
「個別の事業」一覧（リスクシナリオ別）

個別の事業名 事業概要 指標名 担当部局

目標1　大規模災害が発生したときでも人命の保護が最大限図られる

1-1)　市街地での建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や斜面地等にある住宅密集地における火災による死傷者の発生

壱岐市安全・安心住まいづくり支援事業 木造住宅の耐震化を促進するため、耐震診断、改修計画、改修工事にかかる費用の一部を補助する事業 建設課

壱岐市民間建築物耐震化支援事業 民間の特定既存耐震不適格建築物の耐震診断にかかる必要の一部を補助する事業 建設課

住宅・建築物安全ストック形成事業 建築物の耐震化に関する事業 建設課

壱岐市老朽危険家屋除却支援事業 管理不全な空き家の除却にかかる費用の一部を補助する事業 建設課

壱岐市３世代同居・近居促進事業 ３世代で同居・近居するための住宅の改修等にかかる費用の一部を補助する事業 建設課

地域住宅計画に基づく事業
災害に強いまちづくりを進めるため、公営住宅等整備事業、公営住宅等ストック総合改善事業、優良建築物等整
備事業、住宅・建築物安全ストック形成事業を推進する。

建設課

住宅用火災警報器の普及促進
火災発生時の逃げ遅れによる被害を防止するために、設置が義務付けられた全ての箇所への住宅用火災警報
器の設置を促進するとともに、適切な維持管理や交換に関する啓発活動を行う。
高齢者家庭等に積極的に普及促進を行う。

住宅用火災警報器充足率 消防本部

防火指導・広報
市民の防火に関する知識や意識の向上を図るため、広報誌等に防火に関する記事を掲載する。また、各種防火
イベントや防火訪問を行い、防火啓発活動を行う。
自主防災組織の活動や訓練等を通じて市民の防災意識向上に努める。

消防本部

消防力の整備
消防力の整備指針に応じた消防力の確保のため、車両・資機材の更新・整備など計画的に行う。
消防水利の維持・管理、建設。 防火水槽設置数 消防本部

消防団の充実・強化
消防団救助能力向上資機材緊急整備事業

消防団員の増員、技術・知識の向上、施設や資機材の更新・整備を行い、地域の消防力の強化。
消防団協力事業所などサポート環境を促進し、消防団員の確保及び活動しやすい環境を整える。

