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第１章 アクションプラン 2022 の策定 

１ アクションプランの意義 
本市では、令和３年度から５年間の強靱化の推進方針を示した「瑞穂市国土強靱化地域計画」

（以下「地域計画」という。）を策定した。この地域計画の着実な推進を図るため、施策分野ごと

の主要施策を明らかにし、数値目標（重要業績評価指標（ＫＰＩ））を設定した「瑞穂市国土強靱

化アクションプラン」（以下「アクションプラン」という。）を毎年度定め、主要施策の進行管理

を行うものとする。 

アクションプランは、数値目標進捗の管理だけでなく、施策の進捗状況や情勢の変化等を踏ま

え、毎年度、施策の見直し等を行うこととする。 

 

２ 施策の重点化 
地域計画では、「効果の大きさ」や「緊急度・切迫度」等の視点により総合的に勘案し、特に重

点化すべき施策項目を設定しており、これにより施策の重点化を行い、毎年度の予算編成や国へ

の施策提案に反映する。 

なお、重点化施策項目については、施策の進捗状況を踏まえ、毎年度のアクションプランを策

定する過程において、適宜見直しを行う。 

 

３ 「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の推進 
持続可能な環境や社会の実現に向け、2015 年９月の国連総会で採択された「持続可能な開発目

標（ＳＤＧｓ）」では、「誰も取り残さない社会の実現を目指す」というビジョンを掲げ、官民の

垣根を越えた広範な利害関係者（ステークホルダー）との連携した取組により、17のゴールの実

現を目指している。 

ＳＤＧｓの 17 のゴールの中には、「強靱（レジリエント）なインフラ構築」や「持続可能な都

市」づくりなどの目標もあり、アクションプランの推進においてもこうした目標の達成に貢献す

るため、重要業績指標（ＫＰＩ）とＳＤＧｓとの対応関係を明らかにし、取組を着実に推進す

る。 
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※ＳＤＧｓとは 

2015 年９月の国連総会で、先進国と開発途上国がともに取組むべき国際社会全体の普遍的な目

標「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が全会一致で採択された。2030 年までの「持続可

能な開発目標（ＳＤＧｓ）」として、17 のゴール（目標）と 169 のターゲットが掲げられ、「誰一人

取り残さない（leave no one behind）」社会の実現を目指し、国連に加盟するすべての国が、あら

ゆる形態の貧困や飢餓の撲滅、質の高い教育の確保、気候変動やその影響の軽減などに取組むこと

としている。 

 

◆強靱化との関連 

ＳＤＧｓの 17 のゴールの中には、「３ 健康な生活の確保」、「５ ジェンダー平等の達成」、「９ 

強靱（レジリエント）なインフラ構築」、「11 持続可能な都市」、「17 パートナーシップの活性化」

が掲げられており、都市の強靱化や多様な人々の生活の質を向上させる取組に大きな期待が寄せら

れている。ＳＤＧｓの基本的な考え方である「環境、経済、社会の統合的アプローチ」を踏まえ、

強靱化の取組を進めることは、ＳＤＧｓが目指す社会的課題の解決につながるものである。 
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【重点化施策項目】 

施策分野 
施策項目 

重点化施策項目  

（１）行政機能 【行政】 

・防災拠点の確保・整備 

・災害時職員行動マニュアル（地震編・

水害編）の策定 

・情報伝達手段の耐災害性の強化 

（電源喪失対応、エリアメール等） 

【消防・水防】 

・消防力の強化 

(常備消防・消防団、消防水利の整備) 

 

【行政】 

・業務継続体制、バックアップ、

非常時通信の整備 

・職員の移動手段の確保 

・被災住宅への支援（被害認定、

罹災証明発行、制度の適用等） 

・災害物資受援計画の整備 

【消防・水防】 

・救助に必要な資機材の備蓄 

・地域防災力の向上 

【情報伝達】 

・住民への情報伝達の強化 

・外国人に対する情報提供 

・長期停電時の対応強化 

【備蓄】 

・防災備蓄の充実 

・非常用電源と燃料備蓄 

【その他】 

・受援計画の策定 

・渇水対応タイムラインの作成 

・災害廃棄物処理計画 

・公共交通機関との連携強化 

（２）地域保全 ・総合的治水対策 

・排水機場の能力強化・維持管理・改修 

・樋門など河川管理施設の維持管

理・改修 

・下水道施設による雨水施設整備 

（３）交通・物流 ・救助・救急活動に必要な道路の確保 

・道路通行情報の提供 

・橋りょうの整備・点検、耐震化、長寿

命化修繕 

・交通結節点への連絡強化 

・支援ルートの確保 

・道路の維持管理 

・道路啓開体制 

・負傷者等の搬送手段の確保 

・避難経路の確保 

（４）住環境 ・住宅の耐震化の促進 

・ＪＲ穂積駅周辺市街地の整備の促進 

・防火対策の促進 

・空家対策の推進 

・通行障害物対策 

 

