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１ 策定趣旨 

長野県は、地形的・気象的な特性により、多く自然災害が発生し、大きな被害

を被ってきました。近年は、気候変動の影響により気象災害が激甚化、頻発化す

る傾向にあり、令和元年東日本台風災害では、東北信地域を中心に近年経験した

ことのない甚大な被害が発生しました。こうした大規模自然災害に対して、「命

を守る」ための備えとして、迎え撃つ社会の在り方が問われています。 

 

国では、平成 25 年 12 月に公布・施行した「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」に基づき、「強さ」と「し

なやかさ」を持った安全・安心な国土・地域・経済社会の構築に向けた「国土強

靱化」（ナショナル・レジリエンス）を推進し、「防災・減災、国土強靱化のため

の３か年緊急対策」、「同 ５か年加速化対策」により、取組の更なる加速化・深

化を図っています。 

 

長野県は、こうした国の方針や、災害の教訓を踏まえ、災害が起こった場合で

もその被害を最小限に抑え、速やかに復興するため、すべての県民や長野県を訪

れる人々が、今後起こりうる自然災害をイメージし、事前の備えに取り組むこと

を目的に、平成 28 年３月に第 1 期長野県強靱化計画を、平成 30 年３月には、第

２期計画を策定し、県土の強靱化に向けた諸施策を推進してまいりました。 

 

一方で、第２期計画の策定後も、令和元年東日本台風災害をはじめとした大規

模な自然災害を経験する中で、災害対応を通じて得られた新しい知見や教訓を今

後の施策に活かしていく必要があります。 

また、計画の進展に伴い、実施している施策もその進捗状況に合せ見直しを行

う必要があります。 

 

長野県の強靱化は、「災害が発生しても生命を失わず、迅速かつより良く日常

の生活に戻るため、最悪の事態を念頭に置き、平時からの「備え」を誰もが行う

ことにより、社会全体が災害に強くなること」ことを意味しています。 

大規模自然災害への「備え」について、引続き最悪の事態の想定という視点か

ら強靱化に向けた施策を効果的に推進するため、国土強靱化基本法第 13 条に基

づき、第３期長野県強靱化計画を策定します。 
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２ 計画の性格 

長野県強靱化計画は、大規模自然災害に対する県土の脆弱性を認識し、その克

服に向けて事前防災及び減災その他迅速な復旧等に資する施策を総合的に実施

するため、国土強靱化の観点から本県における様々な分野の指針となる計画です。 

 

○強靱化の分野において、長野県強靱化計画を指針とする計画 

 
（令和５年３月現在 43 計画） 

計画の名称 担当課室名

長野県総合５か年計画 総合政策課

長野県土地利用基本計画 総合政策課

第８次長野県総合雪対策計画 地域振興課

長野県地域防災計画 危機管理防災課

長野県ファシリティマネジメント基本計画 財産活用課

第２期信州保健医療総合計画 健康福祉政策課

第五次長野県環境基本計画 環境政策課

長野県ゼロカーボン戦略 環境政策課

第７次長野県水環境保全総合計画 水大気環境課

長野県水道ビジョン 水大気環境課

千曲川流域下水道総合地震対策計画 生活排水課

諏訪湖流域下水道総合地震対策計画 生活排水課

犀川安曇野流域下水道総合地震対策計画 生活排水課

長野県廃棄物処理計画（第５期） 資源循環推進課

災害時における物資の調達に関する協定 産業政策課

長野県ＢＣＰ策定支援プロジェクト 産業政策課

第４期長野県食と農業農村振興計画 農業政策課

長野県農業農村整備計画（第９次長野県土地改良長期計画） 農地整備課

長野県森林づくり指針 森林政策課

長野県社会資本総合整備計画 技術管理室

長野県吹付法面長寿命化修繕計画 道路管理課

長野県横断歩道橋長寿命化修繕計画（第２期） 道路管理課

長野県大型案内標識長寿命化修繕計画 道路管理課

長野県大型擁壁等大規模施設長寿命化修繕計画 道路管理課

長野県橋梁長寿命化修繕計画（第３期） 道路管理課

長野県舗装長寿命化修繕計画 道路管理課

長野県トンネル長寿命化修繕計画 道路管理課

長野県ロックシェッド・スノーシェッド長寿命化修繕計画 道路管理課

長野県無電柱化推進計画 道路管理課

信州みちビジョン 道路建設課

長野県管理河川の河川整備計画 河川課

長野県河川管理施設（水門、樋門等）長寿命化計画 河川課

長野県流域治水推進計画 河川課

焼岳火山噴火緊急減災対策砂防計画 砂防課

御嶽山火山噴火緊急減災対策砂防計画 砂防課

砂防関係施設長寿命化計画 砂防課

長野県都市計画ビジョン 都市・まちづくり課

長野県公園施設長寿命化計画 都市・まちづくり課

長野県耐震改修促進計画（第Ⅲ期） 建築住宅課

長野県住生活基本計画 建築住宅課

長野県県営住宅プラン2021 公営住宅室

長野県公営企業経営戦略 経営推進課

第４次長野県教育振興基本計画 教育政策課
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３ 計画の目的 

県民の一番の思いは災害により生命・財産を失わないことにあります。また、

県政モニターアンケート調査結果によると、自然災害への備えとして最も優先度

が高いのは、電気、ガス、上下水道など生活インフラの防災力の強化です。 

行政のみならず、企業、県民も、生命・財産を守り迅速に復旧復興するための

「事前の備えを行うことにより、社会全体が災害に強くなること」、すなわち強

靱化を意識することが必要です。 

長野県強靱化計画は、多くの災害経験を踏まえ、行政、企業、県民が一体とな

って「オール信州」で強靱化に取り組み、生命・財産・暮らしを守ることを引き

続き目的とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画期間 

   計画期間は、令和５（2023）年度から令和９（2027）年度の５年間とします。 

 

 

 

※強靱化への取り組みイメージ図 

県民、地域コミュニティ 

企業等 県、市町村 

防災の取り組みを実践 

支援 

サービスの 

持続的提供 

協力 

生命・財産・暮らしを守る 

連携 

地域貢献 

連携 
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５ 強靱化を推進する上での基本的な方針 

国土強靱化の理念及び国土強靱化基本計画を踏まえ、次の基本的な方針に基づき、

本県における強靱化を推進します。 

 

【強靱化の取組姿勢】 

○ 本県の強靱性を損なう原因を、あらゆる側面から検証します。 

○ 短期的な視点によらず、長期的な視野を持って計画的に取り組みます。 

○ 災害に強い県土づくりにより、地域の活力を高めます。 

 

【適切な施策の組み合わせ】 

○ ハード対策とソフト対策を適切に組み合わせ、効果的に施策を推進します。 

○ 国、県、市町村、住民及び民間事業者等の連携と役割分担の下、「自助」「共

助」「公助」を適切に組み合わせ、地域防災力の向上に取り組みます。 

○ 非常時のみならず、平時にも有効に活用される対策となるよう、工夫します。 

 

【効率的な施策の推進】 

○ 既存社会資本の有効活用や施設の適切な維持管理により効果的に施策を推進

します。 

○ 国の施策や民間技術の活用等により、効率的に施策を推進します。 

 

【地域の特性に応じた施策の推進】 

○ 女性、高齢者、子ども、障がい者及び外国人県民等に配慮した施策を講じま

す。 

○ 本県の地域特性（自然条件、人口構造、産業等）に応じた施策を講じます。 

○ 人のつながりやコミュニティ機能を強化し、地域全体で強靱化を推進します。 

 

６ 施策の重点化 

厳しい財政状況の中、効率的・効果的に強靱化を推進するためには、優先順位

が高い施策を重点化して取り組む必要があります。 

第２期計画の進捗状況、計画期間中の災害教訓、対処すべき新たな課題等を踏

まえ、第３章「取り組むべき事項」の「起きてはならない最悪の事態」を回避す

る施策の中から重点項目を定めています。 
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７ 有識者からの意見聴取 

  本計画の策定にあたり、多角的な視点から考察するため、防災研究の専門家

をはじめ、各分野の有識者から意見をお聴きし、計画に反映しています。 

 

８ 評価・見直し 

  本計画の第３章「取り組むべき事項」には、「起きてはならない最悪の事態」

に対する、「脆弱性評価」「取組方針（施策）」「評価指標」が掲載されています。 

計画を効率的かつ効果的に推進するため、施策や数値目標の達成状況を評価

し、今後発生する災害の検証も加えながら、必要に応じて見直す（改善する）

ことが重要です。ＰＤＣＡサイクル（Plan:計画、Do:実行、Check:評価、Act:

改善）により、施策の見直しを行っていきます。 

  また、大規模災害の発生などにより、それまで認識されていない問題点（脆

弱性）が発見された場合には、必要に応じて計画の見直しを行います。 

   なお、本計画に掲載の「数値目標」は、進捗管理の目安として記載しており、

目標の達成によりすべての問題点が解決されたとするものではありません。 
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第２章 

 

基本的な考え方 
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長野県の強靱化を進めるに当たり想定するリスクは、国土強靱化基本計画が大規模自然災

害のみを対象としていることや、近年、気候変動の影響により激甚化・頻発化している自然

災害の脅威への対策が県として取り組むべき喫緊の課題であることから、本計画で想定する

リスクは大規模自然災害を対象とします。 

 

地震災害 

長野県の地形は、大きくは県土の 80％を占める山地と 10％以下の盆地に分けられますが、

特に山地と盆地の境界部に数多くの活断層が見られ、長野県における地震災害のリスクとな

っています。 

国の地震調査研究推進本部が行った長期評価では、県内の主要活断層のうち、糸魚川－静

岡構造線断層帯（中北部区間）では、Ｍj（気象庁マグニチュード）7.6 程度の地震が今後 30

年間で発生する確率が 14～30％、境峠・神谷断層帯では主部でＭj7.6 程度の地震が 0.02％～

13％、阿寺断層帯では主部／北部でＭj6.9 程度の地震が６～11％程度などの発生確率となっ

ています。（算定基準日：令和４年(2022 年)１月１日） 

長野県では、これらの地震に備えるため平成 27 年３月に長野県第３次地震被害想定を策定

しています。（19 ページで後述） 

 

１ 長野県神城断層地震 

 平成 26 年(2014 年)11 月 22 日 22 時 08 分に長野県北部の深さ約５ｋｍでマグニチュー 

（Ｍ）6.7 の地震が発生した。この地震により長野県で最大震度６弱を観測した。 

この地震の発震機構は西北西－東南東方向に圧力軸を持つ型で、地殻内の浅い地震であ 

る。今回の地震の余震分布と本震の発震機構から推定される震源断層は南北方向に延びる

東傾斜の逆断層であった。震源域付近には糸魚川－静岡構造線活断層系の一部である神城

断層が存在している。今回の地震は神城断層の一部とその北方延長が活動したと考えられ

る。（文部科学省地震調査研究推進本部 2014 年 11 月 22 日長野県北部の地震の評価より引用） 

この地震では、81 棟の住家が全壊し 46 名の重軽傷者が出たが、死者・行方不明者は一 

人もいなかった。倒壊した家に閉じ込められた住民の多くが、近所の手助けにより救出さ

れており、改めて地域コミュニティの重要性が注目された。住民間の繋がりが薄いとされ

る都市部においても、同様の地域コミュニティが形成できるか、また、山間部においては

それらが維持できるかが課題となっている。 

【被害の概要】 

震度６弱：長野市、小川村、小谷村 ５強：信濃町、白馬村 

重傷８名 軽傷 38 名 

住家被害 全壊 81 棟、半壊 175 棟、一部損壊 2,146 棟 

 

１ 想定するリスク 
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【過去に長野県内で発生した主な地震災害】 

発生年月 災害名 被害の概要 

1847 年 

（弘化４年）

５月８日 

善 光 寺 地 震

（M7.4 推定） 

・夜 10 時ごろ長野市直下を震源とする大地震が発生した。

この地震による災害のほかに、善光寺町、水内郡新町村、

埴科郡稲荷山村、水内郡飯山町の火災、水内、更級の２郡

にわたる山崩れ、善光寺平の洪水などの２次、３次災害が

発生。多数の死者、住家被害が発生したと推定されている。 

・死者 8,586 名 

・住家被害 全壊 20,883 戸、半壊 11,364 戸 

非住宅全壊 13,223 戸、非住家半壊 4,460 戸 

・山崩れ 42,528 か所  （出典：虫倉日記） 

1984 年 

（昭和 59 年）

９月 14 日 

長野県西部地

震 

（震度５） 

・震源地は王滝村の御嶽山麓で、震源の深さは２km と極端

に浅く、震源直上の王滝村では多数の山体崩壊や斜面崩落

等が発生した。 

特に伝上川上流の剣ヶ峰南側斜面で発生した大規模崩壊

（御嶽崩れ又は伝上崩れ）により、多数の死者や住家被害

が発生し、多くの村民が 10 月 25 日の避難解除宣言まで長

期間にわたり避難を余儀なくされた。 

・「御嶽崩れ」では、東京ドーム約 30 杯分に相当する土砂

が平均時速約 80km で崩れ落ち、松越地区では道路や家屋を

乗せたまま崩落した。 

・死者 29 名  

・住家被害 全壊 14 棟 半壊 73 棟 一部損壊 517 棟 

2011 年 

（平成 23 年） 

３月 12 日 

長野県北部の

地震 

（震度６強） 

・栄村を震源とする直下型地震が発生し、人家、道路、農

地などが被災し、山地災害も多数発生した。 

・大規模な山体崩壊による渓流の閉塞が発生した。また、

残雪期のため道路や農地等の被害状況の把握が遅れた。 

・残雪の中での厳しい避難となったが、消防団を中心に迅

速な安否確認や救助が行われた。 

・死者 ３名（災害関連死） 軽傷 12 名 

・住家被害 全壊 34 棟 半壊 169 棟 一部損壊 507 棟 

 

 

土砂災害・水害 

長野県には、日本海に注ぐ信濃川、姫川、関川と太平洋に注ぐ天竜川、木曽川、富士川、矢

作川、利根川の８水系があり、一級河川は 740 河川、総延長は 5,110.7km になります。 

長野県の特長である急峻な地形や脆弱な地質などの自然条件に加え、都市化の進展などに
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よる土地利用の変化により流域保水力が低下したこともあり、近年は毎年のように水害が発

生しており、最近５ヵ年（平成 29 年～令和３年）の河川災害は、年平均 278 箇所、約 102 億

９千万円余にのぼっています 

加えて、土砂災害危険箇所数（土石流危険渓流・地すべり危険箇所・急傾斜地崩壊危険箇所

の合計）は全国においても上位（12 位）であり、土砂災害が数多く発生しています。 

 

１ 令和元年東日本台風災害 

10 月６日に南鳥島近海で発生した令和元年東日本台風（台風第 19 号）は、強い勢力で静

岡県に上陸した後、関東甲信地方と東北地方を通過したため、東日本から東北地方を中心

に広い範囲で観測史上１位（当時）の記録を更新する大雨となり、１都 12 県に大雨特別警

報が発表された。 

本県では、10 月 12 日から 13 日にかけて非常に激しい雨（長野地方気象台：日降水量

132.0 ㎜ 統計開始以来の極値更新）と強い風（長野地方気象台：日最大瞬間風速 25.7m/

ｓ 10 月としての極値更新）により、千曲川の越水や堤防の決壊、人や建物への被害、農

地や農業用施設の浸水被害、鉄道の運休や航空機の

欠航、停電などのライフラインへの影響など、様々

な被害が発生した。また、県内 43 市町村に初めて

大雨特別警報が発表されたほか、千曲川氾濫発生情

報も発表された。 

近年経験のない大規模な浸水被害となり、多数の

人的被害、住家被害が発生するとともに、1700 名を

超える逃げ遅れの発生、避難生活の長期化、浸水し

た地域の復旧・復興、など様々な課題が浮き彫りになった。 

・死者 23 名（うち災害関連死 18 名） 重軽傷者 150 名 

・住家被害 全壊 1,087 世帯 半壊 2,889 世帯 一部損壊 3,693 世帯 

 

２ 令和３年８月大雨 

８月 11 日に中国大陸から九州付近にのびていた前線は、12 日から 15 日にかけて本州付

近に停滞した。この前線に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込んで大気の状態が不

安定となり、西日本から東日本の広い範囲で記録的な大雨となった。本県でも 13 日夕方か

ら 15 日朝にかけて断続的に激しい雨が降り続き、南部・中部を中心に記録的な大雨となり、

アメダス 10 地点で 48 時間降水量の観測史上 1 位を更新した。 

この大雨により、８月 15 日、岡谷市川岸地区では土石流が発生し、３名の命が奪われた。

また、王滝村滝越地区では道路の崩壊により住民 14 名が孤立し、県消防防災ヘリによって

救助された。 

避難情報を発令するタイミングや対象地区の絞り込み、住民の適切な避難行動（特に夜

間）が課題となった。 
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【過去に長野県内で発生した主な水害・土砂災害】 

発生年月 災害名 被害の概要 

1961 年 

（昭和 36年） 

６月～７月 

昭和 36 年 

梅雨前線豪雨 

・伊那谷を中心とした集中豪雨で河川氾濫・土砂災害が発

生。規模と深刻さで長野県史上空前の災害となった。 

・死者・行方不明者 136 名 

・家屋の全壊・流失・半壊 約 1,500 戸 

1985 年 

（昭和 60年）

７月 26 日 

地附山地すべ

り災害 

・長野市地附山南東斜面で大規模な地すべりが発生し、山

麓部の老人ホーム松寿荘や湯谷団地が被災した。 

・死者 26 名（松寿荘入所者） 

・家屋等の埋没・全壊 55 棟 

1996 年 

（平成８年）

12 月６日 

蒲原沢土石流

災害 

・小谷村蒲原沢で大規模な土石流が発生し、平成７年梅雨

前線豪雨災害の復旧事業等に従事していた作業員が巻き

込まれた。 

・死者 14 名 

2006 年 

（平成 18年） 

７月 

平成 18 年７

月豪雨 

・梅雨前線の活動が活発となり、総降水量が７月の平均降

水量の２倍を超えるなど記録的な大雨となった。岡谷市、

辰野町では土砂災害による住家の倒壊、浸水など、甚大な

被害が発生。また、天竜川堤防の破堤による床上浸水な

ど、諏訪・上伊那地域を中心に大きな被害が発生した。 

・死者 12 名 

・床上浸水 約 800 棟 

2014 年 

（平成 26年） 

７月 

平 成 26 年 

台風第８号 

・７月９日昼過ぎから、県内では断続的に雷を伴った大雨

となり、南木曽町読書三留野地区の梨子沢、大沢田沢で土

石流が発生した。 

・死者 １名 負傷者３名 

・住家全壊 10 棟 一部破壊３棟 

・JR 中央本線橋梁が流出、国道 19 号に土砂流入 

 

 

火山噴火災害 

気象庁の火山噴火予知連絡会は、今後 100 年程度の中長期的な噴火の可能性及び社会的影

響を踏まえ、「火山防災のために監視・観測体制の充実等の必要がある火山」として、50 の火

山を選定していますが、そのうち長野県内に火口が存在するのは４火山（浅間山、焼岳、乗

鞍岳、御嶽山）、長野県境に隣接しているのは３火山（新潟焼山、草津白根山、弥陀ヶ原）で

あり、全国でも有数の火山県です。 

また、火山活動が活発で過去に大規模な噴火を繰り返した火山がある一方で、有史以来目

立った噴火が無い火山や、歴史的経緯や交通網の関係から観光客や登山客が数多く訪れる火
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山も存在するなど、それぞれの火山の噴火に伴い発生するリスクは大きく異なっているため、

きめ細やかなリスク管理が必要とされています。 

 

■御嶽山 

乗鞍火山列の南端に位置する成層火山で、古期・新期の火山体が侵食期をはさんで重なっ

ている。新期御嶽火山は継母岳（ままははだけ）火山群と摩利支天（まりしてん）火山群から

なり、約８～９万年前には継母岳火山群の活動があり、カルデラを埋めて溶岩ドームや火砕

流が山体を構成した。 

引き続いて約８万年前からは摩利支天火山群が活動した。８つの火山からなり、カルデラ

内で火口を移動しながら活動し、カルデラはほぼ埋め立てられて現在の御嶽火山の南北に並

ぶ山頂群が形成された。 

 最近２万年間は、水蒸気爆発を中心にした活動期であり、1979 年の噴火以降、白色の噴煙

が続き、2007 年３月及び 2014 年９月には小規模な水蒸気噴火が発生。2014 年の噴火は死者

58 名、行方不明者５名、負傷者 69 名という甚大な被害をもたらした。 

 

■浅間山 

複雑な形成史をもつ火山。黒斑（くろふ）火山（安山岩の成層火山）、仏岩火山（デイサイ

ト、約２万年前）、軽石流（デイサイト、1.3 万年と 1.1 万年前）の順に生じ、約１万年

前からは前掛火山が活動を開始し、山頂部の釜山は現在も活動中。 

有史以降の活動はすべて山頂噴火。釜山の山頂火口（長径東西500m、短径南北440m）内の

地 

形、特に火口底の深さは、火山の活動の盛衰に応じて著しく変化する。山頂火口は常時噴気

が認められ、西山腹の地獄谷にも噴気孔がある。爆発型（ブルカノ式）噴火が特徴で、噴火

に際しては火砕流（熱雲）が発生しやすい。1108、1783 年には溶岩流も発生。噴火の前兆

現象として、火口直下に浅い地震（Ｂ型）が頻発することがある。 

 

■乗鞍岳 

ほぼ南北に連なる基盤岩の高まりに沿って複数の火山体が並ぶ複合成層火山体。安山岩・ 

デイサイトの溶岩ドーム、溶岩流を主体とし、山麓には緩傾斜地が広がっている。山頂部に

は火口湖、せき止め湖など多くの池がある。山頂部に噴気地帯は存在しない。 

約 7300 年前より新しい時期に火山灰を堆積させる噴火が少なくとも９回あったことが明

らかになっている。堆積物から、最近１万年間の平均噴火間隔は約 700～800 年程度であり、

最新の噴火は約 500 年前である。 

 

■焼岳 

北から割谷山（わるだにやま）、焼岳、白谷山（しらたにやま）、アカンダナ山と並ぶ焼岳火 

山群のうち、焼岳のみが現在も活動中。安山岩・デイサイトの成層火山、山頂部は溶岩ドー

ムで、山腹には火砕流堆積物を伴う。山頂火口（直径約 300m）のほか、山腹からも噴火して
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いる。最新のマグマ噴火は、2300 年前に起きた焼岳円頂丘溶岩とそれに伴う中尾火砕流堆積

物の活動である。東麓ではこの火砕流堆積物の上位の黒色土壌中にテフラが認められる。有

史以降の噴火はほとんど水蒸気爆発で、泥流を生じやすい。平常でも噴気活動が盛んである。 

※以上、気象庁ホームページより引用 

 

１ 御嶽山噴火災害 

噴火は、平成 26 年（2014 年）９月 27 日 11 時 52 分頃発生した。噴火発生時は視界不良

のため山頂付近の状況は不明だったが、剣ヶ峰の南南東約６km に設置の監視カメラによる

と、噴火による火砕流が南西方向に３km を超えて流下した。 

気象レーダーによると、噴煙は東に流れ、その高度は火口縁上約 7,000ｍと推定されてい

る。降灰の有無に関する自治体等への聞き取り調査の結果、御嶽山の西側の岐阜県下呂市

萩原町から東側の山梨県笛吹市石和町にかけての範囲で降灰が確認された（９月 28 日 16

時現在）。また、９月 28 日に実施した上空からの観測では、剣ヶ峰山頂の南西側で北西か

ら南東に伸びる火口列から活発な噴煙が上がっており、噴火はこの火口列から発生したと

みられ、大きな噴石が火口列から約１km の範囲に飛

散していることが確認された。 

今回の噴火は、噴出した火山灰には新鮮なマグマ

に由来する物質が確認されなかったこと、火砕流に

より樹木等が焦げたような痕跡は認めらなかったこ

とから、「水蒸気噴火」と考えられている。 

当日は、久しぶりの好天に恵まれた週末の昼前で

登山者も多く、幅広い年代の登山者が山頂付近で噴

火に巻き込まれた。 

【被害の概要】 

・死者58名 行方不明者５名 負傷者59名 （令和４年10月１日現在） 

 

 

 

 

【過去に長野県内で発生した主な噴火災害】 

発生年月 災害名 被害の概要 

1783 年 

（天明３年） 

５月～８月 

浅間山噴火 ・８月５日 天明大噴火 

爆発とともに吾妻火砕流、鎌原(かんばら)岩屑なだれ

が発生。泥流が吾妻川を塞ぎ、次いで発生した決壊により

利根川流域の村落を流失した。 

・鎌原火砕流発生直後、鬼押出溶岩が北側斜面に流下し

た。 

・死者 1,151 名 

噴煙の状況（H26.9.27 14:27） 

長野県消防防災ヘリ「アルプス」撮影 

※内閣府中央防災会議防災対策実行会議火山防災対策推進ワーキンググループ

「御嶽山噴火を踏まえた今後の火山防災対策の推進について（報告）」より引用 
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・流失家屋 1,061 棟、焼失家屋 51 棟、倒壊家屋 130 余棟 

