバイスを行なうとともに、助成金制度を活

用した対策を促進するなど、総合的ながけ地対策を進めていく必要があります。 

孤立集落アクセスルートの確保 

・土砂災害や大雪等による道路の寸断により孤立の恐れのある集落を結ぶ路線につい

て、災害時の道路通行規制により孤立が発生し、緊急物資の輸送や避難路の確保が困

難になることが想定されます。 

除雪体制の確保 

・除雪を確実に行なうための除雪機械の充実や民間委託を含めた除雪体制の強化を図る

必要があります。 

・道路管理者（民間委託も含む）だけでは、早急かつきめ細かい除雪対応に限界がある

ことから、自治会等も含めた除雪作業の効率化を図るため、いざという時の除雪体制

を構築しておく必要があります。 

孤立のおそれのある集落との通信手段の確保 

・孤立のおそれのある集落において、道路の寸断等により孤立した場合に備えて確実な

通信手段の確保のため、衛星携帯電話、防災行政無線等の非常用通信設備の整備を促

進する必要があります。 

ヘリコプターの運航確保 

・ヘリコプターの機動力を活かした活動が必要となることから、富岡市地域防災計画で

も規定されているヘリポート予定地の整備や県との合同訓練等の実施により、連携体

制を確保する必要があります。 

ヘリコプター離着陸可能場所の確保 

・孤立のおそれのある集落において、急患や物資の輸送を行う際に必要となるヘリコプ

ターの離着陸場所の確保を促進する必要があります。 

要配慮者（難病患者等）への医療的支援 

・在宅で人工呼吸器等を使用している患者については、災害時の停電に備え、在宅にお

ける電力確保が必要です。避難行動要支援者については、「富岡市避難支援プラン」

に基づき名簿を管理していますが、すべての登録者に対して、具体的な避難方法等を

定めた個別計画の策定ができていません。このため、個別計画の作成を進めるととも
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に、計画作成時に電力確保をお願いするなど、平時からの備えの促進を図る必要があ

ります。 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

1-3 防災・防犯・安全確保体制の充実 

2-3 安全で利便性の高い都市基盤の整備 

2-6 公共交通の確保と利便性の向上 

3-1 農林業振興の推進 

4-3 生涯学習活動の充実 

5-1 高齢者支援の充実 

5-2 地域福祉の充実 

6-1 市民協働の推進 
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事前に備えるべき目標 B 

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 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
B-3 

消防、警察等の被災等による救助・救急活動等

の絶対的不足 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

消防関係施設の耐震化・老朽化対策 

・現在、富岡消防署（消防本部）の建設計画が進んでいますが、市内の分署、消防団詰

所についても耐震化・老朽化対策をより一層促進する必要があります。 

災害に備えた道路環境の整備 

・災害発生により、車両の通行を禁止又は制限した場合においても早急に災害応急対策

ができるよう、市公用車や民間事業者（医療機関や建設業）の車両について、緊急通

行車両及び規制除外車両の事前届出制度の活用を進める必要があります。 

災害対応力の強化 

・富岡甘楽広域消防において、消防職員の人員確保や車両及び装備資機材の整備ととも

に、後方支援部門の態勢強化を図る必要があります。 

・消防団においては、少子高齢化や社会環境等の変化に伴い団員数が減少傾向にある中

で、団員確保対策をはじめとした、体制・装備・訓練の充実強化を進める必要があり

ます。 

・救助・救急活動等について、県外から派遣される緊急消防援助隊の受入等における調

整機能の充実を図る必要があります。 

・消防、警察、自衛隊等の防災関係機関において、実践的な訓練を通じた対処技術の向

上や防災関係機関相互の連携強化を推進し、災害対応力の向上を図る必要がありま

す。また、各機関において、災害対応の中核となる人材を継続的に育成していく必要

があります。 

・自主防災組織の充実強化、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の充実強化、ドクターヘ

リの運航体制の充実強化、道路啓開等を担う建設業の人材確保を推進する必要があり

ます。 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

1-3 防災・防犯・安全確保体制の充実 

1-4 消防体制の充実 

2-3 安全で利便性の高い都市基盤の整備 

3-1 農林業振興の推進 

4-3 生涯学習活動の充実 

6-1 市民協働の推進 
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事前に備えるべき目標 B 

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 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
B-4 

医療施設・福祉施設及び関係者の絶対的不足・

被災、支援ルート・エネルギー供給の途絶によ

る医療・福祉機能の麻痺 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

病院、社会福祉施設の耐震化 

・病院、社会福祉施設等の民間施設においては、利用者の安全確保はもちろん、災害時

に避難場所や救護用施設として利用されることもあることから、一層の耐震化が必要

です。併せて非構造部材等の耐震対策についても促進する必要があります。 

緊急輸送道路等の確保 

・市内の緊急輸送道路のほか、輸送拠点などの防災拠点やインターチェンジを結ぶ区間

も緊急輸送路に準ずる道路として位置付け、安全性の向上や災害時の啓開体制の整備

を進める必要があります。 

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）による医療支援 

・群馬県では、災害時における医療確保のため、ＤＭＡＴの技能維持・向上を図り、ま

た、消防・警察との円滑な連携を図るため、災害医療研修や特殊災害を想定した研修

を基幹災害拠点病院とともに開催しています。災害医療体制の整備のため、県やＤＭ

ＡＴと連携した体制構築を進める必要があります。 

ヘリコプターの運航確保 

・ヘリコプターの機動力を活かした活動が必要となることから、富岡市地域防災計画で

も規定されているヘリポート予定地の整備や県との合同訓練等の実施により、連携体

制を確保する必要があります。 

緊急車両、災害拠点病院に供給する燃料の確保 

・災害時において、救助・救急にあたる緊急車両や災害拠点病院等への燃料供給が滞ら

ないように、現在、石油関係団体と協定を締結し、優先的に供給する緊急車両や災害

拠点病院等の重要施設や具体的な実施方法の確認を行なっていますが、引き続き災害

時における救助・救急等にあたる緊急車両や災害拠点病院等へ供給する燃料を確保す

る必要があります。 

・他県から来る物資等の支援や各種援助のための緊急車両に対しても、ガソリン等の燃

料の優先供給をさらに推進するため、県内各給油所及び関係機関へ周知を図る必要が

あります。 

災害福祉支援ネットワークの推進 

・群馬県により、社会福祉施設が被災した場合の相互応援について協定が締結されてい

ます（2019）。県とも協力し、協定に基づく訓練等に参加するなど、連絡連携体制の

整備を図る必要があります。 
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・群馬県では、災害時に一般避難所や福祉避難所等で福祉サービスの提供や連絡調整を

行なうため、福祉の専門職からなるチーム（災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ））を創

設しています。いざという時に迅速に派遣してもらうために、県とも協力し、協定に

基づく訓練等に参加するなど、連絡連携体制の整備を図る必要があります。 

福祉避難所の指定、周知 

・高齢者、障害者等の要配慮者の安全確保を図るため、人員や設備面で一定の配慮がな

された福祉避難所を災害対策基本法に基づき、市内４箇所で指定しています。今後も

地域の実情などを踏まえて、必要に応じて福祉避難所の指定を増やすなど検討する必

要があります。 

・福祉避難所については、その周知が十分になされておらず、被災された要配慮者に必

要な支援が行き届いていないのではとの指摘が災害発生の度になされているため、災

害時に要配慮者へ必要な支援がなされるよう、あらゆる媒体を活用し、福祉避難所に

関する情報を広く住民に周知する必要があります。 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

1-3 防災・防犯・安全確保体制の充実 

2-3 安全で利便性の高い都市基盤の整備 

2-6 公共交通の確保と利便性の向上 

5-1 高齢者支援の充実 

5-2 地域福祉の充実 

5-4 保健・医療・救急体制の充実 
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事前に備えるべき目標 B 

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 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
B-5 

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(感

染症まん延を含む) 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

下水道・浄化槽の整備 

・本市の汚⽔処理⼈⼝普及率は 63.7％であり、全国 91.7％、群⾺県 81.8％に対して、

大きく下回っています（2020）。 

・地震等により汚⽔処理施設が被災し、市⺠⽣活や公衆衛⽣等に重⼤な影響を及ぼすこ

とが懸念されるため、地震に備えた防災・減災対策を早急に推進する必要がありま

す。 

事業継続計画（下水道ＢＣＰ）の策定 

・大規模災害時における下水道事業を継続するための計画として、「富岡市業務継続計

画【震災編】」の中で、下水道所管課の業務優先順位が整理されています。これに加

え、災害時を想定して、日頃から手順の確認をしておく必要があります。 

再生可能エネルギーの導入促進 

・非常時にも最低限のエネルギーを確保できるよう、地域の防災拠点等への再生可能エ

ネルギー設備の導入を進めるなど、自立分散型エネルギーの整備を促進していく必要

があります。 

非常用電源の確保・充実 

・停電による電力供給の寸断の影響で、避難所の衛生環境の維持が困難になる可能性が

あるため、非常用電源を確保する必要があります。 

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）による医療支援 

・群馬県では、災害時における医療確保のため、ＤＭＡＴの技能維持・向上を図り、ま

た、消防・警察との円滑な連携を図るため、災害医療研修や特殊災害を想定した研修

を基幹災害拠点病院とともに開催しています。災害医療体制の整備のため、県やＤＭ

ＡＴと連携した体制構築を進める必要があります。 

感染症対策 

・災害時における感染症の発生防止のためには、平時から、必要な予防接種の勧奨や消

毒・害虫駆除についての啓発や推進が必要です。 

・避難所など平時と異なる衛生環境下での衛生状況の悪化を防ぐため、避難所における

飲料水の安全確保、室内環境の調査・助言・指導、衛生状況の悪化改善のための設備

の導入、トイレやごみ保管場所の適正管理などを行なっていく必要があります。 
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火葬能力の確保 

・かぶら聖苑は市内で唯一の火葬場施設を有しており、災害時に多数の犠牲者が発生し

た場合を想定し、早期に火葬炉を稼働するための老朽化対策の推進や業務継続に係る

計画・体制の確保などを進める必要があります。 

避難誘導体制の整備 

・現在指定している緊急避難場所（避難所）や地域避難所だけでは、避難が必要となる

市民を全員収容することはできません。また、全員収容できるような緊急避難場所

（避難所）や地域避難所を市内に確保することは、群馬県内ひいては全国を見ても対

応できている市町村はありません。このため、避難所の指定を進めるほか、親戚・知

人宅や車中泊などの分散避難の考え方を広く市民に周知する必要があります。 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

1-1 低炭素・循環型社会の構築 

1-2 安心して暮らせる環境の整備 

1-3 防災・防犯・安全確保体制の充実 

2-2 下水道・浄化槽の整備推進 

2-4 快適で美しい都市環境の整備 

4-2 学校教育施設の充実 

4-4 スポーツ・レクリエーションの充実 

5-2 地域福祉の充実 

5-4 保健・医療・救急体制の充実 
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事前に備えるべき目標 B 

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 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
B-6 観光客等の帰宅困難者の発生 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

文化財等の耐震化・老朽化対策 

・貴重な文化財として後世に引き継ぐとともに、訪れる大勢の観光客の安全を守るた

め、文化的価値を損なわないよう留意し、耐震化事業を進める必要があります。 

緊急輸送道路沿道建築物等の耐震化 

・道路を閉塞する恐れがある建築物の耐震化率は、36.1%(2020)にとどまり、大規模地

震により倒壊した建築物やブロック塀等が、緊急輸送道路を閉塞し、迅速かつ円滑な

避難や救助・救命活動、緊急物資の輸送等へ影響が生じることが懸念されます。 

緊急輸送道路等の確保 

・市内の緊急輸送道路のほか、輸送拠点などの防災拠点やインターチェンジを結ぶ区間

も緊急輸送路に準ずる道路として位置付け、安全性の向上や災害時の啓開体制の整備

を進める必要があります。 

帰宅困難者の受入体制の確保 

・本市が準備できる帰宅困難者一時滞在施設については、現時点では指定避難所での対

応となりますが、必要に応じて、ホテルなどの民間事業者等との連携強化も検討する

必要があります。 

観光客が情報を得られる環境の整備 

・本市を訪れた外国人を含む観光客に対して、観光施設等に配置した本市の観光情報を

はじめ、防災情報も取得できる Wi-Fi 設備等について、設置場所や活用方法の周知を

様々な手段を通じて行なう必要があります。 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

1-3 防災・防犯・安全確保体制の充実 

2-3 安全で利便性の高い都市基盤の整備 

2-6 公共交通の確保と利便性の向上 

6-3 富岡ブランドの推進（シティプロモーション） 

6-4 質の高い市民サービスの提供 
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４４ 

事前に備えるべき目標 B 

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 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
B-7 