・密集市街地の面的整備 

・避難所の防災機能・生活環境の

向上 

・応急仮設住宅の円滑かつ迅速な

供給 

・被災住宅への支援 

・特定建築物の耐震化促進 

・雨水及び地下水の有効活用 

・地籍調査の実施 

・被災動物の救援 

（５）ライフ 

ライン 

・上水道施設の耐震化、老朽化対策の推進 

・下水道施設の機能保全対策の推進 

・ガス管の耐震化 

 

・倒木対策 

・避難施設の通信手段の確保 

・無電柱化の推進 
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施策分野 
施策項目 

重点化施策項目  

（６）衛生環境 ・河川流出ごみの撤去 

 

 

・災害廃棄物仮置き場候補の選定 

・ごみ、し尿等の衛生処理施設の

計画的な維持管理・更新 

・有害物質対策 

（７）保健医療 

・福祉 

・避難所運営マニュアルの更新 ・要配慮者支援の推進 

・要配慮者利用施設での備蓄等の

支援 

・医療・福祉施設の災害対応マニ

ュアル等の整備促進 

・避難所における健康管理体制の

整備 

・福祉避難所運営マニュアルの整

備、訓練の実施 

・大規模火災時の対応 

（８）教育・文化 ・学校における防災対応 

（避難訓練、防災教育等） 

 

・学校における防火対策 

（９）産業・経済  ・事業所への情報提供 

・業務継続計画（ＢＣＰ）等の策

定支援 

・多面的機能の維持管理 

（10）リスクコ

ミュニケ

ーション 

・住民主体での避難対策の強化 

・リスクコミュニケーションの促進 

・自主防災力の強化 

・自主防災組織の育成 

・要配慮者支援の取組 

・自宅外からの避難対策 

・防災人材の育成 

・避難所運営リーダーの養成 

・防犯ボランティアへの支援 

・外国人の防災リーダーの育成 

・学校における防災教育の推進 

（11）老朽化対策 ・上水道施設の耐震化、老朽化対策の推進 

・公共施設等の維持管理 

・下水道施設整備の早期概成と接

続促進 

・私立保育施設の整備支援を行う

とともに、保育施設の認定こど

も園化による老朽化対策の推進 

（12）官民連携・

広域連携 

 ・広域避難への対応 

・支援物資の供給体制の強化 

・迅速な復旧 

・災害ボランティアの確保 

※施策項目として記載し、具体的取組を包含している。 
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第２章 令和４年度に実施する主要施策 

瑞穂市国土強靱化地域計画における「第５章 強靱化の推進方針」に基づき、令和４年度（2022）

において取組む主要施策は、次のとおりである。 

これらの実施にあたっては、限られた資源で効率的・効果的に本市の強靱化を進めるため、特に

前頁に掲げる重点化施策項目について取組みの推進に努めるものとする。 

 

１ 行政機能 ～公助の強化～ 

１－１ 行政 

１-１-１ 防災拠点の確保・整備…重点 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・災害対応の中枢拠点としての機能

強化を図るための新庁舎の整備 

【新庁舎建設事業】 

新庁舎の整備に向けた基金の積立

を推進します 

市：財務情報課 

・庁舎の受変電設備や非常用電源、幹

線系統電気通信設備の浸水対策 

【新庁舎建設基本計画策定事業】 

新庁舎の整備について、電気、通信

設備の浸水対策を検討します 

市：財務情報課 

 

１-１-２ 災害時職員行動マニュアル（地震編・水害編）の策定…重点 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・生涯学習施設来場者への避難誘導

訓練 

【生涯学習施設の職員に対する指導】 

 家屋火災等に伴う来場者への避難

誘導訓練を実施します 

市：生涯学習課 

 

１-１-３ 情報伝達手段の耐災害性の強化…重点 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・災害時に防災行政無線による情報

伝達を確実にするための機器更新 

【防災行政無線のデジタル化】 

防災行政無線子局のうち７か所

（生津・本田地区）のデジタル化を

進めます 

市：市民協働安全課 
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１-１-４ 業務継続体制、バックアップ、非常時通信の整備 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・災害に備えた職員対象の業務継続

訓練の実施 

【ＢＣＰ訓練実施】 

瑞穂市業務継続計画（ＢＣＰ）に基

づき、職員対象の業務継続訓練を

実施します 

市：市民協働安全課 

・衛星携帯電話の確保 

【衛星携帯電話の確保】 

衛星携帯電話の適切な維持管理に

努めます 

市：市民協働安全課 

 

１-１-５ 職員の移動手段の確保 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・災害に備えた公用車の確保 

【公用車管理】 

災害時でも公用車が利用できるよ

う整備します 

市：財務情報課 

 

１-１-６ 被災住宅への支援（被害認定、罹災証明発行、制度の適用等） 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・被害認定調査職員育成、罹災証明書

等の発行 

【被害認定調査・罹災証明】 

罹災証明事務処理マニュアルを作

成するとともに、被害認定調査に

従事する職員の育成・研修を進め

ます 

市：地域福祉高齢課 

市：税務課 

 

１-１-７ 災害物資受援計画の整備 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・応援物資や人の受け入れ準備のた

めの受入場所の確保など受援計画

の作成 

【災害物資受援計画の整備】 

受援計画の作成を検討します 
市：市民協働安全課 
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１－２ 消防・水防 