1936 年 

（昭和 11年） 

浅間山噴火 ・２～４月、７～11 月に毎月数～数十回の噴火があり、

７月と 10 月に登山者が死亡した 

・死者 ２名 

1941 年 

（昭和 16年） 

浅間山噴火 ・毎月十数～数十回噴火。山麓でガラス破損が多数発生

し、７月 13 日の噴火では犠牲者も出た 

・死者１名 負傷者２名 

1947 年 

（昭和 22年） 

６月～８月 

浅間山噴火 ・８月 14 日の噴火では、噴石、降灰、山火事が発生し、

噴煙高度は 12,000m にものぼり、登山者が死亡した 

・死者 ９名 

1995 年 

（平成７年） 

２月 

焼岳 ・２月 11 日 南東山麓の安曇村中ノ湯の工事現場で熱水

性の水蒸気爆発が発生し、作業員が巻き込まれた 

・死者 ４名 

 

大雪・雪崩災害 

 長野県では、豪雪地帯対策特別措置法に基づき県北部を中心に県下市町村の概ね４分の

１を占める 20 市町村が豪雪地帯に指定され、そのうち 10 市町村が特別豪雪地帯に指定さ

れており、長期間自動車交通が途絶するなど住民生活に著しい支障が生じる可能性がある

ため、長期的な視野に基づく総合的な雪対策を、住民、企業、行政など様々な社会構成員と

役割を分担しながら、今後も推進していく必要があります。 

 

１ 平成 26 年２月大雪災害 

平成 26 年（2014 年）２月 13 日に発生した低気圧が、16 日にかけて発達しながら本州の

南岸を北東へ進んだ。その後、低気圧はさらに発達しながら三陸沖から北海道の東海上に

進み、19 日にかけて千島近海でほとんど停滞した。この低気圧の影響で、西日本から北日

本にかけての太平洋側を中心に広い範囲で雪が降り、特に 14 日夜から 15 日にかけて、関

東甲信及び東北地方で記録的な大雪となったところがあり、関東甲信地方を中心に、道路

への積雪や雪崩等による車両の立ち往生や、交通の途絶による集落の孤立が、複数の都県

にわたって発生した。※気象庁ホームページより引用 

県内では軽井沢町で 99cm、飯田市で 81cm の観測史上過去最大の積雪深を記録するなど、

各地で記録的な大雪となり、除雪等の事故を含む死者が４名、重軽傷者 57 名が出るととも

に、農業用パイプハウス等の生産施設の倒壊・損傷、ハウス内の野菜、しいたけ、花き、果

樹、などの農作物や、鶏舎等の損壊、生乳の廃棄などの畜産関係の被害や造林木の雪折れ

被害も発生した。 

高速道路や基幹国道（18 号、19 号、20 号）が順次交通規制を行ったため、滞留車両が発

生し、国道 18 号には約 400 台、20 号には約 400 台（19 号は不明）もの車両が滞留したた

め、おにぎり、パン、飲料水を提供し、避難所も開設された。 
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除雪等に大きな課題があったため、長野県は「平成 26 年２月大雪災害の事後検証チーム」

を立ち上げ検証を行った結果、国、NEXCO、県、市町村、警察などとの連携強化による迅速

な対応、リアルタイムで一元化した道路情報等の提供、降雪が少ない地域からの応援体制

の確立、排雪場所の事前確認、除雪業務を一括発注する共同企業体方式の試行、高速道路

の一車線除雪等の弾力的運用、病院・学校・駅など主要施設への道路を除雪優先路線とし

て設定すること等について、効果的に実施する必要があるとされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【過去に長野県内で発生した主な大雪災害】 

発生年月 災害名 被害の概要 

1961 年 

（昭和 36年）

２月 16 日 

栄村青倉地区

雪崩災害 

・西坂ノ上山頂近くで発生した雪崩により、家屋全壊４戸、

被災者 21 名内死者 11 名という大きな被害が発生した。 

 

（国道 18 号車両滞留状況） （農業用施設被害状況） 
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～長野県第３次地震被害想定～ 

長野県は、平成 26 年の長野県神城断層地震のような県内の活断層による地震に備えると

ともに、平成 23 年の東北地方太平洋沖地震といったこれまで想定していなかった場所・規

模の地震や、将来起こりうると言われている南海トラフの巨大地震に備えるため、県、市町

村、地域の防災対策の基礎資料となる実践的で新たな被害想定を平成 27 年３月に策定。 

想定地震は、複数の活断層から各地域の地震被害の規模や重なりを考慮して選定し、想定

項目及び想定手法は、最新の科学的知見を踏まえて地震防災対策において必要な項目を選定

した。 

１ 地震動の予測結果 

 地盤モデルに基づき図１の①～⑩の地震について市町村別の震度予測を行った。 

【図１ 地盤モデル】（長野県危機管理防災課） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④糸魚川静岡構造線断層帯（全体）の地震では、県の北部から中部の広い範囲にわたり

震度６弱以上の強い揺れが予測されている。（県内市町村で震度４～７） 

⑩南海トラフ地震（陸側ケース）では、県の南部から中部の広い範囲にわたり震度６弱、

５強の強い揺れが予測されている。  

④全体 

②糸魚川静岡構造線断層帯 

（北側） 

③糸魚川静岡構造線断層帯 

（南側） 

①長野盆地西縁断層帯 

⑤境峠・神谷断層帯 

⑥木曽山脈西縁断層帯 

⑦伊那谷断層帯 
⑧阿寺断層帯 

（⑨東海地震、⑩南海トラフ地震） 
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④糸魚川静岡構造線 

断層帯（全体）地震 

⑩南海トラフの地震 

（陸側ケース） 
備考 

建物 

被害 

全壊・焼失 (棟) 82,750 ～ 97,940 2,230 ～ 2,260 
予測結果の幅は、

季節、時間帯、風

速のケース分けに

よる 

半壊    (棟) 103,450 ～ 109,620 20,420 ～ 20,450 

人的 

被害 

死者    (人) 5,570 ～ 7,060 130 ～ 180 

負傷者 (人) 31,160 ～ 37,760 3,330 ～ 4,440 

生活 

支障 

避難者 (人) 367,540  59,690 被災２日後（最大） 

孤立集落 (箇所) 566 135   

ﾗｲﾌ 

ﾗｲﾝ 

上水道断水 (人) 1,453,310 701,780 被災直後 

停電 (軒) 700,570 333,620 被災直後 

 

（例）④糸魚川静岡構造線断層帯（全体）の地震   ⑩南海トラフの地震（陸側ケース） 

２ 建物、人的被害などの主な予測結果 
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こうした 

 

１ 長野県が広域連携で果たす役割 

長野県は日本海と太平洋の中間に

位置し、首都圏、中京等、北陸、東海

地方に隣接する、本州の中心に位置

しています。今後発生が予想される

「南海トラフ地震」「首都直下地震」

といった大規模自然災害の発生時に

は、県内被害への対応を第一にしな

がらも、県外被災エリアを内陸から

後方支援する立地にあります。 

また、糸魚川－静岡構造線の地震

といった県内の災害発生時には、首

都圏、中京等、北陸、東海地方から 

救助・救急や不足物資を補うため等の支援を受けることが可能な位置にあります。 

 

こうした地理的要件を踏まえ、サプライチェーンを途絶させないため、また、

津波により甚大な被害を受ける地域の代替交通機能を確保するため、基幹的交通

ネットワークを早期に回復させ、東日本、西日本の相互物流を維持するなど、物

流の結節点の役割を果たすことが重要です。そのためにも、中部横断自動車道、

中部縦貫自動車道や三遠南信自動車道等の高規格道路をはじめとする基幹的交

通ネットワークの整備が必要です。 

 

長野県は、津波被害がないという利点を生かし、特に被害が甚大なものとなる

ことが予想される太平洋の沿岸部に対して、信州まつもと空港及び松本平広域公

園周辺を広域防災拠点とした救助・救援や救援物資搬送の活動体制を、周辺住民

の理解を得ながら整える必要があります。 

 

中部地方整備局は、信州まつもと空港及び松本平広域公園周辺、飯田運動公園

を中部圏における広域防災拠点施設候補として位置付けており、南海トラフ地震

が発生し、太平洋側沿岸部の支援が必要となった場合、緊急支援物資の広域輸送、

広域支援部隊のベースキャンプ等、人員や物資の広域的な流れを扱う拠点として

使用する可能性があります。 

日本海国土軸 

太平洋国土軸 

首都圏 

中京 

近畿 

２ 広域連携 
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２ 広域受援計画 

  広域受援計画は、大規模災害時に国や他県などから広域的な人的、物的応援

を円滑に受入れ、被災者に迅速に届けるために、広域防災拠点の配置や運用の

明確化、機関別の役割分担など、大規模災害時における具体的な受援体制の構

築を行うものです。 

   

  長野県の広域受援計画は主には２つの計画から構成されます。 

 ① 広域防災拠点計画 

   県内において想定されるいかなる

災害に対しても、陸路、空路を活

用し、各方面から迅速な救助・消

防・医療活動や支援物資の輸送・

応急復旧活動等に係る支援を受け

入れるため、広域防災拠点（後方

支援拠点）の地理的要件、必要な

機能等を明確にし、必要な整備を

行う計画 

 

 ② 機能別活動計画 

   大規模災害時における、県外から

の支援が必要な業務を具体化し、そ

の対応の流れ及び調整窓口を明確化

することにより、県及び市町村に対

する人的、物的支援を円滑に受け入

れるための計画 

 

  県では、広域受援計画に基づき、受援に際して必要とされる施設等について

は順次整備を行うとともに、大規模災害に際して各関係機関が円滑に活動や連

携が行えるよう、受援に係る共同訓練などを進めます。 

 

【広域防災拠点の利用イメージ】 

【機能別活動計画のイメージ】 
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強靱 

 

国土強靱化基本計画との調和を図りつつ、長野県において発生した大規模自然災

害（地震、火山噴火、風水害）を教訓としながら長野県の強靱化を推進するため、

長野県強靱化計画においては、起こりうる事態に対して、以下のとおり本計画の「総

合目標」と、「基本目標」を設定します。 

 

○総合目標 

多くの自然災害から学び、いのちと暮らしを守る県づくり 

 

○基本目標 

１ あらゆる自然災害において、人命の保護が最大限図られる 

２ 負傷者に対し、迅速に救助・救急・医療活動等が行われる 

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、情報通信機能を確保する 

４ ライフラインの被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる 

５ 流通・経済活動を停滞させない 

６ 被災した方々の日常生活が迅速かつより良い状態に戻る 

 

 この基本目標と、想定するリスク、長野県が広域連携で果たす役割を踏まえ、長

野県における「起きてはならない最悪の事態」と対応する施策を設定します。 

３ 総合目標、基本目標 



総合目標：多くの自然災害から学び、いのちと暮らしを守る県づくり

１－１
地震による住宅や不特定多数が利用する施設の倒壊、密集市街地の火災による死傷者
の発生

１－２ 豪雨による河川の氾濫に伴う住宅などの建築物の浸水による死傷者の発生

１－３ 土石流、地すべり等の土砂災害による死傷者の発生

１－４ ため池、ダム等の損壊・機能不全による死傷者の発生

１－５ 火山噴火や火山噴出物の流出による死傷者の発生

１－６
避難情報発令の判断の遅れや、情報伝達手段の不備に伴う避難の遅れによる死傷者の
発生

２－１
長期にわたる孤立集落等の発生（大雪を含む）や、被災地での食料、飲料水等の長期に
わたる不足

２－２ 警察、消防、自衛隊等による救助･救急活動等の不足

２－３
医療機関、医療従事者の不足やエネルギー供給の長期途絶、医療施設の被災による医
療機能の麻痺

２－４ 劣悪な避難生活環境や不十分な健康管理による被災者の健康状態の悪化

２－５ 被災地における感染症等の大規模発生

３－１ 信号機の停止等による交通事故の多発

３－２ 県庁、市町村役場をはじめとする地方行政機関の大幅な機能低下

３－３ 停電、通信施設の被災による情報通信の麻痺・長期停止

３－４
テレビ･ラジオ放送の中断や,通信インフラ障害によりインターネット・SNS等で災害情報が
必要な者に伝達できない事態

４－１
電力供給ネットワーク（発変電所・送配電設備）や石油・都市ガス・LPガスサプライチェー
ンの機能の停止

４－２ 上水道等の長期間にわたる供給停止

４－３ 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止

４－４ 地域交通ネットワークが分断する事態

５－１ サプライチェーンの寸断等に伴う企業の生産力低下による経済活動の停滞

５－２ 高速道路、鉄道等の基幹的交通ネットワークの機能停止

５－３ 食料・飲料水等の安定供給の停滞

５－４ 危険物施設の被災による有害物質の大規模拡散･流出

５－５ 農地や森林の荒廃による生産能力、多面的機能の低下

６－１ 大量発生する災害廃棄物の処理停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態

６－２ 倒壊、浸水した住宅の再建が大幅に遅れる事態

６－３ 復旧・復興を支える組織、人材の不足等により復旧・復興が大幅に遅れる事態

６－４ 観光や地域農産物に対する風評被害により復興が大幅に遅れる事態

６－５ 貴重な文化財や環境的資産、地域に伝わる有形・無形の文化の喪失・衰退

29 の事態

基本目標 番号 起きてはならない最悪の事態

１　あらゆる自然災害に
おいて、人命の保護が最
大限図られる

３　必要不可欠な行政機
能、情報通信機能を確
保する

４　ライフラインの被害を
最小限に留めるととも
に、早期に復旧させる

５　流通・経済活動を停
滞させない

６　被災した方々の日常
生活が迅速かつより良
い状態に戻る

２　負傷者に対し、迅速
に救助・救急・医療活動
等が行われるとともに、
被災者等の健康、避難
生活環境を確実に確保
する

4 起きてはならない最悪の事態

命を守る

命を救う

行政・通信機
能を確保する

命をつなぐ

経済活動を
維持する

迅速かつより
良く復旧する

-24-
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第３期長野県強靱化計画の策定にあたって、国の手法を参考に、大規模自

然災害等に対する脆弱性を調査し評価する、「脆弱性評価」を行っています。 

この評価は、第２期計画期間中に発生した大規模自然災害や計画推進に

あたっての課題等を整理したうえで、29 項目の「起きてはならない最悪の

事態」を設定し、これに対する県施策の現状等を評価したうえで、対応する

施策を検討しています。 

  

① 第２期計画の進捗状況や課題、計画期間中の災害教訓などを整理 

 

 ② ①を踏まえ、「基本目標」「起きてはならない最悪の事態」を設定 

 

 ③ ②に対する長野県の施策、指標の洗い出し 

 

 ④ ③について現状、問題点を整理（脆弱性評価） 

 

⑤ ④に対する施策を検討 

   

この評価結果は、第３章「取り組むべき事項」の「脆弱性評価」にそれ

ぞれ記載しています。 

  本計画は、このフローをもとに強靱化に取り組むため、29 の「リスク

シナリオ（起きてはならない最悪の事態）」ごとに、脆弱性評価、取組方

針（施策）、評価指標を記載しています。 

 

 

 

 

 

 

５ 脆弱性評価（現状認識・問題点の整理） 
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第３章 

 

取り組むべき事項 
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○ 第３章は、第２章で設定した「起きてはならない最悪の事態」を回避するた 

めの施策ごとに、「脆弱性評価（現状認識・問題点の整理）」「脆弱性評価に対 

応する施策」「数値目標」で構成しています。 

○ 第３期計画において重点化して進める施策を「重点項目」として、冒頭に記 

載しています。 

○ 第２期計画期間内に発生した災害から得た教訓、知見を整理し、計画に組み 

入れることにより、同様な災害が発生した場合に適切に対応することを目指し、

「大規模自然災害からの教訓」として記載しています。 

 

 

 

 

「起きてはならない最悪の事態」を防ぐためには、県民一人ひとりが主体的に 

 行動し災害に立ち向かう「自助」と、多様な主体が互いに共働する「共助」に基

づく「自治の力」が発揮されることが重要です。 

 自然災害の発生を防ぐことは困難ですが、その特性を学び、事前に備えること 

は、かけがえのない生命や貴重な財産を守る重要な要素となります。 

「起きてはならない最悪の事態」を克服するため、県民の皆様に取り組んでい 

ただく事項を「県民の皆様へ」として各節に記載しています。 

 

 

 

 

「起きてはならない最悪の事態」を克服するためには、民間事業者の取組が必

要不可欠です。特に、ライフラインを担っている事業者の取組は、大規模自然災

害が発生した際の被害の最小化や迅速な復旧において特に重要で、災害から県民

の暮らしを守る上で最も必要なものです。本計画では、そうした民間事業者の「事

前の備え」について、「起きてはならない最悪の事態」を克服する観点で記載し

ています。 

 

第３章の構成 

県民の取組 

民間事業者の取組 
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１ 「学び」と「自治」で進める地域防災⼒の充実 

適切な避難⾏動への誘導や災害弱者を取り残さない仕組みの構築、地域 
防災の担い手育成などにより、逃げ遅れ、直接死、関連死を防ぐ 

２ 気候変動リスクを踏まえた水害・土砂災害対策 
流域治⽔対策や⼟砂災害への備えにより、人命の保護を最大限図る 
 

 
逃げ遅れゼロ 直接死ゼロ 関連死ゼロ を実現 

重点項目 

第 3 期⻑野県強靱化計画における重点項目 

○ 気候変動の影響により気象災害が激甚化、頻発化する中、本県でも令和元年
東日本台風災害などの大規模な災害が発生し、尊い人命が失われました。 

第 3 期計画においても、第 2 期計画の進捗状況や課題、発生した災害の教
訓、社会情勢の変化等を踏まえ、⾏政、⺠間事業者、県⺠が⼀体となって
「人命の保護を最大限図る」ための取組が重要です。 

○ また、災害への備えを主体的に学び自ら生命を守る、災害発生時には住⺠同
士が助け合う、「学びと自治の⼒」を生かした取組は、強靱化の推進に欠くこ
とができないものです。 

○ これらの観点から、第 3 期計画では２つの重点項目を設定しています。 

 

○ 市町村の適時・適切な避難情報の発令を支援 
○ 信州防災アプリなどによる災害情報の発信 
○ 避難所 TKB（トイレ、キッチン、ベッド）環境向上 
○ 要配慮者利⽤施設の避難計画の策定・訓練を支援 
○ 県内大学や防災士会等と連携した防災人材の育成 
○ 護岸整備や堤防強化の推進 
○ 中小河川の浸⽔想定区域図の作成・公表 
○ 「地区防災マップ」「個別避難計画」等の作成を支援 
○ 住宅の耐震化に向けた支援、地震保険・共済加⼊の促進 
○ ⼀定の盛⼟⾏為を規制し、盛⼟等に起因する⼟砂災害を防⽌ 

例えば、県はこのような取組を⾏います 
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○ ハザードマップ等による⾝の回りの危険度の認知度 

現状 目標（2027 年度） 

 — ※現状値なし 検討中 

○ 個別避難計画策定済市町村数（一部作成済含む） 
現状（2022 年度） 目標（2027 年度） 

３４ ７７ 
   
○ 人口千人当たり消防団員数 

現状（2022 年度） 目標（2027 年度） 

15.02 現状維持 
 
 

○ 災害時の遅れゼロの実現 
ハザードマップ等による危険認知度の向上や適時・適切な避難情報の発令、信州防災アプ

リなどによる災害情報の発信、個別避難計画作成など災害弱者を含めた避難体制の確⽴等に
より、災害時の逃げ遅れゼロを実現 

○ 避難所環境の向上 
避難所の良好な環境を確保するため、市町村と連携して避難所TKB（トイレ、キッチン、

ベッド）環境向上プロジェクト推進するとともに、⾼齢者や障がい者への配慮や、⼥性の 
視点に⽴った避難所運営を支援 

○ 自主防災組織の充実・強化 
出前講座や自主防災リーダー研修会の開催、県内大学や防災士会と連携した防災人材の 

育成等により、活動の充実、体制の強化を支援 

○ 地域防災の要である「消防団」の充実強化 
消防団員の加入促進に取り組むとともに、資機材の整備や県消防学校の教育訓練の充実等

により、災害対応⼒の強化を支援 
  消防団協⼒事業所、消防団応援ショップ等、地域における理解の促進 

○ 火山防災体制の整備 
  県関係火山の防災対策を推進するため、各火山防災協議会の連携を促進するとともに、火山

防災意識を向上させるため、「信州火山防災の日」（仮称）制定を契機とした啓発活動を実施 

○ 防災教育の推進・学びの場の拡大 
学校における防災教育を推進するとともに、災害記録の伝承や県⺠向体験型出前講座、 

赤牛先生派遣事業など、地域の実情に応じた防災教育を推進 
○ 住宅耐震化の推進・地震保険等の加入促進 

住宅所有者に対する個別訪問やダイレクトメールによる啓発とともに、耐震診断・改修の
助成制度や改修事業者、耐震⼯法の事例等の情報を提供し、耐震化を促進 

居住地の災害リスクの把握や保険・共済の加入など自助による備えの必要性を啓発 

＜達成目標＞ 

重点項目１「学び」と「自治」で進める地域防災⼒の充実 

＜取組＞ 

自 
 

 
 

 
 

治 

学 
 

 
 

び 
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○中小河川における浸水想定区域図の作成数 

現状（2021 年度） 目標（2027 年度） 

196 河川 480 河川（全ての県管理河川） 

○要配慮者利⽤施設※における避難確保計画の作成済み施設数 
現状（2022 年度） 目標（2027 年度） 

○施設 全ての要配慮者利⽤施設 
（○○施設 毎年調査） 

※ 土砂災害警戒区域又は浸水想定区域に位置し、市町村地域防災計画に定められた施設 

○検討中 
現状（2022 年度） 目標（2027 年度） 

箇所 箇所 
 

 

○ 流域治⽔対策の推進 
従来の治水対策に加え、市町村や企業、県⺠など流域のあらゆる関係者が参画し、意識を共有し

て推進 
【流す対策】 

「信濃川水系緊急治水プロジェクト」「流域治水プロジェクト」に基づき、護岸整備や堤防の 
強化などを推進 

【留める、備える対策】 
降⾬時の迅速な避難⾏動や河川への流⼊を抑制 
・中小河川における浸水想定区域図の作成・公表 
・危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの設置 
・公共施設への⾬水貯留浸透施設の新設 
・水⽥、ため池の有効活⽤、流域の森林整備 

○「地区防災マップ」「個別避難計画」の作成支援 
・地区防災マップや個別避難計画の作成、マップ等を活用した避難訓練を実施する市町村を支援 

○ 要配慮者利⽤施設の避難確保計画策定・避難訓練を支援 
・土砂・河川災害の際、要配慮者が安全に避難できるよう、施設に対し避難計画の策定と 
避難訓練の実施を支援 

○ 要配慮者利⽤施設を保全するハード・ソフト一体対策の推進 
・災害発⽣リスクの⾼い箇所への⽴地抑制や優先的な土砂災害対策の実施 

○ 災害リスクの低い地域への居住誘導の推進 
・水害リスクマップの活⽤や広域的⽴地適正化計画の検討などにより、市町村と連携して災害 
リスクの低い地域への居住を誘導 

○ 盛土対策の推進 
「盛土等による土砂災害の防⽌に関する条例」「宅地造成及び特定盛土等規制法」により、⼀定

の盛土⾏為を規制し、盛土等に起因する土砂災害を防⽌ 
○ 災害に強い森林づくりの推進 

流域治水対策と連携して、⼀級河川の上流等で保水⼒が低下した森林の浸透能・保水機能の維持、
向上を推進 

＜達成目標＞ 

＜取組＞ 

⾃ 
 

 
 

 
 

治 

重点項目２ 気候変動リスクを踏まえた水害・土砂災害対策 



- 32 - 

 

 
 

第２期計画期間においても、日本国内では様々な大規模自然災害が発生し、災害対応や

復旧において多くの課題や教訓とするべき状況が新たに生じています。 

第３期計画では、これらの教訓とするべき事項について整理を行い、計画に組み入れる

ことにより、同様の事象が発生した場合により適切に対応することを目指します。 

 

１ 令和元年東日本台風災害 

県内では、10 月 12 日から 13 日にかけて非常に激しい雨と強い風により、千曲川の越水

や堤防の決壊などにより、多数の人的被害、住家被害や農地等への被害が発生するととも

に、1700 名を超える逃げ遅れの発生、避難生活の長期化、浸水した地域の復旧・復興、な

どが課題となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 令和３年８月大雨 

県内では、13 日夕方から 15 日朝にかけて断続的に激しい雨が降り続き、この大雨によ

り、８月 15 日、岡谷市川岸地区で土石流が発生し、３名の命が奪われました。 

避難情報を発令するタイミングや対象地区の絞り込み、住民の適切な避難行動（特に夜

間）が課題となりました。 

 

 

  

 

