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当麻町強靭化推進事業一覧 

 

リスク 

シナリオ 
施策プログラム 推進事業名 事業概要 担当課名 

1-1 １ 住宅・建築物等の耐震

化 

住宅耐震改修・リフォーム補助事

業 

住宅及び建築物に係る耐震改修費、耐震改修に伴う住宅リフォー

ムに対し補助し、耐震化を促進する。 
建設水道課 

庁舎管理事業 
災害対策本部としての機能を維持するため、適正な庁舎の維持管

理を行う。 
総務課 

２ 建築物等の老朽化対

策 

公営住宅等ストック総合改善事

業 

既設公営住宅における予防的な維持管理、耐久性の向上等に資す

る計画的な改善を実施する。 
建設水道課 

防犯灯管理事業 適正な防犯灯の維持管理を行う。 総務課 

農村環境改善センター管理事業 
農村環境改善センターの良好な管理と効果的な運用に必要な整

備、改修及び維持管理を行う。 
農林業振興課 

地場産品加工研究センター管理

事業 

地場産品加工研究センターの良好な管理と効果的な運用に必要

な整備、改修及び維持管理を行う。 
農林業振興課 

環境整備事業 幼稚園の施設管理及び維持を行う。 教育課 

当麻小学校改修事業 学校施設機能の維持や改修を行う。 教育課 

宇園別小学校改修事業 学校施設機能の維持や改修を行う。 教育課 

当麻中学校改修事業 学校施設機能の維持や改修を行う。 教育課 

スポーツセンター改修事業 スポーツセンター施設機能の維持や改修を行う。 教育課 

健康福祉施設管理運営事業 健康福祉施設の改修を行う。 健康課 

３ 避難場所等の指定・整

備・普及啓発 
防災対策事業（防災講習会） 防災講習会を実施する。 総務課 

４ 緊急輸送道路等の整

備 
橋梁長寿命化修繕事業 橋梁の長寿命化を図るため、計画的な修繕を行う。 建設水道課 

６ 防火対策・火災予防 消火栓整備事業 消火栓の整備、更新を行う。 消防署 

消防団員用防火衣一式購入事業 消防団用の防火衣一式の整備、更新を行う。 消防署 

1-2 １ 警戒避難体制の整備 防災対策事業 

（警戒避難体制整備） 
土砂災害警戒区域の周知を図る。 総務課 

1-3 １ 洪水・内水ハザード

マップの更新等 

防災対策事業 

（洪水ハザードマップ） 
洪水ハザードマップの周知を図る。 総務課 
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２ 河川改修等の治水対

