
                     山陽小野田市国土強靭化地域計画 附属資料  

 

◆施策分野ごとの主な個別事業一覧◆ 

 

 山陽小野田市国土強靭化地域計画（第４章）に掲げる施策分野ごとの推進方針に基づく強靭化

の取組みを着実に進めるため、主に以下の事業を実施します。 

 なお、当該一覧については、推進方針の進捗状況等を踏まえて、適時適切に見直しを行うこと

とします。 

 

（１）行政機能／警察・消防等／防災教育等 

●避難体制の整備 

避難所標識設置事業 総務課 

避難所の標識について、平成 25年災害対策基本法改正により定められた「指定緊急避難場所」及び「指定避難所」に全

国的に標準化された避難所の標識を設置することが望ましいこととされているため、避難所に標準化された避難所標識を

設置するもの。 

都市公園施設整備事業 都市計画課 

有帆緑地については、平成１３年度に公共残土処分場と緑地を一体整備し、平成２９年度には公共残土処分場への受

入れが完了したため、防災に対応する一時避難場所としても利用可能な緑地としての整備を行う。 

都市公園開設事業 都市計画課 

「緑の基本計画」に基づき、公園が不足している地域について、住民合意のもと、一時的な避難場所としても利用可能な公

園の整備を行う。当面は、地元からの要望のある高須地区と上の台地区において公園整備を進める。 

 

●警察・消防等の関係機関の連携強化 

総合防災訓練事業 総務課 

災害対策基本法第４８条の規定により、総合防災訓練の実施が義務付けられており、災害発生時に迅速かつ的確な行動

をとるためには、市、防災関係機関、市民それぞれがとるべき行動を想定した実践的訓練が必要となる。 

 

（２）住宅・都市／環境 

●学校施設等の耐震化 

公立保育所整備事業 子育て支援課 

保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設である公立保育所を整備・

大規模改修することにより、保育所の健全な運営に寄与すると共に、安全な保育を実施する保育環境の整備を図る。 

私立保育所整備助成事業 子育て支援課 

保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設である私立保育所の整備・

大規模改修に対し、整備費を保護することにより、保育所の健全な運営に寄与すると共に、安全な保育を実施する保育環

境の整備を図る。 

公立保育所環境整備事業 子育て支援課 

公立保育所再編基本計画において、当面、継続するとした公立保育所の施設、設備及び遊具等の老朽化が進む部分や

緊急的に修繕が必要な個所について、園児に危険が及ぶことがないよう、所要の修繕や機器更新等を図る。 



児童クラブ施設整備事業 子育て支援課 

核家族化や共働き世帯の増加により児童クラブの需要が増加しており、校区によって生じている待機児童の解消を図るた

めの拡充整備を実施する。また、施設の老朽化による大規模修繕や周辺整備等、児童を安全に保育するための環境整備

を図る。 

 

●住宅・建築物等の耐震化 

建築物耐震化促進事業（民間木造住宅耐震診断） 建築住宅課 

安全で安心なまちづくりのため、生活の基盤である木造住宅の耐震診断を行うことにより、地震による被害を最小限に抑

え、市民の生命と財産を守ることを目的とする。なお、財源については国の住宅・建築物安全ストック形成事業の交付金を

活用する。 

建築物耐震化促進事業（民間木造住宅耐震改修事業） 建築住宅課 

既存の木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、市内に存する木

造住宅の耐震改修を実施する者（すなわち、木造住宅耐震診断の結果、上部構造評点が１.０未満と診断された木造住宅

を、建築士の算出による上部構造評点が０.７以上とし、かつ改修前より上部構造評点が向上するために実施する補強工

事を行った者をいう。）に対し、予算の範囲内で補助を行う。なお、財源については国の住宅・建築物安全ストック形成事業

の交付金を活用する。 

 