大規模自然災害からの教訓 

【災害を教訓として取り組む施策】 

・逃げ遅れゼロの推進（信州防災アプリ普及促進、要配慮者利用施設避難確保計画作成・

避難訓練支援、市町村個別避難計画作成支援） 

・避難所の環境改善（ＴＫＢ推進、女性や要配慮者の視点に立った避難所運営支援） 

・防災教育の充実（デジタルアーカイブによる災害伝承、学校防災アドバイザー派遣） 

・流域治水対策の推進（雨水貯留施設、水位計、監視カメラ整備、浸水想定区域図公表） 

・浸水対策の推進（下水処理施設、ポンプ施設の耐水化、庁舎、県営住宅等の浸水対策） 

・ボランティアやＮＰＯとの連携（研修会・訓練による連携強化、相互連携協定） 

・生活再建の支援（信州被災者生活再建支援制度運用、住家被害認定研修開催） 

・災害廃棄物処理支援（市町村災害廃棄物処理計画策定支援） 

 

【災害を教訓として取り組む施策】 

・避難情報発令支援（市町村トップセミナー、相談体制の構築） 

・新型感染症対策に留意した避難所運営（チェックリストの周知、マニュアル策定支援） 
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３ 北海道胆振東部地震 

平成 30 年９月６日北海道胆振地方中東部においてマグニチュード 6.7 の地震が発生。

苫東厚真火力発電所の停止や送電線事故に伴う水力発電所の停止等により、電力供給を 

需要が大きく上回り、国内で初めてとなる大規模停電（ブラックアウト）が発生し、道内

全域で最大約 295 万戸が停電、復旧まで 45 時間程度を要しました。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 線状降水帯発生による豪雨災害 

平成 30 年７月豪雨（西日本を中心に死者 224 名、行方不明者 8 名、住家全壊 6,758 棟）

や、令和２年７月豪雨（球磨川流域の高齢者福祉施設入所者 14 名が犠牲）では、線状降水

帯の発生が報告されています。 

線状降水帯が発生すると、大雨災害発生の危険度が急激に高まることがあるため、他の

大雨に関する情報にも留意しながら対応する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 大雪による大規模な車両滞留の発生 

令和２年 12 月には関越自動車道で、令和３年１月には北陸自動車道や国道８号で大雪

による大規模な車両滞留が発生し、乗員の安全確保や早期の車両滞留の解消が課題となり

ました。 

 

 

 

【災害を教訓として取り組む施策】 

・要配慮者入所施設の停電対策（非常用自家発電設備の整備） 

・長期停電時に企業局発電所から地域防災拠点への電力供給を研究 

・水力発電所水圧管等の耐震化推進 

・停電時の発電所自立運転機能の付加 

【災害を教訓として取り組む施策】 

・避難情報発令支援（市町村トップセミナー、相談体制の構築） 

・気象台との共催による防災気象情報講習会の開催 

・要配慮者利用施設避難確保計画作成・避難訓練支援、市町村個別避難計画作成支援 

・土砂災害警戒情報の発令や河川砂防情報ステーションによる危険度情報の提供 

・長時間洪水予測システムの活用検討 

【災害を教訓として取り組む施策】 

・除排雪体制の強化（隣接県等との相互除雪、幹線道路連絡会議での体制確認、通行規制区間設定） 

・道路の防雪・消雪対策（堆雪帯、スノーシェルター、消雪施設等整備） 

・適切な道路情報の提供（道路管理者ホームページ・ＳＮＳ、日本道路交通情報センター） 
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① 住宅耐震化の推進 
 

〔脆弱性評価〕 

 市町村と連携して耐震化の広報や耐震診断、耐震改修費用の支援などを行い、耐震化率は徐々

に向上していますが、耐震化コストや後継者がいないなどの理由から、耐震性が低い住宅が多く

残されています。（H30 推計約 14 万戸） 

人命の保護とともに、災害発生後も日常生活を継続するため、住宅の耐震化は非常に重要です。

引き続き、住宅の耐震化を促進する必要があります。 

【建設部建築住宅課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 住宅の状態や所有者の状況等により求められる支援は多岐にわたるため、市町村と連携して

様々な取組を通じて、「長野県耐震改修促進計画」（第Ⅲ期）に沿った住宅の耐震化を着実に進め

ます。 

・ 耐震診断、耐震改修に対する助成等の支援 

・ 耐震工法の事例や改修事業者等の情報提供 

・ 木造住宅耐震診断士の養成 

・ 住宅所有者に直接的に耐震化を促す取組（個別訪問やダイレクトメールの送付等） 

 

 

自らの命を守るため、ご自宅などの耐震診断や耐震改修などの対策を行ってください。 

また、家具の固定や電気火災の発生を抑制する感震ブレーカーの設置などを行ってください。 

 

② 無電柱化等の推進 
 

〔脆弱性評価〕 

 市街地の幹線道路や緊急輸送道路の無電柱化に向け、長野県電線類地中化協議会において関係

機関との連携を強化し、電線管理者と調整を進めながら無電柱化を推進した結果、目標を 1.3km

上回る延伸を図ることができました。 

 電柱の倒壊による緊急車両の通行障害の発生を防ぐため、今後も緊急輸送道路等、重要な路線

の無電柱化を推進する必要があります。 

【建設部道路管理課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 引き続き、長野県電線類地中化協議会による関係機関との連携のもと、電線管理者との調整を

進めながら、市街地の幹線道路や緊急輸送道路での無電柱化工事を推進します。 

 

 

第１節 あらゆる自然災害において、人命の保護
が最大限図られる 

 
１－１ 地震による住宅や不特定多数が利用する施設の倒壊、密集市街地の火災による 

死傷者の発生 

起きてはならない最悪の事態 

県民の皆様へ 

県民の皆様へ 
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 県民の皆様は、無電柱化に伴う各種工事や敷地内の配線工事にご協力をお願いします。 

 電線管理者の皆様は、無電柱化の一層の推進にご協力をお願いします。 

 

③ 安全な都市環境の整備 
 

〔脆弱性評価〕 

 地震の発生時に、市街地の延焼防止や避難時の安全を確保するため、第２期計画期間中に、道

路拡幅等 26 箇所の街路事業を実施するとともに、市街地における安全な都市環境の整備を実施

しました。 

 都市環境の整備を進める必要がある市街地は依然として県内に多く残されており、災害発生時

も都市機能を維持できるよう、引き続き安全な都市環境の整備を進めて行く必要があります。 

【建設部都市・まちづくり課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 市街地の延焼防止や避難時の安全確保のため、市街地における都市計画道路や都市公園の整備

を進めます。 

 

 

 

 安全な都市環境の整備に協力をいただくとともに、災害時の避難等に対する十分な備えを行っ

てください。 

 

④ 都市公園の防災機能の強化 
 

〔脆弱性評価〕 

令和元年東日本台風災害による被害の際は、都市公園施設が避難地や防災活動拠点として利用

されるなど、災害時における都市公園施設の必要性が高まっていますが、現状ではその機能が十

分ではないことから、施設の機能向上が必要です。 

また、県が管理する都市公園は、開設後 20 年以上経過し、施設の老朽化が進んでいることか

ら、計画的な更新が必要となっています。 

【建設部都市・まちづくり課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

防災拠点として位置付けられた都市公園の非常用電源装置の確保やバリアフリー化等、防災拠

点の機能強化を行うとともに、公園施設長寿命化計画に基づき、全ての県管理都市公園において

公園施設の更新を推進します。 

 

⑤ 大規模盛土造成地の対策の強化 
 

〔脆弱性評価〕 

 耐震性が不十分な大規模盛土造成地は、地震が発生した場合、滑動崩落※が発生し、人命や家

屋等に大きな被害が発生する可能性があります。 

今後、発生が懸念される大規模地震による宅地被害を防ぐため、大規模盛土造成地等の滑動崩

落対策を推進する必要があります。 

【建設部都市・まちづくり課】 

     ※滑動崩落：盛土と地山との境界面等における盛土全体の地滑り的変動 

県民の皆様へ 



- 36 - 
 

 

〔取組方針（施策）〕 

 県・市町村・土地所有者等が共同し、大規模盛土造成地の安全性の把握を進めるとともに、危

険性が高い箇所の滑動崩落防止工事により宅地の耐震化を進めます。 

 

⑥ 災害に強い県営住宅の整備 
 

〔脆弱性評価〕 

 県営住宅は、建物の耐震性は確保されているものの、昭和 40～50 年代に建設された住戸が約

半数を占め、老朽化が進行することから、計画的な建替や適切な改修等を推進する必要がありま

す。 

【建設部公営住宅室】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 県営住宅の建替、長寿命化に向けた改修、エレベーター設備の耐震化及び外壁窓の落下防止対

策等を推進します。 

 

⑦ 大規模建築物の耐震化 
 

〔脆弱性評価〕 

 市町村と協力して、多数の者が利用する建築物や、子供たちが利用する一定規模以上の学校等

（幼稚園、保育園含む）の耐震化を促進してきました。一定規模以上の学校等の耐震化は概ね終

了し、公共施設の耐震化も順調に進んでいますが、ホテル・旅館等の耐震化は進まない状況です。 

 引き続き、多数の者が利用する建築物や要緊急安全確認大規模建築物※の耐震化を促進してい

く必要があります。 

【建設部建築住宅課、県民文化部私学振興課、同こども・家庭課】 

    ※要緊急安全確認大規模建築物：多数の者が利用する建築物のうち大規模なもので、耐震診断結果の報告が義務

付けられた建築物 

                   （例）ホテル等：３階建て以上かつ延べ面積 5,000 ㎡以上 

                       学校等：２階建て以上かつ延べ面積 3,000 ㎡以上 

 

〔取組方針（施策）〕 

 市町村と協力して耐震診断・耐震補強などの助成や、耐震改修に関する情報の提供を行うなど、

「長野県耐震改修促進計画（第Ⅲ期）」に沿って、計画的に耐震化を促進します。 

 また、要緊急安全確認大規模建築物（令和２年３月現在 92 棟）の耐震化や、子供たちが利用す

る一定規模以上の学校等のうち、耐震化が終了していない施設の耐震化を促進します。 

 

 

 

 多数の者が利用する建築物の所有者は、施設利用者の命を守るため、耐震診断や耐震改修を行

ってください。 

 

⑧ 県有施設の耐震化の推進 
 

〔脆弱性評価〕 

平成 19（2007）年に部局を横断して立案した「県有施設耐震化整備プログラム」（第一期・第

二期）に基づき、県有施設の耐震対策を計画的に推進し、対象施設の対策が概ね完了しました。 

県民の皆様へ 
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防災上重要な庁舎等、緊急度の高い施設の耐震対策は完了したことから、プログラムによる部

局連携の対応は終えますが、各施設の実情に応じ、速やかに耐震対策を実施する必要があります。 

【建設部施設課】 

 

〔取組方針（施策）〕 

 必要に応じて「県有施設耐震化調整会議」を開催し、耐震化に関する情報提供を行うとともに、

県有施設の耐震化の状況を把握するため、年１回を目途にフォローアップ調査を行います。 

 

⑨ 学校施設の耐震化 
 

〔脆弱性評価〕 

 県立高校及び特別支援学校では、「県有施設耐震化整備プログラム」（第一期・第二期）に基づ

き、施設の耐震対策を計画的に推進し、対象施設の対策が概ね完了しましたが、プログラムの対

象外である施設の耐震対策や、天井材、外壁材の落下防止対策を推進する必要があります。 

私立学校では、設置者による耐震化が進められ、施設の耐震化率は 95％まで向上していま

すが、非構造部材の対策率は、全国平均を下回っており、引き続き、耐震化を促す必要があ

ります。 

なお、市町村立小中学校は、市町村ごとの施設整備計画に基づき対策を実施し、施設の耐震化

は完了していますが、引き続き、非構造部材の耐震対策を促す必要があります。 

【教育委員会事務局高校教育課、同義務教育課、同特別支援教育課、県民文化部私学振興課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

県立高校では「県有施設耐震化整備プログラム」（第一期・第二期）対象外施設の耐震対策や、

天井材、外壁材の落下防止対策を推進します。また、特別支援学校では、吊り天井以外の非構造

部材の耐震点検を行い、結果に基づき必要な耐震対策を進めます。 

私立学校については、国庫補助制度を有効に活用し耐震化を進めるよう、設置者の相談に丁寧

に応じていきます。また、市町村立小中学校の施設整備については、市町村への情報提供や助言

に努め、早期の耐震化を促します。 

 

⑩ 要配慮者利用施設の安全対策の推進 
 

〔脆弱性評価〕 

 高齢者施設や障がい者福祉施設等の要配慮者利用施設は、劣化・損傷等により、災害発生時に

建物やブロック塀が倒壊する危険があります。また、自力での避難が困難な方が多く利用してい

ることから、火災発生時には逃げ遅れ等のリスクがあるため、施設の安全対策を推進する必要が

あります。 

【健康福祉部介護支援課、同障がい者支援課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 要配慮者利用施設における耐震化、ブロック塀等の改修整備、スプリンクラー設備等の施設整

備等を支援します。 

 

【数値目標】 
 

指 標 担当課室 
第２期 
目 標 

現 状 
第３期 
目 標 

① 住宅の耐震化率 建築住宅課 
90.0％ 

（2020年度） 
86.7％ 

（2021年度） 
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② 無電柱化延長※ 道路管理課 
46.1km 

（2022年度） 
62.5km 

（2022年度） 
 

③ 

市街地の延焼防止等用途地域内 
都市計画道路整備率 都市・まち

づくり課 

51.6％ 
（2020年度） 

52.3％ 
（2021年度） 

 

市街地の都市公園整備面積 
15.00㎡/人 
（2022年度） 

15.13㎡/人 
（2021年度） 

 

⑦ 

耐震化率（多数の者が利用する建築
物） 

建築住宅課 

95.0％ 
（2020年度） 

92.5％ 
（2020年度） 

 

耐震化率（要緊急安全確認大規模建
築物） 

100％ 
（2020年度） 

87.6％ 
（2021年度） 

 

耐震化率（子供たちが利用する一定
規模以上の学校等） 

100％ 
（2020年度） 

99.6％ 
（2021年度） 

 

      ※第２期分は無電柱化の完了済みの延長を、第３期分は無電柱化の事業着手済みの延長を記載。 
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① 流域治水対策（流す対策）の推進 
 

〔脆弱性評価〕 

 近年、気候変動による豪雨が増加し、水害が激甚化・頻発化しています。県内では、令和元年

東日本台風や令和２年７月豪雨、令和３年８月・９月大雨など甚大な水害が発生しています。 

河川施設や洪水調節施設の整備、内水対策等を計画的に進めてきましたが、洪水や内水氾濫に

よる浸水被害の軽減は喫緊の課題であり、流域全体で水害を防止・軽減させる治水対策、「流域治

水」に取り組む必要があります。 

【建設部河川課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 水害を防ぐため、「信濃川水系緊急治水対策プロジェクト」や「流域治水プロジェクト」に基づ

き、護岸整備や堤防の強化など、ハード整備による洪水を安全に「流す」治水対策を計画的に推

進します。 

 

② 流域治水対策（留める、備える対策）の推進 
 

〔脆弱性評価〕 

 降雨時の迅速な避難行動に繋げるため、県管理河川における浸水想定区域図の作成・公表や、

危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの設置などを実施しています。 

 「流域治水」の推進には、これまでの国や県などの河川管理者が主体となって行う治水対策に

加え、市町村や企業、県民などの流域のあらゆる関係者が参画し、意識を共有して、取り組む必

要があります。 

【建設部河川課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

降雨の河川への流入抑制や、市街地等の浸水被害軽減のため、降った雨を直接河川に流すので

はなく、公共施設への雨水貯留浸透施設の新設や、水田・ため池の有効活用、流域の森林整備等

により流域で雨水を「留める」取組を推進します。 

また、「備える」取組として住民の方々と一緒に地域特性に応じた避難体制を構築するととも

に、水位計や監視カメラの整備、浸水想定区域図の公表などによるハザード情報の提供や、災害

リスクの低い地域への居住誘導など住まい方の工夫により、水害に強いまちづくりを推進します。 

 

 

 

各家庭における雨水貯留タンクの設置や、水田やため池を活用した「留める」取組にご協力を

お願いします。 

日頃から、洪水ハザードマップ等の確認や、市町村の防災訓練への参加など、災害時に適切に

避難できるよう「備える」取組をお願いします。 

降雨時は、雨量や河川水位などの情報を収集し、早めの避難行動を行ってください。 

 
１－２ 豪雨による河川の氾濫に伴う住宅などの建築物の浸水による死傷者の発生 

起きてはならない最悪の事態 

県民の皆様へ 
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また、物資等の備蓄、要配慮者等の避難体制づくり等、県や市町村と連携した防災活動に協力

をお願いします。 

 

③ 長時間洪水予測システムの活用 
 

〔脆弱性評価〕 

 現在、洪水予報については最大６時間先までの公表となっていますが、東京大学およびＪＡＸ

Ａの共同研究グループによって、最大 39 時間先の長時間洪水予測を行うシステムが開発されて

います。しかしながら、長時間先の洪水予測は予測精度に課題があるほか、県や市町村の災害対

策において長時間洪水予測を、法令等の制約を踏まえた上で、いかに有効に利活用していくかを

検討する必要があります。 

【企画振興部ＤＸ推進課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 民間企業・研究機関等と連携し、長時間洪水予測の精度向上・高度化等について共同研究を実

施するとともに、業務における長時間洪水予測システムの利活用方法について検討します。 

 

④ 要配慮者利用施設の水害対策の推進 
 

〔脆弱性評価〕 

 高齢者施設や障がい者福祉施設等の要配慮者利用施設は、大雨等による河川の氾濫が発生した

際に自力で避難することが困難な方が多く利用していることから、施設の水害対策を推進する必

要があります。 

【健康福祉部介護支援課、同障がい者支援課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 要配慮者利用施設における垂直避難用エレベーター、車いす用スロープ、避難用スペースの整

備等を支援します。 

 

⑤ 災害に強い県営住宅の整備 
 

〔脆弱性評価〕 

 県営住宅団地は、約３分の１が浸水想定区域内にあることから、団地内での浸水対策及び住宅

等への浸水対策を講じる必要があります。 

【建設部公営住宅室】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 雨水の貯留浸透施設の新設等のほか、止水パネルの設置や設備類のかさ上げ等の対策を推進し

ます。 

 

【数値目標】 
 

指 標 担当課室 
第２期 
目 標 

現 状 
第３期 
目 標 

① 河川改修による水害リスク低減家屋数 河川課 
－ 

（2022年度） 

2,650 戸 
（2018～2021

年度の累計） 
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① 土砂災害（土石流、地すべり等）対策の推進 
 

〔脆弱性評価〕 

 砂防関係施設等のハード対策と警戒避難体制の整備等のソフト対策を組み合わせた対策を進

めています。施設整備は、土砂災害特別警戒区域に立地する要配慮者利用施設や避難所の対策を

重点的に進めるとともに、地区防災マップ作成支援や砂防ボランティアによる地域での防災教育

（赤牛先生派遣事業）等により、地域防災力の向上に努めています。 

 土砂災害対策は着実に進んでいますが、未だ多くの要対策箇所が存在するため、ハード対策に

加え、土砂災害に関する情報の提供などソフト対策を推進する必要があります。 

また、砂防関係施設の老朽化の状況などを踏まえて、施設の機能が適切に果たされるよう維持

管理、更新を適切に行う必要があります。 

さらに、危険な盛土による災害等の発生を防ぐため、盛土等の安全対策を推進する必要があり

ます。 

【建設部砂防課、農政部農地整備課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 集落、要配慮者利用施設、避難所、重要交通網等の重要施設や農地・農業用施設などを守るた

め、砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業、雪崩対策事業等による施設整備を推

進するとともに、砂防施設の機能低下を防ぐ修繕等の老朽化対策を実施し、施設の機能・性能を

適切に維持・確保します。 

 警戒避難体制の整備に向け、土砂災害警戒区域等の指定や県民への周知、土砂災害警戒情報の

発表や長野県河川砂防情報ステーションによる危険度情報の提供、地区防災マップの作成等、ソ

フト対策を推進します。 

また、「盛土等による土砂災害の防止に関する条例」と「宅地造成及び特定盛土等規制法」によ

り、一定の盛土行為を規制し、盛土等を起因とする災害発生を防止します。 

 

 

 

あらかじめハザードマップ等を活用して土砂災害のおそれのある区域や、避難経路・避難場所

を確認してください。危険を察知した場合は、早期に安全な場所に避難するなど、自ら命を守る

行動をとってください。 

 

② 災害発生後の機能強化 

 

〔脆弱性評価〕 

令和元年東日本台風や令和２年７月豪雨等の大雨により土砂災害が発生した際には、二次災害

を防止するため、災害関連緊急砂防事業や県単砂防事業により応急対策工事を実施しています。 

県民の皆様へ 

 
１－３ 土石流、地すべり等の土砂災害による死傷者の発生 

起きてはならない最悪の事態 
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また、学識経験者や国土交通省の土砂災害専門家、TEC－FORCE※による被災箇所の調査を行う

とともに、県砂防ボランティア協会等の協力により、二次災害のおそれのある区域等の点検を速

やかに実施しています。 

地震や火山噴火など災害の発生後にも、土石流、地すべり等による二次災害の危険性が高まる

ことから、抑制するために必要な対策を講じる必要があります。 

【建設部砂防課】 

     ※TEC－FORCE：国土交通省の緊急災害対策派遣隊（地震・水害・土砂災害等の大規模自然災害に対応するた

め、被災自治体等行う被災状況の迅速な把握、被害の発生及び拡大の防止、被災地の早期復

旧その他災害応急対策に対する技術的な支援を円滑かつ迅速に実施すうために国土交通省に

設置されたもの） 

 

〔取組方針（施策）〕 

大規模災害が発生した場合は、国土交通省、市町村等と連携し、迅速な応急対策工事、土砂災

害のおそれのある区域の点検を実施するとともに、警戒避難体制の構築を図ります。 

また、平時から国土交通省など関係機関との連絡体制の構築・確認、訓練を行うとともに、現

場対応にあたる職員を養成するため「砂防技術者継続学習支援プログラム」により建設部の若手

技術者への技術伝承を行います。 

 

③ 災害に強い森林づくりの推進 

 

〔脆弱性評価〕 

 近年、気候変動に伴う短時間豪雨の増加などにより、大規模な山地災害が頻発し、山地災害の

おそれのある危険箇所に近い集落の保全が課題となるとともに、高度成長期以降に集中的に整備

された治山施設等の老朽化対策が必要になっています。 

また、山腹崩壊等に伴い流木が発生し、下流に大きな被害を与える事例や、台風災害時の倒木

により、ライフラインが被災したり、道路の通行止めが発生する事例が多発しています。 

 【林務部森林づくり推進課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

森林の持つ水源涵養や土砂災害防止などの公益的機能を発揮させるため、森林整備・施設整備・

ソフト対策を一体的に取り組みます。 

  ・土砂災害や流木災害を防ぐため、一体的に森林整備や治山施設の整備などを推進 

・流域治水の取組と連携し、一級河川の上流域等で、保水機能が低下した森林の浸透能・保

水機能の維持・向上を図るとともに、砂防事業と連携した流木対策を実施 

・山地災害危険地区及び地すべり防止区域に関する情報提供や災害発生時の支援等、山地災

害に対するソフト対策を充実 

・航空レーザ測量成果等を踏まえ、危険性の高い箇所を絞り込んで防災・減災の観点から森

林の整備を行うとともに、市町村と連携してライフライン沿いの支障木等を伐採 

・集落に近接した重要度の高い治山ダム等を対象に点検調査を実施し、更新・補強・補修・

点検調査等の優先順位等を明記した個別施設計画をもとに対策を実施 

 

 

 

 県や市町村から提供される山地災害に関する情報（危険箇所等）の把握、共有に努めてくださ

い。また、森林の巡視、危険箇所マップづくり、里山の整備など、地域の取組への協力・参加を

県民の皆様へ 
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お願いします。 

 

【数値目標】 

 

指 標 担当課室 
第２期 
目 標 

現 状 
第３期 
目 標 

① 

土砂災害から保全される人家戸数 

砂防課 

55,500 戸 
（2022年度） 

56,337 戸 
（2021年度） 

 

要配慮者利用施設の土砂災害対策完了
数 

55 施設 
（2022年度） 

55 施設 
（2022年度） 

 

砂防関係施設老朽化対策における要対
策箇所の対策完了数 

－ 
116 箇所 
（2021年度） 

 

③ 

緊急に整備が必要な個所に近接し新たに
治山事業によって保全される集落の数 森林づくり

推進課 

200 集落 
（2022年度） 

199 集落 
（2021年度） 

 

重要な施設を保全対象とする長寿命化対
策がされた治山施設数 

84 施設 
（2022年度） 

130 施設 
（2021年度） 
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① ため池の管理体制の強化 
 

〔脆弱性評価〕 

 大雨や地震発生時の万一の損壊に備え、迅速な避難や応急対策等を講じることができるよう、

県内すべての防災重点農業用ため池（令和４年現在 689 箇所）のハザードマップ作成を支援して

います。 

 また、県が開発した「長野県ため池監視システム」を 149 箇所のため池に導入し、適正な管理

とともに、安全かつ速やかな点検が可能になっています。  

下流の人家等に被害を及ぼすおそれのあるため池の管理者（市町村、水利組合など）を対象に、

管理体制の強化を目的とした研修会を開催していますが、管理者の不足・高齢化に伴い、管理組

織や体制が脆弱化しています。 

 【農政部農地整備課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 長野県土地改良事業団体連合会が運営する「ため池サポートセンター」と連携し、防災重点農