避難所が適切に運営できず避難所の安全確保が

できない事態 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

避難所の耐震化 

・大規模地震災害に対して、市民の命を守り、防災機能を高め、復旧を早期実現するた

め、避難所の耐震化を推進する必要があります。 

・災害時における避難所としての機能確保のため、建物の耐震化とともに、吊り天井や

照明、内外壁などの非構造部材等の耐震対策についても促進する必要があります。 

住宅の耐震化 

・市内の住宅の耐震化率は 73.0％（2020）と、全国平均（87.0％（2018））と比べると

下回っていることから、避難所に関わる市職員や地区役員の被災や避難所を利用しな

ければならない人を減らすために、住宅の耐震化を推進する必要があります。 

避難所の開設・運営に関する体制強化 

・迅速な避難所開設・運営のためのマニュアルの普及や人員確保について体制強化の必

要があります（感染症への対応も含む）。 

・地域防災リーダーを育成するための各種研修や避難訓練を通じて、引き続き、体制の

強化を図る必要があります。 

避難誘導体制の整備 

・現在指定している緊急避難場所（避難所）や地域避難所だけでは、避難が必要となる

市民を全員収容することはできません。また、全員収容できるような緊急避難場所

（避難所）や地域避難所を市内に確保することは、群馬県内ひいては全国を見ても対

応できている市町村はありません。このため、避難所の指定を進めるほか、親戚・知

人宅や車中泊などの分散避難の考え方を広く市民に周知する必要があります。 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

1-3 防災・防犯・安全確保体制の充実 

2-4 快適で美しい都市環境の整備 

4-3 生涯学習活動の充実 

4-4 スポーツ・レクリエーションの充実 

6-1 市民協働の推進 
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４５ 

事前に備えるべき目標 B 

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 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
B-8 

避難行動要支援者への支援の不足等により、要

配慮者に多数の死傷者が発生する事態 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

災害時要配慮者支援 

・避難行動要支援者について、「富岡市避難支援プラン」に基づき名簿を管理していま

すが、すべての登録者に対して、具体的な避難方法等を定めた個別計画の策定や避難

訓練の実施ができていません。このため、関係機関との連携体制を構築するととも

に、避難訓練の実施を進める必要があります。 

・言語の違い等により、日本語による防災情報の理解が困難な外国人の安全を確保する

ため、県では、災害時通訳ボランティアの養成講座の開催（毎年 50人）や災害時多言

語支援センターの運営、外国人住民が避難所の生活を模擬体験できる訓練を実施して

いる。本市としても、人材育成の観点から、県の取り組みへの参加を斡旋するなどし

て、災害時の外国人住民支援体制を充実強化する必要があります。 

連絡・通信システムの確保 

・本市から個別世帯への直接連絡は困難なことから、各世帯に防災ラジオの無償貸与

（申請が必要）やメール配信サービス（とみおかインフォメール）への登録を促す必

要があります。 

・名簿に登録された避難行動要支援者の個別計画については、「富岡市避難支援プラ

ン」にも記載されているとおり、個人（受援側）対個人（支援側）の連絡体制では、

災害時に不通の可能性もあることから、個人（受援側）対複数（支援側）の連絡体制

にするなど、連絡体制の強化を図る必要があります。 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

1-3 防災・防犯・安全確保体制の充実 

4-3 生涯学習活動の充実 

4-4 スポーツ・レクリエーションの充実 

5-1 高齢者支援の充実 

5-2 地域福祉の充実 

6-1 市民協働の推進 
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４６ 

事前に備えるべき目標 B 

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 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
B-9 

消防団員の被災、道路の阻絶・浸水、ポンプ車

の故障、防火水槽・消火栓の損壊等により、消

防団の機能発揮が困難 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

消防団員の確保、相互応援協定等による体制構築 

・消防団については、地域住民の安全・安心を守る地域防災の中心となっていますが、

就業構造の変化や過疎化、高齢化などの影響により、消防団員の減少や高齢化が進ん

でいます。 

・大規模災害発生時には市内各地で被災する可能性があり、市単独での対応が不足する

恐れがあります。 

住宅の耐震化・防火性能等の確保 

・市内の住宅の耐震化率は 73.0％（2020）と、全国平均（87.0％（2018））と比べると

下回っていることから、消防団員の被災や救出・救助が必要となる人を減らすため

に、住宅の耐震化・防火性能等の確保を推進する必要があります。 

消防施設の耐震化・老朽化対策 

・消防機材を保管する消防団詰所の損壊等により活動が困難な状況に陥る可能性がある

ため、耐震化・老朽化対策を進める必要があります。また、必要に応じて、消防資機

材の保管場所を数箇所に分けるなど災害発生時に対応できる環境を整える必要があり

ます。 

防火水槽・消火栓の耐震化・老朽化対策 

・防火水槽・消火栓の損壊等により活動が困難な状況に陥る可能性があるため、耐震

化・老朽化対策を進める必要があります。また、必要に応じて、防火水槽・消火栓の

適正配置の検討など災害発生時に対応できる環境を整える必要があります。 

緊急輸送道路等の確保 

・市内の緊急輸送道路のほか、輸送拠点などの防災拠点やインターチェンジを結ぶ区間

も緊急輸送路に準ずる道路として位置付け、安全性の向上や災害時の啓開体制の整備

を進める必要があります。 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

1-4 消防体制の充実 

2-3 安全で利便性の高い都市基盤の整備 

4-3 生涯学習活動の充実 

6-1 市民協働の推進 

  



第３章 脆弱性評価 

４７ 

事前に備えるべき目標 B 

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 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
B-10 

住民の多数被災、自主防災組織倉庫の被災等に

より、自主防災組織としての救援・消火活動が

殆どできない事態の発生 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

住宅の耐震化・防火性能等の確保 

・市内の住宅の耐震化率は 73.0％（2020）と、全国平均（87.0％（2018））と比べると

下回っていることから、市民の被災や救出・救助が必要となる人を減らすために、住

宅の耐震化・防火性能等の確保を推進する必要があります。 

地域防災力の向上 

・地域が一丸となった災害対応体制を構築するためには、自助・共助を促す取り組みが

必要です。現在、地区ごとに自主避難計画作成の取り組みを進めていますが、これを

市内全地区で作成する必要があります。加えて、消防団の機能強化や自主防災組織の

結成・活性化を図り、地域全体の協力体制を推進していく必要があります。 

防災訓練の充実、防災教育の推進、防災意識の啓発 

・本市では、毎年１回防災訓練を実施していますが、今後も継続して、より多くの市民

の参加による実践的な訓練に取り組む必要があります。 

・学校における防災教育を推進する必要があります。 

・市民の防災意識の高揚と防災知識の普及を図る必要があります。 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

1-3 防災・防犯・安全確保体制の充実 

2-5 豊かな住環境の形成 

6-1 市民協働の推進 

 

  



第３章 脆弱性評価 

４８ 

事前に備えるべき目標 B 

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 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
B-11 

福祉避難所開設のための支援スタッフや救援物

資提供の遅延により、民間社会福祉施設を活用

した福祉避難所の開設ができない 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

住宅の耐震化 

・市内の住宅の耐震化率は 73.0％（2020）と、全国平均（87.0％（2018））と比べると

下回っていることから、福祉避難所に関わる支援スタッフの被災や福祉避難所を利用

しなければならない人を減らすために、住宅の耐震化を推進する必要があります。 

支援スタッフの確保・支援体制の構築 

・支援スタッフの十分確保のための体制づくりを促進するとともに支援体制の構築を行

なう必要があります。 

・福祉避難所となる事業者の理解を得ながら、運営体制づくりを促進するとともに、ボ

ランティア等との連携体制の強化を行なう必要があります。 

・救援物資提供の遅延の際に対応できるように、事業者の理解を得ながら備蓄を推進し

ていく必要があります。 

災害福祉支援ネットワークの推進 

・群馬県により、社会福祉施設が被災した場合の相互応援について協定が締結されてい

ます（2019）。県とも協力し、協定に基づく訓練等に参加するなど、連絡連携体制の

整備を図る必要があります。 

・群馬県では、災害時に一般避難所や福祉避難所等で福祉サービスの提供や連絡調整を

行なうため、福祉の専門職からなるチーム（災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ））を創

設しています。いざという時に迅速に派遣してもらうために、県とも協力し、協定に

基づく訓練等に参加するなど、連絡連携体制の整備を図る必要があります。 

福祉避難所の指定、周知 

・高齢者、障害者等の要配慮者の安全確保を図るため、人員や設備面で一定の配慮がな

された福祉避難所を災害対策基本法に基づき、市内４箇所で指定しています。今後も

地域の実情などを踏まえて、必要に応じて福祉避難所の指定を増やすなど検討する必

要があります。 

・福祉避難所については、その周知が十分になされておらず、被災された要配慮者に必

要な支援が行き届いていないのではとの指摘が災害発生の度になされているため、災

害時に要配慮者へ必要な支援がなされるよう、あらゆる媒体を活用し、福祉避難所に

関する情報を広く住民に周知する必要があります。 

 

 



第３章 脆弱性評価 

４９ 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

1-3 防災・防犯・安全確保体制の充実 

5-2 地域福祉の充実 

5-4 保健・医療・救急体制の充実 

 

  



第３章 脆弱性評価 

５０ 

事前に備えるべき目標 B 

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 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
B-12 車中泊避難等の多数発生による健康被害の発生 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

住宅の耐震化・防火性能等の確保 

・市内の住宅の耐震化率は 73.0％（2020）と、全国平均（87.0％（2018））と比べると

下回っていることから、車中泊が必要となる市民の数を減らすために、住宅の耐震

化・防火性能等の確保を推進する必要があります。 

避難者の健康管理体制の強化 

・車中泊等によりエコノミークラス症候群の発症が懸念されるため、予防対策や健康管

理体制の強化を図る必要があります。 

・被災後の精神疾患に伴う自殺や急性心筋梗塞などの災害関連死が懸念されることか

ら、十分なケアができる体制を構築する必要があります。 

・物資供給についても、避難所と同様の体制を構築する必要があります。 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

1-3 防災・防犯・安全確保体制の充実 

2-4 快適で美しい都市環境の整備 

5-4 保健・医療・救急体制の充実 

6-4 質の高い市民サービスの提供 

 

  



第３章 脆弱性評価 

５１ 

(３) 事前に備えるべき目標：C．必要不可欠な行政機能・情報通信機能・情報サービ

スを確保する 

事前に備えるべき目標 C 
必要不可欠な行政機能・情報通信機能・情報サ

ービスを確保する 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
C-1 

被災により現地の警察機能が大幅に低下するこ

とによる治安の悪化、信号機の全面停止等によ

る重大事故の多発 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

公園の防犯対策 

・地震等の有事の際、公園内での防犯効果を高めるため、植栽の剪定などによる周囲か

らの見通しの確保や、ゴミや放置自転車など公園利用に支障や危険をもたらすものを

回収し、公園に避難しやすい環境を維持していく必要があります。 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

2-4 快適で美しい都市環境の整備 

 

  



第３章 脆弱性評価 

５２ 

事前に備えるべき目標 C 
必要不可欠な行政機能・情報通信機能・情報サ

ービスを確保する 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
C-2 

市職員・施設等の被災による市職員の参集困難

に伴う初動対応の低下、行政機能の大幅な低下

(感染症まん延を含む) 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

住宅の耐震化 

・市内の住宅の耐震化率は 73.0％（2020）と、全国平均（87.0％（2018））と比べると

下回っていることから、市職員の被災が懸念されるため、住宅の耐震化を推進する必

要があります。 

緊急輸送道路等の確保 

・市内の緊急輸送道路のほか、輸送拠点などの防災拠点やインターチェンジを結ぶ区間

も緊急輸送路に準ずる道路として位置付け、安全性の向上や災害時の啓開体制の整備

を進める必要があります。 

市役所施設等の行政機能を有する施設の耐震化 

・災害発生時における市役所施設等の一部が建物及び設備が使用不能となることが懸念

されるため、行政機能維持、防災拠点としての機能確保のため、市役所施設等の耐震

化、耐災害性（浸水対策、停電対策、防火対策等）の強化、代替施設の確保等を推進

する必要があります。 

・特に、災害対策本部が設置される市役所においては、耐震性能が法で定める強度の

1.5 倍であるとともに、水道、下水道、電気がストップした場合でも３日間対応が可

能となっています。機能維持のため、引き続き、維持管理を行なっていく必要があり

ます。 

非常用電源の確保・充実 

・停電による電力供給の寸断が懸念されるため、本庁舎について、対策本部機能や情報

システムなど災害発生時の業務継続に必要な機能を維持することができる非常用発電

機の設置及び連続運転が可能な方式の採用又は必要な準備に向けた検討を進める必要

があります。 

業務継続計画（ＢＣＰ）の普及 

・本市の機能不全により、応急・復旧・復興対策の円滑な実施に直接的な影響が懸念さ

れることから、いかなる大規模自然災害発生時においても、必要な機能を維持するた

めに、本市では、業務継続計画【震災編】を策定済みですが、継続的に見直し、実効

性の向上を図る必要があります。 

・市職員全員が、業務継続計画【震災編】の内容を理解できているか懸念されるため、

業務継続計画【震災編】の普及及び訓練の実施などにより、計画に基づく対応の実効

性を高める必要があります。加えて、必要に応じて、震災以外の業務継続計画の作成

を検討する必要があります。 
 



第３章 脆弱性評価 

５３ 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

1-3 防災・防犯・安全確保体制の充実 

2-3 安全で利便性の高い都市基盤の整備 

4-2 学校教育施設の充実 

4-4 スポーツ・レクリエーションの充実 

5-4 保健・医療・救急体制の充実 

6-4 質の高い市民サービスの提供 

6-5 持続可能な行政運営 

 

  