●都市の防災機能の向上 

都市計画基本方針策定事業 都市計画課 

山陽小野田市総合計画や山口県都市計画区域マスタープランなどの上位計画や関係計画を踏まえ、地域の特性や課

題、住民の意向を反映しながら、本市の都市計画に関する総合的な指針として、都市計画マスタープランを策定する。人

口減少社会において、コンパクトなまちづくりを推進するため、都市機能や居住の誘導を図る区域の設定や方針、また居

住誘導区域等における防災・減災対策を定める防災指針に基づき、立地適正化計画を策定する。 

大規模盛土造成地変動予測調査事業 都市計画課 

大地震時等における滑動崩落による宅地の被害を軽減するため、変動予測調査を行い、住民への情報提供等を図る。 

 

●住宅の防災対策の推進 

空家利活用改修補助事業 生活安全課 

市内に存在する空き家の利活用の促進及び住環境の向上を図ることを目的に、空家バンク制度に登録した物件について

当該空き家の購入契約や賃貸借契約した個人に対し当該空き家改修費の一部を補助する。 

老朽危険空家等除却促進事業 生活安全課 

倒壊や建築材の落下の恐れのある老朽危険空家等の除却（解体）を促進し、地域の生活環境の保全及び安全で安心なま

ちづくりを実現するため、市内にある老朽危険空家等の除却（解体）を行う所有者等に対し、除却（解体）費用の一部を補

助する。 

老朽市営住宅整備事業 建築住宅課 

市営住宅の適正管理の一環として、老朽化した高経年の市営住宅のうち、倒壊や建築材の落下の恐れがあるものについ

ては、速やかに除却（解体）を行う。また、必要に応じて新しい市営住宅の整備（建替事業）を行い、安全な住居の提供を

行う。なお、財源については国の公営住宅整備事業の交付金を活用する。 

 



●内水対策の促進 

処理場・ポンプ場長寿命化事業 下水道課 

老朽化した下水道施設について、下水道ストックマネジメント計画に基づき、計画的に改築・更新を推進する。 

浸水対策事業 下水道課 

ハード・ソフト両面から、浸水被害の未然防止や軽減、最小化を図るため、下水道（雨水）の整備や内水ハザードマップの

策定を推進する。 

●上下水道施設等の耐震化等の促進 

下水道ＢＣＰ策定事業 下水道課 

下水道施設の耐震化には費用や時間を要することから、災害時にも機能を確保する下水道ＢＣＰに基づく訓練の実施や、

ＢＣＰの定期的な見直しを推進する。 

上水道更新事業 水道局 

被災に伴う長期断水を防ぎ被害を最小限に抑えるため、上水道の基幹管路について、耐震適合性のある管に更新してい

く。 

 

●災害廃棄物処理対策の推進 

一般廃棄物処理基本計画及び災害廃棄物処理基本計画策定業務 環境課 

一般廃棄物処理基本計画は、平成３０年度を基準年とし令和２年度（初年度）から令和１６年度（計画目標年度）までの１５

年間を計画期間と定めている。今後は、概ね５年ごとに改正するほか、計画の前提となる諸条件に大きな変動があった場

合にも見直しを行うものとする。また、平成２６年度３月災害廃棄物対策指針（環境省）を踏まえ、令和２年３月に災害廃棄

物処理基本計画を策定したが、状況の変化に応じて改定する。 

環境・公害監視事業 環境課 

市内協定締結企業を中心に、工場からの大気・水質・騒音及び振動について調査を行う。また、市内の大気や水質等の

状況についても環境基準の適合状況を調査する。 

環境監視関連設備整備事業 環境課 

公害の状況を把握し、公害の防止のために必要な監視、測定、試験及び情報管理の体制整備や、市民の健康で文化的

な生活を確保する上で快適で良好な生活環境の保全に極めて重要である環境監視に伴う分析業務に必要な分析機器の

計画的な更新及び点検・修繕を行う。 

 

（３）保健医療・福祉 

●災害拠点病院・社会福祉施設の耐震化 

高齢者施設への防災防犯等への支援事業 高齢福祉課 

高齢者施設利用者の安全性確保を目的として、施設の防災・減災・防犯改修を行う事業者に対し、国の地域介護・福祉空

間整備等施設整備交付金を活用して補助金を交付することにより、高齢者福祉の向上を図る。 

 