業用ため池（689 箇所）の現地パトロールを行うとともに、監視・管理に必要な技術習得に資す

る研修会を定期的に実施します。 

 

 

 

 ため池ハザードマップを活用し、ため池が決壊するおそれのある場合や、決壊した場合の避難

経路や避難場所等の確認をお願いします。 

 

② ため池の防災対策の推進 

 

〔脆弱性評価〕 

 劣化による機能低下や構造的に脆弱化している防災重点農業用ため池の老朽化対策、豪雨対策

を実施するとともに、耐震点検結果に基づく耐震対策を実施しています。 

 今後発生が見込まれる大規模地震や、頻発化する豪雨災害に備え、防災重点農業用ため池の劣

化状況評価や地震・豪雨耐性評価等を踏まえ、防災工事を計画的に進める必要があります。 

 【農政部農地整備課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 下流域への被害を防止するため、耐震性が確保されていないため池や、洪水吐の能力不足や堤

体の余裕高不足等、豪雨対策が必要なため池について、防災重点農業用ため池に係る防災工事等

推進計画に基づき、計画的に改修を進めます。 

 あわせて、市町村等が実施する地震・豪雨耐性評価及び防災工事の推進を支援します。 

 

③ 県有ダム施設等の安全管理の充実 

県民の皆様へ 

 
１－４ ため池、ダム等の損壊・機能不全による死傷者の発生  

起きてはならない最悪の事態 
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(1) 県建設部管理施設 

〔脆弱性評価〕 

現在管理している 17 基のダムや釜口水門等については、洪水被害を未然に防止するため、

定期的な巡視や点検等により河川管理施設の維持・管理を行っています。 

管理開始から長期間経過しているダム等においては、管理設備や堤体構造物等の老朽化が

進行しています。 

【建設部河川課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 定期的な巡視や点検等により適切な維持・管理を行うとともに、ダムや水門等の河川管理

施設の長寿命化を推進します。 

 

(2) 県企業局管理施設 

〔脆弱性評価〕 

現在管理している３基の発電用ダムは、すべて耐震性能照査※を実施し安全性が確認され

ています。 

また、水力発電所では、損壊した場合、二次災害を引き起こすおそれがある設備等の耐震

化を進めており、発電所建屋の耐震化はすべて完了しています。 

【企業局電気事業課】 

※耐震性能照査：ダムの耐震性能照査は、過去、将来にわたって想定しうる最大規模の地震（レベル２地

震動）に対し、所要の耐震性能が確保されていることを確認すること 

 

〔取組方針（施策）〕 

定期的な巡視や点検等により適切な維持・管理を行うとともに、水力発電所の水圧管等の

耐震化を推進します。 

 

【数値目標】 
 

指 標 担当課室 
第２期 
目 標 

現 状 
第３期 
目 標 

① ため池ハザードマップの作成箇所数 農地整備課 
120 箇所 
（2020年度） 

636 箇所 
（2021年度） 

 

② 

劣化状況調査の実施箇所数 

農地整備課 

644 箇所 
（2021年度） 

657 箇所 
（2022年度） 

 

地震耐性調査の実施箇所数 
177 箇所 
（2021年度） 

221 箇所 
（2022年度） 

 

豪雨耐性調査の実施箇所数 
635 箇所 
（2021年度） 

635 箇所 
（2022年度） 

 

防災工事の着手箇所数 
71 箇所 

（2021年度） 
71 箇所 

（2022年度） 
 

③ ダムコン※の改修完了数 河川課 
－ 

（2020年度） 
8 箇所 

（2022年度） 
 

※ダムコン：ダム管理用制御処理設備の略。ダム管理において必要となる情報の収集入力、演算、表示・記

録、放流設備の操作及び関係機関への情報伝達等の処理を行う設備全体を示すもの 

 



- 46 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

① 火山防災体制の強化 
 

〔脆弱性評価〕 

 平成 26（2014）年の御嶽山噴火災害以降、県内では噴火災害は発生していませんが、関係機関

と連携した火山防災体制の整備が必要です。 

 関係する７つの火山（浅間山、焼岳、乗鞍岳、御嶽山、草津白根山、新潟焼山、弥陀ヶ原）の

火山防災協議会と連携して警戒避難体制を構築していますが、引き続き、広域避難計画の策定支

援や、防災訓練の実施に取り組む必要があります。 

 また、噴火警戒レベルが引き上げられた場合の登山者対策として、迅速かつ効率的な登山計画

書の届出の確認等による登山者や下山者の把握方法、火山情報の発信等を検討する必要がありま

す。 

 【危機管理部危機管理防災課、観光部山岳高原観光課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 「信州 火山防災の日」（仮称）制定を契機に、御嶽山における先進的な取組を各火山地域に波

及・拡大させるとともに、市町村、地域住民と協力して火山と周辺地域の魅力を発信する「火山

防災先進県・長野」を目指します。 

また、浅間山広域避難計画をはじめとした、避難計画を関係機関と連携して策定し、実動的な

避難訓練等を通して、計画の実効性を高めます。 

 さらに、既存の携帯アプリの活用などにより、緊急時の迅速な火山情報等の提供体制を確立し

ます。 

 

 

 

 火山噴火時に影響のある地域にお住いの方は、日ごろから火山防災マップ等を確認し、避難施

設や避難経路を確認してください。 

火山を登山する場合は、最新の情報（噴火警戒レベルや立入規制範囲）を、気象庁、地元自治

体のホームページ等で確認してください。また、ヘルメットやヘッドライトなど必要な装備を用

意し、必ず登山計画書を提出してください。 

 

  ② 御嶽山火山防災対策の推進 
 

〔脆弱性評価〕 

 火山防災対策を強化するため、名古屋大学御嶽山火山研究施設の運営を支援しています。また、

「御嶽山火山マイスター」を現在までに 18 名認定（令和４年度現在）し、マイスターの自主的な

活動が進められています。 

引き続き、名古屋大学と県、地元町村等の火山防災対策に関する緊密な連携体制を強化すると

ともに、令和４（2022）年８月に開館した御嶽山ビジターセンター（やまテラス王滝、さとテラ

ス三岳）を中心に最新の火山情報の提供や安全登山の啓発、火山防災教育を推進していく必要が

県民の皆様へ 

 
１－５ 火山噴火や火山噴出物の流出による死傷者の発生 

起きてはならない最悪の事態 
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あります。 

 【危機管理部危機管理防災課、環境部自然保護課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

御嶽山ビジターセンターにおいて、最新の火山情報を 24 時間提供するなど、火山防災に必要

な情報の発信や火山防災知識の普及・啓発を行うとともに、研究施設、マイスターと連携して噴

火災害の伝承や、安全登山の啓発を行います。 

また、マイスターの育成を支援し、マイスターの自立的運営や他の火山への展開を推進します。 
 

  ③ 火山避難施設、情報伝達手段の整備 
 

〔脆弱性評価〕 

 御嶽山防災力強化計画に基づき、木曽町、王滝村と連携して火山避難施設の整備を進め、令和

４（2022）年度までに退避豪７基、退避舎等３施設を整備しました。 

また、「二ノ池周辺登山道」の携帯電話不感地域を解消するため、携帯電話基地局の整備を支援

し、令和３（2021）年７月から不感地域が解消されました。 

 これらの取組により、御嶽山の噴火災害に対する防災体制が強化されました。今後は、県内の

他の火山においても避難施設や情報伝達手段の整備に取り組む必要があります 

 【危機管理部危機管理防災課、企画振興部ＤＸ推進課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

火山避難施設が、緊急時に適切に使用されるよう、市町村、火山防災協議会などと連携し、設

置場所や利用方法等について登山者等に周知します。 

御嶽山以外の火山についても、市町村、火山防災協議会などと協議し、火山避難施設の設置や、

携帯電話不感地域の解消の取組を支援します。 

 

【数値目標】 
 

指 標 担当課室 
第２期 
目 標 

現 状 
第３期 
目 標 

① 噴火警戒レベル認知度 
危機管理 

防災課 

－ 
（2022年度） 

 
（2022年度） 
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① 適切な避難情報の発令、避難行動の支援 
 

〔脆弱性評価〕 

 令和元年東日本台風災害を教訓に、令和２（2020）年度から「逃げ遅れゼロ」プロジェクトと

して、信州防災まったなしキャンペーンによる避難情報や避難行動のポイントの周知、信州防災

アプリの開発・普及など、逃げ遅れゼロの実現に向けた取組を市町村と連携して進めていますが、

住んでいる地域の災害リスクを把握していない※１、避難情報発令が避難に結びつかないケースが

ある※２など、適切な避難行動の実現には課題があります。 

また、令和３年８月の大雨災害等では、避難情報の発令にあたって、気象予測や対象区域の絞

り込み、夜間の避難情報発令時の住民の安全確保など、判断の難しさが浮き彫りとなりました。 

引き続き、逃げ遅れゼロの実現に向け、粘り強く取り組んでいく必要があります。 

※１「長野市堤防決壊による浸水地区住民の避難行動に関するアンケート調査（令和２年５月千曲川・犀川大  

規模氾濫に関する減災対策協議会）」 

   洪水ハザードマップを見たことがあり、自宅の浸水の深さを知っている 33％ 

※２「令和３年８月大雨災害」避難情報の発令等に係る検証報告書（令和４年３月岡谷市）」 

   避難情報の発令を知っていても避難行動を起こす人が１割未満 

【危機管理部危機管理防災課】 

 

〔取組方針（施策）〕 

市町村長が災害発生時の具体的な対応などを学ぶセミナーの開催や市町村が気軽に相談でき

る体制づくりなどにより、適切な避難情報の発令を支援するとともに、住民が適時適切な避難行

動をとれるよう、必要な情報を提供する信州防災アプリの普及促進などに努めます。 

 

 

 

 「自分の命は自らが守る」という意識を持ち、ハザードマップや信州防災アプリ等でお住まい

の地域の災害リスクを確認するなど災害の発生を想定した防災対策に日頃から取り組んでくだ

さい。 

 

② 防災教育の充実 
 

〔脆弱性評価〕 

 マイ・タイムライン作成等の出前講座により住民の防災意識を向上するとともに、長野地方気

象台と連携して防災気象情報講習会を開催し、市町村の適切な避難情報の発令を支援しています。 

また、「“猪の満水”災害デジタルアーカイブ」※の公開など、災害記憶の伝承に取り組んでい

ます。 

学校教育では、「学校における防災教育の手引き」（令和２年度改訂）等を、防災教育研修会や

校長会等で周知するとともに、「学校防災アドバイザー」の派遣などにより、地域や学校が抱える

学校安全上の課題解決を支援しています。 

県民の皆様へ 

 
１－６ 避難情報発令の判断の遅れや、情報伝達手段の不備に伴う避難の遅れによる 

死傷者の発生 

起きてはならない最悪の事態 
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 こうした取組を更に拡充し、県民の防災意識を向上させるとともに、すべての学校で防災に関

する取組が進むよう、防災教育の大切さや他校の好事例を周知する必要があります。 

【危機管理部危機管理防災課、教育委員会事務局保健厚生課】 

     ※“猪の満水”災害デジタルアーカイブ：令和元年東日本台風災害の写真等の記録をデジタルアーカイブとし

てウェブサイトで公開 

 

〔取組方針（施策）〕 

防災に関する出前講座を積極的に周知するとともに、災害の経験やニーズに応じた内容の見直

しなど、受講者を増やす取組を続けます。また、災害デジタルアーカイブを災害伝承や防災教育

に活用し、県民の防災意識の向上を図ります。 

学校では、学校防災アドバイザーの派遣などモデル的な取組を通じて実践的な指導法を構築し、

災害発生時に児童生徒が自ら危険を回避する力を育成します。また、教職員等を対象に防災教育

研修会を開催し、更なる防災意識の向上を図ります。 

さらに、児童生徒が将来の地域防災力の担い手となるよう、消防団員、自主防災組織等が参画

した体験的・実践的な防災教育を推進します。 

 

③ 要配慮者への支援 
 

〔脆弱性評価〕 

避難行動要支援者（高齢者、障がい者等）が、災害時に安全に避難できるよう、要支援者の居

所や避難場所等を地域住民などが共有し、支え合いにより避難する地域づくりを支援するため、

市町村と連携して災害時住民支え合いマップの作成を推進してきました。 

取組の結果、支え合いマップは対象地区の約９割で作成され、災害時のほか、避難訓練等で活

用されています。今後は、支え合いマップ作成の経験を活かし、市町村の取組を支援していく必

要があります。 

 【健康福祉部健康福祉政策課、同地域福祉課】 

 

〔取組方針（施策）〕 

 令和３（2021）年５月の災害対策基本法の改正において市町村の努力義務とされた個別避難計

画（要支援者や避難支援実施者、避難経路等）の作成に向け、県内外の先進事例の共有や進捗状

況の把握を行うなど、市町村の取組を支援します。 

 

④ 要配慮者利用施設の避難体制の強化 
 

〔脆弱性評価〕 

要配慮者利用施設では、管理者を含めた職員が、市町村から発令される避難情報を的確に理解

し、迅速な避難行動に移るための取組を進める必要があります。 

平成 29（2017）年の水防法等の改正により浸水想定区域や土砂災害警戒区域に所在する施設の

避難確保計画の作成や避難訓練が義務化されたことから、令和元年東日本台風災害の教訓を踏ま

えて、改めて市町村に対して、管理者への避難確保計画の作成促進を依頼するとともに、県とし

ても出前講座や個別相談により支援してきました。 

しかし、すべての施設での計画作成には至っておらず、避難確保計画に基づく訓練の実施など

も含め、実効性のある避難体制を構築する必要があります。 

 【危機管理部危機管理防災課、健康福祉部健康福祉政策課、建設部河川課、同砂防課】 
 

〔取組方針（施策）〕 
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 市町村と連携し、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設に対し、実効性の高

い避難確保計画の作成を促すとともに、避難訓練や訓練に基づく計画の見直しなどが進むよう、

施設の取組を支援します。 

 

 

 

 浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に立地し、市町村地域防災計画に定められている要配慮者

利用施設の管理者は、避難確保計画の作成等が義務付けられています。利用者の円滑かつ迅速な

避難の確保を図るため、計画を作成し、避難訓練を実施してください。 

 

⑤ 聴覚障がい者の避難・情報伝達 
 

〔脆弱性評価〕 

 聴覚障がい者は音声情報が伝わらないため、周囲の状況が把握できず、災害時に取り残された

り、避難が遅れたりするおそれがあります。 

県では、身近に聴覚障がい者がいる方や当事者向けに、災害時に困ることや配慮が必要なこと、

災害時持ち出し用品リストや情報機器等を掲載した「長野県手話ガイドブック手話で話そう～災

害に備えて～」を作成、配布しています。 

 災害時には、長野県聴覚障がい者情報センターや県の手話通訳事務員が災害情報の手話動画を

作成し、ホームページに掲載しています。また、知事会見に手話通訳を導入するなど、迅速な災

害情報の発信に努めています。 

 今後も、聴覚障がい者に対する適切な情報提供や、災害時の配慮を周知していく必要がありま

す。 

 【健康福祉部障がい者支援課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

「長野県手話ガイドブック手話で話そう～災害に備えて～」のホームページへの掲載や、ガイ

ドブックを活用した手話講座の開催などにより、聴覚障がい者に対する災害時の配慮を広く県民

に周知します。 

また、災害情報の手話動画による提供など、聴覚障がい者への情報提供に努めます。 

 

 

 

 聴覚障がい者への理解を深め、お近くにお住まいの聴覚障がい者の方への積極的な声がけや情

報提供等の避難支援をお願いします。 

 

⑥ 外国人観光客への情報提供 

 

〔脆弱性評価〕 

24 時間 21 言語で対応できる「ＮＡＧＡＮＯ多言語コールセンター」を設置し、外国人旅行者

と施設等のスタッフとのコミュニケーションを支援するとともに、外国語による案内標識やパン

フレット類の整備などにより正確な情報の提供を推進しています。 

災害時に、外国人観光客が適切な避難行動をとるためには、それぞれの観光客が理解できる言

語で正確な災害情報が提供される必要があります。 

【観光部国際観光推進室】 

 

県民の皆様へ 
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〔取組方針（施策）〕 

「ＮＡＧＡＮＯ多言語コールセンター」による支援やパンフレットの整備などとともに、コー
ルセンターのリーフレットに、訪日外国人に緊急地震速報や避難指示等を通知するアプリ
（Safety tips（14 言語対応））の情報を掲載し、旅行博や観光案内所等を通じて配布するなど、
より正確な情報提供に取り組みます。 

 

【数値目標】 
 

指 標 担当課室 
第２期 
目 標 

現 状 
第３期 
目 標 

① 
ハザードマップ等による身の回りの危
険度の認知度 

危機管理 

防災課 

－ 
（2022年度） 

－ 
（2022年度） 

 
 

③ 
個別避難計画の策定済み市町村数（一部
策定済みの市町村を含む） 

健康福祉 

政策課 

－ 
（2022年度） 

34 
（2022年度） 

 

④ 
要配慮者利用施設※１における避難確保
計画の作成済み施設数※２ 

危機管理 

防災課※３ 

－ 
（2022年度） 

2,591 
（2021年度） 

 

       ※１ 要配慮者利用施設：土砂災害警戒区域又は浸水想定区域に位置し、市町村地域防災計画に定められ

た施設 

       ※２ 計画の作成済み施設数：土砂災害警戒区域、浸水想定区域の種類毎に計画を作成した施設の延べ数 

       ※３ 健康福祉政策課、河川課及び砂防課で把握した数を危機管理防災課にて取りまとめ 



- 52 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 道路の落石危険箇所対策の推進 
 

〔脆弱性評価〕 

 災害発生時の道路の安全性を高めるため、道路防災点検結果に基づき、落石危険箇所の対策工

事を進めています。道路の法面対策は、平成 30（2018）年度から令和２（2020）年度にかけて、

集中的に取組を進めた結果、落石危険箇所の対策は着実に進みました。 

近年の大規模自然災害により、新たに法面崩落や土砂流出が多数発生しており、整備の優先順

位を見直しながら計画的に対策を進めていく必要があります。 

 また、緊急輸送道路をはじめとした防災上重要な路線においても、新たに対策が必要な箇所が

発生するとともに、落石危険箇所や法面修繕箇所が依然として多数残されており、引き続き対策

を進めていく必要があります。 

 【建設部道路管理課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 災害時の孤立集落の発生を防ぎ、道路利用者の安全を確保するため、落石や岩盤崩落などの道

路防災点検を継続するとともに、落石危険箇所の解消のため、落石防護柵の設置など道路防災対

策を実施します。 

 

 

 

利用している道路等に異常や損傷を発見した場合は、道路緊急ダイヤル（＃9910）などを活用

し、道路管理者（国や県、市町村）に情報提供をお願いします。 

 

② 緊急輸送道路の強靱化の推進 

 

〔脆弱性評価〕 

 災害発生時に、避難・救助、物資供給等の応急活動に重要な役割を果たす緊急輸送道路の機能

を確保するため、代替路線がない箇所、交通量が多く通行止めにより重大な支障が生じる箇所な

どにおいて道路の法面対策、橋梁の耐震補強や道路改築等を重点的に行っています。 

 しかし、依然として緊急輸送道路全区間の通行止めリスク解消には至っておらず、継続して整

備を推進する必要があります。 

 【建設部道路管理課、同道路建設課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 災害時における緊急輸送道路等の機能を確保するため、道路の維持管理と建設の両面から重点

第２節 負傷者に対し、迅速に救助・救急・医療
活動等が⾏われるとともに、被災者等の
健康、避難生活環境を確実に確保する 

 
２－１ 長期にわたる孤立集落等の発生（大雪を含む）や、被災地での食料、飲料水等の長

期にわたる不足 

起きてはならない最悪の事態 
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的に整備を実施し、安全で安心できる県民生活を実現します。 

 また、高速交通網や鉄道駅、生活圏を結ぶ幹線道路の整備を推進し、大規模災害時にスムーズ

な応援の受入れが可能となるように取り組みます。 

 

 

 

 緊急輸送道路等の沿道建築物で一定以上の高さ※の建物を所有する方は、輸送路の機能を確保

するため耐震化に協力をお願いします。 

※一定以上の高さ： 

         (1)道路幅員 12m を超える場合：「道路幅員の 1/2＋建築物と道路境界線までの距離」を超える高さ 

         (2)道路幅員 12m 以下の場合：「６m＋建築物と道路境界線までの距離」を超える高さ 

 

③ 道の駅の防災機能の強化 

 

〔脆弱性評価〕 

「道の駅」は、災害時の地域の防災拠点としての機能も期待されています。広域災害応急対策

拠点として、県内の 52 駅のうち 20 駅が「防災拠点自動車駐車場」に指定され、そのうち県が管

理する一体型の道の駅は 12 駅が指定されています。今後も道の駅が災害時の応急対策の拠点と

して貢献できるよう、防災機能の強化に取り組む必要があります。 

【建設部道路管理課】 

 

〔取組方針（施策）〕 

市町村地域防災計画への位置付け状況等を踏まえ、「防災拠点自動車駐車場」などの機能制度を

活用し、地域の中心的な拠点として、市町村と連携して、防災機能を強化します。 

  

④ 大雪による孤立防止対策等の推進 

 

〔脆弱性評価〕 

大雪時には、隣接県・市町村との相互除雪に関する協定に基づき、速やかに除雪を行う体制を

整えています。 

 また、国、県や高速道路会社など道路管理者と警察で構成する長野県幹線道路連絡会議におい

て、大雪時の除雪体制を確認し、対応を強化するとともに、緊急時に確保する必要がある路線に

通行規制区間を設定し、車両の滞留を回避する集中除雪を行う体制を整えています。 

 集落の孤立や大規模な車両滞留を防ぐため、道路の除排雪をはじめとした冬期交通の確保対策

を推進する必要があります。 

 さらに、住宅については雪下ろし作業の身体的負担を軽減するとともに、作業中の転落事故を

未然に防ぐ必要があります。 

【建設部道路管理課、同建築住宅課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 大雪時の相互除雪体制や道路管理者、警察との連携体制を強化するとともに、建設事務所間の

除雪機械の支援体制を構築します。 

また、日本道路交通情報センターの「災害時情報提供サービス」やホームページ、ＳＮＳ等あ

らゆる媒体を活用して、適切な道路情報を提供します。 

さらに、住宅の屋根の雪下ろし作業中の死傷事故をなくすため、住宅の屋根の改修などにより

県民の皆様へ 
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克雪化を推進します。 

 

⑤ 水、食料等の不足対策の推進 
 

〔脆弱性評価〕 

大規模自然災害が発生した場合は、断水や物流の途絶により水や食料等の物資の不足が懸念さ

れます。県では、災害時の物資不足に備え、松本防災備蓄倉庫や合同庁舎等に食料や飲料水等を

備蓄するとともに、災害の教訓や要望を踏まえて、生理用品や紙おむつ等の備蓄を進めています。 

また、断水への対応として「長野県水道協議会水道施設災害等相互応援要綱」等に基づき、給

水車や技術者の派遣により応急復旧活動を支援しています。 

災害の発生に備え、適正量の物資を確保するとともに、供給体制を整備しておく必要がありま

す。 

さらに、すみやかに技術者や給水車を派遣するためには、水道事業者間の密接な連携が不可欠

であり、日ごろから非常連絡体制を確認しておく必要があります。 

【危機管理部危機管理防災課、環境部水大気環境課、企業局水道事業課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

市町村は、水、食料等を必要量確保し、迅速に提供する体制を整えます。県は、被災市町村だ

けでは物資の供給が困難な場合には市町村と連携して備蓄や協定による調達により食料等を供

給するとともに、水道等の早期復旧を支援します。 

 

 

 

 最低でも３日分、可能な限り１週間分は、ご自分やご家族のために必要な食料や飲料水などを

確保してください。 

 

⑥ 要配慮者入所施設の停電、断水対策 

 

〔脆弱性評価〕 

高齢者施設や障がい者福祉施設の入所者は、人工呼吸器・酸素療法・喀痰吸引等の医療機器が

必要な場合があります。停電により医療機器が稼働せず生命を脅かす事態や、断水により施設機

能が維持できなくなる事態を防ぐため、非常用自家発電設備や給水設備の整備が必要です。 

【健康福祉部介護支援課、同障がい者支援課】 

 

〔取組方針（施策）〕 

長時間の停電や断水に対応するため、入所施設における、非常用自家発電設備や給水設備

（受水槽や地下水利用給水設備）の整備等を支援します。 

 

⑦ ヘリコプターによる救急救助、救援物資搬送体制の充実 
 

〔脆弱性評価〕 

 大規模自然災害時に、道路の寸断などにより孤立集落が発生した場合は、ヘリコプターによる

救助活動や物資輸送が有効です。 

県は、運航を再開した消防防災ヘリコプター「アルプス」による救助活動を行うとともに、県

外からの支援拠点となる「拠点ヘリポート」を県内 10 広域に、また、場外離着陸場を 85 箇所確

保しています。 

県民の皆様へ 
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 市町村においても、支援物資の集積・運搬施設や救援部隊の活動拠点が隣接するなど総合的な