第３章 脆弱性評価 

５４ 

事前に備えるべき目標 C 
必要不可欠な行政機能・情報通信機能・情報サ

ービスを確保する 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
C-3 

受援（支援物資や広域応援等）拠点及び輸送施

設の被災による受援機能の大幅な低下 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

受援拠点の整備や耐震化・老朽化対策 

・支援物資の集積所や広域応援の拠点となる受援拠点（もみじ平総合公園や妙義総合体

育館）の被災が懸念されることから、受援拠点の整備や耐震化・老朽化対策を推進す

る必要があります。 

緊急輸送道路等の確保 

・市内の緊急輸送道路のほか、輸送拠点などの防災拠点やインターチェンジを結ぶ区間

も緊急輸送路に準ずる道路として位置付け、安全性の向上や災害時の啓開体制の整備

を進める必要があります。 

ヘリコプターの運航確保 

・ヘリコプターの機動力を活かした活動が必要となることから、富岡市地域防災計画で

も規定されているヘリポート予定地の整備や県との合同訓練等の実施により、連携体

制を確保する必要があります。 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

1-3 防災・防犯・安全確保体制の充実 

2-3 安全で利便性の高い都市基盤の整備 

4-4 スポーツ・レクリエーションの充実 

 

  



第３章 脆弱性評価 

５５ 

事前に備えるべき目標 C 
必要不可欠な行政機能・情報通信機能・情報サ

ービスを確保する 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
C-4 

甚大な被害を受けた近隣の市町村や民間企業と

の相互応援体制が麻痺 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

相互応援体制の強化 

・広域的かつ大規模な災害が発生した場合、近隣市町村ほかすでに相互応援協定を締結

している市町村においても同様に被害を受けていることが懸念されることから、同一

の災害による被害を受けにくい遠隔地の自治体との相互応援協定も進めておく必要が

あります。 

緊急輸送道路等の確保 

・市内の緊急輸送道路のほか、輸送拠点などの防災拠点やインターチェンジを結ぶ区間

も緊急輸送路に準ずる道路として位置付け、安全性の向上や災害時の啓開体制の整備

を進める必要があります。 

ヘリコプターの運航確保 

・ヘリコプターの機動力を活かした活動が必要となることから、富岡市地域防災計画で

も規定されているヘリポート予定地の整備や県との合同訓練等の実施により、連携体

制を確保する必要があります。 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

1-3 防災・防犯・安全確保体制の充実 

2-3 安全で利便性の高い都市基盤の整備 

 

  



第３章 脆弱性評価 

５６ 

事前に備えるべき目標 C 
必要不可欠な行政機能・情報通信機能・情報サ

ービスを確保する 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
C-5 

災害時に活用する情報サービス（コンピュータ

ーシステムや防災無線等）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 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

市役所施設等の行政機能を有する施設の耐震化 

・災害発生時における市役所施設等の一部が建物及び設備が使用不能となることが懸念

されるため、行政機能維持、防災拠点としての機能確保のため、市役所施設等の耐震

化、耐災害性（浸水対策、停電対策、防火対策等）の強化、代替施設の確保等を推進

する必要があります。 

・特に、災害対策本部が設置される市役所においては、耐震性能が法で定める強度の

１．５倍であるとともに、水道、下水道、電気がストップした場合でも３日間対応が

可能となっています。機能維持のため、引き続き、維持管理を行なっていく必要があ

ります。 

再生可能エネルギーの導入促進 

・非常時にも最低限のエネルギーを確保できるよう、地域の防災拠点等への再生可能エ

ネルギー設備の導入を進めるなど、自立分散型エネルギーの整備を促進していく必要

があります。 

非常用電源の確保・充実 

・停電による電力供給の寸断が懸念されるため、本庁舎について、対策本部機能や情報

システムなど災害発生時の業務継続に必要な機能を維持することができる非常用発電

機の設置及び連続運転が可能な方式の採用又は必要な準備に向けた検討を進める必要

があります。 

業務継続計画（ＢＣＰ）の普及 

・本市の機能不全により、応急・復旧・復興対策の円滑な実施に直接的な影響が懸念さ

れることから、いかなる大規模自然災害発生時においても、必要な機能を維持するた

めに、本市では、業務継続計画【震災編】を策定済みですが、継続的に見直し、実効

性の向上を図る必要があります。 

・市職員全員が、業務継続計画【震災編】の内容を理解できているか懸念されるため、

業務継続計画【震災編】の普及及び訓練の実施などにより、計画に基づく対応の実効

性を高める必要があります。加えて、必要に応じて、震災以外の業務継続計画の作成

を検討する必要があります。 

避難誘導体制の整備 

・令和元年東日本台風からも明らかなように、気象庁や本市から気象情報や避難情報を

発表・発令しても、避難行動をとることができる方は限られます（正常性バイアスの

影響など）。また、市民一人ひとりに適切な情報を届けることにも限界があります。



第３章 脆弱性評価 

５７ 

このため、関係機関との連携体制を構築するとともに、避難訓練の実施を進める必要

があります。 

地域防災力の向上 

・地域が一丸となった災害対応体制を構築するためには、自助・共助を促す取り組みが

必要です。現在、地区ごとに自主避難計画作成の取り組みを進めていますが、これを

市内全地区で作成する必要があります。加えて、消防団の機能強化や自主防災組織の

結成・活性化を図り、地域全体の協力体制を推進していく必要があります。 

防災訓練の充実、防災教育の推進、防災意識の啓発 

・本市では、毎年１回防災訓練を実施していますが、今後も継続して、より多くの市民

の参加による実践的な訓練に取り組む必要があります。 

・学校における防災教育を推進する必要があります。 

・市民の防災意識の高揚と防災知識の普及を図る必要があります。 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

1-3 防災・防犯・安全確保体制の充実 

2-6 公共交通の確保と利便性の向上 

4-3 生涯学習活動の充実 

4-4 スポーツ・レクリエーションの充実 

5-1 高齢者支援の充実 

6-1 市民協働の推進 

6-4 質の高い市民サービスの提供 

 

  



第３章 脆弱性評価 

５８ 

(４) 事前に備えるべき目標：D．経済活動を機能不全に陥らせない 

事前に備えるべき目標 D 経済活動を機能不全に陥らせない 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
D-1 

サプライチェーンの寸断や用水・エネルギー供

給の停止等による経済活動及び市場への物資・

食料供給等の停滞 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

緊急輸送道路等の確保 

・市内の緊急輸送道路のほか、輸送拠点などの防災拠点やインターチェンジを結ぶ区間

も緊急輸送路に準ずる道路として位置付け、安全性の向上や災害時の啓開体制の整備

を進める必要があります。 

中小企業者・農林事業者の再建支援 

・中小事業者や農林事業者の被災により事業継続が困難となることが懸念されることか

ら、災害復旧を支援するための助成、貸付け及び利子補給等の制度についての周知を

行なう必要があります。 

エネルギー供給体制の整備 

・エネルギーの末端供給拠点となるサービスステーション・ＬＰガス充填所等の災害対

応力を強化するとともに、工場・事業者等において、自家発電設備の導入や燃料の備

蓄量の確保を促進する必要があります。 

農業生産基盤の整備 

・老朽化が進行する農業用水利施設の適切な機能の維持・発揮並びに安定した農業用水

を確保するため、適時・適切な保全対策を進め、農業用水の安定供給を図る必要があ

ります。 

・従事者の⾼齢化や後継者の減少、兼業化が進み、農林業の競争⼒低下が懸念されてい

ます。また、耕作放棄地の発⽣防⽌と解消が課題となっており、農地としての計画的

活⽤が必要です。 

・農産物の生産・流通と農村地域の生活を支える農道は、災害発生時における緊急時の

輸送路等としての機能も有していることから、農道保全対策計画に基づいた整備につ

いて県とも連携して推進する必要があります。 

被災農地等の早期復旧支援 

・大規模災害により、農地や水路、ため池、農道等の農業用施設が被災した場合には、

農業経営や食料等の安定供給に影響を及ぼす恐れがあります。 

・大規模災害からの速やかな営農再開には、高度な技術を有する活力ある農業者が必要

となることから、就農後の技術・経営力向上を促す支援を強化していく必要がありま

す。 

 



第３章 脆弱性評価 

５９ 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

1-3 防災・防犯・安全確保体制の充実 

2-3 安全で利便性の高い都市基盤の整備 

3-1 農林業振興の推進 

 

  



第３章 脆弱性評価 

６０ 

(５) 事前に備えるべき目標：E．ライフライン、地域交通網等の被害を最小限に留め

るとともに、早期に復旧させる 

事前に備えるべき目標 E 
ライフライン、地域交通網等の被害を最小限に

留めるとともに、早期に復旧させる 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
E-1 

電気・ガス・水道等ライフラインの長期にわた

る停止 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

再生可能エネルギーの導入促進 

・非常時にも最低限のエネルギーを確保できるよう、地域の防災拠点等への再生可能エ

ネルギー設備の導入を進めるなど、自立分散型エネルギーの整備を促進していく必要

があります。 

非常用電源の確保・充実 

・停電による電力供給の寸断が懸念されるため、本庁舎について、対策本部機能や情報

システムなど災害発生時の業務継続に必要な機能を維持することができる非常用発電

機の設置及び連続運転が可能な方式の採用又は必要な準備に向けた検討を進める必要

があります。 

エネルギー供給体制の整備 

・エネルギーの末端供給拠点となるサービスステーション・ＬＰガス充填所等の災害対

応力を強化するとともに、工場・事業者等において、自家発電設備の導入や燃料の備

蓄量の確保を促進する必要があります。 

水道施設の耐震化・老朽化対策 

・水道施設の耐震化率は、水道管が 17.9％（2020）、浄水場が 0％（2020）、配水池が

21.0％（2020）にとどまっています。施設の老朽化対策と併せ、耐震化を着実に進め

る必要があります。 

下水道・浄化槽の整備 

・本市の汚⽔処理⼈⼝普及率は 63.7％であり、全国 91.7％、群⾺県 81.8％に対して、

大きく下回っています（2020）。 

・地震等により汚⽔処理施設が被災し、市⺠⽣活や公衆衛⽣等に重⼤な影響を及ぼすこ

とが懸念されるため、地震に備えた防災・減災対策を早急に推進する必要がありま

す。 

事業継続計画（下水道ＢＣＰ）の策定 

・大規模災害時における下水道事業を継続するための計画として、「富岡市業務継続計

画【震災編】」の中で、下水道所管課の業務優先順位が整理されています。これに加

え、災害時を想定して、日頃から手順の確認をしておく必要があります。 

 



第３章 脆弱性評価 

６１ 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

1-1 低炭素・循環型社会の構築 

2-1 水道事業の充実 

2-2 下水道・浄化槽の整備推進 

4-3 生涯学習活動の充実 

4-4 スポーツ・レクリエーションの充実 

5-1 高齢者支援の充実 

 

  



第３章 脆弱性評価 

６２ 

事前に備えるべき目標 E 
ライフライン、地域交通網等の被害を最小限に

留めるとともに、早期に復旧させる 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
E-2 

緊急輸送道路等の県外との基幹交通及び地域交

通ネットワークの機能停止 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

緊急輸送道路等の確保 

・市内の緊急輸送道路のほか、輸送拠点などの防災拠点やインターチェンジを結ぶ区間

も緊急輸送路に準ずる道路として位置付け、安全性の向上や災害時の啓開体制の整備

を進める必要があります。 

鉄道・路線バスの災害時の体制整備 

・経営基盤が脆弱な鉄道・路線バス事業者については、災害時における独自の危機管理

体制整備が難しいため、発災時における鉄道及び路線バスの利用者の安全性確保及び

救援物資等の大量輸送が困難になることが懸念されることから、普段から鉄道・路線

バスの利用を促進し、駅舎の整備や車両・従業員の確保等に繋げる必要があります。 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

2-3 安全で利便性の高い都市基盤の整備 

2-5 豊かな住環境の形成 

2-6 公共交通の確保と利便性の向上 

 

  



第３章 脆弱性評価 

６３ 

(６) 事前に備えるべき目標：F．制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

事前に備えるべき目標 F 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
F-1 

農業用ため池等の損壊・機能不全による二次災

害の発生 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

ため池の防災対策 

・市内に存在するため池 91箇所のうち、「防災重点農業用ため池」に指定されているた

め池は 6 箇所あります。防災重点農業用ため池を含むため池の破堤による、下流の人

家や主要道路、農地などで洪水被害の発生が懸念されることから、ため池の破堤に備

え、地域住民の迅速な避難等が図られるよう「ため池ハザードマップ」の作成や耐震

性調査の実施などハードとソフトを組み合わせた対策を推進する必要があります。 

農山村地域における防災対策 

・洪水防止や土砂崩壊防止機能など農業・農村の有する多面的機能を維持・発揮するた

め、地域や施設の状況を踏まえ、農地や農業用水利施設等の生産基盤整備を着実に推

進する必要があります。 

流木災害対策の推進 

・農業用ため池等への流木の流入による影響が懸念されることから、流木対策施設の整

備や立木の管理を推進する必要があります。 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

1-1 低炭素・循環型社会の構築 

3-1 農林業振興の推進 

 

  



第３章 脆弱性評価 

６４ 

事前に備えるべき目標 F 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
F-2 有害物質の大規模拡散・流出 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