１-２-１ 消防力の強化…重点 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・常備消防の体制整備、装備資機材の

充実、各種訓練等の拡充 

【消防車両の充実】 

新たな救助工作車を更新します 

市：市民協働安全課 

委託先：岐阜市 

・瑞穂消防署及び巣南分署の維持・補

修 

【消防署設備の維持・補修】 

適切な維持管理に努めます 

市：市民協働安全課 

委託先：岐阜市 

・非常備消防力（消防団、女性消防班）

の強化及び装備等の維持管理、更

新 

【設備の更新】 

・消防ポンプ車１台を更新します 

・消防小型ポンプ１台の購入を検討

します 

市：市民協働安全課 

・消防水利の拡充 

【特殊防火井戸新設】 

特殊防火井戸を新設します 

（２カ所） 

市：市民協働安全課 

 

１-２-２ 救助に必要な資機材の備蓄 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・救出・救助等に対応するため、照明

器具や小型資機材の充実・高度化 

【設備の更新・維持管理】 

消防団倉庫及び水防倉庫内の備蓄

品の適切な維持管理の実施に努め

ます 

市：市民協働安全課 

 

１-２-３ 地域防災力の向上 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・女性防火クラブ連絡協議会や少年

少女消防クラブの活動を支援 

【女性防火クラブ連絡協議会】 

火災予防の啓発と住宅用火災警報

器の普及活動のため、店頭広報活

動や住宅訪問活動を行います 

【少年少女消防クラブ】 

救命講習、初期消火訓練、消防署見

学会等を実施し、防火・防災思想の

普及を図ります 

市：市民協働安全課 
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１－３ 情報伝達 

１-３-１ 住民への情報伝達の強化 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・エリアメールの活用体制を整備 

・防災ラジオの普及 

・みずほ市民メールの登録促進 

【防災ラジオ販売事業】 

 防災ラジオの普及を目的として防

災ラジオの販売を行います 

【防災メール配信事業】 

 みずほ市民メールなどの登録を促

進します 

市：市民協働安全課 

・「防災読本」を活用した啓発事業 

【防災読本配布】 

防災読本を配布し、防災意識の啓

発に努めます 

市：市民協働安全課 

・道路通行情報の提供体制の整備 

【道路安全施設整備事業】 

注意喚起看板等の設置を推進しま

す 

市：市民協働安全課 

 

１-３-２ 外国人に対する情報伝達、 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・外国人向け情報発信 

【外国人向け防災啓発】 

外国人向けに、外国語版のハザー

ドマップを配布し、防災意識の啓

発に努めます 

市：市民協働安全課 

 

１-３-３ 長期停電時の対応 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・長期停電に備えた燃料備蓄、バッテ

リー補給体制の点検、機能強化 

【防災備蓄事業】 

燃料備蓄、機器点検、作動訓練を実

施します 

市：財務情報課 

市：市民協働安全課 

 

１－４ 備蓄 

１-４-１ 防災備蓄の充実 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・防災備蓄倉庫における防災資機材

や備蓄品の整備 

【防災備蓄事業】 

新型コロナウィルス感染症対策の

ための備蓄品を中心に、備蓄品及

び資機材の充実に努めます 

市：市民協働安全課 

・災害対策本部機能を維持するため

の備蓄品の確保 

【防災備蓄事業】 

燃料備蓄、機器点検、作動訓練を実

施します 

市：財務情報課 

市：市民協働安全課 
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１-４-２ 非常用電源の確保と燃料備蓄 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・市庁舎の非常用電源の確保、燃料の

備蓄 

【非常用電源装置の燃料の備蓄】 

停電の発生に備え市庁舎の非常用

電源装置の燃料を確保します 

市：財務情報課 

・避難所等への非常用電源の確保、燃

料の備蓄 

【防災備蓄品の充実】 

 非常用電源の確保及び燃料の備蓄

に努めます 

市：市民協働安全課 

 

１－５ その他 

１-５-１ 受援計画の策定 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・応援物資や人の受け入れ準備のた

めの受入場所の確保など受援計画

の作成 

【災害物資受援計画の整備】 

受援計画の作成を検討します 
市：市民協働安全課 

 

１-５-２ 災害廃棄物処理計画 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・「災害廃棄物処理計画」の実効性の

確保 

【災害廃棄物仮置き場候補の選定】 

 選定された災害廃棄物仮置き場候

補が災害時に機能するように努め

ます 

市：環境課 

 

１-５-３ 公共交通機関との連携強化 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・帰宅困難者が一時的な避難生活が

確保できるよう必要な支援 

【安全な場所と必要な支援】 

 公共交通機関と連携し安全な場所

と必要な支援の強化 

市：総合政策課 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

（令和元年度） 
目標値 

（令和７年度） 

防災備蓄倉庫の増設 11 か所 18 か所 

防災訓練等参加者数（人/年） 300 人 2,500 人 

消防団員数 246 人 257 人 

耐震性貯水槽の整備 ５か所 ６か所 

市民メール登録者数 9,839 人 10,800 人 

防災行政無線のデジタル化 37 か所 89 か所 
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２ 地域保全 ～河川、治水対策～ 
２-１-１ 総合的な治水対策…重点 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・普通河川流末に係る遊水池の整備 