支援拠点となる場所を「物資輸送拠点及び災害対策用ヘリポート」として選定し、確保していま

す（拠点ヘリポート 143 箇所、物資輸送拠点 133 箇所、その他 394 箇所）。 

 引き続き、消防防災ヘリコプターの救助訓練や適切なヘリポートの管理に努める必要がありま

す。 

 【危機管理部消防課、同危機管理防災課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 消防防災ヘリコプターを活用した効率的な救急救助、救援物資搬送を実施するため、安全運航

を第一とした消防防災航空体制を維持するとともに、災害対策用ヘリポートの使用に住民の理解

が得られるよう、災害時のヘリコプター支援について住民に周知します。 

 

【数値目標】 
 

指 標 担当課室 
第２期 
目 標 

現 状 
第３期 
目 標 

② 

震災対策緊急輸送道路にある橋梁の耐
震補強の整備率 

道路管理課 

99.0％ 
（2020年度） 

98.9％ 
（2021年度） 

 

震災対策緊急輸送道路にある道路斜面
等の要対策箇所の対策率 

95.0％ 
（2020年度） 

90.0％ 
（2021年度） 

 

緊急輸送道路の供用延長 
うち（ ）は高規格幹線道路分 

道路建設課 

31.1
（7.6）km 
（2020年度） 

37.9 
(22.0) km 
（2021年度） 
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① 警察の災害時対応力の維持・向上 
 

〔脆弱性評価〕 

 長野県は広大な県土を有し、地震や噴火、風水害など様々な自然災害の発生が想定されます。 

災害が同時多発的に発生した場合や道路の寸断等により直ちに機動隊等が支援できない場合

は、警察署が当面の救出救助活動等に当たるため、各警察署の装備資機材の充実強化を図る必要

があります。 

また、長野県警察広域緊急援助隊、緊急災害警備隊、各警察署第二機動隊の対処能力を高める

ため、他機関との合同訓練及び警察独自訓練、舟艇訓練や冬季救助訓練、他県警察との広域緊急

援助隊合同訓練等を実施するとともに、各警察署では消防等との合同訓練等を実施し、連携強化

を図っています。 

 災害時に県民の生命、身体を守るため、災害装備資機材の充実を図るとともに、こうした訓練

を引き続き実施し、対処能力の向上に努める必要があります。 

 【警備部警備第二課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 機動隊や各警察署の救出救助活動に必要な装備資機材を充実し、県警察全体の災害対処能力の

向上を図ります。 

 また、近年の災害や過去の災害対応の教訓を踏まえ、より効果的な訓練を実施します。 

 

② 消防体制の充実・強化 
 

〔脆弱性評価〕 

大規模自然災害発生時に迅速な救助活動等を行うためには、多数の応援を要請する必要があり

ます。県内では全ての消防本部が「長野県消防相互応援協定」に基づき、被災した消防本部を応

援する体制を整えています。また、県内の消防力で対応できない場合は、「緊急消防援助隊」によ

る全国的な応援体制により、被災地への応援が行われます。 

令和元年東日本台風災害の際には、県内相互応援隊延べ 91 隊 314 人、緊急消防援助隊延べ 151

隊 567 人が、県内で救助・救急活動を行いました。 

県では、毎年、県消防相互応援隊の訓練を開催するとともに、緊急消防援助隊の運用を実効性

のあるものにするため、様々な訓練の実施などにより受援計画や応援等実施計画を検証し、必要

な見直しを行っています。 

 引き続き、常備消防の設備や人員体制の充実・強化を進めるとともに、相互応援体制の確認や

緊急消防援助隊の応援、受援体制の整備に努める必要があります。 

 【危機管理部消防課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 各消防本部は、「消防力の整備指針」（消防庁告示）等に基づき、地域の実情に合った消防体制

を整備するとともに、広域応援体制の強化や連携・協力の促進などにより消防力の充実・強化に

取り組みます。 

 
２－２ 警察、消防、自衛隊等による救助･救急活動等の不足 

起きてはならない最悪の事態 
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 県では、消防力の充実・強化を図るため、消防防災航空体制の整備や消防学校の教育訓練、施

設の充実に取り組むとともに、緊急消防援助隊の一体的な後方支援体制の構築を検討します。 

また、消防救急デジタル無線の広域運用などにより、大規模自然災害発生時の県と消防本部と

の通信を確保します。 

 

③ 消防団の充実・強化 
 

〔脆弱性評価〕 

 消防団は、地域防災力の中核として、火災現場での消火活動や台風時等の水防・警戒活動、住

民の避難誘導や警戒区域の設定など、地域住民の安心と安全を守る重要な役割を担っています。 

 一方で、人口減少や少子化、若者の地元離れなどの社会情勢の変化により、県内の消防団員数

は減少傾向にあり、増加傾向にあった女性団員も近年は横ばいの状況です。 

県では、市町村と協力して処遇改善などを通じた団員の確保や女性団員の活性化、学生消防団

員認証制度の周知に取り組むとともに、消防団が活動しやすい環境を整備するため、消防団を応

援する企業等への支援などにも力を入れています。 

引き続き、より効果的な方法による団員の確保や災害現場等での対応力の強化、消防団活動へ

の理解促進に取り組んで行く必要があります。 

【危機管理部消防課】 

 

〔取組方針（施策）〕 

 長野県消防協会や市町村と連携して、地域や企業等の消防団活動への応援機運の醸成（消防団

協力事業所への優遇措置、信州消防団員応援ショップの拡充）や、女性団員の活動支援（女性消

防団員活性化大会の開催）、多様な人材（女性や学生等）の加入促進に取り組みます。 

また、資機材等の整備や県消防学校での教育訓練の充実（ドローン操縦訓練等）などにより、

消防団の災害対応力の強化を支援します。 

 

 

 

地域防災力の中核である消防団の活動を理解していただくとともに、消防団活動への積極

的な参加をお願いします。 

消防団活動に協力いただいている事業者の皆様は、市町村から消防団協力事業者の認定を

受けていただきますようお願いします。 

長野県内の消防団員やその家族を応援するために、割引等のサービスを提供していただけ

る事業者の皆様は、信州消防団員応援ショップへの登録をお願いします。 

 

④ 自衛隊による迅速な人命救助等の実施 
 

〔脆弱性評価〕 

 大規模災害に際して、人命又は財産の保護のため必要と認め、公共性・緊急性・非代替性を満

たす場合、自衛隊法第 83 条第 1 項に基づき、知事は自衛隊の災害派遣を要請することとなって

います。 

 松本市に駐屯する第 13 普通科連隊及び第 306 施設隊等は、県内で発生する各種災害に対して

知事等からの派遣要請に基づき、被災者の人命救助等の任務にあたっています。上記の部隊のみ

では対応が困難な場合は、上級部隊である第 12 旅団により対処します。第 12 旅団は、航空機に

よる空中機動力が増強されており、航空偵察、捜索救助活動及び山林火災時においては大型ヘリ

コプター（ＣＨ）による空中からの消火を実施する能力を保有しています。 

県民の皆様へ 
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また、人員や物資の輸送、給水・給食支援、応急救護、防疫支援、入浴支援といった後方支援

活動のほか、施設科部隊による道路（水路）の啓開、施設器材を使用した捜索救助活動、水防活

動、被害状況の把握、化学科部隊による有毒化学剤等の検知・除染等の能力を保有しており、こ

れまでに東日本大震災をはじめ、山林火災、大雪災害、豪雨災害、御嶽山噴火災害、令和元年東

日本台風災害といった数多くの災害派遣要請に部隊を派遣して応じています。 

 

〔取組方針（施策）〕 

 第 13普通科連隊及び第306施設隊等は、大規模な災害時に迅速に人命救助等を実施するため、

初動対処部隊が 24 時間待機し、速やかに出動する部隊（FAST-Force）を整えているとともに、大

規模災害など各種の災害に迅速かつ的確に対応するため、各種防災訓練を実施しているほか、県

及び市町村が実施する防災訓練に積極的に参加し、引き続き、各省庁や県、市町村などの関係機

関との連携強化を図ります。 

 

⑤ 自主防災組織の充実・強化 
 

〔脆弱性評価〕 

 災害による被害を最小限に抑えるためには、地域の人々の助け合いである「共助」において中

心的な役割を果たす自主防災組織の活動が重要であり、自主防災組織の立ち上げや活動の活性化

を、県自主防災アドバイザーの委嘱や出前講座等を通じて支援しています。 

自主防災組織率※は向上していますが、短期間での役員交代や人材不足、高齢化等により、活

動の継続が課題となっている組織もあり、引き続き、組織体制の強化や活動の充実を支援し、地

域防災力を向上していく必要があります。 

 【危機管理部危機管理防災課】 

    ※自主防災組織率：全世帯数のうち自主防災組織（住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織）の活動範

囲に含まれている世帯数の割合 

 

〔取組方針（施策）〕 

 行政機関や消防署、消防団との連携を図りながら、災害発生時に、情報の収集・伝達、避難誘

導、避難所開設・運営など効果的な活動を行えるよう、地域防災力を向上する出前講座や自主防

災組織リーダー向けの研修会を実施するほか、県内大学や防災士会等と連携した地域防災に持続

的に携わる防災人材の育成などを通じて自主防災組織の充実・強化を図ります。 

 

【数値目標】 
 

指 標 担当課室 
第２期 
目 標 

現 状 
第３期 
目 標 

③ 
人口千人当たりの消防団員数 

消防課 

― 

（2020年度） 
15.02 人 
（2022年度） 

 

長野県内の消防団員のうち女性消防団
員が占める割合 

5.0％ 
（2025年度） 

3.4％ 
（2021年度） 

 

⑤ 自主防災組織率 
危機管理 

防災課 

93.5％ 
（2020年度） 

95.1％ 
（2022年度） 
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① 大規模災害時に対応する体制整備の推進 
 

〔脆弱性評価〕 

 病院が被災後、速やかに診療機能を回復できるよう、業務継続計画（ＢＣＰ）の策定を促進す

るとともに、病院の基礎情報や災害時の患者の受診状況、ライフライン稼働状況を収集・共有す

る広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）への操作研修等を実施しています。 

 また、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）隊員を養成（令和４年８月現在 406 名）し、災害派遣

精神医療チーム（ＤＰＡＴ）等とともに、地震・大雨、火山噴火などの大規模災害時に派遣して

います。 

引き続き、大規模災害期に対応する体制の整備に取り組むとともに、保健医療福祉活動を行う

チーム（DMAT、JMAT、日赤救護班、DPAT 等）間の連携を強化する必要があります。 

 【健康福祉部医療政策課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 引き続き、研修機会の提供により病院のＢＣＰの策定を促進するとともに、病院向けＥＭＩＳ

研修会による情報入力体制の整備、長野県ＤＭＡＴ養成研修、ＤＰＡＴ研修による隊員の確保や

技術力の向上に努めます。 

また、災害の経験を踏まえた見直しにより災害医療活動指針や地域災害医療活動マニュアルの

実効性を確保するとともに、大規模災害時に保健医療福祉活動を行うチームの連携強化に向けた

訓練を実施します。 

 

② 石油燃料等の供給体制の確保 
 

〔脆弱性評価〕 

 県内への石油製品の供給は、約８割が鉄道貨物輸送に頼っており、鉄道が不通となった場合、

供給力が低下するなど脆弱な立地条件にあります。 

県では、長野県石油商業組合と連携して県内 120 か所のサービスステーション（ＳＳ）等に、

災害時に重要施設（災害拠点病院など）等で使用する約１週間分の石油製品の備蓄を行っていま

す。 

近年、サービスステーションが減少する傾向にありますが、引き続き備蓄量の確保に取り組ん

でいく必要があります。 

 【危機管理部危機管理防災課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 重要施設や警察、消防の緊急通行車両等に石油燃料類を安定供給するため、中核給油所（40 箇

所）、小口燃料配送拠点（20 箇所）、県配送拠点（9 箇所）、住民拠点ＳＳ（51 箇所）への石油類

燃料の備蓄を継続します。 

 また、住民に対して災害に備えた燃料の備蓄や、災害時の冷静な対応を周知します。 

 

 
県民の皆様へ 

 
２－３ 医療機関、医療従事者の不足やエネルギー供給の長期途絶、医療施設の被災に 

よる医療機能の麻痺 

起きてはならない最悪の事態 
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 災害の発生に備え、自家用車へのこまめな満タン給油や灯油の買い置きなど、個人でできる燃

料確保に努めてください。また、災害時には、医療機関や救助活動に要する燃料が不足すること

のないよう、必要以上の買いだめの自粛等、冷静な対応をお願いします。 

 

【数値目標】 
 

指 標 担当課室 
第２期 
目 標 

現 状 
第３期 
目 標 

① 

行政、災害拠点病院、医師会等の関係機
関による保健医療福祉活動チームの連
携確認を行う災害訓練の実施二次医療
圏数 

医療政策課 

10 医療圏 
（2023年度） 

９医療圏 
（2021年度） 

 
 

病院における業務継続計画の策定率 
100.0％ 

（2023年度） 
36.5％ 

（2021年度） 
 

長野県ＤＭＡＴ養成研修年間修了者数 
24 人以上 
（2023年度） 

29.5 人 
（2021年度） 

 

② 石油等の備蓄 
危機管理 

防災課 

62 施設 
約 50 ㎘ 

（2020年度） 

121 施設
約 1,322kℓ 
（2021年度） 
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① 避難所の環境改善の推進 
 

〔脆弱性評価〕 

 避難生活が長期化すると、心身のストレス等により被災者の健康状態の悪化が懸念されること

から、必要な支援を行うとともに避難所の環境改善に取り組む必要があります。 

 県では、令和元（2019）年に女性の視点に立った避難所運営や、要配慮者対策の観点から「避

難所運営マニュアル策定指針」を改定し、市町村に対して指針に基づくマニュアルの策定を促し

ていますが、策定市町村は 53 団体となっています。 

また、避難所における良好な生活環境を確保するため、市町村、ＮＰＯ等と連携して、避難所

のＴ（トイレ・衛生）・Ｋ（キッチン・栄養）・Ｂ（ベッド・睡眠）の環境改善を推進し、「避難し

たくなる避難所」を目指しています。 

【危機管理部危機管理防災課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 安心して避難所が利用できるよう、災害発生から３日以内、７日以内ごとに目指すべきＴＫＢ

向上の水準目標（長野県避難所ＴＫＢスタンダード）を市町村と共有し、避難所ＴＫＢの環境改

善を推進します。 

また、通路やプライバシーの確保など、要配慮者に配慮した避難所運営を行うため、市町村向

けの説明会を継続的に実施し、マニュアルの策定を促進します。 

 ・Ｔ：快適トイレの導入促進 

 ・Ｋ：キッチンカー事業者との連携による食事提供の仕組みづくり 

 ・Ｂ：段ボールベッド等の円滑な確保、暑さ・寒さの緩和による過ごしやすい環境の確保 

 

 

 

 避難所では、お互いに助け合い、生活環境の維持や安全の確保に協力をお願いします。 

 

② 女性の視点に立った避難所運営の推進 
 

〔脆弱性評価〕 

 避難所生活では男女それぞれのニーズに違いがあり、女性の視点に配慮した避難所の運営が求

められています。 

 県では、男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン（令和２年５月内閣府策定）の周

知や、「避難所における性被害・暴力防止ポスター」「女性視点の備蓄・避難所チェックシート」

を市町村に配布し、活用を広く呼び掛けていますが、避難所運営に関する指針に女性の視点を取

り入れている市町村は 26 団体に留まっています。 

 【県民文化部人権・男女共同参画課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 市町村防災担当課、地域の防災リーダーを対象に、研修等を通して、災害時の男女共同参画の

 
２－４ 劣悪な避難生活環境や不十分な健康管理による被災者の健康状態の悪化 

起きてはならない最悪の事態 

県民の皆様へ 
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視点の重要性を周知するとともに、女性や性的マイノリティの方への配慮が十分に反映された避

難所運営マニュアルが作成されるよう支援します。 

 

 

 

避難所生活においても、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合うことができるよ

う日常生活から男女共同参画の考え方を取り入れてください。 

性自認や性的指向に関する知識・理解を深め、性的マイノリティの方々が孤立しない地域づく

りを進めましょう。 

 

③ 外国人住民に配慮した避難所運営の推進 
 

〔脆弱性評価〕 

災害時に市町村が設置する「災害多言語支援センター」は外国人被災者が必要とする情報を把

握し、多言語で情報を発信する拠点となります。 

県では、市町村や通訳ボランティア等の関係機関と連携して支援センターの設置・運営訓練を

行うとともに、外国人県民が基礎的な防災知識を学ぶ防災講座などを開催しています。 

一方で、実災害での支援センターの運営経験が不足しているため、訓練を通じて課題等を洗い

出し、解決していく必要があります。 

また、避難時の感染症対策等、必要となる防災知識が変化するため、外国人県民向けの防災講

座や訓練を継続して行っていく必要があります。 

 【県民文化部多文化共生・パスポート室】 
 

〔取組方針（施策）〕 

引き続き、関係機関と連携して災害多言語支援センターの設置・運営訓練を実施するとともに、

外国人県民が防災知識を学ぶ場を提供します。 

また、多言語による防災情報の提供や相談体制の整備を推進します。 

 

 

 

 外国人被災者に係る相談事がありましたら、災害多言語支援センター又は長野県多文化共生相

談センター等の支援機関へつないでいただくよう協力をお願いします。 

 

④ 保健師等の派遣体制の整備・強化 
 

〔脆弱性評価〕 

大規模自然災害が発生した際には、避難所に保健師や福祉専門職を派遣し、避難者の健康状態

の確認や高齢者、障がい者等、要配慮者の支援を行っています。 

令和元年東日本台風災害では、長野市に延べ 194 人の保健師等を派遣するとともに、災害派遣

福祉チームを派遣し、要配慮者のアセスメント、福祉避難所等への誘導、相談支援等を行いまし

た。 

災害の発生に備え、職員の派遣体制や他機関からの受入体制を整備するとともに、派遣する職

員等の技術力を向上する必要があります。 

【健康福祉部健康福祉政策課、同地域福祉課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

大規模自然災害発生時における保健師等の派遣については、本庁関係部署及び保健福祉事務所

県民の皆様へ 

県民の皆様へ 
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の役割分担や派遣調整（受入調整含む。）の手順等を明確化し、被災市町村の要請に対して速やか

に職員を派遣する体制を整備します。 

また、長野県災害派遣福祉チーム員の養成研修を実施するとともに、登録者の技能維持・向上

に向けた研修・訓練等を実施します。 

 

⑤ 要配慮者に対する支援の強化 
 

〔脆弱性評価〕 

高齢者や障がい者等の要配慮者については、一般避難所での生活に困難を伴う場合があるため、

福祉避難所など要配慮者の円滑な利用に配慮した避難場所を確保する必要があります。 

さらに、要配慮者の状況に応じて、福祉避難所に直接避難できる体制を整備することが重要で

す。 

また、県では、避難所等で手話通訳が必要な場合に備え、「遠隔手話通訳システム」を導入し、

市町村と連携して、遠隔手話通訳システムにアクセスする二次元コードを避難所に配備するとと

もに、必要な時にスムーズにシステムを利用できる二次元コードを配布しています。 

災害時にも遠隔手話通訳システムの利用を可能にし、手話による情報伝達ができるようにする

ことが必要です。 

  【健康福祉部健康福祉政策課、同障がい者支援課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 国の「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」を踏まえ、要配慮者の利便性に配慮した福祉避

難所の整備が進むよう、福祉避難所の指定状況や国の動向等の情報を市町村と共有するとともに、

福祉避難所への直接避難を含めた要配慮者の避難体制が確保されるよう、市町村における個別避

難計画の作成を支援します。 

 また、市町村に対して遠隔手話通訳システムの導入を働きかけるとともに、市町村が手話通訳

者を確保できない場合は、県配置の通訳者が対応する体制を整備します。 
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① 災害時における感染症感染拡大の防止 
 

〔脆弱性評価〕 

 令和元（2019）年に「避難所感染症対策チェックリスト」を作成し、避難所での感染予防に必

要な物品や啓発方法等、災害時における避難所の感染症対策を周知してきましたが、新型コロナ

ウイルス感染症の発生を受け「避難所運営マニュアル策定指針」を改定するとともに、「避難所等

での新型コロナウイルス感染症対策 事前準備チェックリスト」や「避難所担当職員向け感染予

防マニュアル」を作成し、市町村に周知するなど、感染拡大防止対策を強化しています。 

今後も新たな感染症の発生・感染拡大のおそれがあり、状況に応じたマニュアル等の修正等が

必要となっています。 

 【危機管理部危機管理防災課、健康福祉部感染症対策課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 国による避難所運営ガイドライン等の修正も踏まえ、「避難所運営マニュアル策定指針」等を

随時改定するとともに、状況に応じて常に適切な対策がとれるよう、対応力の強化に努めます。 

 

 

 

 避難に当たっては、マスク着用などの基本的な感染症対策を十分徹底するようお願いします。

また、消毒液、体温計などをご持参ください。 

 

② 要配慮者利用施設の換気機能強化 
 

〔脆弱性評価〕 

 高齢者施設や障がい者福祉施設等の要配慮者利用施設は、重症化リスクが高い方などが利用し

ています。風通しの悪い空間は感染症の感染リスクが高くなるため、立地等により窓があっても

十分に換気が行えない場合でも定期的に換気できるよう、施設の換気機能を強化していく必要が

あります。 

【健康福祉部介護支援課、同障がい者支援課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 要配慮者利用施設における換気設備の整備等を支援します。 

 

県民の皆様へ 

 
２－５ 被災地における感染症等の大規模発生 

起きてはならない最悪の事態 
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① 信号機停止対策の推進 
 

〔脆弱性評価〕 

災害時の停電による信号機の停止を防ぐため、信号機に電源を供給する信号電源付加装置等の

整備を進めていますが、令和元年東日本台風災害の際には、県内でも 100 基以上の信号機に電源

が供給されない事態が発生しました。 

対策が必要な信号機は 464 箇所（令和４年３月末現在）となっており、引き続き、信号電源付

加装置や可搬式発動機から電源を供給する発動発電機直結型接続ケーブルを整備することが必

要です。 

【交通部交通規制課】 

 

〔取組方針（施策）〕 

 信号機能の停止による交通事故等を防ぐため、計画的に信号機電源付加装置や発動発電機直結

型接続ケーブルの整備を進めます。 

 

 

 

 停電等により信号機能が停止した場合は迅速に復旧対策を行いますが、復旧するまでの間は、

交差点等での安全確認を十分に行うようお願いします。 

 

【数値目標】 
 

指 標 担当課室 
第２期 
目 標 

現 状 
第３期 
目 標 

① 
信号機電源付加装置の整備数 

交通規制課 

104 基 
（2022年度） 

131 基 
（2021年度） 

 

発動発電機直結型接続ケーブルの整備
率 

100.0％ 
（2022年度） 

87.3％ 
（2021年度） 

 

 

 

第３節 必要不可⽋な⾏政機能、情報通信機能を
確保する 

 
３－１ 信号機の停止等による交通事故の多発 

起きてはならない最悪の事態 

県民の皆様へ 
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① 業務継続計画の更新･見直しの継続 
 

〔脆弱性評価〕 

 平成 23（2011）年度に本庁、現地機関が策定した業務継続計画（ＢＣＰ）を毎年度見直すとと

もに、研修会や個別相談を通じて市町村計画の見直しを支援しています。 

今後も、災害の想定や、庁舎機能不能時の対応、災害時に必要となる人員や資機材等の確保を

継続して検討し、業務継続計画の更新・見直しを行う必要があります。 

 【危機管理部危機管理防災課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 実効性のある業務継続体制を確保するため、想定される災害等の特性等を踏まえ、必要な人的・

物的資源の継続的な確保、定期的な訓練・点検、訓練を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じ

た体制の見直しを踏まえた改訂等を行います。 

また、全市町村の業務継続計画の実効性が確保できるよう研修会の開催等により支援します。 

 

② 被災市町村への支援 
 

〔脆弱性評価〕 

 災害時又は災害が発生するおそれがある場合には、県災害対策本部地方部の職員を情報連絡員

（リエゾン）として被災市町村に派遣し、被害情報の収集を行うとともに、状況に応じて災害対

策の助言を行っています。令和元年東日本台風災害の際には、県内 43 市町村に情報連絡員を派

遣し円滑な情報共有を行いました。 

災害時に速やかに職員を派遣する体制を整備するとともに、派遣する職員の資質向上を図る必

要があります。 

 【危機管理部危機管理防災課、地域振興局】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 災害が発生した場合は、ただちに被害状況調査体制をとり、迅速・的確な被害状況の調査を行

うとともに、長野県防災情報システムや物資調達・輸送調整等支援システムの入力訓練等により

職員の資質向上を図ります。 

 