有害物質の拡散・流出防止対策 

・災害発生時に工場や事業所等の施設や設備の破損により、有害物質が河川や大気中等

へ流出・拡散するといった、水質汚濁事故、大気汚染事故が発生することが懸念され

ることから、事故を未然に防止するため、これらの施設等の日常的な維持管理を適正

に行なうよう法令に基づいた指導に取り組む必要があります。また、群馬県水質汚濁

事故対応要綱に基づき、事故発生時における県との連絡体制の徹底を図る必要があり

ます。 

住宅・建築物のアスベスト(石綿)等の対策 

・既存建築物の倒壊により、アスベスト(石綿)等の飛散が懸念されることから、アスベ

スト(石綿)等の対策を講ずる必要があります。 

ソーラーパネルの対策 

・災害で破損したソーラーパネルが放置されることにより、有害物質の流出が懸念され

ることから、条例に基づく適正な許可及び維持管理を指導する必要があります。 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

1-1 低炭素・循環型社会の構築 

2-4 快適で美しい都市環境の整備 

2-5 豊かな住環境の形成 

 

  



第３章 脆弱性評価 

６５ 

事前に備えるべき目標 F 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
F-3 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

農地・農業用施設等の保全管理の推進 

・農業の衰退による農地が持つ保水効果や土壌流出の防止効果などの国土保全機能の低

下が懸念されることから、営農の継続のために農家や地域住民が共同で行なう水路、

農道等の保全管理を推進する必要があります。 

・野生鳥獣による農作物被害が拡大することで、耕作放棄地の増加や集落機能の低下が

懸念されることから、地域関係者が一体となった鳥獣被害防止の取り組みを推進する

必要があります。 

農山村地域における防災対策 

・洪水防止や土砂崩壊防止機能など農業・農村の有する多面的機能を維持・発揮するた

め、地域や施設の状況を踏まえ、農地や農業用水利施設等の生産基盤整備を着実に推

進する必要があります。 

耕作放棄地の発生防止と再生 

・耕作放棄による農地の荒廃による自然災害時の被害拡大のリスクの増加が懸念される

ことから、耕作放棄地の発生防止や再生に係る取り組みを推進する必要があります。 

農業用水の保全管理 

・農業用水利施設の老朽化等により、適切な機能の維持・発揮並びに安定した農業用水

の確保が困難となることが懸念されることから、農業用水利施設の老朽化対策や長寿

命化対策を推進する必要があります。 

適切な森林整備 

・適期に施業が行なわれていない森林や、伐採したまま植栽等が実施されない森林によ

り、台風や集中豪雨等により大規模な森林被害が発生し、森林の公益的機能の発揮に

支障を来すことが懸念されることから、間伐や伐採跡地の再造林等の適切な森林整備

を推進する必要があります。 

流木災害対策の推進 

・農業用ため池等への流木の流入による影響が懸念されることから、流木対策施設の整

備や立木の管理を推進する必要があります。 

農林業の担い手確保 

・農林業の担い手不足により、農地や森林が荒廃していくことが懸念されることから、

農林業の新規従事者や農業参入企業、林業経営体等の意欲ある多様な担い手の確保・

育成を計り、持続可能な農林業への取り組みを行なう必要があります。 

 

 



第３章 脆弱性評価 

６６ 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

1-1 低炭素・循環型社会の構築 

3-1 農林業振興の推進 

 

  



第３章 脆弱性評価 

６７ 

事前に備えるべき目標 F 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
F-4 火山噴火の降灰による地域社会への甚大な影響 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

火山灰対策 

・浅間山が噴火した場合、本市は火山灰が 10cm 以上積もると想定されています。 

・市内の広い範囲で降灰が予想され、その影響も多岐にわたると想定されることから、

国や県、地域、農家とも連携しながら、道路や宅地内、農地・山地の降灰除去に係る

資機材の整備や体制の構築を推進する必要があります。 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

2-3 安全で利便性の高い都市基盤の整備 

3-1 農林業振興の推進 

 

  



第３章 脆弱性評価 

６８ 

事前に備えるべき目標 F 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
F-5 風評被害等による地域経済等への甚大な影響 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

風評被害等の防止に向けた正確な情報発信 

・地理的な誤認識や危険性に対する過剰反応等による風評被害が懸念されることから、

災害についての正確な被害情報等を収集し、正しい情報を適時かつ的確に提供する体

制を整備する必要があります。 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

1-2 安心して暮らせる環境の整備 

 

  



第３章 脆弱性評価 

６９ 

(７) 事前に備えるべき目標：G．地域社会・地域経済が迅速に再建・回復できる条件

を整備する 

事前に備えるべき目標 G 
地域社会・地域経済が迅速に再建・回復できる

条件を整備する 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
G-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 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

災害廃棄物の発生抑制、仮置場の確保、計画の見直し 

・関東平野北西縁断層帯主部による地震による災害廃棄物の発生量は約 95万トン、仮置

場必要面積は 9 万㎡と推計されています（2021.3）。 

・これに対応するために、富岡市災害廃棄物処理計画を策定していますが、災害時に確

実に運用できるように関係機関との協力体制の構築や職員の理解促進を図る必要があ

ります。 

・また、大量の災害廃棄物の発生が懸念されることから、広域処理体制の確立や民間連

携の促進及び十分な大きさの仮置場・処分場の確保を進める必要があります。加え

て、災害廃棄物の発生量を減らすことも重要なことから、耐震化等により建物の倒壊

を抑制することも進める必要があります。 

アスベスト(石綿)を含む廃棄物の処理 

・被災した建築物等の解体撤去等により、一時的にアスベスト(石綿)を含む廃棄物が大

量に発生することが懸念されることから、処理を適正に行なうため、「災害時におけ

る石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」に基づき、一時保管場所の選定、広域的な

連携による処理体制の整備等により、アスベスト(石綿)の飛散防止を図る必要があり

ます。 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

1-1 低炭素・循環型社会の構築 

1-3 防災・防犯・安全確保体制の充実 

2-2 下水道・浄化槽の整備推進 

2-4 快適で美しい都市環境の整備 

2-5 豊かな住環境の形成 

 

  



第３章 脆弱性評価 

７０ 

事前に備えるべき目標 G 
地域社会・地域経済が迅速に再建・回復できる

条件を整備する 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
G-2 

復旧・復興を支える人材等（専門家、コーディ

ネーター、ボランティア、建設業関連、地域に

精通した技術者等）の不足により復旧・復興が

大幅に遅れる事態 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

住宅の耐震化・防火性能等の確保 

・市内の住宅の耐震化率は 73.0％（2020）と、全国平均（87.0％（2018））と比べると

下回っていることから、市民の被災を減らすために、住宅の耐震化・防火性能等の確

保を推進する必要があります。 

緊急輸送道路等の確保 

・市内の緊急輸送道路のほか、輸送拠点などの防災拠点やインターチェンジを結ぶ区間

も緊急輸送路に準ずる道路として位置付け、安全性の向上や災害時の啓開体制の整備

を進める必要があります。 

地域防災力の向上 

・地域が一丸となった災害対応体制を構築するためには、自助・共助を促す取り組みが

必要です。現在、地区ごとに自主避難計画作成の取り組みを進めていますが、これを

市内全地区で作成する必要があります。加えて、消防団の機能強化や自主防災組織の

結成・活性化を図り、地域全体の協力体制を推進していく必要があります。 

農林業の担い手確保 

・農林業の担い手不足により、農地や森林が荒廃していくことが懸念されることから、

農林業の新規従事者や農業参入企業、林業経営体等の意欲ある多様な担い手の確保・

育成を計り、持続可能な農林業への取り組みを行なう必要があります。 

建設業の担い手の確保・育成 

・大規模災害時における応急対応や復旧・復興活動、大雪時の除雪対応など、地域の守

り手である建設業の担い手を確保・育成するため、産官学連携会議を通じて、「イン

ターンシッププログラム」や「資格取得支援」などの、担い手対策に取り組む必要が

あります。 

災害ボランティアの受入に係る連携体制の整備 

・事業者を含む市民が多く被災したことによる復旧・復興の遅れが懸念されることか

ら、「群馬県災害ボランティア活動支援方針」に基づき、災害ボランティアの受入体

制を構築するなど、地域の「受援力」を高める取り組みを推進するとともに、関係機

関・団体のネットワーク（顔の見える関係）の構築を図り、災害に備えた取り組みを

推進する必要があります。 

 



第３章 脆弱性評価 

７１ 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

2-3 安全で利便性の高い都市基盤の整備 

2-5 豊かな住環境の形成 

2-6 公共交通の確保と利便性の向上 

3-1 農林業振興の推進 

4-1 学校教育の充実 

6-1 市民協働の推進 

6-4 質の高い市民サービスの提供 

6-5 持続可能な行政運営 

 

  



第３章 脆弱性評価 

７２ 

事前に備えるべき目標 G 
地域社会・地域経済が迅速に再建・回復できる

条件を整備する 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
G-3 

富岡製糸場をはじめとした文化財等の被災や地

域コミュニティの崩壊等による有形・無形の文

化の衰退・損失 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

文化財等の保護 

・文化財等の日常的な維持管理と計画的な保存修理を進めるとともに文化財等の耐震

化、防災設備の整備等を進める必要があります。 

・これまで文化財等を守ってきた地域力の低下は、地域の中で守られてきた有形・無形

の文化財の保存継承に影響するため、文化財等の理解者のすそ野を広げ、有形・無形

の文化財がより多くの人に支えられるような環境を作り出す必要があります。 

・文化財等の被害に備え、文化財行政の体制整備や文化財等の修復技術の伝承をする必

要があります。 

・資料館や美術博物館における展示方法・収蔵方法等を点検し、展示物・収蔵物の被害

を最小限にとどめる必要があります。 

・災害時における被害状況の収集のためにも、各地の有形無形の文化財を調査・記録し

ておく必要があります。 

住宅の耐震化・防火性能等の確保 

・市内の住宅の耐震化率は 73.0％（2020）と、全国平均（87.0％（2018））と比べると

下回っていることから、市民の被災を減らすために、住宅の耐震化・防火性能等の確

保を推進する必要があります。 

地域防災力の向上 

・地域が一丸となった災害対応体制を構築するためには、自助・共助を促す取り組みが

必要です。現在、地区ごとに自主避難計画作成の取り組みを進めていますが、これを

市内全地区で作成する必要があります。加えて、消防団の機能強化や自主防災組織の

結成・活性化を図り、地域全体の協力体制を推進していく必要があります。 

地域コミュニティ力の強化 

・「共助」の基盤となる地域コミュニティについては、少子高齢化や人口減少の進展や

ライフスタイル、価値観の変化などにより、今後その維持が困難となることが懸念さ

れることから、「富岡市都市と交通のマスタープラン」を軸とした取り組みの実施等

により、まちのまとまりを維持し、地域コミュニティの強化を図る必要があります。 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

2-3 安全で利便性の高い都市基盤の整備 

4-3 生涯学習活動の充実 

4-5 富岡製糸場の保存と整備活用 



第３章 脆弱性評価 

７３ 

4-6 歴史・伝統・文化資源の保存と活用 

4-7 文化活動の充実 

6-1 市民協働の推進 

6-4 質の高い市民サービスの提供 

 

  



第３章 脆弱性評価 

７４ 

事前に備えるべき目標 G 
地域社会・地域経済が迅速に再建・回復できる

条件を整備する 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
G-4 

被災者の住居や職の確保等の遅延による生活再

建が大幅に遅れる事態 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

住宅対策（応急仮設住宅等の整備） 

・関東平野北西縁断層帯主部による地震による市内の建物被害は全半壊合わせて 1 万

5000 棟弱（事業所等も含みます）と推計されています（2012.6）。 

・東日本大震災の被災地では、応急仮設住宅の用地確保に課題があり、全整備戸数分の

用地を自治体内で確保することができず隣接自治体に整備せざるを得ない状況とな

り、被災者の自治体外流出に拍車がかかった要因とも考えられています。 

・そのため、現在、16 箇所 548 戸数分の応急仮設住宅設置予定地を確保していますが

（2013.4）、今後も予定地の確保を進めるとともに、利用可能な公営住宅や空き家等

の把握に努め、災害時に迅速に斡旋できるよう、あらかじめ体制を整備しておく必要

があります。 

り災証明書の迅速な発行 

・り災証明書発行業務の遅滞による生活再建の遅れが懸念されることから、り災証明書

発行を迅速かつ的確に行なうため、業務を継続できる体制整備（行政機能の低下を防

ぐための庁舎や設備の強化や職員の対応力の向上等）に努める必要があります。 

中小企業者・農林事業者の再建支援 

・中小事業者や農林事業者の被災により事業継続が困難となることで、市民の収入が不

安定となることが懸念されることから、災害復旧を支援するための助成、貸付け及び

利子補給等の制度についての周知を行なう必要があります。 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

1-3 防災・防犯・安全確保体制の充実 

2-5 豊かな住環境の形成 

5-2 地域福祉の充実 

 

  



第３章 脆弱性評価 

７５ 

事前に備えるべき目標 G 
地域社会・地域経済が迅速に再建・回復できる

条件を整備する 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
G-5 

土地利用の混乱に伴う境界情報の消失等によ

り、復興事業に着手できない事態 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

地籍調査の推進 

・住宅や道路などの基幹インフラの復旧･復興作業を行なうにあたり、地籍調査の未実

施地区では土地の境界復元が困難で、地域コミュニティの崩壊のさなか、土地境界の

立会いが進まずに復旧・復興の遅れが懸念されることから、地籍図や地籍簿の整備を

進めて土地境界等を明確にする必要があるため、国土調査法に基づき、関係機関とも

連携しながら地籍調査を推進する必要があります。 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

3-1 農林業振興の推進 
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７６ 

(８) 事前に備えるべき目標：H．災害に強い人づくり・地域づくりをする 

事前に備えるべき目標 H 災害に強い人づくり・地域づくりをする 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
H-1 

