
担当G 主な推進事業

1 人命の保護

1-1 地震等による建築物等の大規模倒壊や火災に伴う死傷者の発生

（1-1-1）住宅・建築物等の耐震化 重点 都市施設G 住宅リフォーム助成事業

都市施設G 耐震改修等事業

②　公共建築物の耐震化

（1-1-2）建築物等の老朽化対策 重点 ①　民間建築物等の老朽化対策 都市施設G 空き家等解体助成事業

都市施設G 中古住宅購入費助成事業

②　公共建築物の老朽化対策 学校教育G 小学校改修事業

都市施設G 町公営住宅計画修繕事業

学校教育G 中学校改修事業

学校教育G 中学校校長・教頭住宅改修事業

社会教育G スポーツセンター改修事業

給食センター 給食センター改修事業

（1-1-3）避難場所等の指定・整備 重点 総務G 防災対策事業

企画情報G 子ども室内遊戯施設整備事業

土木G 公園施設管理事業

土木G 公園施設長寿命化改修事業

②　福祉避難所の指定等

（1-1-4）緊急輸送道路等の整備 重点 ①　緊急輸送道路等の整備 土木G 町道管理事業

国・土木G 地域高規格道路の整備　【道央圏連絡道路（国道337号）の

整備促進】　中樹林道路7,300ｍ、長沼南幌道路14,600ｍ

国・土木G 一般国道の整備 【一般国道337号の整備_交通安全対策】 南

15線~堺橋（旧夕張川）2,200ｍ

道・土木G 道路改良及び交通安全施設の整備

【一般道道_江別長沼線_防雪柵設置】

道・土木G 道路改良及び交通安全施設の整備

【一般道道_栗山北広島線_道路整備・橋梁整備】

道・土木G 道路改良及び交通安全施設の整備

【一般道道_長沼南幌線_道路整備】

②　緊急輸送道路等の無電柱化 土木G 町道管理事業

強靭化のための施策プログラム

南幌町強靭化地域計画【別表】　強靭化のための施策プログラムと推進事業

①　避難所及び避難所の指定・整備

①　民間住宅・建築物等の耐震化
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担当G 主な推進事業強靭化のための施策プログラム

1-2 火山噴火・土砂災害による多数の死傷者の発生

（1-2-1）火山噴火に対する警戒避難体

制の整備

①　火山噴火に対する警戒避難体制の整

備

総務G 防災対策事業

1-3 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水

（1-3-1）洪水・内水ハザードマップの作成 ①洪水・内水ハザードマップの活用 総務G 防災対策事業

（1-3-2）河川改修等の治水対策 重点 ①河川改修等の治水対策 土木G 普通河川河道掘削事業

国・土木G 千歳川の整備【堤防強化の整備】

国・土木G 千歳川の整備【河道掘削】

国・土木G 千歳川の整備【遊水地群の維持管理】

国・土木G 石狩川支川の整備【夕張川_堤防整備・河道掘削】

夕張川整備計画南幌町2,300ｍ

国・土木G 河川環境等の整備【夕張川_自然再生への取組み】

②晩翠遊水地の適正な維持管理 土木G 遊水地利活用事業

1-4 暴風雪及び豪雪による交通途絶等に伴う死傷者の発生

重点 土木G 地域援助排雪事業

土木G 雪寒機械導入事業

重点 土木G 町道管理事業

土木G 雪寒機械導入事業

（1-4-3）除排雪体制の確保 重点 ①除排雪体制の確保 土木G 地域援助排雪事業

土木G 雪寒機械導入事業

②高齢者世帯等に対する支援 高齢者包括G 高齢者在宅支援事業

1-5 積雪寒冷を想定した避難体制等の未整備による被害の拡大

重点 総務G 防災対策事業

総務G 防災設備等整備事業

（1-4-2）防雪施設の確保

（1-5-1）積雪寒冷を想定した避難所等の

対策

①積雪寒冷を想定した避難所等の対策

①暴風雪時における道路管理体制の強化（1-4-1）暴風雪時における道路管理体

制の強化

①防雪施設の確保
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担当G 主な推進事業強靭化のための施策プログラム