消防団員数 消防本部

昭和橋駐車場補修工事 災害時、利用可能な駐車場などの交通施設の倒壊を避けるため、耐震化を実施する必要がある。 昭和橋駐車場補修工事 管財課

公立保育所等のブロック塀の撤去又は改修 　耐震診断等の結果、不適格と判断されている公立保育施設等のブロック塀等の撤去又は改修を行う。
ブロック塀等の撤去

又は改修
こども家庭課

認定こども園の新設 　認定こども園の新設 認定こども園の新設 こども家庭課

放課後児童健全育成事業整備 　放課後児童クラブ実施施設の整備
放課後児童クラブ実施

施設の新設
こども家庭課

空家（危険家屋）の適正管理
地域住民の不安を払拭するため、空家（危険家屋）の所有者に対して、助言・指導、勧告等を行い、建物の維持補
修又は除却を推進する。

空家（危険家屋）の除却・
維持補修率

危機管理課

1-2)　学校や社会福祉施設、観光施設などの不特定多数が集まる施設の倒壊・火災

箱崎小学校屋内運動場改修事業 外壁及び屋根防水改修、非構造部材（バスケットゴール等）撤去、玄関バリアフリー化 教育総務課

箱崎小学校校舎改修事業 外壁及び屋根防水改修、玄関バリアフリー化 教育総務課

田河小学校屋内運動場改修事業 外壁及び屋根防水改修、非構造部材（バスケットゴール等）撤去、玄関バリアフリー化 教育総務課

筒城小学校校舎改修事業 外壁及び屋根防水改修、玄関バリアフリー化 教育総務課

芦辺中学校屋内運動場改修事業 外壁及び屋根防水改修、非構造部材（バスケットゴール等）撤去、玄関バリアフリー化 教育総務課

壱岐市安全・安心住まいづくり支援事業 木造住宅の耐震化を促進するため、耐震診断、改修計画、改修工事にかかる費用の一部を補助する事業 建設課

壱岐市民間建築物耐震化支援事業 民間の特定既存耐震不適格建築物の耐震診断にかかる必要の一部を補助する事業 建設課

住宅・建築物安全ストック形成事業 建築物の耐震化に関する事業 建設課

地域住宅計画に基づく事業
災害に強いまちづくりを進めるため、公営住宅等整備事業、公営住宅等ストック総合改善事業、優良建築物等整
備事業、住宅・建築物安全ストック形成事業を推進する。

建設課

防火指導・広報
多数の者が出入りする防火対象物の出火防止対策を図るため、防火対策の強化（消防計画、消火・避難・通報訓
練の実施、消防用設備等の設置・維持管理等）、防火管理者や防火担当者に向けた継続的な指導を行う。
また防火対象物と合同で行う、総合訓練を実施する。

消防本部
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個別の事業名 事業概要 指標名 担当部局

1-3)　広域にわたる大規模津波等による多数の死者の発生

大久保漁港海岸保全施設整備事業 海岸の老朽化対策のため、長寿命化計画を策定するとともに整備を行う。 長寿命化計画の策定 水産課

渡良漁港海岸保全施設整備事業 海岸の老朽化対策のため、長寿命化計画を策定するとともに整備を行う。 長寿命化計画の策定 水産課

母ヶ浦漁港海岸保全施設整備事業 海岸の老朽化対策のため、長寿命化計画を策定するとともに整備を行う。 長寿命化計画の策定 水産課

湯ノ本漁港海岸保全施設整備事業 海岸の老朽化対策のため、長寿命化計画を策定するとともに整備を行う。 長寿命化計画の策定 水産課

箱崎前浦漁港海岸保全施設整備事業 海岸の老朽化対策のため、長寿命化計画を策定するとともに整備を行う。 長寿命化計画の策定 水産課

八幡浦漁港海岸保全施設整備事業 海岸の老朽化対策のため、長寿命化計画を策定するとともに整備を行う。 長寿命化計画の策定 水産課

山崎漁港海岸保全施設整備事業 海岸の老朽化対策のため、長寿命化計画を策定するとともに整備を行う。 長寿命化計画の策定 水産課

ハザードマップの作成
県が作成している「土砂災害警戒区域区域」等のデータを基に土砂災害等ハザードマップを作成し、市民へ周知
する。

ハザードマップの作成 危機管理課

1-5)　土砂災害等による多数の死傷者の発生のみならず、その後長期にわたり国土の脆弱性が高まる事態

復旧治山事業 災害により被災した森林を復旧し、山地災害の発生を防止し民生の安定を図る。（薮田） 農林課

予防治山事業 被災の恐れがある森林を保護し、山地災害の発生を防止し民生の安定を図る。（串山） 農林課

浜田川通常砂防事業
事業年度：H27～R5
総事業費：470,000千円
事業概要：砂防ダム整備 N=1.0基

建設課

谷江地区地すべり対策事業
事業年度：H24～R3
総事業費：500,000千円
事業概要：地すべり対策工 N=1.0式

建設課

今井崎地区急傾斜地崩壊対策事業
事業年度：H22～R4
総事業費：180,000千円
事業概要：法面対策工 A=960.0㎡

建設課

長崎離島圏域急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業
事業年度：H27～H31
総事業費：211,500千円
事業概要：法面対策工 A=2,100.0㎡