③ 広域応援体制の強化 
 

〔脆弱性評価〕 

 大規模災害時に国や他の都道府県からの人的・物的支援を円滑に受け入れ、被災市町村を支援

するため、防災拠点の配置や運用、受援業務や窓口などを定めた広域受援計画を策定するととも

に、市町村の受援計画の策定を支援しています。 

 速やかな復旧、復興のためには、多方面からの人的・物的支援を十分に活かす必要があります。

令和元年東日本台風災害では、本県も、中部９県１市等から、避難所運営や罹災証明書の交付な

どを支援する延べ約 33,000 人の人的支援を受け入れており、大規模自然災害に備え、受援体制

 
３－２ 県庁、市町村役場をはじめとする地方行政機関の大幅な機能低下 

起きてはならない最悪の事態 
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の構築や、県内での相互応援体制を確認しておく必要があります。 

 【危機管理部危機管理防災課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 訓練などを通じて受援計画の継続的な見直しを行い、県計画の実効性を確保するとともに、全

市町村での計画策定に向け、受援計画の「標準形」を提供し作成を支援するほか、県計画の見直

しに併せて継続的に更新できるよう、市町村に情報提供を行うなど、積極的に助言を行います。 

また、長野県市町村相互応援協定が機能するよう、必要に応じて代表市町村会議を開催すると

ともに、定期的に物資調達・人的支援等の訓練を実施します。 

 

④ 災害拠点となる施設の強靱化の推進 
 

〔脆弱性評価〕 

災害応急対応の拠点となる県有施設（県庁、合同庁舎、警察署など）は、「県有施設耐震化整備

プログラム」に基づく割増補強等による耐震化は概ね終了しており、県内市町村の災害対策本部

設置庁舎の耐震も概ね終了しています。 

一方で、浸水想定区域内に所在する災害応急対策活動の拠点となる施設の浸水対策を進める必

要があります。 

また、被災時も行政情報システムが稼働できるよう、災害対策が施された施設にサーバ等を設

置するとともに、通信回線の冗長化を図る必要があります。 

【危機管理部危機管理防災課、企画振興部デジタルインフラ整備室、総務部財産活用課、

建設部施設課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

浸水想定区域内の防災上重要な庁舎の浸水対策を推進するとともに、主要な情報システムは、

耐震化や浸水対策等が施され、情報の安全性・可用性が確保されたデータセンター等にサーバ等

を設置し、高速情報通信ネットワークの回線冗長化を実施します。 

また、耐震対策が未着手の県有施設は、施設毎に建替え、改修、除却等の検討、対策を進める

とともに、市町村に対しては、庁舎の非常用電源の確保や浸水対策等の整備ができるよう、必要

な情報を提供します。 

 

⑤ 防災行政無線の維持管理 
 

〔脆弱性評価〕 

 大規模自然災害が発生した場合、県は、国や市町村、消防本部、自衛隊などの関係機関との連

絡を迅速かつ確実に行うため、地上中継局を経由する地上系と、通信衛星を利用する衛星系の２

系統の無線通信設備を運用しています。 

 非常時に通信手段が途絶えることがないよう、地上中継局の設備を計画的に更新し、安定的な

運用に努めており、引き続き、老朽化した設備の更新や、衛星系無線通信設備の高度化などに対

応する必要があります。 

 【危機管理部消防課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 常に安定した通信を確保するため、計画的に設備の保守点検や修繕、更新等を行うとともに、

衛星系無線通信設備は、映像の送受信や降雨時の通信能力が強化された第３世代システムへの移

行を進めます。 
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【数値目標】 
 

指 標 担当課室 
第２期 
目 標 

現 状 
第３期 
目 標 

④ 
応急的浸水対策が完了した防災上重要
な庁舎数 

財産活用課 
－ 

（2020年度） 
０施設 

（2021年度）  

 



- 69 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

① 災害時に必要な電話機能等の維持確保 
 

〔脆弱性評価〕 

 安定し、効率的かつ効果的な通信通話サービスの提供によって、災害時の通話不通による社会

不安や生活への支障をできるだけ回避・低減させ、県民のニーズに対応できるよう、電気通信事

業者によるそ通
、、

確保のための取組を継続的に進めることが重要です。 

 

〔取組方針（施策）〕 

（1）東日本電信電話株式会社 

 予期せぬ大規模な災害に備え、平常時の「通信ネットワークの信頼性向上」、災害時の「重要

通信の確保」、「サービスの早期復旧」を災害対策の基本方針として取り組みます。 

 また、24 時間 365 日、全国の通信ネットワークを監視し、故障や災害に即応するとともに、

更にきめ細かな対応ができるようシステムの高度化を図ります。 

・警察・消防等の重要通信・緊急通信の優先的な確保 

・災害時に無料で使用できる災害時用公衆電話（特殊公衆電話）の事前配備 

・非常用エンジン、蓄電池、移動電源車の配備による停電対策の実施 

・災害用伝言ダイヤルサービスの提供 

・孤立エリアの通信確保訓練の実施 

 

（2）株式会社ＮＴＴドコモ 

 平時の通信品質の維持・向上とともに、非常時における重要通信を確保するための仕組みを

多層的に準備しており、通信設備が被害を受けた場合においても迅速な復旧を可能とする体制

づくりを進めます。 

 また、通信設備の二重化や重要施設の分散化を進め、一層の通信確保を図ります。 

・地震、台風、豪雪、火山噴火などあらゆる災害が発生してもモバイル通信を安心して利

用できるさまざまな対策の提供 

・避難所への「無料充電サービス」の提供や「d Wi-Fi」の設置等 

・帰宅困難者支援場所としてのＮＴＴドコモ長野ビルの開放と各種サービスの提供 

・自治体等からの携帯電話等の貸出要請への対応 

 

（3）ＫＤＤＩ株式会社 

 いかなる状況であっても安定した通信サービスが利用できるよう、複数の通信ルートを持つ

強靭なネットワークを構築し、高品質な通信サービスを提供します。 

 また、被災地エリアでの安心・安全な携帯電話の利用のため、車載型や可搬型、あるいは海

上船舶に搭載した無線基地局の配備等により通信確保を図ります。 

・移動電源車、非常用発電機の配備による停電対策 

・災害時における自治体へのリエゾン（災害対策現地情報連絡員）の派遣 

・自治体等からの携帯電話等の貸出要請への対応 

 
３－３ 停電、通信施設の被災による情報通信の麻痺・長期停止 

起きてはならない最悪の事態 



- 70 - 
 

・避難所への Wi-Fi ボックスや充電ボックスの設置 

・無料公衆 Wi-Fi を無料で利用できる災害用の「00000JAPAN（ファイブゼロジャパン）」の

提供 

 

（4）ソフトバンク株式会社 

 強固なネットワークの構築と災害時の緊急対応に備えた体制を整備し、継続した通信サービ

スの提供を行います。 

・ネットワークセンターの停電時 48 時間以上無停電対策の実施 

・自治体（災害対策本部拠点）をエリアカバーする基地局の停電時長時間継続稼働化 

・可搬型発動発電機、移動基地局車、可搬型移動基地局、可搬型衛星アンテナ、地上系エ

ントランス無線、気球無線中継システム等の配備 

・災害時の情報伝達手段として緊急速報メール、災害用伝言板サービス等を提供 

・自治体等からの携帯電話等の貸出要請への対応 

・避難所での無料充電サービス提供や無料 Wi-Fi の設置等 

 

（5）楽天モバイル株式会社 

 災害時の通信増大や機器障害等に対し迅速かつ柔軟に対応できるよう、機能の仮想化を積極

的に取り入れています。 

 また、電気通信設備、建物、付帯設備を防災設計として複数拠点化し、通信網も冗長性を高

めてネットワークの強靱化に継続的に取り組んでいきます。 

・緊急事態の発令に備えた対策要員の確保 

・「緊急地震速報」等国や自治体の配信する「災害・避難情報」の緊急速報メールによる配

信 

・災害用伝言板サービスの用意 

・移動基地局車、可搬型基地局、移動電源車等の配置 

・重要通信の確保 

・避難場所や災害復旧関係機関への衛星携帯、スマートフォン、Wi-Fi ルーター、マルチ

チャージャーなどの貸出 

 

 



- 71 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

① 放送事業者における災害時の情報発信 
 

〔脆弱性評価〕 

（1）日本放送協会（ＮＨＫ）長野放送局 

 「命と暮らしを守る」報道に全力を挙げ、長野県の「安全・安心の拠点」として災害に強い

地域づくりに貢献し、必要としている人たちに災害関連の情報を確実に届けるため、テレビ・

ラジオの放送所・中継局の定期的な保守点検や整備に尽力しています。 

 また、災害時によりきめの細かい情報発信を行うため、外部機関との連携強化を進めていま

す。令和２（2020）年には、一般社団法人長野県ケーブルテレビ協議会と「災害時における放

送連携に関する協定」を結び、翌年に県内のケーブルテレビ事業者８社と覚書を交わして具体

的な取組を始めています。このほか、県内の郵便局や防災士会との連携も強化し、広大な県土

を持つ長野県の災害情報をきめ細かく迅速に発信する態勢の整備を図っています。 

 

（2）県内民間放送事業者 

ア テレビ放送各社 

災害が予想される場合や災害発生時には、迅速な取材や各自治体等からのＬアラート情報

等により情報収集を行い、通常のニュース番組だけでなく、速報スーパーやＬ字画面のほか、

ホームページ等も活用して、被害状況や避難場所、ライフラインの情報等をきめ細かく提供

しています。 

また、大規模災害時にも放送が途絶しないよう、放送施設の耐震化や非常用電源の確保等

に取り組んでいます。 

 

イ 一般社団法人長野県テーブルテレビ協議会 

県内のケーブルテレビ局 30 局で構成し、独自のコミュニティーチャンネル（自主制作番

組）やインターネット、ＳＮＳなどを活用して県内 42 万世帯に地域情報を発信しています。 

また、ケーブルテレビ局がある地元自治体との連携の他、長野県やＮＨＫ長野放送局、信

濃毎日新聞株式会社との災害協定、ケーブルテレビ局同士を光ケーブルで繋いでの県内ネッ

トワークを構築しており、地元自治体や長野県などからの情報提供、さらに河川情報や道路

情報などのきめ細かい情報を提供しています。 

 

ウ ラジオ放送各社 

地域に密着したきめ細かな放送ができるよう、Ｌアラートの積極的な活用やライフライン

事業者等との連携により災害時に住民生活に必要な身近な情報を収集し、迅速かつ正確な提

供に努めています。 

また、自治体と連携した情報伝達訓練や試験放送等の実施、バックアップ回線の敷設、サ

テライトスタジオの設置や無人時の情報発信のためのＡＩアナウンサーの導入等を進め、災

害発生時への備えを強化しています。 

 

 
３－４ テレビ･ラジオ放送の中断や,通信インフラ障害によりインターネット・ＳＮＳ

等で災害情報が必要な者に伝達できない事態 

起きてはならない最悪の事態 
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〔取組方針（施策）〕 

（1）日本放送協会（ＮＨＫ）長野放送局 

 災害の起きるおそれがある時や災害発生時には、テレビとラジオだけでなく、ホームページ

やＳＮＳを活用した速報や特設ニュースなどを通じて、最新の気象状況、被害、避難、ライフ

ラインに関する情報などをきめ細かく伝えます。 

 また、県内でも甚大な被害が発生した令和元年東日本台風災害や令和３年大雨災害などを踏

まえて、視聴者に災害の危険を「自分ごと」と受け止めてもらえるよう、放送の画面構成や使

用する映像、アナウンサーの呼びかけコメントなどの見直しを進め、危機感が共有できる情報

発信となるよう取組を更に進めます。 

 さらに、インターネットやＳＮＳといったデジタル発信にも力を入れるとともに、長野放送

局のホームページでは、いわゆる「Ｌ字」画面の情報や市町村が発信する「Ｌアラート」の情

報を即座に提供するほか、Twitter も活用して災害時に注意すべきことや最新の気象情報など

を適宜発信していきます。あわせて、県民の生命・財産に直結する災害情報については、多様

なメディアを活用した正確・迅速な発信を行います。 

 

（2）県内民間放送事業者 

ア テレビ放送各社 

大規模停電により地上波テレビの視聴が困難となった災害事例を教訓に、スマートフォン

のアプリや動画投稿サイト、ホームページやＳＮＳ等インターネット環境を利用した情報発

信手段の多様化を更に進めます。 

また、非常時対応の訓練や緊急対応マニュアルの見直し等を行い、災害に強い放送体制づ

くりを進めるとともに、ミニ番組や啓発スポット等を通じ、事前の備えと日頃の防災・減災

意識の向上にも寄与してまいります。 

 

イ 一般社団法人長野県ケーブルテレビ協議会 

災害発生直後から独自のコミュニティチャンネル（自主制作番組）などで避難情報やライ

フラインに関する情報などを提供します。災害現場からの中継映像や音声の他、地元市町村

発表の災害情報をいち早く文字情報やスタジオからの生中継などで提供し、さらには災害協

定を締結している長野県からの情報を織り交ぜて提供します。 

また、ケーブルテレビ局の社員が地元住民でもあり、被災して映らなくなったテレビやイ

ンターネット環境の出張メンテナンスや災害復旧活動への参加なども行います。 

 

ウ ラジオ放送各社 

停電によりテレビ放送を視聴できないときでも情報を入手しやすいラジオの特性をいか

し、最新の情報を随時提供するとともに、ホームページやＳＮＳ等のインターネット環境に

よる配信も併用し、情報提供体制の拡充を図ります。 

また、過去の災害経験を教訓に、災害協定の締結による自治体との連携強化を進め、市町

村が臨時災害放送局を開設した際には運営協力を行うなど、地域住民に役立つ情報提供を更

に進めます。 
 

② 災害情報の入手手段 
 

〔脆弱性評価〕 

令和４（2022）年 11 月に県が実施した県政モニターアンケート調査の結果では、災害情報の入

手先（複数回答あり）として「テレビ」が 90.5％で前回調査（平成 26 年 12 月）と同様に最も多

く、次いで「ホームページ（ＳＮＳ等を含む）」が 81.3％で前回調査（20.3％）から大幅に増加し
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ました。また、インターネット環境の普及に伴い、「電子メール」や「防災情報アプリ」の利用も

増加している一方で、「ラジオ」（52.4％）や「防災行政無線」（34.4％）といった音声情報の利用

も引き続き多く、情報入手ツールの多様化が更に顕著になっています。 

【危機管理部消防課、同危機管理防災課】 

 

〔取組方針（施策）〕 

県、国、市町村等は、災害情報や避難情報を長野県防災情報システムで共有するとともに、市

町村は、長野県防災情報システムからＬアラート（災害情報共有システム）へ情報を発信し、多

様なメディアを通じて県民へ情報提供します。 

また、「長野県防災情報ポータル」や防災情報 Twitter、信州防災アプリなどにより、避難指示

等の発令や避難所の開設状況などの情報を適時適切に提供します。 

・「長野県防災情報ポータル」URL https://nagano-pref-bousai.secure.force.com 

・「長野県防災情報 Twitter」  @BosaiNaganoPref 
 

③ 長野県震度情報ネットワークシステムによる情報伝達 
 

〔脆弱性評価〕 

県は、県内 120 箇所に設置した震度計で震度情報を観測し、初動対応の判断基準とするほか、

気象庁及び消防庁にデータを送信しています。 

 令和４（2022）年度には震度計等の更新を行うとともに、震度情報の送信をすべて光回線とし、

ＮＴＴのアナログ回線及び衛星系防災行政無線でバックアップする体制としました。 

 地震発生時に正確な観測と情報伝達ができるよう、適切な設備の保守点検、修繕を行う必要が

あります。 

【危機管理部消防課】 

 

〔取組方針（施策）〕 

県は、常に安定した震度観測と情報伝達を確保するため、計画的に設備の保守点検や修繕、更

新等を行います。 
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① 電力供給ネットワークの確保 
 

〔脆弱性評価〕 

（1）中部電力株式会社・中部電力パワーグリッド株式会社 

県内全域への電力供給を担う電気事業者の企業グループとして、大規模自然災害による被災

後の早期の供給力確保や公衆保安確保の観点から設備対策などを進めています。 

災害の発生時や発生が予想される場合には、直ちに非常体制を発令して事業場ごとに非常災

害対策本部を設置することとしており、電力の長期供給停止を発生させないため、今後も自然

災害に対する電気設備の耐性評価結果に基づいて発変電所・送電線網や電力システムの災害対

応力の強化を図る必要があります。 

 

（2）県企業局（水力発電） 

 県企業局の水力発電施設は、計画的に耐震化を進め、発電所建屋の耐震化は終了しています。 

 また、令和３（2021）年度から企業局本庁・川中島庁舎内にスマート化推進センター（中央

制御所）を設置し、クラウドサーバ等を活用した分散型のシステムにより、被災時に各発電管

理事務所においてもバックアップ対応が可能になっています。 

今後も、平成 30（2018）年の北海道胆振東部地震や令和元年東日本台風などの災害を教訓に、

風水害等への対策を進める必要があります。 

【企業局電気事業課】 

 

〔取組方針（施策）〕 

（1）中部電力株式会社・中部電力パワーグリッド株式会社 

訓練の実施や輸送・情報連絡手段の確保、必要機材の配備等により防災体制の整備を推進す

るとともに、過去の台風災害を踏まえ、各自治体と共に支障木の事前伐採をするほか、停電情

報ホームページによるきめ細かい情報発信を行います。 

また、国・自治体による南海トラフ地震や防災対策の見直しなどを踏まえて各対策の検証を

行うとともに、引き続き、発電・送電・変電・配電の各設備の点検と運用系統の常時監視・コ

ントロール等を行い、必要な対策・対応を進めます。 

・日頃の防災・復旧作業訓練の実施や国・自治体・警察・消防などが実施する連絡会議や

連携訓練への参加 

・災害発生時におけるヘリコプターでの人員・資機材の輸送 

・衛星通信ネットワークによる情報連絡手段の確保 

・発電機車や移動変圧器などの特殊車両の主要な事業場への配備 

・高経年送電設備の更新 

 

（2）県企業局 

第４節 ライフラインの被害を最⼩限に留めると
ともに、早期に復旧させる 

 
４－１ 電力供給ネットワーク（発変電所・送配電設備）や石油・都市ガス・ＬＰガス

サプライチェーンの機能の停止 

起きてはならない最悪の事態 
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監視カメラやセンサー等の設置など IoT技術の活用により施設の監視機能を強化するととも

に、AI による降雨・流入予想システムの導入や、停電時に発電所が自立運転する機能の付加等

を進めます。 

また、大規模災害による長期停電時等に企業局の発電所から地域の防災拠点等への電力供給

が可能となる「地域連携水力発電マイクログリッド」の整備を、送配電事業者、市町村等と研

究を進めます。 

 

② 石油・都市ガス・ＬＰガス等サプライチェーンの維持 

 

〔脆弱性評価〕 

（1）長野県石油商業組合 

  平成 25（2013）年１月に県と「災害時における石油類燃料の供給等に関する協定」を締結し、

この協定に基づく要請があった場合、県が指定する緊急車両等や災害対策上重要な施設、避難

所、医療機関及び社会福祉施設への石油類の優先提供を実施するとともに、組合員が取り扱う

物資の供給及び要員の動員などを行います。また、平成 27（2015）年１月に協定を改正し、緊

急車両等への優先提供をより確実なものとするため、県と協力して、災害時に必要な石油類燃

料の備蓄を進めることとしています。 

 

（2）長野県ガス協会 

長野県ガス協会加盟の７事業者が、県内において都市ガス供給事業を行っています。ガス導

管による都市ガス供給は、台風、大雪等による被害を受けにくい供給システムですが、地震対

策も含め、防災対策として、設備対策・緊急時対策・復旧対策を３本の柱として、更なる供給

信頼性の向上に取り組んでいます。 

 

（3）一般社団法人長野県ＬＰガス協会 

平成 25（2013）年１月に県と「災害時におけるＬＰガスに係る協力に関する協定」を締結し

たほか、平成 26（2014）年６月までに県内 77 市町村とも締結を完了しました。これらの協定

に基づく要請があった場合、①被災地域における一般消費者等に対して販売事業者が行うべき

緊急点検、修繕及び供給、②供給設備設置場所以外で発見されたＬＰガスボンベについて容器

所有者が行うべき回収及び保管、③被害状況及び復旧状況の調査、④新たにＬＰガスの供給が

必要となった場合の設備工事及び供給、⑤その他ＬＰガスの保安確保及び供給のために特に必

要な業務を実施します。 

また、公共施設や公的避難所、学校、医療施設等に「災害にも強いＬＰガス」設備の導入が

進むよう、ＬＰガス災害バルクシステムや自立型ＧＨＰ（ガスエンジンヒートポンプ）等の導

入について積極的な働きかけを行っています。 

 

〔取組方針（施策）〕 

（1）長野県石油商業組合 

県内で消費される石油製品は、京浜地区の製油所からおよそ 60%、中京地区の製油所から 20%

を貨物輸送で、残り 20%は県外から大型ローリーにより２次基地に搬入されており、東日本大

震災等の教訓を踏まえ、大規模自然災害時においては県内重要施設や緊急車両への供給、人命

救助や災害復旧等を速やかに実行する体制を整備しています。 

国の施策である自家発電設備等を備えた中核給油所・小口燃料配送拠点や、県の施策である

住民拠点給油所・配送拠点等が県内で約 120 箇所整備されていることから、一定の在庫を備蓄

するための管理費等については、長野県石油商業組合を通じて県が支援を行います。 
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（2）長野県ガス協会 

加盟７事業者は、災害発生時あるいは発生が予想される場合、直ちに非常対策組織の体制を

とって対応します。また、災害発生時に迅速・的確に対応できるよう、防災訓練を定期的に実

施するとともに、指定地方公共機関として行政との防災訓練にも積極的に参加します。 

地震対策としては、ガス導管は耐震性に優れた溶接鋼管、ポリエチレン管を採用し、耐震化

率が概ね 90％を超える信頼性の高い導管ネットワークを構築してきており、今後も対策を推進

します。なお、供給を停止した場合には、早期復旧を進めるとともに、県と調整の上、移動式

ガス発生設備等による臨時供給を行い、必要な場合は都市ガス事業者による全国的な応援体制

によって迅速に供給を再開します。 

 

（3）一般社団法人長野県ＬＰガス協会 

ＬＰガス販売事業者に対し、経済産業省補助事業の指定によるＬＰガス充填所としての出

荷・配送体制の強化を進めます。中核充填所に位置付けたＬＰガス販売事業者等は、自家発電

装置、ＬＰガス自動車、ＬＰガス自動車への充填設備、衛星通信設備等を導入するとともに、

被災時の中核充填所の共同利用、地域内充填所からの依頼に基づく充填受入、代替配送や保安

点検調査の支援の実施、流出容器回収時の保管場所の提供等の役割を担い、今後も災害に強い

安定したＬＰガスの供給を目指します。 

また、協会内には、長野県中核充填所委員会を設置し、中核充填所による防災訓練等を引き

続き実施します。 

 

 

 

分散型エネルギーの観点から、ＬＰガス・都市ガス関係については、災害時に避難所となる学

校の体育館等で安心・快適に過ごせるよう、停電時にも冷暖房・照明・充電ができる電源自立型

ＧＨＰの導入にご協力をお願いいたします。 

また、石油関係については、いつ起きるかわからない自然災害に対し、平時からの備え（ガソ

リン満タンプラス灯油 1 缶運動）をお願いするとともに、災害発生時には、燃料の途絶が人命に

かかわる緊急車両や医療施設、社会福祉施設等に優先的に供給するため、必要以上の買いだめを

自粛するなど冷静な対応をお願いします。 

 

③ 省エネルギーの推進と再生可能エネルギーの活用 
 

〔脆弱性評価〕 

 エネルギー自給率の向上に加え、近年の災害の増加・激甚化の要因ともいわれる地球温暖化の

原因となる温室効果ガスの排出量の削減のためにも、更なる省エネルギーの推進や地域主導型の

再生可能エネルギーの普及が必要です。 

 【環境部ゼロカーボン推進室】 

 

〔取組方針（施策）〕 

 2050 年度までに温室効果ガスの排出量実質ゼロを目指し、省エネルギーと再生可能エネルギー

を推進することで、温室効果ガスの排出量を削減し地球温暖化の影響による災害を防止します。 

また、エネルギー自給率を高めることで化石燃料に頼らないエネルギー自立地域を確立するな

ど、災害に強いまちづくりを支援します。 

さらに、停電時における電源確保の観点からも、2030 年度までに設置可能な県有施設の６割に

県民の皆様へ 
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太陽光発電設備を導入します。 

 

【数値目標】 

 

指 標 担当課室 
第２期 
目 標 

現 状 
第３期 
目 標 

① 
停電時に自立運転する水力発電所箇所
数 

電気事業課  
５箇所 

（2021年度） 
 

③ 
発電設備容量で見るエネルギー自給率 

ゼロカーボ

ン推進室 

131.3％ 
（2022年度） 

－ 
（2021年度） 

 

最終エネルギー消費量で算出するエネ
ルギー自給率 

－ 
16.0％ 

（2018年度） 
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① 災害に強い上水道・用水供給の推進 
 

〔脆弱性評価〕 

 県内の水道施設は、浸水対策や土砂災害対策、耐震化等が進められていますが、基幹管路の耐

震化適合率は約４割と全国水準よりも低い状況にあり、浄水場、配水池の耐震化率も全国水準を

下回ることから、引き続き、耐震化の推進が必要です。 

 また、大規模自然災害発生時には水道事業者単独での復旧には限界があるため、広域的な応援

体制の強化や、広域応援の受入を前提とした危機管理体制づくりを進める必要があります。 

【環境部水大気環境課】 

 