（４）産業・エネルギー 

●企業 BCP策定の支援 

中小企業ＢＣＰ普及促進事業 商工労働課 

策定していない中小企業について策定支援を行うと共に、策定済の中小企業についても、関係企業と連携したＢＣＰの策

定等、内容の充実に向けた支援を行う。 



●電力の安定供給体制の確保 

地球温暖化対策事業 環境課 

地球温暖化対策推進に関する法律に基づき、山陽小野田市率先実行計画に従い、日常業務の中で省エネルギーなどの

環境への負荷を低減する取組みとしてＥＶ車を設置する。また、災害時においては、蓄電池の機能を備えているため避難

所でも活用する。 

●工業用水道施設の耐震化等 

工業用水道更新事業 水道局 

管路をはじめとする施設の健全性を確保するため、工業用水道管路（全体延長 12.15ｋｍ）について、耐震管に更新してい

く。 

 

（５）情報・通信 

●多様な情報伝達手段の確保 

防災メール配信事業 総務課 

災害時に、迅速な市民への防災情報の伝達は、被害を最小限に止めるため、必要不可欠である。防災メールは緊急時の

有効な情報伝達手段の１つであり、その利用促進をより一層図る必要がある。また、大規模災害発生時に、より多くの職員

の参集を可能とするため、全職員がメールを登録するよう促進する。 

防災ラジオ助成事業 総務課 

 FM山陽小野田と連携し、防災ラジオを避難行動要支援者利用施設や自主防災組織、一般世帯などに有償で配布する

ことにより、災害時の情報収集を迅速にできるようにし、自発的な自助・共助の推進を図る。 

 

●災害時の情報伝達の強化 

防災無線機更新事業 総務課 

大規模災害時には、電話線の断絶やアンテナ塔の倒壊により、多くの地域で通信連絡手段の断絶が発生することが想定

される。このため、MCA無線機を関係部署及び避難所等に設置しているが、故障等も目立つようになり、交換時期も過ぎ

ていることから、ＩＰ無線も利用できる MCA無線への更新が必要である。 

ＦＭ波によるＪ-ＡＬＥＲＴ情報伝達事業・受信機等更新事業 総務課 

国が発するＪ‐ＡＬＥＲＴ(全国瞬時警報システム：緊急地震速報、弾道ミサイル情報など）を防災ラジオと連動させ、既存の

小・中学校等の放送設備から緊急放送を一秒でも早く、児童、生徒、防災ラジオ購入者に伝えるとともに、本庁舎からも緊

急放送を行うことのできるシステムとなる。 

 

（６）交通・物流 

●道路の防災対策の推進 

橋梁補修事業 土木課 

長寿命化計画に基づき橋梁の修繕を推進するとともに、跨線橋等の落橋・倒壊時に重大な被害が予測される橋梁につい

ては、耐震補強を推進する。 

橋梁長寿命化点検事業 土木課 

橋梁点検は、５年に一度の頻度で点検することが義務付けられており「山陽小野田市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、

順次点検を行って橋梁の健全度を診断するとともに、老朽化の把握を行い修繕を計画的に推進する。 

舗装等修繕計画策定事業 土木課 



道路施設（主に舗装）の健全度を診断することにより、老朽化の把握を行い修繕を計画的に推進する。 

道路橋梁維持補修事業 土木課 

災害時に緊急輸送道路、重要物流道路及びそれらを補完する道路として機能が発揮できるように、定期的な巡回や修繕

を行い機能保全対策を推進する。 

市道舗装リフレッシュ事業 土木課 

道路施設の老朽化により、災害時に安全な道路機能が発揮できない恐れがあることから舗装の修繕を行い通行環境の維

持を推進する。 

通学路安全対策事業 土木課 

災害時には避難路として機能発揮できる歩道等について、地域の課題や利用者のニーズを踏まえつつ整備を推進する。 

 