【十九条・牛牧地内遊水池整備事業】 

瑞穂市が管理する普通河川流末に

係る遊水池の整備を実施します

(十九条・牛牧境の幹線排水路合流

部) 

市：都市開発課 

【古橋地内遊水池整備事業】 

瑞穂市が管理する普通河川流末に

係る遊水池の整備を実施します 

市：都市開発課 

 

２-１-２ 排水機場の能力強化・維持管理・改修…重点 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・排水機場の排水機能の強化、長寿命

化による予防保全的な維持管理 

【排水機場改修事業】 

豪雨による内水対策としての排水

機能の強化及び施設設備の適正な

機能維持のため定期点検結果に基

づき設備改修等を実施します 

市：都市開発課 

市：都市管理課 

 

２-１-３ 樋門など河川管理施設の維持管理・改修 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・河川管理施設の計画的な改修 

【樋門修繕事業】 

 樋門の適正な機能維持のため定期

的点検結果に基づき設備改修等を

実施します 

市：都市管理課 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

（令和元年度） 
目標値 

（令和７年度） 

牛牧排水機の整備（排水量：㎥/s） 3.0ｍ3 4.7ｍ3 
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３ 交通・物流 ～交通ネットワークの強化～ 
３-１-１ 救助・救急活動に必要な道路の確保…重点 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・緊急輸送道路を補完する市道の整

備 

市内の各拠点を結ぶ市道の整備を

推進します 
市：都市開発課 

・道路の維持管理 

【市道舗装修繕及び交通安全施設整

備】 

老朽化した舗装の修繕や交通安全

施設の点検及び設置等を実施しま

す 

市：都市管理課 

・倒木防止対策 

【街路樹維持管理事業】 

街路樹等の剪定による適正な維持

管理を実施します 

市：都市管理課 

 

３-１-２ 支援ルートの確保 

施策概要 

 

令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・市の耐震改修促進計画に基づき、特

定建築物の耐震化を推進 

【耐震改修促進計画】 

・木造住宅無料耐震診断事業 

・耐震化及び除却助成事業 

・耐震化啓発事業の実施 

市：都市開発課 

 

３-１-３ 負傷者等の搬送手段の確保 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・災害時の負傷者等の搬送に活用で

きる福祉車両等の確保 

【負傷者等の搬送手段の確保】 

瑞穂市社会福祉協議会との協力協

定について調整を始めます 

市：市民協働安全課 

 

３-１-４ 緊急輸送道路等の維持管理 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・緊急輸送道路を補完する市道の整

備 

市内の各拠点を結ぶ市道の整備を

推進します 
市：都市開発課 
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３-１-５ 交通結節点への連絡強化…重点 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・交通結節点への安全かつ円滑な通

行を確保するための幹線道路の整

備 【ＪＲ穂積駅周辺整備事業】 

災害に強い都市拠点の形成に向

け、ＪＲ穂積駅周辺にて土地区画

整理事業等の実施を検討します 

市：穂積駅圏域拠

点整備課 

・帰宅困難者や代替輸送車両等の滞

留空間の確保、公共交通機関など

への円滑な乗り換え・乗り継ぎを

確保するための駅前広場などの整

備 

 

３-１-６ 橋梁の整備・点検、耐震化、長寿命化修繕…重点 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・橋梁の点検及び耐震化、 

長寿命化修繕 

【瑞穂市橋梁個別施設計画】 

２m 以上の橋梁の定期点検の実施

及び、点検結果に基づくメンテナ

ンスを実施します 

市：都市管理課 

 

３—１-７ 避難経路の確保 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・道路の維持管理 

【市道舗装修繕及び交通安全施設整備】 

 老朽化した舗装の修繕や通学路沿

いの危険な箇所に防護柵設置等を

実施します 

市：都市管理課 

・災害時に安全に避難所へ移動する

ための歩道橋の整備 

【(仮称)柳一色歩道橋整備事業】 

災害時に安全に避難所へ移動する

ための歩道橋を整備します 

市：都市開発課 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

（令和元年度） 
目標値 

（令和７年度） 

橋梁長寿命化修繕率（％） 81.8％ 83.5％ 

駅や駅周辺の状況の満足度 27.6％ 33.0％ 
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４ 住環境 ～災害に強いまちづくり～ 
４-１-１ 住宅の耐震化の促進…重点 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・市の耐震改修促進計画に基づき、特

定建築物の耐震化を推進 

【耐震改修促進計画】 

・木造住宅無料耐震診断事業 

・耐震化及び除却助成事業 

・耐震化啓発事業の実施 

・家具転倒防止対策の普及啓発 

市：都市開発課  

 

４-１-２ 防火対策の促進…重点 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・上水道施設の耐震化 

【重要給水施設管路耐震化事業】 

重要給水施設（災害時の避難施設

に指定されている施設のうち地域

バランス等を考慮した９施設）ま

での管路の耐震化を推進します 

市：上水道課 

・感震ブレーカーの普及 

【感震ブレーカーの普及】 

感震ブレーカーの普及について検

討します 

市：市民協働安全課 

・延焼防止緑地の整備 

【瑞穂市緑の基本計画】 

瑞穂市緑の基本計画に基づき、延

焼遮断空間など災害に強い都市構

造を形成する都市公園等の整備・

保全を実施します 

市：都市開発課 

 