建設課

若宮地区急傾斜地崩壊対策事業
事業年度：H23～H31
総事業費：73,000千円
事業概要：法面対策工 A=400.0㎡

建設課

木落（２）地区急傾斜地崩壊対策事業
事業年度：H26～R2
総事業費：95,000千円
事業概要：法面対策工 A=500.0㎡

建設課

1-6)　情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生

情報伝達訓練
ＦＭ告知放送や防災メールを用いた情報伝達、広報車による情報伝達などの情報伝達訓練等を実施して、緊急
時における情報伝達体制の充実強化を図る。

消防本部

告知放送システムの更新 今後、製造中止により使用不可能となる告知放送システムを更新する。 告知放送システムの更新 危機管理課

目標2　大規模災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行われる

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間の停止

郷ノ浦港改修事業 老朽化対策による港湾施設を整備する。
港湾施設の整備
（老朽化対策）

水産課

勝本港改修事業 老朽化対策による港湾施設を整備する。
港湾施設の整備
（老朽化対策）

水産課

印通寺港改修事業 老朽化対策による港湾施設を整備する。
港湾施設の整備
（老朽化対策）

水産課

備蓄品の確保 「災害時の物資備蓄等に関する基本方針」に基づき、備蓄目標品目の必要数量を確保する。 備蓄量の目標 危機管理課

上水道施設・管路の耐震化、水道事業運営基盤強化推進等事業
更新時期を迎えた水道施設が多く、大規模自然災害発生時は安定した水道の確保が困難な状況になると考えら
れる。本事業により運転管理及び監視水準を維持することで、災害時の早期復旧を図る。

設備等更新率 上下水道課
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個別の事業名 事業概要 指標名 担当部局

2-2)　避難所等の機能不全などにより被災者の生活が困難となる事態

避難所運営マニュアルの作成
災害時における要支援・要配慮者（高齢者、障害者、妊産婦等）のニーズを把握し、必要な物資や衛生・プライバ
シー等に関する意見を反映できるよう、高齢者、障害者、女性等、多様な主体の参画を図り、社協災害ボランティ
アセンターをはじめとする関係機関が連携し、避難者運営マニュアルを作成する。