●道路ネットワークの整備 

県道改良事業負担金 土木課 

災害時にも機能する道路ネットワークを構築するため、県や関係機関と連携をして道路の整備を推進する。 

市道道路改良事業 土木課 

災害時にも機能する道路ネットワークを構築するため、地域の課題や利用者のニーズを踏まえつつ道路の整備を推進す

る。 

 

●港湾施設の整備等 

港湾施設整備事業 土木課 

大規模災害時に必要な港湾の機能を発揮できるよう、県や関係機関と連携をして耐震強化岸壁の整備や予防保全計画

に基づいた老朽化対策を推進する。 

漁港施設機能保全事業 農林水産課 

漁業の作業効率と安全性の向上を図るため、機能保全計画を策定する。この機能保全計画策定事業による機能診断の結

果、老朽化等により危険な状態が判明した場合、計画的に補修を行う。 

護岸・道路・泊地等の漁業施設補修事業 農林水産課 

市内４漁港は築造後年数が経過し、老朽化が激しい。定期的・計画的に補修工事を行うことで、施設の長寿命化及び改修

に係るコストダウンを図る。 

漁港整備事業 農林水産課 

漁船の大型化に伴う休憩、陸揚げ施設の不足、用地不足及び干潮時の水深不足による出漁制限等の作業環境の向上の

ため、漁港の外郭施設、係留施設、水域施設及び用地を整備する。対象は、埴生漁港、刈屋漁港、高泊漁港、梶漁港。 

 