４-１-３ ＪＲ穂積駅周辺市街地の整備の促進…重点 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・ＪＲ穂積駅を中心とした密集市街

地の安全性を高めるため、道路や

公園を一体的かつ面的に改善を行

っていくための土地区画整理事業

等による市街地整備を推進 

【ＪＲ穂積駅周辺整備事業】 

災害に強い都市拠点の形成に向

け、ＪＲ穂積駅周辺にて土地区画

整理事業等の実施を検討します 

市：穂積駅圏域拠

点整備課 

・沿道の建築物やブロック塀等の耐

震化 

【瑞穂市ブロック塀等耐震改修補助事

業】 

通学路に面したブロック塀の補強

及び撤去を促進します 

市：都市開発課 
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４-１-４ 密集市街地等の整備 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・密集市街地での都市基盤の整備 

【狭あい道路解消】 

既存市街地内における狭あい道路

の解消に向けた整備を実施します 

市：都市開発課 

・準防火地域における建築物の不燃

化、耐震化 

【準防火地域の指定継続及び耐震化

の促進】 

土地の高度利用を図るべき場所の

指定継続及び震災に強い建築物へ

の建替えを促進します 

市：都市開発課 

 

４-１-５ 空家等対策の推進…重点 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・空家等対策計画の推進 

【空家等対策計画】 

危険な空家等の所有者に対し適正

管理の助言や啓発を実施します 

市：都市開発課 

 

４-１-６ 避難所の防災機能・生活環境の向上 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・避難所の生活環境整備 

【防災備蓄品の充実】 

 感染症対策用品を含めた防災備蓄

品の充実を図ります 

市：市民協働安全課 

 

４-１-７ 応急仮設住宅の円滑かつ迅速な供給 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・応急仮設住宅建設可能用地の確保 

【近隣公園・街区公園整備事業】 

 近隣公園や街区公園をそれぞれの

誘致距離を考慮して整備を推進し

ます 

市：都市開発課 
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４-１-８ 被災住宅への支援 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・災害ボランティア受入体制の整備 

【災害ボランティアセンターの設

置・運営】 

災害時におけるボランティアセン

ターの設置・運営等について、瑞穂

市社会福祉協議会と共に連絡協議

会の設置を目指します 

市：市民協働安全課 

市：地域福祉高齢課 

・被災者生活再建支援法に基づく支

援 

【被災者生活再建支援金の支給】 

岐阜県又は隣接県で被災者再建支

援法が適用された自然災害によ

り、専ら生活の根拠として現に居

住のために使用する住宅に一定以

上の被害を受け現状では居住する

ことが困難な場合、被災者生活再

建支援金を支給します 

市：地域福祉高齢課 

 

４-１-９ 特定建築物の耐震化推進 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・市の耐震改修促進計画に基づき、特

定建築物の耐震化を推進 

【耐震改修促進計画】 

・耐震化及び除却助成事業 

・耐震化啓発事業の実施 

市：都市開発課  

 

４-１-10 通行障害の防止対策…重点 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・市の耐震改修促進計画に基づき、特

定建築物の耐震化を推進 

【耐震改修促進計画】 

・木造住宅無料耐震診断事業 

・耐震化及び除却助成事業 

・耐震化啓発事業の実施 

市：都市開発課  

・沿道の建築物やブロック塀等の耐

震化 

【瑞穂市ブロック塀等耐震改修補助事業】 

通学路沿いに面したブロック塀の

補強及び撤去を促進します 

市：都市開発課 
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４-１-11 雨水・地下水の有効利用 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・雨水・地下水の有効利用 

【特殊防火井戸新設事業】 

 特殊防火井戸を新設します 

（２カ所） 

市：市民協働安全課 

４-１-12 地籍調査の実施 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・地籍調査の実施 
【第７次国土調査十箇年計画】 

 引き続き地籍調査を実施します 
市：都市管理課 

 

４-１-13 被災動物の救援 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・災害時における被災動物の救護機

能の充実 

【防災基本計画（動物愛護管理面）】 

・岐阜保健所等との連携・協力体制を

構築します 

・ペット同伴の避難行動をシミュレ

ーションします 

・被災動物用資機材を確保します 

県 

市：環境課 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

（令和元年度） 
目標値 

（令和７年度） 

住宅の耐震化率 80％ 97％ 

特定建築物耐震化率 85％ 95％ 

都市公園の整備（１人当たりの面積：㎡） 3.5ｍ3 3.5ｍ3 

地籍調査実施率 11.9％ 13.1％ 
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５ ライフライン ～生活基盤の維持～ 
５-１-１ 上水道施設の耐震化・老朽化対策の推進…重点 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・電気設備や機械施設、計装設備の計