策 
防災ダム改修事業負担金 洪水被害を防止するため、老朽化した防災ダムの改修を行う。 建設水道課 

普通河川緊急浚渫事業 洪水被害を防止するため、河川の浚渫整備を行う。 建設水道課 

排水路災害対策事業 災害による浸水被害を防止するため、排水路の改修整備を行う。 建設水道課 

1-4 １ 暴風雪時における道

路管理体制の強化 
除雪直営事業 

安全な道路環境等の保全を図るため、冬季間における除排雪を行

う。 
建設水道課 

２ 除雪体制の確保 
除雪委託事業 

安全な道路環境等の保全を図るため、冬季間における除雪を行

う。 
建設水道課 

建設機械整備事業 建設機械の整備、更新を行う。 建設水道課 

除雪直営事業 
安全な道路環境等の保全を図るため、冬季間における除排雪を行

う。 
建設水道課 

1-5 １ 積雪寒冷を想定した

避難所等の対策 

防災対策事業 

（当麻町災害時備蓄計画策定） 
指定避難所等の備蓄品を整備する。 総務課 

1-6 ２ 住民等への情報伝達

体制の強化 
ケーブルネットワーク管理事業 

地上デジタルテレビ放送、告知放送、インターネットの基盤とな

るケーブルネットワークの整備、更新を行う。 
情報発信戦略課 

防災関連機器整備事業 住民などに対する防災情報の情報伝達体制を確保する。 総務課 

広報紙制作事業 詳細かつわかりやすい広報紙の制作を行う。 情報発信戦略課 

ホームページ運営事業 詳細かつわかりやすい迅速な情報の提供を行う。 情報発信戦略課 

３ 外国人、観光客、高齢

者等の要配慮者対策 
防災対策事業（要配慮者対策） 高齢者等に対する情報伝達体制を整備する。 総務課 

４ 帰宅困難者対策の推

進 
防災対策事業（帰宅困難者対策） 帰宅困難者に対する情報伝達体制を整備する。 総務課 

５ 地域防災活動、防災教

育の推進 
防災対策事業（地域防災力強化） 自主防災組織の結成を支援する。 総務課 

2-1 １ 物資供給等に係る連

携体制の整備 
防災対策事業（各種協定の締結） 各関係機関との防災協定の締結、連携体制を確保する。 総務課 

２ 非常用物資の備蓄促

進 

防災対策事業 

（当麻町災害時備蓄計画策定） 

指定避難所等の備蓄品を整備し、家庭や事業所などへの自発的な

備蓄を促進する。 
総務課 

2-2 ３ 救急活動等に要する

情報基盤、資機材の整

備 

救急訓練用器材購入事業 救急訓練資機材等の整備、更新を行う。 消防署 

車両購入整備事業 消防車両等の整備、更新を行う。 消防署 

2-3 １ 避難所等の生活環境

の改善、健康への配慮 

防災対策事業 

（避難所運営マニュアル） 
避難所の開設及び運営体制を確保する。 総務課 

３ 防疫対策 
感染症予防（予防接種）事業 

感染症の発生及びまん延を防止するため、平常時からの定期的な

予防接種を推進する。 
健康課 
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４ 災害時における福祉