1-6 情報伝達の不備・途絶等による死傷者の拡大

（1-6-1）関係機関の情報共有化 重点 総務G 防災対策事業

企画情報G 防災無線管理事業

②防災情報共有システムの運用 総務G 防災対策事業

重点 ①地域コミュニティの活性化 総務G 防災対策事業

総務G 防災対策事業

企画情報G 防災無線管理事業

（1-6-3）通信施設等の防災対策 ①通信施設等の防災対策

（1-6-4）高齢者等の要支援者対策 ①避難行動要支援者対策

重点 ①地域防災活動の推進 総務G 防災対策事業

②消防団の活動体制の強化 消防南幌支署 消防団充実強化事業

③防災教育推進 学校教育G 総合的な学習の時間事業

社会教育G 青少年健全育成事業

2 救助・救急活動等の迅速な実施

2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止

重点

（2-1-2）非常用物資の備蓄推進 重点 ①非常用物資の備蓄推進 総務G 防災対策事業

2-2 消防、警察、自衛隊等の被災等による救助・救急活動の停滞

重点 ①実践的な防災訓練等の実施 総務G 防災対策事業

②消防職員の育成 消防南幌支署 救急業務高度化推進事業

③応急手当、救命処置等の普及啓発 消防南幌支署 救急業務高度化推進事業

（2-2-2）自衛隊体制の維持・拡充 ①自衛隊体制の維持・拡充

重点 消防南幌支署 消防車両更新整備事業

消防南幌支署 消防水利整備事業

総務G 防災対策事業

2-3 被災地における医療・福祉機能等の麻痺

重点 ①被災時の医療支援体制の強化

②町立南幌病院の医療の充実 町立南幌病院 医療機器購入事業

（2-3-2）災害時における福祉的支援 ①災害時における福祉的支援

（2-3-3）防疫対策 ①防疫対策 健康子育てG 感染症予防事業

②応急トイレの整備 総務G 防災対策事業

（1-6-2）住民等への情報伝達体制の強

化

（1-6-5）地域防災活動、防災教育の推

進

（2-2-1）防災訓練等による救助・救急体

制の強化

①物資供給等に係る連携体制の整備

②住民等への情報伝達体制の強化

①救助活動等に要する情報基盤、資機材

の整備

（2-2-3）救急活動等に要する情報基盤、

資機材の整備

（2-3-1）被災時の医療支援体制の強化

①災害時における情報連絡体制の確保

防災対策事業（2-1-1）物資供給等に係る連携体制の

整備

総務G
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担当G 主な推進事業強靭化のための施策プログラム