〔取組方針（施策）〕 

耐震化等の施設整備には莫大な費用が必要となることから、水道事業者に対し、耐震化すべき

施設やルートの選定等を踏まえて優先順位をつけた耐震化計画の策定を求めるとともに、施設整

備に国庫補助を有効に活用することができるよう支援します。 

また、「長野県水道協議会水道施設災害等相互応援要綱」等による定期的な広域応援要請ルート

の確認や防災訓練の実施等により災害時の応援体制を強化します。 

 

② 県水道事業（末端給水・用水給水）の災害対策の強化 
 

〔脆弱性評価〕 

 基幹施設の耐震化は、各戸に給水する末端給水においては令和元（2019）年度に完了し、受水

市村に用水を供給する用水給水でも積極的に耐震化を進めています。頻発する大規模自然災害等

を踏まえ、引き続き、基幹管路や病院、避難所となる学校等「重要給水施設」に至る管路の耐震

化や水害対策を優先的に進める必要があります。 

 また、災害時に周辺地域が断水になった場合にも給水が可能な拠点として、末端給水では避難

所となる学校等の施設への「安心の蛇口」の整備を推進しており、用水供給では送水管から直接

給水を行うことができる「応急給水ポイント」の整備が完了したところです。これらを有効に活

用するため、市町村との災害協定や合同防災訓練など、広域的連携を強化する必要があります。 

 【企業局水道事業課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 基幹管路や「重要給水施設」に至る管路の耐震化を計画的に推進します。また、豪雨災害の経

験を踏まえ、浄水場への止水壁の設置や嵩上げ等を実施するとともに、取水口への大量の流木の

流入等を防ぐため、取水施設の対策強化を図ります。 

「長野県水道協議会水道施設災害等相互応援要綱」等に基づく復旧支援や合同防災訓練を実施

するほか、これまで培った技術力を活かし、技術職員等が不足している小規模自治体の施設整備

や災害復旧を支援します。 

 

【数値目標】 
 

 
４－２ 上水道等の長期間にわたる供給停止 

起きてはならない最悪の事態 
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指 標 担当課室 
第２期 
目 標 

現 状 
第３期 
目 標 

① 
上水道・用水供給の基幹管路の耐震適合
率※ 

水大気 

環境課 

50.0％ 
（2026年度） 

38.4％ 
（2021年度） 

 

② 

県の水道事業（末端給水）における基幹
管路の耐震化率 

水道事業課 

100.0％ 
（2024年度） 

96.0％
（2021年度） 

 

県の水道事業（末端給水）における重要
給水施設に至るルートの耐震適合率 

100.0％ 
（2023年度） 

76.7％ 
（2021年度） 

 

県の水道事業（末端給水）における「安
心の蛇口」整備数 

20 箇所 
（2025年度） 

12 箇所 
（2021年度） 

 

県の水道事業（用水供給）における基幹
施設（浄水施設）の耐震化率 

100.0％ 
（2024年度） 

0.0％ 
（2021年度） 

 

県の水道事業（用水供給）における管路
の耐震適合率 

100.0％ 

（2023年度） 
92.6％ 

（2021年度） 
 

※耐震適合率：地盤状況を評価した上で耐震性を有すると判断される管を含めた率 
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① 災害に強い汚水処理施設の整備 
 

〔脆弱性評価〕 

 下水処理施設等の耐震化・耐水化や下水道ＢＣＰの策定を支援するとともに、防災訓練等によ

り防災体制の強化を推進しています。 

・重要な下水道管渠の耐震化率は令和３（2021）年度末で約 50％、下水道処理施設及びポン

プ場の耐震化率は 88％に留まっており、耐震診断により要対策箇所を絞り込み、施設更新

時期等との調整を図りつつ、耐震化の推進が必要 

・令和元年東日本台風では、クリーンピア千曲（千曲川流域下水道下流処理区終末処理場）

が被災し、処理能力が低下するなど大きな影響が出たことから、処理施設の被災による社

会的影響を最小限にするため、耐水化の推進が必要 

・下水道ＢＣＰは県及び全市町村で浸水対策を含めた見直しが完了したが、ＢＣＰの実効性

を確保するため、防災訓練等を通じた随時見直しの支援及び防災体制の維持・強化が必要 

・県内の農業集落排水処理施設の多くは老朽化が進んでおり、ストックマネジメント※の重

要性が増していることから、機能診断調査に基づく長寿命化に向けた整備計画の策定が必

要 

 【環境部生活排水課】 

※ストックマネジメント：長期的な視点で施設全体の今後の老朽化の進展状況を考慮し、優先順位付けを行

ったうえで、施設の点検・調査、修繕・改築を実施し、施設全体を対象とした施

設管理を最適化すること 

 

〔取組方針（施策）〕 

 重要な下水道管渠の耐震化を推進するとともに、下水道処理施設及びポンプ場は、地震や洪水・

浸水の際の処理機能を確保するため、施設の耐震化と耐水化を推進します。 

 地震や大規模な浸水の際には、下水道ＢＣＰによるソフト対策により、下水道機能の迅速な回

復を目指します。 

農業集落排水処理施設の機能診断調査の際の指導助言により、整備計画の策定を支援します。 

 

【数値目標】 
 

指 標 担当課室 
第２期 
目 標 

現 状 
第３期 
目 標 

① 

重要な下水管渠の地震対策実施率※ 

生活排水課 

100.0％ 
（2020年度） 

49.0％ 
（2021年度） 

 

下水処理場の地震対策実施率 
100.0％ 

（2020年度） 
88.0％ 

（2021年度） 
 

水害時における下水処理場等の機能確
保率 

－ 
（2020年度） 

5.7％ 
（2021年度） 

 

農業集落排水施設の機能診断実施地区
割合 

100.0％ 

（2020年度） 
68.0％ 

（2021年度）  

      ※地震対策実施率：耐震工事等により耐震性を有する施設及び耐震診断等の対策に着手した施設の割合 

 
４－３ 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

起きてはならない最悪の事態 
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① 道路ネットワークの整備推進 
 

〔脆弱性評価〕 

急峻な地形を有し、脆弱な地質が分布する本県では、大雨や地震による土砂崩落等で道路が寸

断される事象が多く発生しています。 

一方で、平地部から山間部まで住居や観光地が分散し、それらを結ぶ道路は県内約５万 km に

及びます。地域の暮らしを支えるため、緊急輸送道路等の信頼性の向上など、防災・減災の観点

から災害に強い道路ネットワークの整備を進めるとともに、台風などによる停電時の対策として、

非常電源装置や蓄電池の設置を実施しています。 

しかし、激甚化・頻発化する豪雨災害に加え、今後発生が予測される巨大地震など、大規模災

害の脅威がこれまで以上に高まっており、今後の災害に備え、継続して整備を推進する必要があ

ります。 

 【建設部道路管理課、同道路建設課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 地域の暮らしを支えるための災害に強い道路網の整備を進めます。 

・重要物流道路や代替・補完路の整備を推進 

・高規格道路やスマートＩＣの整備、災害時における道路の迂回機能強化や緊急輸送道路等

の強靱化により、緊急車両や道路利用者の通行を確保 

・道路の法面対策、橋梁の耐震補強、道路改築により、孤立集落の発生防止や災害時の支援

車両の通行を確保 

・主要な一次緊急輸送道路等の代替機能を持つ道路の整備を推進 

・災害時の救急医療機関や防災拠点等へのアクセスを確保するため、緊急輸送道路からのア

クセス道路の整備を推進 

 

② 農道、林道の整備 

 

〔脆弱性評価〕 

基幹的農道の整備（橋梁等の保全対策）を進め、予定していた５路線の保全対策が完了しまし

た。整備した農道は市町村に移管して維持管理を行うとともに、大規模補修等が必要な場合は、

市町村と連携し必要に応じて改修を行います。 

また、県営林道（７箇所）の開設に取り組み、令和３（2021）年度に 1 路線が開通しました。

林道についても完成後は市町村に管理を移管することから、協力して適切な維持管理を行う必要

があります。 

 【農政部農地整備課、林務部信州の木活用課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 市町村と連携して、農道、林道の適切な管理に引き続き取り組みます。 

また、迂回機能を確保するためには、既設の林道路網の状況把握や適切な改良が求められるこ

 
４－４ 地域交通ネットワークが分断する事態 

起きてはならない最悪の事態 
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とから、ＧＮＳＳ（全地球航法衛星システム）を活用して林道の位置情報を把握するとともに、

市町村に提供し、災害時に活用できるように支援します。 

 

③ 迅速な道路啓開 

 

〔脆弱性評価〕 

 大規模自然災害の発生時には、道路上に放置車両や立ち往生車両が発生し、救急救助活動、緊

急物資の輸送などに支障が出るおそれがあります。県では、国や市町村などの道路管理者と協力

し、災害対策基本法に基づく道路区間の指定を行い、運転者に車両の移動を命じるとともに、車

両の移動や交通障害物の除去を行い、緊急車両等の通行を確保しています。 

 今後も、速やかな災害復旧・復興を支援するため、迅速な道路啓開に取り組む必要があります。 

 【建設部道路管理課】 

 

〔取組方針（施策）〕 

 発災後、直ちに県管理道路のパトロールを行い通行可能な道路を把握するとともに、緊急車両

や物資運搬車両の通行を確保するため、緊急輸送道路のネットワークを考慮し、障害物の権利関

係に留意しながら、道路上の倒壊物件等を直ちに除去します。 

また、令和元年東日本台風災害時のように、道路上の放置車両等により緊急車両等の通行が困

難な場合は、災害対策基本法に基づく車両の移動などを行います。 

 

 

 

 車両の移動命令があったときは、命令に従い移動をお願いします。また、道路上の障害物の除

去は、原則として所有者が行ってください。 

 

【数値目標】 
 

指 標 担当課室 
第２期 
目 標 

現 状 
第３期 
目 標 

① 

震災対策緊急輸送道路にある橋梁の耐震
補強の整備率【２－１②再掲】 

道路管理課 

99.0％ 
（2020年度） 

98.9％ 
（2021年度） 

 

震災対策緊急輸送道路にある道路斜面等
の要対策箇所の対策率【２－１②再掲】 

95.0％ 
（2020年度） 

90.0％ 
（2021年度） 

 

緊急輸送道路の供用延長 
うち（ ）は高規格幹線道路分 
【２－１②再掲】 

道路建設課 

31.1
（7.6）km 
（2020年度） 

37.9
（22.0）㎞ 
（2021年度） 

 

 

 

県民の皆様へ 
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① 企業・事業者の持続可能な経済活動の支援 
 

〔脆弱性評価〕 

 災害等の発生に起因する不測の事態が発生しても、事業活動をできる限り継続し、仮に中断し

たとしても短期間での復旧を可能とするための手順等を定めた事業継続計画（ＢＣＰ）を策定す

ることにより、企業活動への影響を最小限に抑えるとともに早期の復旧が可能となり、ひいては

県内経済への影響も抑えることができます。 

県では、民間保険会社、県内経済４団体と連携し「長野県ＢＣＰ策定支援プロジェクト」とし

て、セミナーの開催や希望者への個別支援を実施してきましたが、民間企業の調査※によるとＢ

ＣＰを策定した県内企業は 18.8%に留まっています。特に中小企業での策定は進んでおらず、ひ

とたび被災すると経営に大きな影響を受けるおそれがあります。 

 現在、国は中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を「事業継続力強化計画」

として認定し、認定を受けた企業には金融支援や補助金の加点措置などを行っています。当該計

画の策定支援と併せて、ＢＣＰ策定に対する事業者の意識向上や、策定の支援に取り組んでいく

必要があります。 

 また、商工会・商工会議所と市町村が連携して策定する「事業継続力強化支援計画」の認定に

より、自然災害等発生時の小規模事業者に対する円滑な支援体制を構築することが必要です。 

 【産業労働部産業政策課】 

※株式会社帝国データバンク『2022 年事業継続計画（ＢＣＰ）に対する長野県内企業の意識調査』（2022 年 7

月 13 日公表） 

 

〔取組方針（施策）〕 

「長野県ＢＣＰ策定支援プロジェクト」により、引き続き、事業者のＢＣＰ策定支援を行うと

ともに、「事業継続力強化計画」の策定を支援します。あわせて、策定されたＢＣＰがより実効性

の高いものとなるよう、ＢＣＭ（事業継続管理）構築に対する支援にも取り組みます。 

また、商工会・商工会議所及び市町村に対して「事業継続力強化支援計画」の策定を働きかけ、

自然災害等発生時の小規模事業者に対する支援の強化を図ります。 

 

 

 

 ＢＣＰ・事業継続力強化計画をまだ策定していない事業者の皆様  

ＢＣＰ・事業継続力強化計画は、災害時における被害を最小限にし、事業継続・早期復旧に大

きく貢献します。策定の重要性を認識していただき、早期策定をお願いします。 

また、事業継続力強化計画を策定しているもののＢＣＰを策定していない事業者においては、

災害への事前対策・初動対応に関する内容が中心である事業継続力強化計画に加え、その後の復

旧対応までを広く網羅したＢＣＰの策定をご検討ください。 

第５節 流通・経済活動を停滞させない 

 
５－１ サプライチェーンの寸断等に伴う企業の生産力低下による経済活動の停滞 

起きてはならない最悪の事態 

事業者の皆様へ 
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策定にあたっては、「長野県ＢＣＰ策定支援プロジェクト」の積極的な活用をお願いします。 

ＢＣＰ・事業継続力強化計画を策定済みの事業者の皆様  

ＢＣＰ・事業継続力強化計画は策定して終わりではありません。緊急時に従業員がＢＣＰに基

づき行動できるよう、社内研修や模擬訓練等に積極的に取り組むなど、ＢＣＭの実施をお願いし

ます。また、既存のＢＣＰではカバーできない他のリスクに対応できるよう、計画の定期的な見

直しをお願いします。 

  

【数値目標】 
 

指 標 担当課室 
第２期 
目 標 

現 状 
第３期 
目 標 

① 
長野県ＢＣＰ策定支援プロジェクトに
よる策定支援件数 産業政策課 

150事業所 
（2018～2022

年度） 

64 事業所 
（2018～2021

年度） 

 
 

 

 
仮 
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① 高速道路ネットワークの維持と保全の推進 
 

〔脆弱性評価〕 

東日本高速道路株式会社（ＮＥＸＣＯ東日本）及び中日本高速道路株式会社（ＮＥＸＣＯ中日

本）のそれぞれが管理する高速道路のうち、開通後 30 年以上経過した延長は、ＮＥＸＣＯ東日本

では約 1,200km で総延長の約３割、ＮＥＸＣＯ中日本では約 1,200km で総延長の約６割となって

おり、それぞれが県内で管理する高速道路でも老朽化の進行が見られます。 

大型車の交通量の増加、降雪期の凍結防止剤の散布、積雪寒冷地等の厳しい使用条件や近年の

異常降雨の増加など環境の変化によって構造物の経年劣化が顕在化してきていることから、構造

物の安全性を確保し、将来にわたって高速道路ネットワーク機能を維持するため、的確な維持修

繕や更新等を実施する必要があります。 

また、近年激甚化する自然災害への対応として、人命を最優先としつつ高速道路の機能を最大

限確保するため、大雨や大雪の際の通行止めを含めたオペレーションの強化や、大規模地震発生

時の速やかな機能復旧のための橋梁の耐震強化等を進めています。 

 

〔取組方針（施策）〕 

（1）東日本高速道路株式会社（ＮＥＸＣＯ東日本） 

 広域災害が発生した際に自衛隊等の進出拠点となる休憩施設の防災機能の強化、被害状況の

早期把握等情報収集と伝達の強化、図上訓練の実施等災害対策の強化に取り組みます。また、

大雪時の通行止めによる影響を最小化するために、除雪車両の増強や事前配置、除雪作業の支

障となる滞留車両の早期排除、利用者への情報提供の拡充、関係機関との連携強化などに取り

組みます。 

 永続的な健全性の確保のために、大規模更新・大規模修繕を着実に実施するとともに、長期

的な道路インフラの安全・安心の確保に向け、ＩＣＴ（情報通信技術）や機械化等を行って技

術者と融合した総合的なメンテナンス体制を構築するＳＭＨ（スマートメンテナンスハイウェ

イ）プロジェクト（第 1 期運用：令和元（2019）年６月～）の実施を促進します。 

 

（2）中日本高速道路株式会社（ＮＥＸＣＯ中日本） 

 道路整備特別措置法に基づく事業許可を受けた高速道路リニューアルプロジェクトにおい

て、劣化が著しい橋梁の床版取替や桁の補強等の工事を引き続き行います。床版の取替におい

ては休日を含めた長期間の規制が必要となるため、利用者に対する規制の影響を最小限とする

ため、工場で予め製作したプレキャスト製品の活用や最新技術を駆使した工事を推進します。 

     また、降雨時の通行止めの開始と解除の時期の適正化を図って影響を最小限とするため、令

和６（2024）年度までに大雨の通行止め基準を、土壌中の水分量に着目した土壌雨量指数等に

基づく基準へ移行するととともに、降雪時の対策として除雪車両の事前配置の強化、ロータリ

ー除雪車の増強、位置情報システム導入による効率的な運用等により体制強化を図るほか、令

和３（2021）年１月北陸道での事案を受けて導入した予防的通行止めの適切な実施により、大

規模な車両滞留の抑止と集中除雪、早期解放を図ります。 

 
５－２ 高速道路、鉄道等の基幹的交通ネットワークの機能停止 

起きてはならない最悪の事態 
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② 鉄道網の維持と保全の推進 
 

〔脆弱性評価〕 

（1）東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本） 

自然災害対策として、令和元年東日本台風による新幹線浸水被害を受け、事前の車両疎開シ

ステムを導入したほか、沿線への雨量計、風速計、落石検知装置及び土砂崩壊検知装置の設置、

自然災害を予測・検知して列車の運転規制を実施する防災情報システムの導入、斜面及び盛土

等に対する落石等災害防止対策の実施、除雪機械の配備による除雪体制の強化、沿線監視カメ

ラの整備による降雪状況の把握を進めています。 

また、地震対策として、高架橋、橋脚等の耐震補強、新幹線早期地震検知システムの導入、

脱線時の逸脱防止ガイドの設置を進めるとともに、総合訓練の実施等行政機関と連携した救助

救命及び早期復旧に努めています。 

 

（2）東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海） 

自然災害対策として、落石覆い工、落石止擁壁等の整備による落石対策、沿線の渓流の土砂

堆積状況の調査、結果に基づく土石流を検知するセンサーの整備及び渓流管理者への土砂撤去

の依頼等の土石流対策を進めています。 

また、地震対策として、各種構造物の耐震補強、速やかに列車を停止させるシステムの導入、

沿線の法面へのコンクリート等での補強、雨量計や風速計を活用した適切な運転規制を行って

います。 

 

（3）しなの鉄道株式会社 

大規模災害発生時においても、より高いレベルの安全運行体制を確立・維持するため、具体

的な災害警備計画を定め、業務の中で得られた情報をもとに常に見直し・更新をして予防と迅

速な復旧を図るとともに、各設備の整備等による安全性の向上のための措置や、沿線に設置し

た雨量計、地震計、風速計等から収集した情報を司令に集めて速度規制や運転中止等の必要な

措置を講じています。 

また、災害時の帰宅困難者対策に係る協定の締結や、緊急時に急遽運行を停止して駅以外に

旅客を避難させる場合の場所の確保、救援物資の提供に係る協定の締結又は協力の要請等を進

めています。 

 

〔取組方針（施策）〕 

（1）東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本） 

 東日本大震災等の経験を踏まえ、首都直下地震などを想定した地震対策にハード・ソフト両

面から取り組み、「災害に強い鉄道づくり」を進めます。 

・耐震補強対策などの推進 

・災害発生時における救助救命 

・自然災害・異常気象への対応 

・安全を守る仕組み・体制の充実 

・帰宅困難者対策に向けた自治体との協定の締結 

 

（2）東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海） 

 自然災害による事故の防止を安全対策の重要な柱の１つとして位置付けて、様々な対策を実

施するとともに、正常運行が阻害される場合においても、その影響を最小限にするため、自然
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災害等により被災した設備を想定した復旧訓練や施策等を引き続き実施します。 

 

（3）しなの鉄道株式会社 

 年度ごとに安全計画を定め、安全・安定輸送の実現に向け、「運転事故防止重点実施計画」及

び「傷害事故重点実施計画」に基づいて次のことを計画的に実施するとともに、毎月実施して

いる安全推進委員会でチェック・修正し、社内で水平展開することにより、安全性の向上を図

ります。 

・安全マネジメント体制の充実・強化 

・安全の重要性の理解と安全に対する感性の向上 

・部内原因による事故・事象の撲滅と外的要因によるリスクの低減 

・計画的な施設・整備の維持更新 

 

③ 道路の代替性の確保 
 

〔脆弱性評価〕 

緊急輸送道路等の信頼性の向上など、防災・減災の観点から重点的・効率的に道路整備を図る

必要があるため、災害に強い道路ネットワークの整備を実施しています。 

しかし、災害発生時の基幹的交通の分断の態様によっては、広域的な避難や物流、支援の受け

入れなどに大きな影響が生じる可能性があり、復旧・復興の遅れにもつながるため、緊急輸送道

路等の信頼性の向上とあわせ、地域の暮らしを支えるための代替機能の確保や災害時における関

係機関相互の連携を図る必要があります。 

 【建設部道路管理課、同道路建設課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

地域の暮らしを支えるための災害に強い道路網の整備を進めます。（４－４①再掲） 

また、高速交通網や鉄道駅と生活圏を結ぶ幹線道路の整備を推進します。 

 

④ 道路の維持管理対策の推進 
 

〔脆弱性評価〕 

 平成 25（2013）年度の道路法改正により法定化された橋梁、トンネル、シェッド（洞門）、横

断歩道橋等の近接目視による定期点検を５年に一度実施しています。 

点検開始後、２巡目となる定期点検は令和元（2019）年度から令和５（2023）年度までの予定

で実施しており、点検の結果、緊急又は早期に対策が必要な施設は、長寿命化修繕計画に基づき

修繕等の措置を行っています。 

また、法定化されていない舗装等の施設についても点検を行い、計画的に修繕しています。 

引き続き、道路の維持管理を計画的に行い、安全安心な道路環境を確保する必要があります。 

 【建設部道路管理課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

３巡目の定期点検は令和６（2024）年度から令和 10（2028）年度にかけて実施し、点検で緊急

又は早期に対策が必要と判定された施設等について計画的に修繕等を行います。 

また、県内市町村では、技術職員が不足しているため、市町村が管理する道路の定期点検が着

実に実施され、かつ効果的な老朽化対策の推進が図られるよう「長野県道路メンテナンス会議」

を通じて市町村を支援します。 

 

⑤ 道路の防雪・消雪対策の推進と道路除排雪体制の強化 
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〔脆弱性評価〕 

豪雪地帯の道路は、山間地や急坂、急カーブ、狭隘な箇所が多く、積雪や凍結により交通障害

が発生しやすい状況にあります。地域住民が日常生活を安全に過ごすため、良好な道路づくりや

老朽化が進んでいる消融雪施設の計画的な更新が必要です。 

また、効率的・効果的な除排雪に取り組むとともに、道路・交通管理者間の連携を強化し、大

雪災害時にも適切な対応ができる体制を整備する必要があります。 

【建設部道路管理課】 

  

〔取組方針（施策）〕 

冬期間の安全で円滑な交通を確保するため、堆雪帯の設置やスノーシェルター等防雪施設の整

備を推進します。また、経年劣化による機能低下が著しい消融雪施設等（無散水消雪施設、散水

消雪施設、流雪溝）は、必要性、省エネ、ライフサイクルコスト等を考慮した上で、適切な更新

を実施します。 

道路除雪については、建設事務所ごとに設置した「除雪連絡会議」において除雪体制を確認す

るとともに、排雪場所や除雪優先路線（バス路線など）を設定し、大雪時の交通確保に取り組み

ます。 

併せて、関係機関と協力して、除雪に対する理解や協力を得るための広報を積極的に実施しま

す。 

 

⑥ 空港の災害対応機能等の強化 

 

〔脆弱性評価〕 

信州まつもと空港は、平成６（1994）年のジェット化から 29 年が経過し、滑走路、誘導路、エ

プロン等の施設に経年劣化による修繕箇所が増加しており、大規模自然災害が発生した場合も空

港機能を一定程度維持できるよう、維持管理・更新計画に基づいた空港施設の整備を進めていま

す。 

また、道路・鉄道が寸断され、移動手段が限られた中での広域医療搬送拠点、人員・物資輸送

拠点としての活用が想定されることから、災害時においても、最低限度の航空ネットワークを維

持できるよう、空港の機能確保を図っていく必要があります。 

【企画振興部松本空港課】 

 

