高千穂町国土強靭化地域計画【概要版】
序章

国土強靭化の基本的な考え方【本編 p1～2】

計画策定の趣旨

第1章

高千穂町の概要【本編 p3～7】

本町に被害を及ぼすと想定される災害

平成 25 年 12 月の基本法公布・施行、平成 26 年 6 月の「国土強靭化基本計画」策定、平成 28 年 12 月の

(1)地震災害

「宮崎県国土強靭化地域計画」策定をうけ、本町において

宮崎県が想定する南海トラフ巨大地震（M9 クラスの地震）等に伴う被害

も、国土強靭化の理念や基本方針を踏まえ、地域強靭化に

想定では、本町における最大震度は 6 弱である。被害想定の内訳では、死傷

関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、高千穂

者及び人的被害（死者数）は 0 人となっているが、交通施設被害や建物被害

町の強靭化を推進する指針となる「高千穂町国土強靭化地

、さらにライフライン被害が想定されている。

域計画」
（以下、本計画という。）を策定した。

(2)風水害・土砂災害

計画の位置付け

本町は急峻な山地に囲まれた中山間地にあり、土砂災害危険区域等の指定

本計画は、基本法第 13 条に基づく「国土強靭化地域計画」で
あり、国土強靭化に係る本町の他の計画等の指針となるものとし

されている地域が多くある。そのため、出水期には台風等により毎年のよう
に土砂災害が発生する。

て、本町の基本構想である「高千穂町総合長期計画」
、災害対策

出典：宮崎県地震・津波及び被害の想定について（令和 2 年 3 月）

基本法に基づく「高千穂町地域防災計画」などと連携を図りなが
ら策定するものである。

第３章
第2章

高千穂町の地域強靭化に向けた基本目標等【本編 p8～10】

脆弱性評価【本編 p11～31】

第４章

地域強靱化の推進方針【本編 p32～72】

脆弱性評価
31 個のリスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）に対し、現時点で取り組んでいる施策を踏まえ、各
施策の取組み状況や不足する施策の有無等の課題を整理し、脆弱性を総合的に分析・評価した。

基本目標
本計画を推進するにあたり、国・県の計画と調和を図り、次の 4 つの目標を設定した。
①人命の保護が最大限図られること

②本町及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること

③本町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

地域強靱化の推進方針
脆弱性評価の結果を踏まえ、リスクシナリオ及び横断的分野の項目ごとに、地域強靭化に向けて必要な取り組
みを検討し、推進方針としてとりまとめた。また、計画的な施策の進捗を促進するために、数値目標（KPI）を
設定した。
（設定した推進方針は次頁参照）

事前に備えるべき目標
強靭化に向けた基本目標の実現に向け、事前に備えるべき目標として、下記に示す 8 つの目標を設定した。

第5章
①直接死を最大限防ぐ
②救助・救援、医療活動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
③必要不可欠な行政機能は確保する

④必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する

計画の推進と重点化【本編 p73～74】

計画の推進
地域強靭化は、第 3 章で示した 31 の「最悪の事態」を回避するためのリスクマネジメントであり、PDCA サ

⑤経済活動を機能不全に陥らせない

イクル（Plan：計画、Do：施策の実施、Check：結果の評価、Action：取組みの見直し・改善）を繰り返すこ

⑥ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる

とにより、本町全体の強靭化の取組みを推進する。

⑦制御不能な二次災害を発生させない

プログラムの重点化

⑧社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する

リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）の設定
8 つの事前に備えるべき目標に対し、本町の地域特性等を踏まえ、その妨げとなる 31 のリスクシナリオ（起
きてはならない最悪の事態）を設定した。
（設定したリスクシナリオは次頁参照）

限られた資源で効率的・効果的に強靭化を推進するため、施策の優先順位付けを行い、優先順位の高いものに
ついて重点化しながら施策の実施を図る必要がある。本計画では、町の役割の大きさ、影響の大きさ、緊急度・
切迫度、国全体の強靭化への寄与等を踏まえ、11 の重点化プログラムを選定した。（重点化プログラムは次頁参
照）

◇

リスクシナリオとそれらを回避するための具体的な施策
事前に備えるべき目標

31 のリスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）
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【重点化】被災地での食糧・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止

医療 BCP の策定／上水道施設等の耐震化／支援の受け入れ体制の構築
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