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【別表２】個別事業一覧 

個別の事業名 担当課 担当係 概要 指標 

１ 行政機能（消防含む）  

災害時応援協定 防災対策課 危機管理係 

・大規模災害時における、応急体制の迅速かつ円滑な確立のた

め、民間事業者からの物資調達等に関する協定を締結してい

るが、引き続き、ノウハウやスキルを有する民間事業者等と

の災害に関する応援協定を推進する 

【基準値】 

R2 民間事業者との 

災害時応援協定数：23 事業者 

本庁舎管理事業 総務課 財産管理係 
・庁舎や設備の計画的な管理を実施するとともに、施設の延命

化を図りながら適切な維持管理に努める 

 

防災訓練事業 防災対策課 危機管理係 

・住民の防災意識の高揚と町職員の危機管理能力の向上を図

り、減災とする適切な対応ができるよう防災訓練を実施する 

・町職員の危機管理能力向上対策として、各種訓練を実施する 

【基準値】 

防災訓練回数 年 1 回以上 

防災情報施設維持管理事業 防災対策課 危機管理係 ・県防災行政通信ネットワーク等の維持管理を図る  

２ 危機管理  

災害時応援協定 防災対策課 危機管理係 

・大規模災害時における、応急体制の迅速かつ円滑な確立のた

め、民間事業者からの物資調達等に関する協定を締結してい

るが、引き続き、ノウハウやスキルを有する民間事業者等と

の災害に関する応援協定を推進する 

【基準値】 

R2 民間事業者との 

災害時応援協定数：23 事業者 

防災マップ改訂事業 防災対策課 危機管理係 
・浸水想定区域や避難に関する情報を記載した防災マップを更

新し普及促進を図る 

 

防災情報施設維持管理事業 防災対策課 危機管理係 ・県防災行政通信ネットワーク等の維持管理を図る  

防災訓練事業 防災対策課 危機管理係 

・住民の防災意識の高揚と町職員の危機管理能力の向上を図

り、減災とする適切な対応ができるよう防災訓練を実施する 

・町職員の危機管理能力向上対策として、各種訓練を実施する 

 

自主防災組織育成事業 防災対策課 危機管理係 

・各種自主防災研修会等への参加促進、自主防災活動における

運営経費等の一部経費の助成を行う 

【基準値】 

R2 自主防災組織率：90.2％ 

【目標値】 

自主防災組織率：100％ 

防災備蓄品等整備事業 防災対策課 危機管理係 
・町民に対して備蓄品の周知を図って行く他、大規模災害に備

え町の防災備蓄品の計画的な購入を図る 

 

ため池ハザードマップ作成 産業課 農村整備係 
・巫女窪沼（防災重点ため池）について、緊急時の避難経路や

避難経路や避難場所を示したため池ハザードマップを作成する 

 

地域コミュニティ推進事業 政策推進課 総合戦略係 

・ブロック協議会による自主的な地域コミュニティ活動の充

実、支援に取り組み、活力ある地域づくりを推進する（自主

防災活動、福祉や健康づくりなど） 

 

３ 建築住宅  

がけ地近接等危険住宅移転 

補助事業 
建設課 管理用地係 

・がけ地近接住宅の移転費補助 

・住宅・建築物安全ストック形成事業の推進 

【基準値】 

R2 申請件数：0 件 

【目標値】 

R2 申請件数：1 件 

住宅リフォーム支援事業 建設課 管理用地係 

・戸建て住宅のリフォーム費用の補助 【基準値】 

R2 工事発注件数：0 件 

【目標値】 

R2 工事発注件数：30 件 

ブロック塀等撤去補助事業 建設課 管理用地係 

・ブロック塀の撤去事業 

・住宅・建築物安全ストック形成事業の推進 

【基準値】 

R2 申請件数：0 件 

【目標値】 

R2 申請件数：1 件 

木造住宅耐震改修事業 建設課 管理用地係 

・H12.5 以前に建築された木造平屋又は２階建ての戸建住宅の耐

震改修 

・住宅・建築物安全ストック形成事業の推進 

【基準値】 

R2 申請件数：0 件 

【目標値】 

R2 申請件数：1 件 

木造住宅耐震診断事業 建設課 管理用地係 

・H12.5 以前に建築された木造平屋又は２階建ての戸建住宅の耐

震診断 

・住宅・建築物安全ストック形成事業の推進 

【基準値】 

R2 申請件数：0 件 

【目標値】 

R2 申請件数：2 件 
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空家等対策運営事業 防災対策課 危機管理係 

・空家等対策についての検討や空家等対策計画の改訂等につい

て協議 

・空家等対策協議会の運営 

 

老朽危険空き家除去補助事

業 
建設課 管理用地係 

・老朽危険空き家の除去費補助 

・空き家再生等推進事業の推進 

【基準値】 

R2 申請件数：0 件 

【目標値】 

R2 申請件数：1 件 

屋外広告物安全点検推進事

業 
建設課 都市整備係 

・安全点検の必要性を設置者に周知し確実に実施されるよう啓

発を推進する 

 

本庁舎管理事業 総務課 財産管理係 
・庁舎や設備の計画的な管理を実施するとともに、施設の延命

化を図りながら適切な維持管理に努める 

 

保健福祉センター維持管理

事業 
保健福祉課 保健指導係 

・不特定多数の者が利用する建築物等維持管理等の促進 

・避難訓練の充実 

 

４ 交通基盤  

街路・都市施設整備事業 建設課 都市整備係 

・災害時における避難路や防火帯となる街路の整備促進 

・防火センターや一時避難場所など、地域における防災機能を

強化するための防災拠点施設等の整備推進 

 