〔取組方針（施策）〕 

長期的な維持管理・更新計画に基づき、滑走路、誘導路、エプロン等の施設の更新や航空灯火

等の照明施設のＬＥＤ化を進めます 

大規模自然災害時の広域防災拠点として、医療チーム等による災害医療派遣活動、警察・消防

等による人的・物的な広域応援活動の受入れを迅速かつ適切に行えるよう、関係機関も含めた体

制を強化します。 

 

【数値目標】 
 

指 標 担当課室 
第２期 
目 標 

現 状 
第３期 
目 標 

③ 
緊急輸送道路の供用延長 
うち（ ）は高規格幹線道路分 
【２－１②、４－４①再掲】 

道路建設課 

31.1 
(7.6)km 

（2020年度） 

37.9 
(22.0)km 
（2021年度） 
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④ 
緊急又は早期に対策が必要な橋梁にお
ける修繕等の措置完了率※ 

道路管理課 － 
23.0％ 

（2021年度） 
 

⑥ 空港灯火施設のＬＥＤ化 松本空港課 
－ 

（2020年度） 
35.0％ 

（2021年度） 
 

※2014～2018 年度の点検で緊急又は早期に対策が必要とされた橋梁のうち修繕等の措置が完了した割合 
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① 備蓄及び物資供給体制の強化 
 

〔脆弱性評価〕 

多数の避難者が発生し、被災市町村の備蓄だけでは食料供給が困難な場合に備え、広域単位の

備蓄と流通備蓄の確保や、避難所等に食料等を供給する体制を整える必要があります。 

県では、「物資調達・輸送調整等支援システム」※を活用して物資の調達、配分計画を立案する

研修会や、物資集約拠点の開設・運営訓練による避難所の要望把握、物資調達、拠点運営、避難

所への発送のシミュレーションを行っています。 

しかし、支援システムのみでは、物資調達先の事業者や輸送業者との調整が困難なため、事業

者等と情報を共有する仕組みや、連携の強化が必要です。 

併せて、災害時の物資調達協定が機能するよう、食料や米穀等を供給する団体や事業者との情

報交換、日ごろから連絡体制を双方で確認・共有するなど連携を強化する必要があります。 

 【危機管理部危機管理防災課、農政部農業政策課、同農業技術課】 

※物資調達・輸送調整等支援システム：国と地方自治体が、物資拠点の運営や避難所までの物資供給状況を把

握し、一体的に管理・情報共有できるよう開発されたシステム。令和

２（2020）年度から運用開始。 

 

〔取組方針（施策）〕 

協定締結団体・事業者との情報交換や緊急連絡先の確認を定期的に行うとともに、必要に応じ

て協定を見直すなど、連携体制の強化を図ります。 

計画的に「物資調達・輸送調整等支援システム」操作研修会、物資集約拠点の開設・運営訓練

を開催するとともに、物資調整担当職員が物流の基礎を学ぶ機会を設けます。 

 

 

 

 災害発生時に迅速な対応ができるよう、日頃から初動対応の確認や供給体制の確保等に努めて

ください。 

 

② 農産物の安定生産に向けた農業生産基盤の強化 
 

〔脆弱性評価〕 

 近年、過去に例がない豪雨が増加しており、令和元年東日本台風の際には、千曲川流域を中心

に頭首工や用排水機場などが大きな被害を受けるなど、農業水利施設等の損壊、農地の湛水等に

よる被害の発生が懸念されています。 

 県では、農地や農業用施設などが被災し、農産物の生産能力が低下することのないよう、基幹

的水利施設（頭首工、用排水路、排水機場等）の長寿命化計画に基づく更新整備や耐震化などを

進めています。 

農業水利施設の機能を安定的に発揮させるためには、施設の健全度評価による現状把握を行い、

維持管理・更新などを計画的に行う必要があります。 

協定締結団体・事業者の皆様へ 

 
５－３ 食料・飲料水等の安定供給の停滞 

起きてはならない最悪の事態 
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 【農政部農地整備課、同農業技術課】 

 

〔取組方針（施策）〕 

 施設管理者と連携して排水機場のポンプ設備等を計画的に改修するとともに、土地改良区など

が管理している水利施設の長寿命計画の策定や、ストックマネジメントサイクル（日常点検、簡

易補修、機能診断、保全計画、補修・補強）の確立を支援します。 

 また、農産物生産への影響が最小限となるよう、災害に応じた事前・事後の技術対策を生産者

に周知するとともに、直売所等を活用した地域内における農産物の生産・流通の取組を進めます。  

  

 

 

 農業水利施設等の計画的な改修工事、適正な維持管理に協力をお願いします。 

 

【数値目標】 
 

指 標 担当課室 
第２期 
目 標 

現 状 
第３期 
目 標 

② 
農地・農業用施設を保全するために重要
な排水機場等の整備箇所数 

農地整備課 
― 

（2022年度） 
７か所 

（2022年度）  

 

 

県民の皆様へ 
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① 有害物質の大規模拡散･流出防止対策の推進 
 

〔脆弱性評価〕 

危険物施設（製造所、貯蔵所及び取扱所）の保安確保のためには、適切な施設管理と安全教育

が重要です。県は、６月の「危険物安全週間」に、長野県危険物安全協会や県内消防本部と連携

して、危険物の保安に関する啓発に取り組むとともに、毎年「長野県危険物事故防止連絡会」を

開催し、事故防止に関する情報交換を行っています。 

また、危険物取扱者保安講習や毒劇物事故対策研修会により、危険物や毒劇物の基本的な知識、

事故の未然防止対策や発生時の対応など関係者の資質向上を図るほか、長野県医薬品卸協同組合

の協力を得て、県下７箇所に事故処理に必要な中和剤等を備蓄しています。 

大規模な自然災害に備え、引き続き、危険物の安全確保に対する意識の醸成とともに、危険物

施設への応急対策用資機材の備蓄、自衛消防組織の充実強化、防災訓練の実施など、保安体制の

整備に取り組む必要があります。 

 【危機管理部消防課、健康福祉部薬事管理課、産業労働部経営・創業支援課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 関係機関と連携し、危険物の保安に対する意識の醸成を図るとともに、危険物取扱者保安講習

や毒劇物事故対策研修会により、危険物取扱者の資質向上に努めます。 

また、事業所の自主保安体制の確立や一般家庭からの危険物の漏洩防止を促進するとともに、

老朽化した地下タンク等の改修に利用できる中小企業融資制度により事業者を支援します。 

 

 

 

 事業者の皆様へ  

 法令に基づく定期点検を確実に実施するとともに日常点検を励行するなど、日ごろから適切な

施設の維持管理に努めてください。また、注油作業の際は危険物取扱者が必ず立ち会うなどの従

業員等に対する安全教育を徹底してください。万一危険物が流出等した場合には、速やかに消防

機関等に連絡してください。 

 県民の皆様へ  

 自宅等にホームタンクを設置する際は、地盤に固定し防油堤を設置するなど、漏洩事故を防ぐ

対策を行ってください。また、ポリタンクなどへ注油する際はその場を離れず、注油後はバルブ

を完全に閉めてください。万一流出事故が発生した場合には、速やかに消防署や市役所、町村役

場へ連絡してください。 

 

 

 

 

  

県民の皆様へ 

 
５－４ 危険物施設の被災による有害物質の大規模拡散･流出 

起きてはならない最悪の事態 
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① 農山村の多面的機能の維持と環境保全 
 

〔脆弱性評価〕 

 農業・農村は、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成等の多面的機能

を有しています。 

しかし、過疎化や高齢化が進み、農地や農業用水路の管理などの共同活動が十分に行えなくな

り、荒廃地の増加等によって多面的機能の発揮に支障が生じつつあります。 

このため、農業者のみならず地域住民や都市住民も含めた多様な主体が参加する共同活動によ

り、多面的機能を維持・発揮する取組が必要です。 

 【農政部農地整備課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 今後も、多面的機能支払事業や中山間地域農業直接支払事業等を活用し、農村地域の資源や環

境を次世代へと引き継ぐため、農村を支える多様な担い手を確保するとともに、地域ぐるみで行

う共同活動の取組を支援します。 

 

 

 

 農業・農村が持つ多面的な機能を理解していただくとともに、地域資源の保全活動への参加を

お願いします。 

 

② 災害に強い森林づくり 
 

〔脆弱性評価〕 

気候変動の影響等で局地的な豪雨等が頻発する中、土砂災害や流木被害等を防ぐ森林の整備は

喫緊の課題であり、里山整備（間伐）や危険木の伐採、里山整備利用地域制度を活用した住民協

働による森林の整備を進めています。引き続き、防災・減災を図るために必要な里山の間伐など

に取り組む必要があります。 

また、森林の持つ多面的な機能を持続的に発揮させるため、計画的に間伐等を行うとともに、

民有林人工林面積の８割が 50 年生を超える状況にあることから、主伐・再造林を推進し、森林の

若返りを図る必要があります。 

【林務部森林づくり推進課】 

 

〔取組方針（施策）〕 

間伐を主とした森林整備から、計画的な主伐・再造林へのシフトにより森林の若返りを図り、

二酸化炭素吸収量の確保や森林の多面的機能の維持・増進を図ります。また、生産される県産木

材の利用を促進します。 

森林づくり県民税を活用し、危険性の高い個所を優先して森林整備を行うとともに、市町村と

県民の皆様へ 

 
５－５ 農地や森林の荒廃による生産能力、多面的機能の低下 

起きてはならない最悪の事態 
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連携し、ライフライン沿いの支障木の伐採を進めます。 

さらに、森林環境譲与税を活用し、主伐後の林地残材の搬出を行い、枝条等の流出を防ぎます。 

 

③ 野生鳥獣による農林業被害の軽減 

 

〔脆弱性評価〕 

野生鳥獣による農林業被害は、地域での総合的な対策の推進により近年は減少傾向にあるもの

の、依然として多くの被害が発生しています。 

遊休農地の拡大や森林の荒廃、農林業生産量の減少、ひいては農村地域の衰退につながる重要

な課題となっており、野生鳥獣に負けない集落づくりを進める必要があります。 

【農政部農業技術課、林務部鳥獣対策室】 

 

〔取組方針（施策）〕 

鳥獣被害防止総合対策交付金等を活用し、捕獲、防除及び生息環境に関する対策を進め、地域

の実情にあわせた集落ぐるみによる総合的な被害対策を推進します。 

県の野生鳥獣被害対策チーム等が市町村などと連携し、侵入防止柵の設置や追い払い、緩衝帯

整備、捕獲活動支援など総合的な取組を集落において実践できるよう支援します。 

 

【数値目標】 
 

指 標 担当課室 
第２期 
目 標 

現 状 
第３期 
目 標 

② 

民有林の間伐面積 

森林づくり 

推進課 

180,300ha 
（2020年度） 

160,513ha 
（2021年度） 

 
 

民有林の間伐材搬出量 
238,000 
㎥/年 

（2020年度） 

134,280 
㎥/年 

（2021年度） 
 

緊急に整備が必要な個所に近接し新たに
治山事業によって保全される集落の数 
【１－３③再掲】 

200 集落 
（2022年度） 

199 集落 
（2021年度） 

 

重要な施設を保全対象とする長寿命化
対策がされた治山施設数 
【１－３③再掲】 

84 施設 
（2022年度） 

130 施設 
（2021年度） 
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① 迅速な災害廃棄物の処理 
 

〔脆弱性評価〕 

 大規模災害から早期に復旧・復興するためには、大量に発生する災害廃棄物の適正かつ迅速な

処理が求められます。令和元年東日本台風災害では、県内で膨大な災害廃棄物が発生（18.2 万ト

ン）し、被災地の衛生環境の回復はもとより、早期の復旧・復興を図る観点からも、その処理が

最重要課題の一つとなりました。 

災害廃棄物対策では、実効性のある災害廃棄物処理計画の策定や民間事業者等との連携強化、

災害廃棄物処理に携わる人材の育成が重要です。 

 市町村の災害廃棄物処理計画の策定を推進するため、市町村等を対象とする講習会等を開催し

ていますが、未策定の市町村があるため、引き続き支援を行う必要があります。 

 また、市町村は災害に備えて、より実践的な訓練や演習等に取り組むなど、体制整備に努める

必要があります。 

 【環境部資源循環推進課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 環境省と連携しながら、計画の策定支援や訓練・演習等の開催により、市町村の災害対応力の

向上に取り組みます。また、令和元年東日本台風災害では県内外の多くの団体から支援を受けた

ことから、平時から他都道府県との広域連携や廃棄物関係団体との協定体制の整備など、災害廃

棄物の処理体制の整備に努めます。 

 

 

 

 県民の皆様は、災害廃棄物の適正かつ迅速な処理に向け、市町村が定めた場所、分別方法等に

よる災害廃棄物の搬出にご協力ください。 

 廃棄物処理業者の皆様は、市町村と連携・協力し、円滑な廃棄物の適正処理にご協力ください。 

 

【数値目標】 
 

指 標 担当課室 
第２期 
目 標 

現 状 
第３期 
目 標 

① 市町村災害廃棄物処理計画の策定率 
資源循環 

推進課 
60.0％ 

（2022年度） 
63.6％ 

（2021年度） 
 

 

 

第６節 被災した方々の日常生活が迅速かつより
良い状態に戻る 

 
６－１ 大量発生する災害廃棄物の処理停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

起きてはならない最悪の事態 

県民の皆様へ 
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① 火災・地震保険等への加入促進 

 

〔脆弱性評価〕 

自然災害により住家に甚大な被害が発生した場合には、一日も早い生活再建が必要です。県で

は、「信州地震等保険・共済加入促進協議会」を設立し、地震等災害保険・共済の加入をはじめと

した事前の備えについての啓発活動を実施しています。 

県内の地震保険の加入率は年々向上していますが、全国平均や水災保険加入率と比較すると低

い状況にあります。地震などの災害リスクを正しく理解し、自助の意識を醸成するため、地震等

災害保険・共済等への加入を一層促進する必要があります。 

【危機管理部危機管理防災課】 

 

〔取組方針（施策）〕 

新聞・テレビ等を通じた地震リスクの周知や、ポスター等各種広報媒体を使用した啓発の実施

などにより、多くの県民に保険や共済への加入の必要性を意識づけ、居住地域の災害リスクに応

じた備えが進むよう支援します。 

 

 

 

お住まいの地域の災害リスクを把握し、住宅等の再建に必要な資金を確保する備えとして、地

震等災害保険・共済の加入をお願いします。 

 

② 住宅再建への支援 

 

〔脆弱性評価〕 

住宅を失った被災者の生活の再建を支援するため、令和元（2019）年に、国の制度の対象とな

らない半壊家屋等への支援を行う県独自の「信州被災者生活再建支援制度」の運用を開始しまし

た。 

また、生活再建支援金等の申請に必要な住家の被害認定を発災後速やかに行うため、被災経験

のない市町村職員も円滑に認定作業を実施できるよう取り組んでいく必要があります。 

 【危機管理部危機管理防災課】 

 

〔取組方針（施策）〕 

信州被災者生活再建支援制度をはじめとした、災害時に受けられる支援を日頃から周知すると

ともに、住家の被害認定等が円滑に行われるよう、市町村職員の研修を実施します。 

 

③ 地籍調査の推進 

 

〔脆弱性評価〕 

 
６－２ 倒壊、浸水した住宅の再建が大幅に遅れる事態 

起きてはならない最悪の事態 

県民の皆様へ 
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住宅などを再建する際には、地籍が不明瞭なことが原因で、復興の妨げとなる可能性がありま

す。県では市町村の地籍調査事業を支援していますが、迅速な復旧・復興のためには、都市部ば

かりでなく、山村部においても地籍調査を進める必要があります。 

 【農政部農地整備課】 

 

〔取組方針（施策）〕 

大規模災害への備えとして、人口集中地区（ＤＩＤ）や宅地地域のみならず、山村部等も含め

た全地域において、地籍調査を推進します。 

 

 

 

県民の皆様は、登記や届け出等の手続きを確実に行い、適正な土地管理を実施してください。  

土地取引や開発に係る測量実施者（民間事業者等）の皆様は、成果について国土調査法第 19 

条第５項指定申請への協力をお願いします。 

 

④ 住宅再建用木材の安定供給 

 

〔脆弱性評価〕 

県では、大規模災害の発生に伴い、住宅再建用の木材が不足した場合は、県産木材を森林組合

や木材協同組合など、木材関係団体等と連携して調達できるよう、体制を整えています。 

【林務部県産材利用推進室】 

 

〔取組方針（施策）〕 

迅速な住宅再建を支援するため、木材関係団体等と連携して県産材等の木材の調達を積極的に

実施します。 

 

⑤ 災害時の公営住宅の提供 

 

〔脆弱性評価〕 

近年は自然災害が激甚化・頻発化しており、被災により住居を失うリスクが高まっているため、

今後も被災者の一時的な住まいの確保を支援する必要があります。 

 【建設部公営住宅室】 

 

〔取組方針（施策）〕 

引き続き、被災者の一時的な住まいとして、県営住宅を速やかに提供します。また、被災後の

恒久的な住まいとなる災害公営住宅の整備に向けて、被災市町村に対し、適切な支援を行います。 

 

【数値目標】 
 

指 標 担当課室 
第２期 
目 標 

現 状 
第３期 
目 標 

② 地震保険の附帯率※ 
危機管理 

防災課 

65.0％ 
（2022年度） 

67.8％ 
（2021年度） 

 
 

③ 
ＤＩＤ及び宅地における地籍調査の実
施率（県内対象面積：732k ㎡） 農地整備課 

57.0％
［415 ㎢］ 
（2020年度） 

55.0％ 
[401 ㎢] 

（2021年度） 
 

③ 地籍調査の実施率 － 39.0％  

県民の皆様へ 
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（2020年度） [3,733 ㎢] 

（2021年度） 

※地震保険の附帯率：民間の火災保険契約件数に占める地震保険契約件数の割合 

 



- 99 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

① 地域で活動する防災人材の育成 

 

〔脆弱性評価〕 

 気候変動の影響により気象災害が激甚化、頻発化する中では、災害に強い地域をつくる必要が

ありますが、少子高齢化や過疎化など社会情勢の変化に伴い、地域の防災を担う人材が不足し、

防災体制が脆弱になっています。 

 様々な自然災害に備えるため、防災人材の育成による体制の強化が必要です。 

 【危機管理部危機管理防災課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 県内大学や自主防災組織、防災士会等と連携して、地区防災計画の策定や避難所運営などをリ

ードする人材の育成に取り組むとともに、育成した人材が地域防災力の向上に持続的に携わる仕

組みをつくります。 

 

 

 

 「自分の地域は自分で守る」との認識のもと、近所とのつながり（安否確認体制）、自治会等と

の顔の見える関係（避難体制）といった助け合い（共助）の体制づくりや、災害発生時に自身が

取るべき行動等を事前に想定するなど、「平時からの備え」をお願いします。 

 

② ＮＰＯ、ボランティア団体等との連携・協働 

 

〔脆弱性評価〕 

令和元年東日本台風災害では、県内被災地でボランティア延べ約 73,000 人が復旧を支援する

とともに、様々な支援者の活動を、中間支援組織である長野県災害時支援ネットワーク（Ｎ－Ｎ

ｅｔ）や全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（ＪＶＯＡＤ）が調整し、円滑な被災者支

援につながりました。 

県では、こうした経験を踏まえ、県社会福祉協議会と災害ボランティアセンターの設置・運営

に関する協定を締結するとともに、Ｎ－Ｎｅｔ、ＪＶＯＡＤに防災訓練に参加いただくほか、避

難所の環境改善などに連携して取り組んでいます。 

引き続き、大規模自然災害発生時に迅速かつ適切に被災者支援ができるよう、関係団体との連

携の強化を図る必要があります。 

 【危機管理部危機管理防災課、健康福祉部地域福祉課、県民文化部県民協働課】 

 

〔取組方針（施策）〕 

平時からＮＰＯ等との意見交換や研修、訓練への参加を通じて顔の見える関係を構築するとと

もに、ボランティアの受け入れに対応するための研修会などを開催します。 

また、大規模災害ボランティア活動応援事業や大規模災害におけるＮＰＯ等被災者支援団体助

 
６－３ 復旧・復興を支える組織、人材の不足等により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

起きてはならない最悪の事態 

県民の皆様へ 
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成事業により、被災地で活動する団体・グループ等を支援します。 

 

③ 復旧・復興を担う技術者の育成・確保 

 

〔脆弱性評価〕 

災害時の緊急的な対応や道路の除雪、インフラの老朽化対策などに適切に対応するためには、

建設産業に携わる人材の育成・確保が求められます。労働環境の改善や技術力の向上支援などに

より、人材確保を進める必要があります。 

【建設部技術管理室】 

 

〔取組方針（施策）〕 

ICT を活用した生産性向上や、週休２日・現場環境改善による働き方改革などの新たな建設産

業の魅力を発信し、就労の意欲を高め、人材の育成や確保に取り組みます。 
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① 風評被害対策の推進 
 

〔脆弱性評価〕 

 大規模自然災害が発生した場合、メディア等に繰り返し取り上げられることにより、被災地で

はない地域まで被災しているとの風評被害が発生し、インターネット等により拡散する場合があ

ります。そのため、国内外に正確な情報を発信するとともに、プロモーション支援等の適切な対

応を実施する必要があります。 

また、農産物の風評被害を防ぐためには、平時から農業者と消費者の顔の見える関係を構築し

ておくことも有効です。 

 【農政部農業政策課】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 国・市町村・関係団体等と連携し、ホームページ等を通じた災害に関する正確な情報発信によ

る風評被害の防止や、被害を軽減するためのプロモーション支援等を行います。 

 報道機関には、風評被害を防ぐ観点から被害の有無や程度などを適切に発信するよう協力を依

頼します。 

 

 

 

 公的機関等からの信頼できる情報に基づき、災害の影響のない地域への旅行自粛や、農産物の

買い控えなどを行わないよう、冷静な判断に努めてください。 

 

② 海外への適切な情報提供 
 

〔脆弱性評価〕 

 県では、長野県公式観光サイト「Go NAGANO」による情報提供のほか、日本政府観光局（ＪＮＴ

Ｏ）ウェブサイトに情報を掲載するなど、海外への適切な情報提供に努めています。 

 大規模災害が発生した場合、情報量の少なさや地理的な不案内により、海外で実態以上に危険

性が強調され、被災地域以外でも観光客が減少するなどの影響が懸念されるため、迅速かつ正確

な情報発信を行う必要があります。 

 【観光部国際観光推進室】 
 

〔取組方針（施策）〕 

 国、市町村、関係機関等と連携して誘客活動を企画・実施するとともに、国内外に向けて、観

光地の状況（被災の有無や程度）や正確な復旧状況を発信します。 

 

 

県民の皆様へ 

 
６－４ 観光や地域農産物に対する風評被害により復興が大幅に遅れる事態 

起きてはならない最悪の事態 
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① 文化財の防災対策 
 

〔脆弱性評価〕 

 文化財所有者が行う防火・防災対策に要する費用への助成や文化財保存活用計画の策定・運用

への助言等による支援を行っています。また、「長野県文化財防災マニュアル」※や「長野県文化

財レスキューガイドライン」※などにより、文化財の防災対策に取り組んでいます。 

文化財の所有者は、日常的な維持管理の他、防災対策等を行う責務がありますが、過疎化や少

子高齢化に伴う担い手不足が課題となっています。また、文化財の被災に備え、市町村による文

化財リストの整備や一時保管場所の確保等を進めていく必要があります。 

 【教育委員会事務局文化財・生涯学習課】 

※長野県文化財防災マニュアル：県内の国・県指定文化財の防災に関する行動指針をまとめたもの 

※長野県文化財レスキューガイドライン：美術工芸品等の有形文化財が被災した場合に、関係機関との連携に

よる応急処置、目録作成及び所有者への返却までの対応をまとめた

もの 

 

〔取組方針（施策）〕 

国や県の指定文化財については、文化財パトロール等により現状把握や保護管理に必要な指

導・助言を行うとともに、文化財防災に関する研修や防災対策事業に対する助成を行います。 

災害発生時には、「文化財防災マニュアル」や「文化財レスキューガイドライン」に基づき、関

係機関と連携して被災した文化財の保護や応急処置を実施します。 

 

 

 

 文化財所有者の皆様は、人命等の安全確保がなされた後、所有又は管理する文化財の被害状況

を把握するとともに、二次被害等を防ぐ応急対策を行ってください。 

 また、被災した文化財をできる範囲で安全な場所へ避難するとともに、著しい劣化が危惧され

る場合は、市町村の文化財担当課へ文化財レスキューを要請してください。 

 

② 自然公園施設の整備 

 

〔脆弱性評価〕 

自然公園内の野営場、園地、駐車場等は自然災害等発生時の対応の拠点となるとともに、歩道

は踏み荒らし等による山地の荒廃に起因する土砂災害防止の一助となっています。しかし、山岳・

高原地にある自然公園は、過酷な自然環境にさらされている施設が数多くあり、老朽化や損傷等

が激しいことから頻繁に修繕や再整備が必要となっています。 

【環境部自然保護課】 

 

〔取組方針（施策）〕 

県民の皆様へ 

 
６－５ 貴重な文化財や環境的資産、地域に伝わる有形・無形の文化の喪失・衰退 

起きてはならない最悪の事態 
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県有施設を適切に維持管理するとともに、施設整備を行う市町村を支援していきます。 

 

 