人口減少・高齢化が進むことにより、地域防災

力の低下が生じる事態 

現状 <脆弱性の分析・評価> 

子育て環境の充実 

・多子世帯や三世代同居・近居支援等子育て環境の充実を促進する必要があります。 

将来に向けた新たな交通手段の推進 

・高齢化が進む地域での地域内交通の確保や観光資源となるような新たな観光モビリテ

ィの展開等、地域が抱える様々な交通の課題の解決に向けた「グリーンスローモビリ

ティー」を推進する必要があります。 

地域防災力の向上 

・地域が一丸となった災害対応体制を構築するためには、自助・共助を促す取り組みが

必要です。現在、地区ごとに自主避難計画作成の取り組みを進めていますが、これを

市内全地区で作成する必要があります。加えて、消防団の機能強化や自主防災組織の

結成・活性化を図り、地域全体の協力体制を推進していく必要があります。 

防災訓練の充実、防災教育の推進、防災意識の啓発 

・本市では、毎年１回防災訓練を実施していますが、今後も継続して、より多くの市民

の参加による実践的な訓練に取り組む必要があります。 

・学校における防災教育を推進する必要があります。 

・市民の防災意識の高揚と防災知識の普及を図る必要があります。 

 

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）を回避するための施策 

1-3 防災・防犯・安全確保体制の充実 

4-1 学校教育の充実 

4-3 生涯学習活動の充実 

5-1 高齢者支援の充実 

5-2 地域福祉の充実 

5-3 子育て支援の充実 

6-1 市民協働の推進 

6-2 移住定住対策の推進 

6-4 質の高い市民サービスの提供 
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７７ 

 強靱化の推進方針 

 施策における推進方針や主な事業の整理 

施策ごとの推進方針を、第３章で設定した施策分野の順に記載します。表中の重点化施

策は次節「２．施策の重点化」に、KPI(重要業績評価指標)は次々節「３．ＫＰＩ（重要

業績評価指標）の設定」にあらためて整理します。 

また、これらの施策と「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」との関係に

ついては、『別紙１』にマトリクス表として整理しました（イメージ：図９）。 

 

 
図９ マトリクス表（別紙１） 

  

【別紙１】第２次富岡市総合計画中期基本計画施策体系（令和元年度）に基づく国土強靭化に係るリスクシナリオへの対応（マトリクス表）
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A．直接死を最大限防ぐ

A-1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
A-2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
A-3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
A-4 ● ● ● ● ●
A-5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

B．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

B-1 ● ● ● ● ● ● ●
B-2 ● ● ● ● ● ● ● ●
B-3 ● ● ● ● ● ●
B-4 ● ● ● ● ● ●
B-5 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
B-6 ● ● ● ● ●
B-7 ● ● ● ● ●
B-8 ● ● ● ● ● ●
B-9 ● ● ● ●
B-10 ● ● ●
B-11 ● ● ●
B-12 ● ● ● ●

C．必要不可欠な行政機能・情報通信機能・情報サービスを確保する

C-1 ●
C-2 ● ● ● ● ● ● ●
C-3 ● ● ●
C-4 ● ●
C-5 ● ● ● ● ● ● ●

D．経済活動を機能不全に陥らせない

D-1 ● ● ●
E．ライフライン、地域交通網等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる

E-1 ● ● ● ● ● ● ●
E-2 ● ● ●

F．制御不能な複合災害・二次災害を発生させない

F-1 ● ●
F-2 ● ● ●
F-3 ● ●
F-4 ● ●
F-5 ●

G．地域社会・地域経済が迅速に再建・回復できる条件を整備する

G-1 ● ● ● ● ●
G-2 ● ● ● ● ● ● ● ●
G-3 ● ● ● ● ● ● ●
G-4 ● ● ●
G-5 ●

H．災害に強い人づくり・地域づくりをする

H-1 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

次代につなぐ
安全・安心なまち
（環境・安全）

有害物質の大規模拡散・流出

6

農地・森林等の荒廃による被害の拡大

火山噴火の降灰による地域社会への甚大な影響

風評被害等による地域経済等への甚大な影響

車中泊避難等の多数発生による健康被害の発生

福祉避難所開設のための支援スタッフや救援物資提供の遅延により、民間社会
福祉施設を活用した福祉避難所の開設ができない

住民の多数被災、自主防災組織倉庫の被災等により、自主防災組織としての救
援・消火活動が殆どできない事態の発生

消防団員の被災、道路の阻絶・浸水、ポンプ車の故障、防火水槽・消火栓の損
壊等により、消防団の機能発揮が困難

避難行動要支援者への支援の不足等により、要配慮者に多数の死傷者が発生す
る事態

避難所が適切に運営できず避難所の安全確保ができない事態

地震等による建築物等の大規模倒壊や火災（林野火災含む）による多数の死傷
者の発生（二次被害を含む）

5

農業用ため池等の損壊・機能不全による二次災害の発生

電気・ガス・水道等ライフラインの長期にわたる停止

緊急輸送道路等の県外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止

3 4
基
本
目
標

（
施
策
分
野
）

施
　
　
策

人にやさしく、
だれもが快適に暮らせるまち

（都市基盤）

世界に誇る地域資源を
活かした力のあるまち

（産業・経済）

地域に誇りを持ち、
世界とつながり合う人が育つまち

（教育・文化）

だれもが健やかに安心して
暮らし続けられるまち

（健康・福祉）

21

人口減少・高齢化が進むことにより、地域防災力の低下が生じる事態

災害時に活用する情報サービス（コンピューターシステムや防災無線等）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

甚大な被害を受けた近隣の市町村や民間企業との相互応援体制が麻痺

受援（支援物資や広域応援等）拠点及び輸送施設の被災による受援機能機能の
大幅な低下

市職員・施設等の被災による市職員の参集困難に伴う初動対応の低下、行政機能
の大幅な低下(感染症まん延を含む)

被災により現地の警察機能が大幅に低下することによる治安の悪化、信号機の
全面停止等による重大事故の多発

観光客等の帰宅困難者の発生

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(感染症まん延を含む)

医療施設・福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルート・エネルギー
供給の途絶による医療・福祉機能の麻痺

豪雨や大地震に伴う大規模な土砂災害による多数の死傷者の発生

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

サプライチェーンの寸断や用水・エネルギー供給の停止等による経済活動及び
市場への物資・食料供給等の停滞

みんなで支え合い、
みんなで創る協働のまち
（市民協働・行政運営）

情報伝達の不備や防災意識の低さ等に起因した避難行動の遅れ等による多数の
死傷者の発生

積雪や路面凍結による交通事故等に伴う死傷者の発生

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

復旧・復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、ボランティア、建設業関
連、地域に精通した技術者等）の不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態

富岡製糸場をはじめとした文化財等の被災や地域コミュニティの崩壊等による
有形・無形の文化の衰退・損失

被災者の住居や職の確保等の遅延による生活再建が大幅に遅れる事態

土地利用の混乱に伴う境界情報の消失等により、復興事業に着手できない事態

気候変動の影響により大規模水害が発生し、広域かつ長期的な氾濫・浸水をも
たらすことによる多数の死傷者数の発生

消防、警察等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足

長期にわたる孤立地域等の発生

第
２
次
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富岡市国土強靭化地域計画
・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）



第４章 強靱化の推進方針 

７８ 

また、次ページ以降には、各施策が対応するＳＤＧｓについても整理しています。 

 

①ＳＤＧｓとは 

2015（平成 27）年９⽉の国連サミットにおいて、先進国を含む国際社会全体の 2030 年

までの持続可能な開発⽬標（SDGs：Sustainable Development Goals エス ディー ジーズ）

が採択されました。これを受けて⽇本は、政府に SDGs 推進本部を設置し、実施指針を決定

するとともに、2017（平成 29）年 12⽉に閣議決定した「まち・ひと・しごと創⽣総合戦略

2017 改訂版」において、地⽅創⽣の⼀層の推進のためには、地⽅公共団体においても SDGs

達成のための積極的な取組が不可⽋であるとしています。 

 

②本計画におけるＳＤＧｓ 

本計画の策定にあたっては、富岡市総合計画と整合・調和を図っているため、本計画の

推進は、SDGs 達成に向けた取組を推進することに資すると考えられます。 

以降に貧困、飢餓、健康・福祉、教育など、SDGs の以下 17 の国際⽬標と本計画の施策

体系との対応も合わせて整理します。 

 

 
図１０ ＳＤＧｓにおける 17 の国際目標 

  



第４章 強靱化の推進方針 

７９ 

(１) 施策分野１：環境・安全 

1-1 低炭素・循環型社会の構築 重点化施策Ⅰ 

担当部署 環境課 

リスクシナリオ A-2,A-3,B-5,E-1,F-1,F-2,F-3,G-1 

推進方針・対応方策 

・公共施設等に太陽光発電を整備設置します。 

・住宅用新エネルギー機器の設置に対して補助金を出します。 

・電気自動車の急速充電設備の維持管理を行ないます。 

・剪定枝破砕機・自走式草刈機の貸し出しにより、農地・森林の荒廃を防ぎます。 

・日頃から、公衆便所や公衆浴場の維持管理を行ないます。 

・日頃から、災害廃棄物の処理のためのごみ焼却施設や資源化センターの維持管理を行

ないます。 

・有害物質の拡散を防ぐため、河川水質調査を行ないます。 

主な事業 担当部署 

自然エネルギー活用推進事業 環境課 

地球温暖化対策推進事業 環境課 

環境保全支援事業 環境課 

公衆衛生対策事業 環境課 

ごみ焼却施設管理事業 環境課 

資源化センター管理事業 環境課 

環境対策事業 環境課 

ＫＰＩ(重要業績評価指標) 現状 目標 担当部署 

１人１日当たりの 

ごみ排出量 
1,006g (2020) 

965g (2025) 

931g (2030) 
環境課 

リサイクル率 15.9% (2020) 
17%    (2025) 

18%以上(2030) 
環境課 

対応するＳＤＧｓ（富岡市総合計画から引用） 
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８０ 

1-2 安心して暮らせる環境の整備 重点化施策Ⅱ 

担当部署 市民課 

リスクシナリオ A-1,B-5,F-5 

推進方針・対応方策 

・災害時の消費生活相談、広報等での啓発を行ないます。 

・災害時の風評被害に備え、広報等の手順や内容に関するマニュアル等を作成します。 

・かぶら聖苑について、老朽化に伴う施設（火葬炉含む）の改修・更新、維持管理を行

ないます。 

主な事業 担当部署 

消費生活センター運営事業 市民課 

消費者教育推進事業 市民課 

かぶら聖苑管理事業 市民課 

ＫＰＩ(重要業績評価指標) 現状 目標 担当部署 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

消費者被害防止等の 
出前講座参加者の満足度 

－ 
75% (2022) 

80% (2026) 
市民課 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

かぶら聖苑利⽤者の満⾜度 
－ 

75% (2022) 

80% (2026) 
市民課 

対応するＳＤＧｓ（富岡市総合計画から引用） 
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８１ 

1-3 防災・防犯・安全確保体制の充実 重点化施策Ⅰ 

担当部署 危機管理課、建築課 

リスクシナリオ 
A-1,A-2,A-3,A-4,A-5,B-1,B-2,B-3,B-4,B-5,B-6,B-7,B-8,B-10, 

B-11,B-12,C-2,C-3,C-4,C-5,D-1,G-1,G-4,H-1 

推進方針・対応方策 

・ただ指定避難所に避難するだけの訓練ではなく現実の状況に則した（東日本台風等を

参考）防災訓練を実施します。 

・各種計画・マニュアルの整備、防災倉庫・防災備蓄物資の拡充を行ないます。 

・危険空き家の除却の推進、適正な管理の指導を行ないます。 

主な事業 担当部署 

総合防災訓練事業 危機管理課 

防災対策事業 危機管理課 

危険空き家等対策事業 建築課 

ＫＰＩ(重要業績評価指標) 現状 目標 担当部署 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

市総合防災訓練の 
市⺠参加率 

33.3% (2017) 
34% (2022) 

35.4% (2026) 
危機管理課 

自主避難計画の作成状況 

（全 12 地区） 
1 地区 (2020) 

10 地区 (2022) 

12 地区 (2024) 
危機管理課 

対応するＳＤＧｓ（富岡市総合計画から引用） 
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８２ 

1-4 消防体制の充実 重点化施策Ⅱ 

担当部署 消防本部警防課 

リスクシナリオ B-3,B-9 

推進方針・対応方策 

・防災力を低下させずに団員の確保及び再編を行ないます。 

・防火水槽の耐震化を継続して進めます。 

・老朽化している防火水槽の修繕を行ないます。 

・広域消防本部の再編計画を進め、消防力を強化します。 

主な事業 担当部署 

消防団運営事業 消防本部警防課 

消防施設整備事業 消防本部警防課 

消防施設維持管理事業 消防本部警防課 

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合負担金 消防本部警防課 

ＫＰＩ(重要業績評価指標) 現状 目標 担当部署 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

消防団員充⾜率 
92.8% (2020) 

97.6% (2022) 