的支援 
高齢者買い物支援事業 

買い物が困難な自家用自動車を所有しない高齢者に対して、自宅

から市街地商店まで送迎を行うとともに安否の確認を実施する。 
福祉課 

高齢者ハイヤー料金助成事業 
高齢者に対してハイヤー助成券を交付することにより、自宅から

の外出を容易にする。 
福祉課 

重度障がい者ハイヤー料金助成

事業 

重度身体障がい者に対してハイヤー助成券を交付することによ

り、自宅からの外出を容易にする。 
福祉課 

社会福祉協議会補助事業 
社会福祉協議会の事業運営や訪問介護サービス事業等に対し補

助を行い、各種地域福祉活動や居宅サービス基盤の充実を図る。 
福祉課 

3-1 １ 災害対策本部機能等

の強化 
庁舎管理事業 

災害対策本部としての機能を維持するため、適正な庁舎の維持管

理を行う。 
総務課 

防災対策事業（災害対応訓練） 災害対策本部訓練を実施する。 総務課 

２ 行政の業務継続体制

の整備 
庁舎管理事業 

災害対策本部としての機能を維持するため、適正な庁舎の維持管

理を行う。 
総務課 

防災対策事業 

（当麻町業務継続計画策定） 
当麻町業務継続計画を策定する。 総務課 

防災対策事業（当麻町業務継続計

画（ICT-BCP）策定） 
当麻町業務継続計画（ＩＣＴ-ＢＣＰ）を策定する。 総務課 

３ 広域応援・受援体制の

整備 
防災対策事業（広域協定の締結） 各関係機関との防災協定の締結、連携体制を確保する。 総務課 

4-1 １ 再生可能エネルギー

の導入拡大 
木質燃料ストーブ等設置補助事

業 

地球規模の環境問題に配慮した生活と環境にやさしいまちづく

りを推進するため、木質燃料を使用したストーブの設置に補助す

る。 

まちづくり推進課 

住宅用太陽光発電システム設置

補助事業 

クリーンエネルギーの活用を積極的に行い、地球規模の環境問題

に配慮した生活と環境にやさしいまちづくりを推進することを

目的に設置費用の一部を補助する。 

建設水道課 

２ 多様なエネルギー資

源の活用 
木質燃料ストーブ等設置補助事

業 

地球規模の環境問題に配慮した生活と環境にやさしいまちづく

りを推進するため、木質燃料を使用したストーブの設置に補助す

る。 

まちづくり推進課 

住宅用太陽光発電システム設置

補助事業 

クリーンエネルギーの活用を積極的に行い、地球規模の環境問題

に配慮した生活と環境にやさしいまちづくりを推進することを

目的に設置費用の一部を補助する。 

建設水道課 

4-2 １ 食料生産基盤の整備 

アグリサポート事業 

地域農業の後継者の確保を図るとともに、農村コミュニティを支

える担い手の育成に資するために行われる就農等に必要な研修

活動または経営環境整備の実施を支援するため、経費の一部を助

成する。 

農林業振興課 

農業次世代人材投資事業 
新規就農者就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、所得、年

齢等の一定要件を満たした新規就農者に対して、農業次世代人材
農林業振興課 
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投資資金を交付する。 

スマート農業推進事業 

省力化した農業経営の確立を図るため、農業労働力不足の解消と

コスト削減を目指すＩＣＴ技術を活用したＧＰＳシステム等の

導入に対し支援する。 

農林業振興課 

農地中間管理事業 

農地中間管理機構制度に伴う各種制度を活用することにより、農

地の有効利用の継続や農業経営の効率化を進める担い手への農

地利用の集積・集約化を進めるため同機構制度関連の協力金等を

交付する。 

農林業振興課 

農業競争力基盤強化特別対策事

業 

道営農業農村整備事業に要する農家負担分について、軽減措置を

講ずるべくその一部を支援する。 
農林業振興課 

農業振興基金利子補給事業 農業施設等の導入資金に係る利子を補給する。 農林業振興課 

中山間地域等直接支払交付金事

業 

耕作条件が不利な中山間地域等における耕作放棄地の発生防止

と農業の多面的機能の維持・確保を目的とし、本町の当該事業対

象地域で実施される共同取組活動に対し補助金を交付する。 

農林業振興課 

経営所得安定対策等推進事業 

経営所得安定対策等の推進に必要な活動を行うとともに、市町村

など地域段階の事業実施主体が行う普及推進活動や要件確認等

に必要となる経費を助成する。 

農林業振興課 

土地条件整備事業 

排水不良等の生産性の低い圃場の耕作条件の改善や区画整理等

の経費に対する助成を実施し、生産性の高い営農体制づくりを進

める。 

農林業振興課 

そ菜・花きハウス等導入事業 

園芸作物作付面積の減少対策として本町が定める主要品目のハ

ウス設置に対し助成を行い、水稲を中心とした「そ菜」「花き」

による複合経営の推進を図る。 

農林業振興課 

有害鳥獣駆除対策事業 

エゾシカ・アライグマ等による農作物被害を抑制し、農業者の経

営安定を図るため、関連団体に対する支援を行うほか、駆除に必

要な対策を推進する。 

農林業振興課 

２ 地場産品の販路拡大 

良食味米生産事業 

良食味米の安定生産を図り、売れる米産地を確立するため、融雪

機において乾土効果の促進と併せたケイ酸資材補給に対し支援

する。 

農林業振興課 

地産地消推進事業 
町民に対する地元農産物の認知と消費拡大を図るため、本町での

農業関連イベントの開催経費に対し支援する。 
農林業振興課 

米麦改良協会事業 
水稲等の優良品種作付普及と栽培技術研究及び改善指導の実施

に対する支援を行い、当麻町産米等の有利販売を推進する。 
農林業振興課 

4-3 １ 水道施設等の防災対

策 
配水管更新事業 老朽管の更新と共に水道施設の耐震化を図る。 建設水道課 

水道施設台帳システム管理事業 
施設台帳をシステム管理することにより、整備計画策定及び災害

時の復旧作業等の効率化を図る。 
建設水道課 
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２ 下水道施設等の防災