（７）農林水産 

●農地防災の推進 

危険ため池改修事業 農林水産課 

市内には危険ため池に指定されたため池が３箇所あるが、これらのため池については堤体からの漏水等が確認されてお

り、十分な安全性が確保されていない状態にある。危険ため池については、営農の確保並びに災害の未然防止を図るた

め、順次、改修していく。 

防災重点ため池改修事業 農林水産課 



農業用ため池の管理及び保全に関する法律の制定に基づき、農林水産省が下流に住宅や公共施設があり、施設が決壊

した場合に影響を与える恐れがあるため池を「防災重点ため池」と規定。防災上、重要な農業用ため池を山口県が指定。

今後、ため池防災推進計画を策定し、整備を行っていく。 

ハザードマップため池の保全・避難対策事業 農林水産課 

農業用ため池の管理及び保全に関する法律の制定に基づき、指定された特定農業ため池（防災重点ため池）の９４箇所

（小野田地区４２箇所、山陽地区５２箇所）についてハザードマップを作成し、関係する自治会に印刷物の配布を行う。 

急傾斜地崩壊対策事業 土木課 

急傾斜地等の土砂災害による重大な被害を防ぐため、緊急性の高い土砂災害警戒区域については、県や関係機関と連

携して対策の推進をする。 

急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業 土木課 

既存の急傾斜地崩壊対策施設において、老朽化による従前機能の低下の恐れのある施設の改築を、県や関係機関と連

携して推進する。 

林地崩壊防止事業 農林水産課 

激甚災害により発生した林地の崩壊を復旧整備し、再度災害の防止を図る。 

災害関連山地災害危険地区対策事業 農林水産課 

山地災害危険地区の荒廃山地等で再度災害の防止と林地保全のため緊急的に必要なものを復旧整備する。 

小規模治山事業 農林水産課 

国庫補助の対象とならない民有林地の復旧・予防治山事業及び防災林造成事業であって、民生安定上、必要なものを実

施する。 

農業水利施設の長寿命化対策事業 農林水産課 

土地改良区等が所有する施設の機能診断を実施し、機能保全計画を策定、修繕を実施する。対象改良区としては６団体

（厚狭寝太郎堰土地改良区、後潟土地改良区、山陽土地改良区、山陽町古開作土地改良区、高千帆土地改良区、小野

田南高泊干拓農業協同組合）。 

頭首工改修事業 農林水産課 

２級河川に農業用水の取水堰として築造されている堰について、機能保全計画に従い老朽化対策事業を行うとともに、豪

雨等による災害を未然に防止するため改修工事を実施する（石井手堰、田尻堰、鳴瀬井堰、寝太郎堰）。 

基幹水利施設ストックマネジメント事業（高千帆排水機場） 農林水産課 

本施設は昭和４４年度に築造され、４０年以上が経過している。令和元年度にはポンプ施設の更新は完了したが、付帯施

設の更新を行う。 

後潟排水機場改修事業（農地耕作条件改善事業） 農林水産課 

後潟排水機場には団体営で設置したポンプが２台ある。令和２年度に１号機ポンプの改修が完了した。２号機ポンプにつ

いては、今後改修を行う。 

基幹水利施設ストックマネジメント事業（沖開作・古開作・後潟排水機場） 農林水産課 

県営事業で整備した排水機場で、既に機能診断や保全計画を策定している施設において、年次的にストックマネジメント

事業で整備する。 

 

 

 

 



●農業生産基盤の整備 

県営農業競争力強化基盤整備事業（王喜東地区） 農林水産課 

農地の大区画化及び農業水利施設の整備を実施し、農地集積・集約化を図ることを目的として、山陽小野田市埴生地区 

１０ｈａを含む５４ｈａの農用地について、下関王喜地区として区画整理を実施する。 

県営経営体育成基盤整備事業（郡・川東地区） 農林水産課 

郡・川東地区では、ほ場整備されていないことで、作業効率や生産性が低い状況にある。そこで、水田の区画整理や水

路、農道などの農業生産基盤整備を行い、効率的かつ安定的な農業経営の確立を目指す。併せて、ほ場整備により、地

域農業の中心的役割を担う経営体（担い手）に農地の利用集積を進め、担い手が農業生産の相当部分を担う農業構造の

確立を図る。 

中山間地域等直接支払交付事業 農林水産課 

現在、５地区（平沼田、鋳物師屋、籾の木、松岳畑、川上の５箇所）が市と協定を結び、協定農用地の管理、水路・農道等

の維持・管理活動を実践している。５年を１期とし、集落協定を結び定農用地の管理、水路・農道等の維持・管理活動を実

施している。現在は５期対策（令和２年度～６年度）を実施中である。 

多面的機能推進事業 農林水産課 

担い手に集中している水路農道等の維持管理、補修を地域全体で実施することにより、担い手の負担を軽減し、耕作放棄

地の発生を防止する。また、農業用施設の更新を行うことで作業環境を改善する。活動農用地面積を維持していくことが目

標となる。 

 

●農業生産体制の強化 

農業次世代人材投資事業 農林水産課 

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援する資金（経営開始型（５年以内））を交

付する。 

新規就農・就業者定着支援事業 農林水産課 

新規就農者を雇用又は、構成員として受け入れた法人が、国の農の雇用事業を２年間活用した後に継続して雇用等を行

う場合、単県事業で最長３年間の支援を行う。 

新規就農者支援事業 農林水産課 

経営の不安定な就農初期段階の新規就農者に対し、経営の安定化及び次世代を担う農業者を確保・育成することを目的

に、農業用機械又は施設等の整備に要する経費の一部を補助する。 

農業生産者支援事業（担い手支援事業） 農林水産課 

担い手の育成・確保を図るため、経営発展を目指す認定農業者の農業用機械・施設の導入経費の一部を補助する。 

 

８）国土保全・土地利用 

●津波・高潮対策の推進 

刈屋漁港海岸保全施設整備 農林水産課 

内水排除のために平成元年度に西の浜排水機場が設置されたが、築造後３０年以上を経て老朽化が著しいため、長寿命

化計画を策定し、整備を行う。 

県営海岸保全施設整備（松屋埴生・黒崎開作） 農林水産課 



高潮に対し堤防高が不十分であり、護岸や陸閘、水門など老朽化した施設の整備を行う。 

ハザードマップ普及事業 総務課 

災害が発生した場合、被害を最小限に止めるためには、その地域がどのような災害のおそれがあるかを事前に熟知し、そ

れに対する対策を講じておく必要があるため、 ハザードマップの市民への周知が必要である。 

 