駐車場維持管理促進事業 建設課 都市整備係 

・不特定多数が集まる駅前駐車場について、山辺町公共施設等

総合管理計画に基づき、施設の長寿命化の推進 

・計画的な維持管理の促進 

 

橋梁長寿命化事業 建設課 道路河川係 

・62 橋 

 

【基準値】 

R2 橋梁修繕数：8 橋 

【目標値】 

R7 橋梁修繕数：8 橋 

舗装長寿命化事業 建設課 道路河川係 

・（2）大門四本橋線ほか 8 路線 

・事業期間：H29～R3 

・総事業費：171 百万円 

【基準値】 

R2 補修完了路線数：2 路線 

【目標値】 

R5 補修完了路線数：2 路線 

道路施設老朽化対策事業 建設課 道路河川係 

・道路施設等点検 

・事業期間：H30～R4 

・総事業費：18 百万円 

【基準値】 

R2 点検完了路線数：2 路線 

【目標値】 

R7 点検完了路線数：2 路線 

防災・安全交付金事業 

（他）清水緑ケ丘線 
建設課 道路河川係 

・事業期間：H30～R2 

・総事業費：43 百万円 

【基準値】 

R2：1 路線 

【目標値】 

R2：1 路線 

防災・安全交付金事業 

（他）中央公園大塚線 
建設課 道路河川係 

・事業期間：H30～R4 

・総事業費：36 百万円 

【基準値】 

R2：1 路線 

【目標値】 

R5：1 路線 

道路除雪計画 建設課 管理用地係 

西町高楯線ほか 64 路線 

・事業期間：H30～R4 

・総事業費：51 百万円 

 

交通運輸事業 政策推進課 総合戦略係 
・被災者の交通手段の確保のために、平時より利用者ニーズを

把握した適切な公共交通体系の構築に取り組む 

 

５ 国土保全  

都市公園施設維持管理推進

事業 
建設課 都市整備係 

・「山辺町公園施設長寿命化計画」に基づき、施設の長寿命化

を推進するとともに、計画的な維持管理を行う必要がある 

 

多面的機能支払交付金事業 産業課 農村整備係 
・水路、農道、ため池および法面等、農業を支える共用の設備

を維持管理するための地域の共同作業に支払われる交付金 

 

中山間地域等直接支払交付

金事業 
産業課 農村整備係 

・中山間地の耕作放棄地の発生防止や解消を図り、適切な農業

生産活動の維持を通して多面的機能を確保する観点から、平

地に比べて傾斜地が多いなど農業生産条件が不利な農地につ

いて、集落等が維持・管理していく協定をつくり、これに従

って 5 年以上継続して農業生産活動等の作業が実施されるこ

とを条件に交付金が集落等に支払われる国の制度 
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６ 保健医療・福祉  

予防事業 保健福祉課 保健指導係 

・災害時における感染症の発生防止のため、平時から定期予防

接種の接種率向上に取り組み、予防できる感染症の流行に備

える 

・災害時の感染症拡大防止を図るため、消毒資機材等を確保す

る 

 

７ ライフライン・情報通信  

庁舎情報通信事業 政策推進課 情報統計係 

・災害により電力供給が停止した事態に備え、非常用電源設備

の整備を確保する 

・放送設備の損壊や電力供給が停止した事態に備え、非常用電

源設備の整備を確保する 

 

８ 農林水産  

ため池ハザードマップ作成 産業課 農村整備係 
・巫女窪沼（防災重点ため池）について、緊急時の避難経路や

避難経路や避難場所を示したため池ハザードマップを作成する 

 

多面的機能支払交付金事業 産業課 農村整備係 
・水路、農道、ため池および法面等、農業を支える共用の設備

を維持管理するための地域の共同作業に支払われる交付金 

 

中山間地域等直接支払交付

金事業 
産業課 農村整備係 

・中山間地の耕作放棄地の発生防止や解消を図り、適切な農業

生産活動の維持を通して多面的機能を確保する観点から、平

地に比べて傾斜地が多いなど農業生産条件が不利な農地につ

いて、集落等が維持・管理していく協定をつくり、これに従

って 5 年以上継続して農業生産活動等の作業が実施されるこ

とを条件に交付金が集落等に支払われる国の制度 

 

９ 環境  

災害廃棄物処理計画策定 町民生活課 生活環境係 
・災害廃棄物の仮置場や廃棄物処理施設での処理体制等をまと

めた「災害廃棄物処理計画」を策定する 

 

10 リスクコミュニケーション  

防災訓練事業 防災対策課 危機管理係 

・住民の防災意識の高揚と町職員の危機管理能力の向上を図

り、減災とする適切な対応ができるよう防災訓練を実施する 

・町職員の危機管理能力向上対策として、各種訓練を実施する 

 

防災備蓄品等整備事業 防災対策課 危機管理係 
・町民に対して備蓄品の周知を図って行く他、大規模災害に備

え町の防災備蓄品の計画的な購入を図る 

 

保健福祉センター維持管理

事業 
保健福祉課 保健指導係 

・不特定多数の者が利用する建築物等維持管理等の促進 

・避難訓練の充実 

 

保健福祉センター維持管理

事業・保健指導総務事業 
保健福祉課 保健指導係 

・医療機関での非常時対応体制の整備 

・災害発生時を想定した施設の体制整備 

 

保健福祉センター維持管理

事業・予防事業 
保健福祉課 保健指導係 

・防疫対策の推進  

 

 