対策 

下水道ストックマネジメント事

業 
下水道施設の長寿命化を図るため、計画的な修繕を行う。 建設水道課 

4-4 ２ 道路施設の防災対策

等 
町道舗装維持補修事業 安全な道路環境を確保するため、町道の舗装補修を行う。 建設水道課 

町道改良舗装事業 安全で円滑な交通を確保するため、町道の新設及び改築を行う。 建設水道課 

橋梁長寿命化修繕事業 橋梁の長寿命化を図るため、計画的な修繕を行う。 建設水道課 

橋梁点検事業 効率的な橋梁維持管理を図るため、橋梁の定期点検を行う。 建設水道課 

３ 公共交通の維持 
ＪＲ北海道支援事業 

ＪＲ北海道が実施する維持困難線区の設備投資に対する財政的

支援及び利用促進事業を実施する。 
まちづくり推進課 

6-2 １ 森林の整備・保全 
森林環境保全林整備事業 

森林の多面的機能の持続的な発揮を図るため、造林や間伐等の森

林整備を推進する。 
農林業振興課 

森林総合整備事業 町有林の作業道、境界等の維持管理を行う。 農林業振興課 

長期ビジョン推進事業 
一般民有林の循環型農業の確立を目指すために必要な事業に対

する支援を行う。 
農林業振興課 

未来につなぐ森づくり推進事業 
森林資源の循環利用を推進するため、伐採後の確実な植林等に対

する支援を行う。 
農林業振興課 

町単独町有林整備事業 町有林の下刈り、間伐等を実施する。 農林業振興課 

森林・山林多面的機能発揮対策事

業 

地域住民等による里山林の保全管理や資源を利用するための活

動を支援する。 
農林業振興課 

森林経営管理事業 
森林環境譲与税を活用した森林経営管理法に基づく経営意向調

査の実施を行う。 
農林業振興課 

民有林等整備促進事業 

森林環境譲与税を活用し、一般民有林（私有林）の根踏み、下刈

り、間伐、作業道整備、並びに私有林所有者への指導事業に対し

支援を行い、私有林における森林施業の促進と森林が有する多面

的機能の向上を図る。 

農林業振興課 

２ 農地・農業水利施設等

の保全管理 多面的機能支払交付金事業 

農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、農地や

水路など、地域資源の適切な保全管理に取り組む地域の共同活動

を支援する。 

農林業振興課 

道路側溝兼用用排水施設負担軽

減事業 
道路側溝兼農業用用水施設の維持管理に係る経費を支援する。 農林業振興課 

農業競争力基盤強化特別対策事

業 

道営農業農村整備事業に要する農家負担分について、軽減措置を

講ずるべくその一部を支援する。 
農林業振興課 

7-1 １ 災害廃棄物の処理体

制の整備 
塵芥処理事業 

町内で排出される一般ごみ等の廃棄物について、４町で運営する

塵芥処理施設で処理する。 
税務住民課 

当麻町災害廃棄物処理計画策定 当麻町災害廃棄物処理計画を策定する。 総務課 
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事業 

２ 地籍調査の実施 
地籍数値情報化事業 

土地の所有者、地番、地目等の調査を行い、その結果を図面、簿

冊及びシステムデータとして整備する。 
税務住民課 

7-2 ３ 地域コミュニティ機

能の維持・活性化 
公民分館活動費助成事業 地域が主体的に取り組む活動を支援する。 教育課 

行政区活動推進事業 
行政区活動交付金を交付し、地域コミュニティの維持、活性化を

促進する。 
総務課 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当麻町強靱化計画 

 

令和３年３月 

 

当麻町総務課 

 

〒078-1393  

北海道上川郡当麻町３条東２丁目 11番１号 

TEL 0166-84-2111  FAX 0166-84-4883 

E-mail sougou@town.tohma.hokkaido.jp 
 

 