●洪水対策の推進 

自然災害防止事業負担金（海岸） 土木課 

豪雨災害時に洪水の発生を抑制することや被害が大規模災害の要因となることを防ぐため、県や関係機関と連携して河川

等の適切な維持を推進する。 

河川浚渫事業 土木課 

豪雨災害時に洪水の発生を抑制することや被害が大規模災害の要因となることを防ぐため、浚渫等を実施して適切な維

持を推進する。 

雨水排水機場維持管理事業 土木課 

高潮や豪雨時における低平地の洪水被害を軽減するため、適切な運転管理を行うとともに、県が所有する施設について

は、県や関係機関と連携して長寿命化を推進する。 

ポンプ場機械更新事業 土木課 

豪雨災害時に市道のアンダーパス部については、冠水被害が生じる恐れがあるため、老朽化した機械等の更新を行い重

大事故の発生を防ぐ。 

 

●山地災害対策の推進 

市有林整備事業 農林水産課 

多面的機能を有する森林を、無秩序な伐採や開発、荒廃から守り、長期的な視点にたった計画的かつ適切な森林の取扱

いを推進する。 

森林経営管理事業 農林水産課 

森林経営管理法に基づき、私有人工林における森林経営の意向調査を行い、森林所有者自らが経営管理を実行できな

い森林を市が経営管理の委託を受け、森林経営に適した森林は意欲と能力のある林業経営体に経営管理の再委託を行

う。市が経営管理の委託を受けた森林のうち、自然的条件に照らして林業経営に適さない森林や再委託に至るまでの森

林は市が間伐等の経営管理を実施する。また、森林環境整備基金からの繰入金を財源に、民有林の整備環境促進、荒廃

抑制を目的に林道及び作業道の路網整備を実施する。 

地域が育む豊かな森林づくり推進事業 農林水産課 

繁茂竹林の伐採や広葉樹の植栽、野生鳥獣の隠れ家となる藪の整備など、地域づくり活動等に意欲のある集落周辺の里

山林の一体的整備を行う。 

 

 

（９）リスクコミュニケーション 

●地域防災力の充実強化 

防災知識普及啓発事業 総務課 

市民が災害時に迅速かつ適切な行動をとるためには、災害に対するより正確な知識を持つことが必要である。出前講座や

防災講演会などの機会を活用し、防災意識の普及啓発を図っていく。 



自主防災組織等育成事業 総務課 

自主防災組織の活動を活発かつ継続的なものにするため、防災資機材や訓練に要した経費の補助を行う。 

地域防災訓練事業 総務課 

市民の防災意識の向上及び地区防災組織活動の充実等を図るため、地区防災組織が実施する防災訓練に対し経費を補

助する. 

防災士育成事業 総務課 

自主防災組織の活動を充実させ、更に衰退させないためには、地域のリーダー的存在が不可欠である。そのため、地域の

防災リーダーを育成するため、各地区の防災士育成を支援する。 

地域おこし協力隊募集事業 地域活性化室 

集落内また集落間のネットワーク強化の促進や活動支援のため、有能な人材を募集し、その活動を支援する。 

 

（１０）人材育成 

●人材の育成・確保 

災害対策専門職員育成事業 総務課 

昨今頻発している大規模災害に対して、市には迅速かつ的確な対応が強く求められており、災害対応の最前線に立つ市

役所職員には、より一層の危機管理・防災に対する専門的知識が必要となっている。災害対策に関する研修を総務課の

職員を中心に、毎年一人ずつ受講させることにより、市役所全体に専門知識を有する職員が徐々に育成され、より災害に

強い行政組織運営が可能となる。また、災害対策本部運営の中枢を担う危機管理監に「指揮統制」、「対策立案」に特化し

た専門研修を受講させることにより、自治体で災害対応を行うにあたり不可欠となる知識・技能を効率的に身につけさせ

る。 

 

 