 100% (2026) 
消防本部警防課 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

市⺠１万⼈当たり 
⽕災発⽣件数 

3.6 件 (2020) 
3.6 件 (2022) 

3 件 (2026) 
消防本部警防課 

消防水利の充実（設置及び修繕） 

…耐震防火水槽 40t 

新設１基 

修繕１基 

(2020) 

新設１基 

修繕４基 

(2022)(2026) 

消防本部警防課 

対応するＳＤＧｓ（富岡市総合計画から引用） 

 

 

  



第４章 強靱化の推進方針 

８３ 

(２) 施策分野２：都市基盤 

2-1 水道事業の充実 － 

担当部署 上下水道整備課、上下水道施設課 

リスクシナリオ E-1 

推進方針・対応方策 

・老朽管更新について、水道事業基本計画に基づいて事業を推進します。 

・年々増加する老朽管の漏水を早期に発見し、有収率の向上を図るため、市内９地区ブ

ロック化にて毎年度１ブロックごとに事業の推進を行なっていきます。 

・老朽化した施設の更新及び耐震施設でない施設の耐震化について、水道事業基本計画

に基づいて事業を推進します。 

主な事業 担当部署 

導・配水管整備事業（企業会計） 上下水道整備課 

漏水調査事業（企業会計） 上下水道施設課 

水道施設整備事業（企業会計） 上下水道整備課 

ＫＰＩ(重要業績評価指標) 現状 目標 担当部署 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

⽔道管の耐震化率 
17.9% (2020) 

  17% (2022) 

  20% (2026) 
上下水道整備課 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

有収率 
92.1% (2020) 

  91% (2022) 

  92% (2026) 
上下水道施設課 

浄水場耐震化率    0% (2020) 
   0% (2022) 

50.7% (2028) 
上下水道整備課 

配水池耐震化率 21% (2020) 
21.0% (2022) 

46.2% (2028) 
上下水道整備課 

対応するＳＤＧｓ（富岡市総合計画から引用） 
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８４ 

2-2 下水道・浄化槽の整備推進 重点化施策Ⅱ 

担当部署 環境課、上下水道整備課、上下水道施設課 

リスクシナリオ B-5,E-1,G-1 

推進方針・対応方策 

・災害時のし尿処理に備え、体制維持を行ないます。 

・ストックマネジメント計画を策定し、計画に沿った下水道・農業集落排水の更新を行

ないます。 

・R3 年度より市町村設置型浄化槽から個人設置型浄化槽設置に移行しますが、引き続き

合併浄化槽の推進を行なっていきます。 

主な事業 担当部署 

し尿処理対策事業 環境課 

公共下水道建設事業（企業会計） 上下水道整備課 

農業集落排水建設事業（企業会計） 上下水道整備課 

浄化槽整備事業（企業会計） 上下水道施設課 

ＫＰＩ(重要業績評価指標) 現状 目標 担当部署 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

汚⽔処理⼈⼝普及率 
63.7% (2020) 

77.5% (2022) 

80% (2026) 
上下水道施設課 

対応するＳＤＧｓ（富岡市総合計画から引用） 
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８５ 

2-3 安全で利便性の高い都市基盤の整備 重点化施策Ⅰ 

担当部署 都市計画課、まちなかにぎわい課、道路建設課 

リスクシナリオ 
A-1,A-2,A-3,A-4,A-5,B-1,B-2,B-3,B-4,B-6,B-9,C-2,C-3,C-4,D-1, 

E-2,F-4,G-2,G-3 

推進方針・対応方策 

・上州富岡駅北地区の街区道路の整備を進めます。 

・富岡倉庫２号倉庫整備工事（施工中）、延命・防災関連工事等の早期実施に努めま

す。 

・立地適正化計画に基づき、適切な居住・都市機能の誘導を進めます。 

・緊急輸送道路の無電柱化を進めます。 

・橋りょうの耐震化を進めます。 

・道路等の維持管理を進めます。 

主な事業 担当部署 

都市計画道路整備事業 都市計画課 

まちなか整備事業 まちなかにぎわい課 

都市計画各種プラン策定事業 都市計画課 

道路橋りょう整備事業 道路建設課 

排水路整備事業 道路建設課 

道路橋りょう維持事業 道路建設課 

交通安全施設整備事業 道路建設課 

土木施設災害復旧事業 道路建設課 

ＫＰＩ(重要業績評価指標) 現状 目標 担当部署 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

都市計画道路整備率 
81.1% (2020) 

75.5% (2022) 

89.6% (2026) 
都市計画課 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

主要幹線市道の舗装改修率 
37.8% (2020) 

65.6% (2022) 

 100% (2026) 
道路建設課 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

橋梁⻑寿命化修繕計画に 
伴う橋梁の延べ修繕数 

12 橋 (2020) 
17 橋 (2022) 

26 橋 (2026) 
道路建設課 

対応するＳＤＧｓ（富岡市総合計画から引用） 

 

  



第４章 強靱化の推進方針 

８６ 

2-4 快適で美しい都市環境の整備 重点化施策Ⅱ 

担当部署 都市計画課 

リスクシナリオ B-5,B-7,B-12,C-1,F-2,G-1 

推進方針・対応方策 

・都市公園の防災公園化を進めます。 

・｢富岡市自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」を運用

し、適切な太陽光発電設備の設置に努めます。 

主な事業 担当部署 

公園・緑地等整備事業 都市計画課 

景観形成推進事業 都市計画課 

ＫＰＩ(重要業績評価指標) 現状 目標 担当部署 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

⻑寿命化対策を実施した 
公園の延べ箇所数 

14 か所 (2020) 
12 か所 (2022) 

16 か所 (2026) 
都市計画課 

都市公園の防災公園化  0 か所 (2020) 
 0 か所 (2022) 

 1 か所 (2026) 
都市計画課 

対応するＳＤＧｓ（富岡市総合計画から引用） 

 

 

  



第４章 強靱化の推進方針 

８７ 

2-5 豊かな住環境の形成 重点化施策Ⅰ 

担当部署 建築課 

リスクシナリオ A-1,A-2,A-3,A-5,B-10,E-2,F-2,G-1,G-2,G-4 

推進方針・対応方策 

・老朽化した公営住宅の建替えを進めます。 

・河川沿いの公営住宅からの転居の啓発を進めるとともに、災害時には一時避難場所と

して空き家の提供を行ないます。 

・耐震改修促進計画に沿って､住宅･建築物等の耐震化目標を定めて事業を実施します。 

・建築行政マネジメント計画に沿って、震災時の応急危険度判定実施体制の構築等を進

めます。 

・空き家を管理・整理し、有事の際の居住場所として利用します。 

・特に防災計画の避難路、緊急輸送道路及び通学路上に存在する危険ブロック塀への対

策を進めていきます。 

・以上を踏まえ、災害に強いまちづくりを進めるため、以下の主な事業を推進します。 

主な事業 担当部署 

公営住宅整備事業 建築課 

公営住宅維持管理事業 建築課 

耐震改修促進事業 建築課 

建築指導事業 建築課 

空き家等利活用事業 建築課 

耐震改修促進事業（危険ブロック塀等撤去費補金助事業） 建築課 

ＫＰＩ(重要業績評価指標) 現状 目標 担当部署 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

市営住宅の⼊居率 
77% (2020) 

85% (2022) 

90% (2026) 
建築課 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

住宅の耐震化率 
※耐震改修促進計画(2021.4)の 

目標値を採用 

73% (2021) 85% (2026) 建築課 

建築指導事業の進捗 
※建築行政マネジメント計画に基づ

き評価 
建築課 

耐震改修促進事業の進捗 ※耐震改修促進計画に基づき評価 建築課 

対応するＳＤＧｓ（富岡市総合計画から引用） 

 
  



第４章 強靱化の推進方針 

８８ 

2-6 公共交通の確保と利便性の向上 重点化施策Ⅱ 

担当部署 企画課 

リスクシナリオ B-1,B-2,B-4,B-6,C-5,E-2,G-2 

推進方針・対応方策 

・災害に強く持続可能な軌道づくりのための支援を行ないます。 

・災害時の乗り合いタクシーの運行継続により、住民等の誘導や情報伝達手段としての

活用を行ないます。 

主な事業 担当部署 

上信電鉄維持活性化推進事業 企画課 

乗合タクシー運行事業 企画課 

ＫＰＩ(重要業績評価指標) 現状 目標 担当部署 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

富岡製⽷場来場者の 
上信電鉄利⽤率 

2.3% (2020) 
5.2% (2022) 

5.5% (2026) 
企画課 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

市⺠１⼈当たり 
公共交通利⽤回数 

8.8 回 (2020) 
13 回 (2022) 

16 回 (2026) 
企画課 

乗合タクシー利用者数 － 30,000 人 (2024) 企画課 

乗合タクシー市民利用率 － 全体 10% (2024) 企画課 

公共交通の確保・利便性 

への満足度 
－ 全体 25% (2024) 企画課 

地域住民による意見交換会 

や検討会などの実施地区数 
－ 

全 12 地区 

(2024) 
企画課 

乗合タクシーと統合した 

サービス種類数 
－ ３種類 (2024) 企画課 

対応するＳＤＧｓ（富岡市総合計画から引用） 

 

 

  



第４章 強靱化の推進方針 

８９ 

(３) 施策分野３：産業・経済 

3-1 農林業振興の推進 重点化施策Ⅰ 

担当部署 農林課、土地改良課、道路建設課 

リスクシナリオ A-3,B-2,B-3,D-1,F-1,F-3,F-4,G-2,G-5 

推進方針・対応方策 

・農地は、農業的に利用することで、農産物の生産供給のほか、洪水防止などの多面的

機能が発揮できるので、遊休農地対策として、担い手への農地の利用集積・集約化を

図ります。 

・農業用施設について、現状把握(リスク調査)と予算、実施体制の確保を図ります。 

・農業用水路に関する各種調査により、危機管理意識の向上を図ります。 

・農業施設の適正管理を進めます。 

・間伐等の森林整備を進めます。 

・林道に架かる橋りょうの耐震化や林道や農道等の維持管理を進めます。 

・土地境界情報の整理を進めます（妙義地区、急傾斜地等、災害発生が想定される地区

等で重点的に実施）。 

主な事業 担当部署 

遊休農地対策事業 農林課 

小規模農村整備事業（農業用施設） 土地改良課 

農業用水路整備事業 土地改良課 

多面的機能支払交付金事業 土地改良課 

林業経営支援事業 農林課 

林道整備事業 道路建設課 

小規模農村整備事業（農道） 道路建設課 

国土調査事業 土地改良課 

ＫＰＩ(重要業績評価指標) 現状 目標 担当部署 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

新規就農者数 
6 人 (2020) 

10 人 (2022) 

10 人 (2026) 
農林課 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

認定農業者数（法⼈含む） 
119 者 (2020) 

150 者 (2022) 

150 者 (2026) 
農林課 

耕地整備延べ⾯積（松義台

地地区・宇⽥⼀ノ宮地区） 
86.2ha (2020) 

86.2ha (2022) 

86.2ha (2026) 
土地改良課 

間伐計画面積 24ha (2020) 
45ha (2022) 

45ha (2026) 
農林課 

農地の集積・集約化面積 450ha (2020) 
470ha (2022) 

510ha (2026) 
農林課 

国土調査事業 72.5 ㎢ (2020) 75.13 ㎢ (2029) 土地改良課 

対応するＳＤＧｓ（富岡市総合計画から引用） 

 
  



第４章 強靱化の推進方針 

９０ 

(４) 施策分野４：教育・文化 

4-1 学校教育の充実 － 

担当部署 学校教育課 

リスクシナリオ A-1,A-2,A-3,A-5,G-2,H-1 

推進方針・対応方策 

・防災教育を推進します。 

（各種計画・マニュアルの整備、避難訓練、危険個所点検・整備など） 

主な事業 担当部署 

学校安全対策事業 学校教育課 

富岡小学校管理運営事業 学校教育課 

西小学校管理運営事業 学校教育課 

黒岩小学校管理運営事業 学校教育課 

一ノ宮小学校管理運営事業 学校教育課 

高瀬小学校管理運営事業 学校教育課 

額部小学校管理運営事業 学校教育課 

小野小学校管理運営事業 学校教育課 

吉田小学校管理運営事業 学校教育課 

丹生小学校管理運営事業 学校教育課 

高田小学校管理運営事業 学校教育課 

妙義小学校管理運営事業 学校教育課 

富岡中学校管理運営事業 学校教育課 

東中学校管理運営事業 学校教育課 

西中学校管理運営事業 学校教育課 

北中学校管理運営事業 学校教育課 

南中学校管理運営事業 学校教育課 

妙義中学校管理運営事業 学校教育課 

ＫＰＩ(重要業績評価指標) 現状 目標 担当部署 

※指標なし － － － 

対応するＳＤＧｓ（富岡市総合計画から引用） 

 

 

  



第４章 強靱化の推進方針 

９１ 

4-2 学校教育施設の充実 － 

担当部署 教育総務課、学校給食課 

リスクシナリオ A-1,B-1,B-5,C-2 

推進方針・対応方策 

・小中学校や学校給食センターの施設整備に関する各種計画の見直しを行ないます。 

主な事業 担当部署 

小学校施設整備事業 教育総務課 

中学校施設整備事業 教育総務課 

学校給食センター管理事業 学校給食課 

学校給食センター給食賄材料事業 学校給食課 

ＫＰＩ(重要業績評価指標) 現状 目標 担当部署 

※指標なし － － － 

対応するＳＤＧｓ（富岡市総合計画から引用） 

 