画的な更新 

【経営戦略推進事業（水源地内設備

更新）】 

水源地内の設備を計画的に更新し

ます 

市：上水道課 

・水道管路の耐震化、応急給水体制整

備 

【重要給水施設管路耐震化事業】 

重要給水施設（災害時の避難施設

に指定されている施設のうち地域

バランスを考慮した９施設）まで

の管路の耐震化を推進します 市：上水道課 

【災害時給水資材等備蓄整備事業】 

災害時における応急給水対策とし

て非常用飲料水袋を備蓄します 

 

５-１-２ 下水道施設の機能保全対策の推進…重点 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・ストックマネジメント計画及び最

適化構想に基づく、状態監視保全、

時間計画保全、事後保全 

【電源確保】 

マンホールポンプ電源確保のため

に移動式発電機の購入を検討しま

す 

市：下水道課 

【災害協定】 

中部ブロック下水道災害支援組織

の形成に努めます 

【燃料確保】 

電源喪失時の自家発電機の燃料確

保に努めます 

【下水道施設維持修繕及び更新】 

状態監視保全及び時間管理保全に

よる下水道施設の維持修繕及び機

器更新を行います 

 

５-１-３ 倒木対策 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・倒木防止対策 

【街路樹維持管理事業】 

街路樹等の剪定による適正な維持

管理を実施します 

市：都市管理課 
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５-１-４ ガス管の耐震化 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・災害に備えたガス管設備などの耐

震性強化 

防災会議を通じ、ガス管設備など

の耐震性強化を要請します 

市：市民協働安全課

都市ガス供給事業者 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

（令和元年度） 
目標値 

（令和７年度） 

重要給水施設までの管路耐震化率 42.6％ 73.3％ 

下水道人口普及率（目標値はＲ８） 7.4％ 17.4％ 

 

６ 衛生環境 ～災害廃棄物及び有害物質対策～ 
６-１-２ 災害廃棄物の仮置き場候補の選定 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・災害廃棄物の搬出・処理を迅速に対

応できる体制の確保 

【災害廃棄物の仮置き場候補の選定】 

選定を行った災害廃棄物の仮置き

場の確保に努めます 

市：環境課 

 

６-１-３ ごみ・し尿等衛生処理施設の計画的な維持管理・更新 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・ごみ・し尿等衛生処理施設を管理運

営する団体に対して、計画的な維

持管理・更新を要請 

【一般廃棄物集積場「美来の森」長寿

命化計画】 

長寿命化計画に基づき、処理施設

の計画的な維持管理・更新に努め

ます 

市：環境課 

 

６-１-４ 有害物質対策  

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・大規模災害発生時に有害廃棄物を

迅速に対応するための課題の整理 

【有害物質対策】 

有害物質の飛散・流出対策の実行性

の確保に努めます 

市：環境課 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

（令和元年度） 
目標値 

（令和７年度） 

災害廃棄物処理応援協定の締結数 ９か所 15 か所 
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７ 保健医療・福祉 ～医療救護体制確保及び要配慮者への支援～ 
７-１-１ 要配慮者支援の推進 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・一人暮らし高齢者や障がい者など

要配慮者への避難支援 

【避難行動要支援者名簿整備】 

避難行動要支援者名簿の整備を推

進します 

市：市民協働安全課 

・要配慮者施設における避難確保計

画の作成促進 

【避難確保計計画の作成促進】 

 要配慮者施設に対して、避難確保

計画を作成するよう働きかけを行

います 

市：市民協働安全課 

 

 

７-１-２ 要配慮者利用施設での備蓄等の支援 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・要配慮者施設の備蓄支援 

【要配慮者施設の備蓄支援】 

要配慮者施設が有効に機能するた

め、非常用電源設備や燃料、水・食

料等の備蓄を促進します 

市：市民協働安全課 

 

７-１-３ 医療・福祉施設の災害対応マニュアル等の整備促進 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・福祉施設の災害時における機能を

継続するための体制整備の促進 

【福祉避難所運営マニュアル】 

 市地域防災計画の改訂に併せて福

祉避難所設置・運営マニュアルを

改訂し、マニュアルに基づいた福

祉避難所運営体制の推進に努めま

す 

市：地域福祉高齢課 

 

７-１-４ 避難所運営マニュアルの更新 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・避難所ごとの運営マニュアルの作

成及び更新 

【避難所運営協議会の設置】 

地域に対して避難所運営協議会の

設置を促し、避難所ごとの運営マ

ニュアルの作成を支援します 

市：市民協働安全課 
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７-１-５ 避難所における健康管理体制の整備 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・保健医療活動チームと連携・協力し

た健康管理体制の整備 

【避難所における健康管理体制の構築】 

地域に対して避難所運営協議会の

設置を促し、災害時に派遣される

保健医療チームと連携した健康管

理体制の構築について支援します 

市：市民協働安全課 

 

７-１-６ 大規模火災時の対応 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・要配慮者への避難支援のため、安否

確認要領や避難支援要領などの対

応訓練 

【自主防災組織に対する助言・出前

講座の実施】 

自主防災組織に対して助言や出前

講座を実施することにより、安否

確認要領や避難支援要領などの対

応訓練の実施を促します 

市：市民協働安全課 

 

７-１-７ 福祉避難所運営マニュアルの整備、訓練の実施 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・福祉避難所運営マニュアルの整備、