3 行政機能の確保

3-1 行政機能の大幅な低下

（3-1-1）災害対策本部機能等の強化 重点 ①災害対策本部訓練の実施 総務G 防災対策事業

②総合的な行政運営や防災等の拠点となる

庁舎の機能等の充実

総務G 防災対策事業

（3-1-2）行政の業務継続体制の整備 重点 ①行政の業務継続体制の整備 総務G 防災対策事業

（3-1-3）広域応援・受援体制の整備 重点 ①広域応援・受援体制の整備 総務G 防災対策事業

消防南幌支署 消防車両更新整備事業

4 ライフラインの確保

4-1 エネルギー供給の停止

①再生可能エネルギーの導入拡大 企画情報G 地域新エネルギー推進事業

重点 ①電力基盤等の整備 総務G 保健福祉総合センター非常用発電機設置事業

②停電時におけるバックアップ体制の構築 総務G 防災対策事業

企画情報G 子ども室内遊戯施設整備事業

環境交通G 街路灯等維持管理事業

環境交通G 街路灯等保守管理事業

（4-1-3）多様なエネルギー資源の活用 ①多様なエネルギー資源の活用 企画情報G 地域新エネルギー推進事業

企画情報G 子ども室内遊戯施設整備事業

（4-1-4）石油燃料等供給の確保 ①石油燃料等供給の確保 総務G 防災対策事業

（4-1-2）電力基盤等の整備

③省エネ・ピークカットの推進

（4-1-1）再生可能エネルギーの導入拡大

4／7



担当G 主な推進事業強靭化のための施策プログラム

4-2 食料の安定供給の停滞

（4-2-1）食料生産基盤の整備 重点 ①農業の担い手の育成・確保 農政G 新規就農支援事業

農政G 担い手育成対策事業

農政G 担い手育成対策奨励事業

農政G ふるさと就農促進給付金事業

②農業生産基盤の整備 農政G 農業振興補助金交付事業

農政G 道営経営体育成基盤整備事業

農政G 多面的機能支払事業

農政G 農業経営高度化促進事業

国・農政G 国営農業農村整備事業

【国営かんがい排水事業_北海地区】

国・農政G 国営農業農村整備事業

【国営かんがい排水事業_江別南幌地区】

道・農政G 農地整備事業

【鶴城（一期）、鶴城（二期）、西幌、三重、暁（第１）、

暁（第２）、暁（第３）】

③スマート農業の推進 農政G スマート農業推進事業

農政G 地産地消活動推進事業

農政G 食育活動推進事業

農政G 都市との交流と販路拡大事業

（4-2-3）農産物の産地備蓄の推進 ①農産物の産地備蓄体制の整備

4-3 上下水道等の長期間にわたる機能停止

重点 ①水道事業の危機管理体制の整備 都市施設G 長幌上水道企業団負担金事業

②水道施設等の耐震化、老朽化対策 都市施設G 長幌上水道企業団第２浄水場改築負担金事業

重点 ①下水道事業の危機管理体制の整備

②下水道施設の耐震化、老朽化対策 都市施設G 南幌町公共下水道ストックマネジメント計画策定事業

都市施設G 農業集落排水最適整備構想策定事業

③合併処理浄化槽の設置促進 都市施設G 合併処理浄化槽設置助成事業

（4-3-2）下水道施設等の防災対策

（4-2-2）地場農産物の付加価値向上と

販路拡大

①地場農産物の付加価値向上と販路拡大

（4-3-1）水道施設等の防災対策
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担当G 主な推進事業強靭化のための施策プログラム

4-4 町外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止

重点

国・土木G 一般国道の整備 【一般国道337号の整備_交通安全対策】 南

15線~堺橋（旧夕張川）2,200ｍ

②地域公共交通体系の整備 企画情報G 生活路線等交通対策事業

重点 ①道路施設の防災対策 土木G 町道管理事業

土木G 町道長寿命化改修事業

道・土木G 道路改良及び交通安全施設の整備

【一般道道_江別長沼線_防雪柵設置】

道・土木G 道路改良及び交通安全施設の整備

【一般道道_栗山北広島線_道路整備・橋梁整備】

道・土木G 道路改良及び交通安全施設の整備

【一般道道_長沼南幌線_道路整備】

②地下埋設物の管理、空洞化対策 土木G 町道管理事業

道・土木G 道路改良及び交通安全施設の整備

【一般道道_江別長沼線_防雪柵設置】

道・土木G 道路改良及び交通安全施設の整備

【一般道道_栗山北広島線_道路整備・橋梁整備】

道・土木G 道路改良及び交通安全施設の整備

【一般道道_長沼南幌線_道路整備】

③街路樹の適切な整備、更新と維持管理 土木G 街路管理事業

（4-4-3）広域的な公共交通の維持 ①広域的な公共交通の維持 企画情報G 生活路線等交通対策事業

①都市の骨格を形成する幹線道路の整備（4-4-1）交通ネットワークの整備

（4-4-2）道路施設の防災対策等

国・土木G 地域高規格道路の整備　【道央圏連絡道路（国道337号）の

整備促進】　中樹林道路7,300ｍ、長沼南幌道路14,600ｍ
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担当G 主な推進事業強靭化のための施策プログラム

5 経済活動の機能維持

5-1 サプライチェーンの寸断や中枢機能の麻痺等による企業活動等の停滞

重点 地域振興G 企業誘致推進事業

地域振興G 準工業用地等整備事業

（5-1-2）企業の業務継続体制の強化 ①企業の業務継続体制の強化

（5-1-3）被災企業等への金融支援 ①被災企業等への金融支援 商工観光G 中小企業総合振興資金利子補給事業

6 二次災害の抑制

6-1 農地・森林等の荒廃による被害の拡大

（6-1-1）森林の整備・保全 ①防風保安林の整備・保全 農政G 耕地防風林事業

重点 ①農地・農業水利施設等の保全管理 土木G 排水機場施設管理事業

土木G・農政G 農業用排水路改修事業

農政G 道営経営体育成基盤整備事業

国・農政G 国営農業農村整備事業

【国営かんがい排水事業_北海地区】

国・農政G 国営農業農村整備事業

【国営かんがい排水事業_江別南幌地区】

道・農政G 農地整備事業

【鶴城（一期）、鶴城（二期）、西幌、三重、暁（第１）、

暁（第２）、暁（第３）】

7 迅速な復旧・復興等

7-1 災害廃棄物の処理の停滞等による復旧・復興の大幅な遅れ

重点 ①災害廃棄物の処理体制の整備 環境交通G ごみ処理対策事業

（7-1-2）地籍調査の実施 ①所有者不明土地対策の推進

7-2 復旧・復興等を担う人材の絶対的不足

①建設業者の連携協力の確立 総務G 防災対策事業

（7-2-2）行政職員等の活用促進 重点 ①他団体技術職員による応援体制 総務G 防災対策事業

②災害時におけるボランティアの活用体制の

整備

③民間企業等との連携体制の整備

（7-2-1）災害対応に不可欠な建設業との

連携

（7-1-1）災害廃棄物の処理体制の整備

（6-1-2）農地・農業水利施設等の保全

管理

（5-1-1）リスク分散を重視した企業立地

等の推進

①リスク分散を重視した企業立地等の推進
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