 

  



第４章 強靱化の推進方針 

９２ 

4-3 生涯学習活動の充実 重点化施策Ⅰ 

担当部署 生涯学習課、七日市公民館、富岡公民館、東富岡公民館、 

黒岩公民館、一ノ宮公民館、高瀬公民館、額部公民館、小野公民館、 

吉田公民館、丹生公民館、妙義中央公民館、妙義東部公民館 

リスクシナリオ A-1,A-5,B-2,B-3,B-7,B-8,B-9,C-5,E-1,G-3,H-1 

推進方針・対応方策 

・公共施設再整備計画に基づく施設整備や避難マニュアルの整備を進めます。 

・公民館の複合拠点化（地域防災・地域福祉などの地域づくり）を推進します。 

主な事業 担当部署 

生涯学習センター運営事業 生涯学習課 

社会教育館運営事業 生涯学習課 

七日市公民館運営事業 七日市公民館 

富岡公民館運営事業 富岡公民館 

東富岡公民館運営事業 東富岡公民館 

黒岩公民館運営事業 黒岩公民館 

一ノ宮公民館運営事業 一ノ宮公民館 

高瀬公民館運営事業 高瀬公民館 

額部公民館運営事業 額部公民館 

小野公民館運営事業 小野公民館 

吉田公民館運営事業 吉田公民館 

丹生公民館運営事業 丹生公民館 

妙義中央公民館運営事業 妙義中央公民館 

妙義東部公民館運営事業 妙義東部公民館 

図書館運営事業 生涯学習課 

ＫＰＩ(重要業績評価指標) 現状 目標 担当部署 

複合拠点としての 

公民館の運用 

※行政改革プラン（2019～2022） 

に基づき評価 
地域づくり課 

対応するＳＤＧｓ（富岡市総合計画から引用） 

 

  



第４章 強靱化の推進方針 

９３ 

 

4-4 スポーツ・レクリエーションの充実 重点化施策Ⅰ 

担当部署 スポーツ課 

リスクシナリオ A-1,A-2,A-3,A-5,B-1,B-5,B-7,B-8,C-2,C-3,C-5,E-1 

推進方針・対応方策 

・施設の老朽化に伴う大規模改修・更新を進めます。 

主な事業 担当部署 

体育施設管理事業 スポーツ課 

ＫＰＩ(重要業績評価指標) 現状 目標 担当部署 

※指標なし － － － 

対応するＳＤＧｓ（富岡市総合計画から引用） 

 

 

  



第４章 強靱化の推進方針 

９４ 

4-5 富岡製糸場の保存と整備活用 － 

担当部署 富岡製糸場課、富岡製糸場総合研究センター 

リスクシナリオ A-1,G-3 

推進方針・対応方策 

・旧富岡製糸場総合防災計画に基づいて事業を推進します。 

主な事業 担当部署 

富岡製糸場保存整備事業 富岡製糸場課 

富岡製糸場調査研究事業 
富岡製糸場 

総合研究センター 

ＫＰＩ(重要業績評価指標) 現状 目標 担当部署 

国宝及び主な重要文化財の 

整備状況 
１棟 (2020) 

１棟 (2022) 

１棟 (2026) 

富岡製糸場課・ 

富岡製糸場総合 

研究センター 

国宝及び主な重要文化財の 

耐震化の状況 
１棟 (2020) 

１棟 (2022) 

１棟 (2026) 

富岡製糸場課・ 

富岡製糸場総合 

研究センター 

対応するＳＤＧｓ（富岡市総合計画から引用） 

 

 

  



第４章 強靱化の推進方針 

９５ 

4-6 歴史・伝統・文化資源の保存と活用 － 

担当部署 文化財保護課 

リスクシナリオ G-3 

推進方針・対応方策 

・安全管理マニュアルの再確認を行ないます。 

・文化財の所有者・管理者との連絡体制の確認を行ないます。 

・地域住民や富岡製糸場課、県及び文化庁との連携、連絡体制の確認を進めます。 

主な事業 担当部署 

旧茂木家住宅保存活用事業 文化財保護課 

指定文化財保存管理事業（貫前神社、妙義神社等） 文化財保護課 

富岡製糸場文化財調査活用事業 文化財保護課 

文化財調査活用事業 文化財保護課 

中高瀬観音山遺跡保存整備事業 文化財保護課 

ＫＰＩ(重要業績評価指標) 現状 目標 担当部署 

中高瀬観音山遺跡の 

保存整備 

基本設計策定 

(2021) 

供用開始 

(2025) 
文化財保護課 

対応するＳＤＧｓ（富岡市総合計画から引用） 

 

 

  



第４章 強靱化の推進方針 

９６ 

4-7 文化活動の充実 － 

担当部署 文化課 

リスクシナリオ A-1,G-3 

推進方針・対応方策 

・美術博物館の老朽化に伴う修繕・更新を行ないます。 

主な事業 担当部署 

美術博物館運営事業 文化課 

ＫＰＩ(重要業績評価指標) 現状 目標 担当部署 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

美術博物館の⼊館者数 
21,558 人 (2017) 

25,000 人 (2022) 

25,000 人 (2026) 
文化課 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

美術博物館の 
市⺠ギャラリー利⽤率 

60.1% (2017) 
60.0% (2022) 

60.0% (2026) 
文化課 

対応するＳＤＧｓ（富岡市総合計画から引用） 

 

 

  



第４章 強靱化の推進方針 

９７ 

(５) 施策分野５：健康・福祉 

5-1 高齢者支援の充実 重点化施策Ⅲ 

担当部署 高齢介護課 

リスクシナリオ A-1,A-2,A-3,A-5,B-2,B-4,B-8,C-5,E-1,H-1 

推進方針・対応方策 

・高齢者安否確認・緊急通報システムの運営を進めるとともに、スマホアプリ導入等に

よる代替手段も検討します。 

・高齢者施設等の防災・減災を推進するため、耐震化整備、ブロック塀等の改修、非常

用自家発電設備の整備、水害対策のための施設改修等の支援を行ないます。 

主な事業 担当部署 

在宅介護支援事業 高齢介護課 

高齢者福祉施設等整備事業 高齢介護課 

ＫＰＩ(重要業績評価指標) 現状 目標 担当部署 

※指標なし － － － 

対応するＳＤＧｓ（富岡市総合計画から引用） 

 

 

  



第４章 強靱化の推進方針 

９８ 

5-2 地域福祉の充実 重点化施策Ⅰ 

担当部署 福祉課 

リスクシナリオ A-1,A-2,A-3,A-4,A-5,B-2,B-4,B-5,B-8,B-11,G-4,H-1 

推進方針・対応方策 

・障害者や重症心身障害児の対象者の把握を進めます。 

・民生委員や地区、障害関係施設や社会福祉協議会との連携強化を進めます。 

・災害救助に関する制度の周知を進めます。 

主な事業 担当部署 

障害者福祉事業 福祉課 

障害者自立支援給付事業 福祉課 

地域生活支援事業 福祉課 

生活困窮者自立支援事業 福祉課 

民生委員児童委員関係事業 福祉課 

災害救助事業 福祉課 

ＫＰＩ(重要業績評価指標) 現状 目標 担当部署 

障害福祉事業 

障害自立支援給付事業 

地域生活支援事業   の進捗 

※富岡市障害福祉プラン（2021～ 

2023）に基づき評価 
福祉課 

対応するＳＤＧｓ（富岡市総合計画から引用） 
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９９ 

5-3 子育て支援の充実 － 

担当部署 こども課 

リスクシナリオ A-1,A-2,A-3,A-4,A-5,B-1,H-1 

推進方針・対応方策 

・災害時の対応マニュアルの整備を進めます。 

・災害時における放課後児童クラブや保育所等との連絡体制の構築を進めます。 

・放課後児童クラブの耐震化を進めます。 

・放課後児童クラブでの避難訓練を実施します。 

・要保護児童世帯被災者へのメンタルケアや相談体制の確立を進めます。 

・家庭訪問による通信機能途絶への対応を進めます。 

・少子化対策や子育て支援を実施します。 

・富岡市内保育所等の災害時における臨時休園等のガイドライン（R2.11.1)の周知と運

用を図ります。 

・年間計画による各保育施設の避難（防災）訓練を実施します。 

主な事業 担当部署 

放課後児童健全育成事業 こども課 

子育て支援策事業 こども課 

特定教育・保育施設補助事業 こども課 

施設型給付及び地域型保育給付事業 こども課 

ＫＰＩ(重要業績評価指標) 現状 目標 担当部署 

※指標なし － － － 

対応するＳＤＧｓ（富岡市総合計画から引用） 

 

 

  



第４章 強靱化の推進方針 

１００ 

5-4 保健・医療・救急体制の充実 重点化施策Ⅱ 

担当部署 健康推進課 

リスクシナリオ B-4,B-5,B-11,B-12,C-2 

推進方針・対応方策 

・災害のステージや状況に応じて、生活状況や健康状態の確認、心配なことの相談、健

康に関する助言・指導など、不安の軽減や自らの健康管理ができるよう支援します。 

・衛生環境の確認と整備（消毒など）、感染症予防に関する啓発、平時からの感染症対

策物品の備蓄などにより、住民自らが食中毒や感染症予防対策ができるよう支援しま

す。 

・母子の健康管理と不安の軽減のための相談、教育（啓発）などにより、妊産婦等の健

康管理や不安の軽減を行ない、うつや虐待の防止を図るとともに、児の健康や発達等

に関する支援を行ないます。 

・各所に設置した AED が緊急時に使用できるよう管理委託します。 

・富岡地域医療企業団に負担金を支払うことにより、安定した医療の運営や確保を推進

します。 

主な事業 担当部署 

健康相談事業 健康推進課 

感染症予防対策事業 健康推進課 

母子健康事業 健康推進課 

成人保健事業 健康推進課 

健康づくり事業 健康推進課 

保健衛生総務事業 健康推進課 

富岡地域医療企業団負担金 健康推進課 

ＫＰＩ(重要業績評価指標) 現状 目標 担当部署 

※指標なし － － － 

対応するＳＤＧｓ（富岡市総合計画から引用） 

 

 

  



第４章 強靱化の推進方針 

１０１ 

(６) 施策分野６：市民協働・行政運営 

6-1 市民協働の推進 重点化施策Ⅰ 

担当部署 地域づくり課、市民課 

リスクシナリオ A-5,B-2,B-3,B-7,B-8,B-9,B-10,C-5,G-2,G-3,H-1 

今後〈推進方針・対応方策〉 

・公民館の複合拠点化（地域防災・地域福祉などの地域づくり）を推進します。 

・日頃からボランティア団体を支援し、災害時の基盤を整えます。 

・災害時には、災害ボランティアセンターの立ち上げや管理などを行ないます。 

主な事業 担当部署 

市民協働推進事業 地域づくり課 

地域づくり推進事業 地域づくり課 

ボランティア事業 市民課 

ＫＰＩ(重要業績評価指標) 現状 目標 担当部署 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

地域づくり協議会活動 
への参加者数 

16,982 人(2020) 
※コロナ禍で大幅減 

62,000 人 (2022) 

62,000 人 (2026) 
地域づくり課 

対応するＳＤＧｓ（富岡市総合計画から引用） 
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１０２ 

6-2 移住定住対策の推進 － 

担当部署 地域づくり課 

リスクシナリオ H-1 

推進方針・対応方策 

・地域づくり活動における担い手の確保を進めます。 

主な事業 担当部署 

移住交流推進事業 地域づくり課 

ＫＰＩ(重要業績評価指標) 現状 目標 担当部署 

移住定住の推進 
※行政改革プラン（2019～2022） 

 に基づき評価 
地域づくり課 

対応するＳＤＧｓ（富岡市総合計画から引用） 

 

 

  



第４章 強靱化の推進方針 

１０３ 

6-3 富岡ブランドの推進（シティプロモーション） 重点化施策Ⅱ 

担当部署 企画課 

リスクシナリオ A-5,B-6 

推進方針・対応方策 

・日頃からの国際交流事業により、災害時の外国語による誘導支援の体制を整えます。 

主な事業 担当部署 

国際交流推進事業 企画課 

ＫＰＩ(重要業績評価指標) 現状 目標 担当部署 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

国際交流協会事業への 
参加者数 

1,280 人 (2020) 
2,700 人 (2022) 

8,900 人 (2026) 
企画課 

対応するＳＤＧｓ（富岡市総合計画から引用） 

 

 

  



第４章 強靱化の推進方針 

１０４ 

6-4 質の高い市民サービスの提供 重点化施策Ⅰ 

担当部署 秘書課、企画課 

リスクシナリオ A-1,A-2,A-3,A-4,A-5,B-6,B-12,C-2,C-5,G-2,G-3,H-1 

推進方針・対応方策 

・市ホームページでの災害関連情報を集約したページを構築します。 

・広報とみおかへの防災情報の掲載を行ないます。 

・国土強靱化に関連する情報の掲載及び配信を行ないます。 

・平時及び災害時問わず、情報の積極的な発信に努めます。 

・災害情報等の外国語対応を進めます。 

・持続可能な情報発信システムの構築に努めます。 

・市職員の防災意識の向上を図ります。 

・市の防災対応の強化を図ります。 

主な事業 担当部署 

広報広聴事業 秘書課 

ＩＣＴ推進事業 企画課 

行政改革推進事業 企画課 

ＫＰＩ(重要業績評価指標) 現状 目標 担当部署 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

情報セキュリティ研修 
受講職員数 

521 人 (2020) 
全職員 (2022) 