要配慮者を受け入れた訓練の促進 

【福祉避難所運営マニュアル】 

市地域防災計画の改訂に併せて福

祉避難所設置・運営マニュアルを

改訂します 

市：地域福祉高齢課 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

（令和元年度） 
目標値 

（令和７年度） 

要配慮者利用施設の避難確保計画提出数 33％ 100％ 

避難所運営協議会結成数 1 組織 20 組織 
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８ 教育・文化 ～学校防災及び防災教育の推進～ 
８-１-１ 学校における防災対応 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・幼稚園、小中学校における防災訓練

の継続的実施 

【防災訓練「命を守る訓練」】 

災害種別やその状況、実施時間帯

等を設定して、より実践的に防災

訓練を実施します 

市：学校教育課 

・幼稚園、小中学校における防災教育

の推進 

【防災教育の推進】 

自ら判断し命を守る行動ができる

ように、防災教育を充実させます 

市：学校教育課 

 

８-１-２ 学校における防火対応 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・幼稚園、小中学校における防火・防

災教育、避難訓練の継続的実施 

【防災訓練「命を守る訓練」】 

災害の状況、実施時間帯等を設定

して、より実践的な防災訓練を実

施します 

市：学校教育課 

・教職員に対する防火・防災研修の推

進 

【教職員防災研修の推進】 

幼稚園、学校における防災計画に

基づき、教職員に対する防火・防災

研修を推進します 

市：学校教育課 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

（令和元年度） 
目標値 

（令和７年度） 

幼稚園、小・中学校における防災訓練実施校 １園、10校 毎年度実施 

 

９ 産業・経済 ～農業関連施設の整備及び企業のＢＣＰ策定支援～ 
９-１-１ 事業所への情報提供 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・地域の災害リスクに関する情報の

提供 

【防災読本配布】 

 防災読本の配布を通じて災害リス

クに関する情報を提供します 

市：市民協働安全課 
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９-１-２ 多面的機能の維持管理 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・農業用水の清掃・保全管理等多面的

機能の維持管理活動支援 

【農業農村の有する多面的機能の維

持】 

 用水路の草刈りや泥上げや植栽に

よる景観形成を支援します 
市：商工農政観光課 

【農業用施設等の修繕】 

老朽化が進む水路等の補修・更新

を進めます 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

（令和元年度） 
目標値 

（令和７年度） 

農地や農業用水等保全活動実施団体数 １団体 １団体 

 

10 リスクコミュニケーション ～自助・共助の底上げ～ 
10-１-１ 住民主体での避難対策の強化 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・各自の避難計画作成の推進 

【災害・避難カード（岐阜県版）及び

防災読本の配布】 

全ての市民が各自の避難計画を作

成できるように「災害・避難カー

ド」（岐阜県版）及び防災読本を配

布します 

市：市民協働安全課 

 

10-１-２ リスクコミュニケーションの促進 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・自主防災組織における防災訓練の

実施 

【防災訓練実施補助事業】 

防災訓練を実施した自主防災組織

を対象として、補助金の交付を行

います 

市：市民協働安全課 

・避難誘導や避難所運営等を担う防

災リーダーの育成 

【防災士資格取得補助金事業】 

 防災士資格取得のための費用を助

成します 

市：市民協働安全課 

【防災リーダー養成講座の開催】 

 主に市内在住の防災士を対象に避

難誘導や避難所運営等を担う防災

リーダーの育成を行います 

市：市民協働安全課 
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10-１-３ 要配慮者避難への支援 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・一人暮らし高齢者や障がい者など

要配慮者への避難支援 

【避難行動要支援者名簿整備】 

避難行動要支援者名簿の整備を推

進します 

市：市民協働安全課 

 

10-１-４ 自主防災力の強化 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・自主防災組織による防災訓練の実

施 

【防災訓練実施補助事業】 

防災訓練を実施した自主防災組織

を対象として、補助金の交付など

により支援します 

市：市民協働安全課 

 

10-１-５ 自宅外からの避難対策 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・各自の避難計画作成の推進 

【災害・避難カード（岐阜県版）及び

防災読本の配布】 

全ての市民が各自の避難計画を作

成できるように「災害・避難カー

ド」（岐阜県版）及び防災読本を配

布します 

市：市民協働安全課 

 

10-１-６ 自主防災組織の育成 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・自主防災組織による防災訓練の実

施 

【防災訓練実施補助事業】 

防災訓練を実施した自主防災組織

を対象として、補助金の交付など

により支援します 

市：市民協働安全課 
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10-１-７ 防災人材の育成 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・避難誘導や避難所運営等を担う防

災リーダーの育成 

【防災士資格取得補助金事業】 

 防災士資格取得のための費用を助

成します 

市：市民協働安全課 

【防災リーダー養成講座の開催】 

 主に市内在住の防災士を対象に避

難誘導や避難所運営等を担う防災

リーダーの育成を行います 

市：市民協働安全課 

 

10-１-８ 避難所運営リーダーの養成 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・避難所運営指導者の養成 

【避難所運営協議会の設置】 

地域に対して避難所運営協議会の

設置を促し、避難所ごとの運営マ

ニュアルの作成を支援します 

市：市民協働安全課 

 