全職員 (2026) 
企画課 

市ホームページからの 

電子申請・申込件数 
－ 

  800 件(2022) 

1,000 件(2026) 
企画課 

対応するＳＤＧｓ（富岡市総合計画から引用） 
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１０５ 

6-5 持続可能な行政運営 － 

担当部署 企画課、財産活用推進課 

リスクシナリオ A-1,C-2,G-2 

推進方針・対応方策 

・ふるさと納税を推進し、関係人口の創出を図ります。 

・市役所庁舎は、被災時の防災拠点であり司令塔としての機能を担う重要な施設である

ことから、いざという時であっても機能停止とならないよう、日頃から専門業者によ

る定期点検を実施して不具合箇所を修繕するなど、引き続き、維持管理を進めます。 

・災害時に即時出動可能な公用車管理（事前に災害が想定しうる場合、車両使用者に燃

料給油を指示など）を進めます。 

主な事業 担当部署 

ふるさと納税推進事業 企画課 

庁舎管理事業 財産活用推進課 

公用車管理事業 財産活用推進課 

ＫＰＩ(重要業績評価指標) 現状 目標 担当部署 

ふるさと納税額 － 

250,000 千円 

(2022) 

300,000 千円 

(2026) 

企画課 

庁舎避難訓練の 

ブラッシュアップによる 

職員の防災意識向上 

避難訓練実施 

(2021) 

避難訓練 

マニュアルの 

改定(Ver3.1) 

(2022) 

避難訓練 

マニュアルの 

改定(Ver7.1) 

(2026) 

財産活用推進課 

対応するＳＤＧｓ（富岡市総合計画から引用） 
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１０６ 

 施策の重点化 

限られた資源で効率的・効果的に強靱化を進めるには、施策の優先順位付けを行ない、

優先順位の高いものについて重点化しながら進める必要があります。 

本計画に位置付ける個別の施策について、以下の観点から総合的に勘案し、表１４のと

おり重点施策を選定するとともに重点化度を設定します。 

 

【評価軸】 

①たくさんのリスクシナリオに関わってくる施策（施策を軸） 
…施策が進めば様々なリスクの回避に繋がる 

②リスクシナリオを回避する施策が少ない（リスクシナリオを軸） 
…その施策を進めなければ他でカバーできない 

【重点化度】 

Ⅰ…評価軸①②ともに該当：評価軸を２軸ともに満たす施策 

Ⅱ…評価軸②のみ該当  ：あるリスクシナリオの回避に寄与できる数少ない施策 
Ⅲ…評価軸①のみ該当  ：数多くのリスクシナリオの回避に寄与できる施策 

 

表１４ 重点化する施策 

No. 施策 
評価軸 

重点化度 
① ② 

1-1 低炭素・循環型社会の構築 ● ● Ⅰ 

1-2 安心して暮らせる環境の整備  ● Ⅱ 

1-3 防災・防犯・安全確保体制の充実 ● ● Ⅰ 

1-4 消防体制の充実  ● Ⅱ 

2-2 下水道・浄化槽の整備推進  ● Ⅱ 

2-3 安全で利便性の高い都市基盤の整備 ● ● Ⅰ 

2-4 快適で美しい都市環境の整備  ● Ⅱ 

2-5 豊かな住環境の形成 ● ● Ⅰ 

2-6 公共交通の確保と利便性の向上  ● Ⅱ 

3-1 農林業振興の推進 ● ● Ⅰ 

4-3 生涯学習活動の充実 ● ● Ⅰ 

4-4 スポーツ・レクリエーションの充実 ● ● Ⅰ 

5-1 高齢者支援の充実 ●  Ⅲ 

5-2 地域福祉の充実 ● ● Ⅰ 

5-4 保健・医療・救急体制の充実  ● Ⅱ 

6-1 市民協働の推進 ● ● Ⅰ 

6-3 富岡ブランドの推進（シティプロモーション）  ● Ⅱ 

6-4 質の高い市民サービスの提供 ● ● Ⅰ 
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１０７ 

 ＫＰＩ（重要業績評価指標）の設定 

「起きてはならない最悪の事態」を回避するための有効な施策について、KPI（重要業

績評価指標）を表１５～表１８のとおり設定しました。重要業績指標は、脆弱性評価や施

策の進行管理に活用します。 

 

表１５ ＫＰＩ（重要業績評価指標）(1/4) 

ＫＰＩ(重要業績評価指標) 現状 目標 担当部署 

１人１日当たりの 

ごみ排出量 
1,006g (2020) 

965g (2025) 

931g (2030) 
環境課 

リサイクル率 15.9% (2020) 
17%    (2025) 

18%以上(2030) 
環境課 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

消費者被害防止等の 
出前講座参加者の満足度 

－ 
75% (2022) 

80% (2026) 
市民課 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

かぶら聖苑利⽤者の満⾜度 
－ 

75% (2022) 

80% (2026) 
市民課 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

市総合防災訓練の 
市⺠参加率 

33.3% (2017) 
34% (2022) 

35.4% (2026) 
危機管理課 

自主避難計画の作成状況 

（全 12 地区） 
1 地区 (2020) 

10 地区 (2022) 

12 地区 (2024) 
危機管理課 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

消防団員充⾜率 
92.8% (2020) 

97.6% (2022) 

 100% (2026) 
消防本部警防課 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

市⺠１万⼈当たり 
⽕災発⽣件数 

3.6 件 (2020) 
3.6 件 (2022) 

3 件 (2026) 
消防本部警防課 

消防水利の充実 

（設置及び修繕） 

…耐震防火水槽 40t 

新設１基 

修繕１基 

(2020) 

新設１基 

修繕４基 

(2022)(2026) 

消防本部警防課 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

⽔道管の耐震化率 
17.9% (2020) 

  17% (2022) 

  20% (2026) 
上下水道整備課 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

有収率 
92.1% (2020) 

  91% (2022) 

  92% (2026) 
上下水道施設課 

浄水場耐震化率    0% (2020) 
   0% (2022) 

50.7% (2028) 
上下水道整備課 

配水池耐震化率 21% (2020) 
21.0% (2022) 

46.2% (2028) 
上下水道整備課 
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表１６ ＫＰＩ（重要業績評価指標）(2/4) 

ＫＰＩ(重要業績評価指標) 現状 目標 担当部署 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

汚⽔処理⼈⼝普及率 
63.7% (2020) 

77.5% (2022) 

80% (2026) 
上下水道施設課 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

都市計画道路整備率 
81.1% (2020) 

75.5% (2022) 

89.6% (2026) 
都市計画課 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

主要幹線市道の舗装改修率 
37.8% (2020) 

65.6% (2022) 

 100% (2026) 
道路建設課 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

橋梁⻑寿命化修繕計画に 
伴う橋梁の延べ修繕数 

12 橋 (2020) 
17 橋 (2022) 

26 橋 (2026) 
道路建設課 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

⻑寿命化対策を実施した 
公園の延べ箇所数 

14 か所 (2020) 
12 か所 (2022) 

16 か所 (2026) 
都市計画課 

都市公園の防災公園化  0 か所 (2020) 
 0 か所 (2022) 

 1 か所 (2026) 
都市計画課 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

市営住宅の⼊居率 
77% (2020) 

85% (2022) 

90% (2026) 
建築課 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

住宅の耐震化率 
※耐震改修促進計画(2021.4)の 

目標値を採用 

73% (2021) 85% (2026) 建築課 

建築指導事業の進捗 
※建築行政マネジメント計画に基づ

き評価 
建築課 

耐震改修促進事業の進捗 ※耐震改修促進計画に基づき評価 
建築課 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

富岡製⽷場来場者の 
上信電鉄利⽤率 

2.3% (2020) 
5.2% (2022) 

5.5% (2026) 
企画課 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

市⺠１⼈当たり 
公共交通利⽤回数 

8.8 回 (2020) 
13 回 (2022) 

16 回 (2026) 
企画課 

乗合タクシー利用者数 － 30,000 人 (2024) 企画課 

乗合タクシー市民利用率 － 全体 10% (2024) 企画課 

公共交通の確保・利便性 

への満足度 
－ 全体 25% (2024) 企画課 

地域住民による意見交換会 

や検討会などの実施地区数 
－ 全 12 地区(2024) 企画課 

乗合タクシーと統合した 

サービス種類数 
－ ３種類 (2024) 企画課 
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表１７ ＫＰＩ（重要業績評価指標）(3/4) 

ＫＰＩ(重要業績評価指標) 現状 目標 担当部署 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

新規就農者数 
6 人 (2020) 

10 人 (2022) 

10 人 (2026) 
農林課 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

認定農業者数（法⼈含む） 
119 者 (2020) 

150 者 (2022) 

150 者 (2026) 
農林課 

耕地整備延べ⾯積 
（松義台地地区・宇⽥⼀ノ宮地区） 

86.2ha (2020) 
86.2ha (2022) 

86.2ha (2026) 
土地改良課 

間伐計画面積 24ha (2020) 
45ha (2022) 

45ha (2026) 
農林課 

農地の集積・集約化面積 450ha (2020) 
470ha (2022) 

510ha (2026) 
農林課 

国土調査事業 72.5 ㎢ (2020) 75.13 ㎢ (2029) 土地改良課 

複合拠点としての 

公民館の運用 

※行政改革プラン（2019～2022） 

に基づき評価 
地域づくり課 

国宝及び主な重要文化財の 

整備状況 
１棟 (2020) 

１棟 (2022) 

１棟 (2026) 

富岡製糸場課・ 

富岡製糸場総合 

研究センター 

国宝及び主な重要文化財の 

耐震化の状況 
１棟 (2020) 

１棟 (2022) 

１棟 (2026) 

富岡製糸場課・ 

富岡製糸場総合 

研究センター 

中高瀬観音山遺跡の 

保存整備 

基本設計策定 

(2021) 

供用開始 

(2025) 
文化財保護課 

障害福祉事業 

障害自立支援給付事業 

地域生活支援事業   の進捗 

※富岡市障害福祉プラン（2021～ 

2023）に基づき評価 
福祉課 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

美術博物館の⼊館者数 
21,558 人 (2017) 

25,000 人 (2022) 

25,000 人 (2026) 
文化課 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

美術博物館の 
市⺠ギャラリー利⽤率 

60.1% (2017) 
60.0% (2022) 

60.0% (2026) 
文化課 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

地域づくり協議会活動 
への参加者数 

16,982 人(2020) 
※コロナ禍で大幅減 

62,000 人 (2022) 

62,000 人 (2026) 
地域づくり課 

移住定住の推進 
※行政改革プラン（2019～2022） 

に基づき評価 
地域づくり課 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

国際交流協会事業への 
参加者数 

1,280 人 (2020) 
2,700 人 (2022) 

8,900 人 (2026) 
企画課 
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表１８ ＫＰＩ（重要業績評価指標）(4/4) 

ＫＰＩ(重要業績評価指標) 現状 目標 担当部署 

【富岡市総合計画まちづくりの目標】 

情報セキュリティ研修 
受講職員数 

521 人 (2020) 
全職員 (2022) 

全職員 (2026) 
企画課 

市ホームページからの 

電子申請・申込件数 
－ 

  800 件(2022) 

1,000 件(2026) 
企画課 

ふるさと納税額 － 

250,000 千円 

(2022) 

300,000 千円 

(2026) 

企画課 

庁舎避難訓練の 

ブラッシュアップによる 

職員の防災意識向上 

避難訓練実施 

(2021) 

避難訓練 

マニュアルの 

改定(Ver3.1) 

(2022) 

避難訓練 

マニュアルの 

改定(Ver7.1) 

(2026) 

財産活用推進課 
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 計画の推進 

 他計画等の見直し 

本計画は、富岡市総合計画と整合・調和を図っている計画であるとともに、本市の様々

な分野の計画等の地域強靱化に係る指針となるものであることから、富岡市地域防災計画

をはじめ、地域強靱化に関係する他の計画等の改定の際には、本計画の内容と整合を図る

ものとします。 

 

 

 計画の推進と進行管理 

本計画の実効性を確保するとともに、各施策の進捗を把握するためには、進行管理を行

なうことが重要となります。第４章では、富岡市総合計画にも掲載されているＫＰＩ（重

要業績評価指標）や各課で把握している進捗状況等について、施策ごとに関連のあるもの

を掲載しました。また、事業の推進にあたっては、国や県などとの連携も必要不可欠との

ことから、国土強靱化に係る交付金・補助金に関する一覧を『別紙２』として整理します。 

本計画は、富岡市総合計画の施策体系と一致させていることから、富岡市総合計画の進

行管理を行なうことで、本計画の進行管理も同時に確認できるような構成としております。 

計画の推進にあたっては、ＰＤＣＡサイクルの考え方（図１１）に基づいた進行管理を

行なうこととします。 

 

 

図１１ ＰＤＣＡサイクルの考え方 

 

Ｐｌａｎ 

計画の策定 

Ｃｈｅｃｋ 

点検・結果の評価 

Ｄｏ 

計画の実施 

Ａｃｔｉｏｎ 

計画の見直し・改善 
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