10-１-９ 学校における防災教育の推進 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・幼稚園、小中学校における防災訓練

の継続的実施 

【防災訓練「命を守る訓練」】 

災害種別やその状況、実施時間帯

等を設定して、より実践的に防災

訓練を実施します 

市：学校教育課 

・幼稚園、小中学校における防災教育

の推進 

【防災教育の推進】 

自ら判断し命を守る行動ができる

ように、防災教育を充実させます 

市：学校教育課 

 

10-１-10 放課後児童クラブにおける防火・防災教育の推進 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・放課後児童クラブにおける避難訓

練の継続的実施 

【消防計画に基づく避難訓練実施】 

放課後児童クラブにおいて毎月避

難訓練を実施します 

市：幼児教育課 

・放課後児童クラブにおける防火・防

災教育の推進 

【消防計画に基づく防火・防災教育の

実施】 

放課後児童クラブ職員への防火・

防災教育を実施します 

市：幼児教育課 

 

  



 

26 

 

10-１-11 保育所における防火・防災教育の推進 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・保育所における避難訓練の継続的

実施 

【消防計画に基づく避難訓練実施】 

保育所において毎月避難訓練を実

施します 

市：幼児教育課 

・保育所における防火・防災教育の推

進 

【消防計画に基づく防火・防災教育の

実施】 

保育士への防火・防災教育を実施

します 

市：幼児教育課 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

（令和元年度） 
目標値 

（令和７年度） 

自治会加入率 69％ 75％ 

避難所運営協議会結成数 １組織 20 組織 

自治会自主防災組織結成率 77％ 100％ 

防災ボランティア団体数 ０組織 １組織 

防災ボランティア登録者数 25 人 40 人 

 

11 老朽化対策 ～インフラ施設の耐震化、長寿命化対策～ 
11-１-１ 上水道施設の耐震化、老朽化対策 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・水道施設の耐震化 

【重要給水施設管路耐震化事業】 

重要給水施設（災害時の避難施設

に指定されている施設のうち地域

バランスを考慮した９施設）まで

の管路の耐震化を推進します 

市：上水道課 

 

11-１-２ 下水道施設整備の早期概成と接続促進 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・下水道の接続促進 

【水洗化促進事業】 

排水設備改造助成金を活用した水

洗化促進を行います 

市：下水道課 

・下水道施設による汚水処理施設整

備 

【公共下水道整備】 

下水道未普及地域の整備を推進し

ます 

市：下水道課 
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11-１-３ 公共建築物等の維持管理 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・「瑞穂市公共施設等総合管理計画」

に基づく公共建築物の維持管理 

【生涯学習施設維持管理計画】 

生涯学習施設を常に安全で快適に

利用できるようにするため維持管

理を実施します 

市：生涯学習課 

・保育所の民間活力の導入などの手

法を活用した、認定こども園化や

私立保育施設の整備支援を行うこ

とによる老朽化対策 

【公私連携型による保育施設整備事

業や、保育所等整備交付金や保育

総合対策事業費補助金を活用した

私立保育施設に対する整備補助事

業】 

市保育所整備計画に基づき保育所

の認定こども園化により耐震化を

促進及び、小規模保育施設整備事

業に対する補助を行います 

市：幼児教育課 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

（令和元年度） 
目標値 

（令和７年度） 

重要給水施設までの管路耐震化率 42.6％ 73.3％ 

特定建築物耐震化率 85％ 95％ 

 

12 官民連携・広域連携 ～民間リソースの活用と他市町村との協力体制の整備～ 
12-１-１ 広域避難への対応 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・越境避難対策の推進 

【避難先の確保】 

越境避難先の確保について検討を

実施します 

市：市民協働安全課 

・越境避難の交通手段の確保 

【交通手段の確保】 

越境避難に対する交通手段の確保

について検討を実施します 

市：市民協働安全課 

 

12-１-２ 支援物資の供給体制の強化 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・支援物資の物流拠点を確保し、災害

時における物資供給体制を整える 

【支援物資の物流拠点の確保】 

物流事業者と災害時における応援

協定を締結し、支援物資を速やか

に配送できる体制を構築する 

市：市民協働安全課 
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12-１-３ 迅速な復旧 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・道路の通行確保のための迅速な復

旧に努める体制の整備 

【重機を保有する民間建設事業者等

との協定】 

重機を保有する民間の建設事業者

等との協定を維持し、道路の通行

確保のための迅速な復旧を行う体

制の整備に努めます 

市：市民協働安全課 

 

12-１-４ 災害ボランティアの確保 

施策概要 
令和４年度（2022） 

実施事項 

実施主体及び 

担当課 

・災害ボランティアの被災地派遣支

援 

【災害ボランティア団体との協働】 

 瑞穂市社会福祉協議会や被災地派

遣等で実績のある災害ボランティ

ア団体との協力関係を築き、被災

地へのボランティア派遣について

検討します 

市：市民協働安全課 

 

重要業績指標（ＫＰＩ） 

指標名 
現状値 

（令和元年度） 
目標値 

（令和７年度） 

災害応援協定の締結先（累計） 54 か所 56 か所 

 