市民福祉課

認定こども園、保育所等の施設における入所児童に必要な
水・食料等の備蓄

　入所児童等の生命維持に必要な水・食料、生活必需品等３日分の備蓄を促進する。
３日分の水・食料及び
生活必需品の備蓄

こども家庭課

避難所設営・マニュアルの作成 地域住民による主体的な避難所運営に資する避難所設営・マニュアルを作成する。 マニュアルの作成 危機管理課

避難行動要支援者個別支援計画の策定 避難行動要支援者名簿を基に、個別支援計画を策定する。 個別支援計画の策定 危機管理課

ペット受入可能な避難所の確保 国や県のガイドラインに基づき、ペットを受け入れることが、可能な避難所を確保する。
ペット受入可能な

避難所の選定
危機管理課

2-3)　多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生

一般県道湯ノ本芦辺線道路災害防除事業
事業年度：H30～R3
総事業費：80,000千円
事業概要：法面対策工 A=1,400.0㎡

建設課

一般県道湯ノ本芦辺線道路改良事業（立石南工区）
事業年度：H24～R2
総事業費：1,180,000千円
事業概要：道路改良 L=1,290.0m

建設課

一般県道渡良浦初瀬線道路改良事業（坪触工区）
事業年度：H27～R5
総事業費：1,850,000千円
事業概要：道路改良 L=2,300.0m

建設課

一般県道湯ノ本芦辺線道路改良事業（中野～芦辺工区）
事業年度：H30～R6
総事業費：1,000,000千円
事業概要：道路改良 L=3,000.0m

建設課

一般県道渡良浦初瀬線道路改良事業（渡良浦工区）
事業年度：H30～R5
総事業費：350,000千円
事業概要：道路改良 L=490.0m

建設課

１級市道住吉湯ノ本線道路改良事業（立石仲工区）
事業年度：H21～R3
総事業費：545,000千円
事業概要：道路改良 L=1,640.0m

建設課

１級市道黒崎線道路改良事業（新田工区）
事業年度：H29～R7
総事業費：550,000千円
事業概要：道路改良 L=2,000.0m

建設課

２級市道谷江本線道路改良事業
事業年度：H15～R2
総事業費：530,000千円
事業概要：道路改良 L=1,050.0m

建設課

１級市道中山干拓中央線道路改良事業
事業年度：R2～R4
総事業費：60,000千円
事業概要：道路改良 L=150.0m

建設課

１級市道住吉船橋線道路改良事業
事業年度：H31～R8
総事業費：300,000千円
事業概要：道路改良 L=1,200.0m

建設課

１級市道本村神里線道路改良事業
事業年度：H17～R3
総事業費：500,000千円
事業概要：道路改良 L=2,200.0m

建設課

１級市道山崎線道路改良事業
事業年度：H26～R5
総事業費：230,000千円
事業概要：道路改良 L=800.0m

建設課

１級市道深江筒城線道路改良事業
事業年度：H30～R6
総事業費：215,000千円
事業概要：道路改良 L=800.0m

建設課
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個別の事業名 事業概要 指標名 担当部局

１級市道商高国分線道路改良事業
事業年度：R2～R8
総事業費：250,000千円
事業概要：道路改良 L=1,200.0m

建設課

１級市道新城諸津線道路改良事業
事業年度：H31～R7
総事業費：120,000千円
事業概要：道路改良 L=500.0m

建設課

一般国道382号交通安全施設整備事業（池田東工区）
事業年度：H29～R3
総事業費：350,000千円
事業概要：歩道整備 L=540.0m

建設課

主要地方道勝本石田線交通安全施設整備事業（諸吉工区）
事業年度：H31～R4
総事業費：200,000千円
事業概要：歩道整備 L=280.0m

建設課

一般国道382号交通安全施設整備事業（平人触）
事業年度：H27～R5
総事業費：201,000千円
事業概要：道路改良 L=440.0m

建設課

壱岐市管内市道歩道整備事業
事業年度：H24～R5
総事業費：300,000千円
事業概要：歩道整備 L=1,000.0m

建設課

１級市道釘ノ尾塩谷線他１０線法面補修事業
事業年度：H31～R3
総事業費：129,000千円
事業概要：法面補修 N=11.0箇所

建設課

壱岐市管内橋梁補修事業
事業年度：H24～R10
総事業費：200,000千円
事業概要：橋梁補修 N=1.0式

建設課

八幡浦地区地方改善施設整備事業
事業年度：H27～R3
総事業費：45,000千円
事業概要：道路改良 L=1,010.0m

建設課

避難者への避難所情報の提供 旅行者（外国人を含む）避難者への避難所の位置情報を提供するため、避難所標識を設置する。 避難所標識の設置 危機管理課

2-4)　消防の被災等による救助・救急活動等の絶対的な不足

消防団の充実・強化
消防団救助能力向上資機材緊急整備事業

消防団員の増員、技術・知識の向上、施設や資機材の更新・整備を行い、地域の消防力の強化。 消防本部

消防力の整備
消防力の整備指針に応じた消防力の確保のため、車両・資機材の更新・整備など計画的に行う。
消防水利の維持・管理、建設。 消防本部

応急手当体制の整備 応急手当講習・普通救命講習の普及啓発活動を行い、応急手当の正しい知識と技術を習得してもらう。 消防本部

2-5)　救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の長期間の途絶

一般県道湯ノ本芦辺線道路災害防除事業
事業年度：H30～R3
総事業費：80,000千円
事業概要：法面対策工 A=1,400.0㎡

建設課

一般県道湯ノ本芦辺線道路改良事業（立石南工区）
事業年度：H24～R2
総事業費：1,180,000千円
事業概要：道路改良 L=1,290.0m

建設課

一般県道渡良浦初瀬線道路改良事業（坪触工区）
事業年度：H27～R5
総事業費：1,850,000千円
事業概要：道路改良 L=2,300.0m

建設課

一般県道湯ノ本芦辺線道路改良事業（中野～芦辺工区）
事業年度：H30～R6
総事業費：1,000,000千円
事業概要：道路改良 L=3,000.0m

建設課

一般県道渡良浦初瀬線道路改良事業（渡良浦工区）
事業年度：H30～R5
総事業費：350,000千円
事業概要：道路改良 L=490.0m

建設課

4



個別の事業名 事業概要 指標名 担当部局

１級市道住吉湯ノ本線道路改良事業（立石仲工区）
事業年度：H21～R3
総事業費：545,000千円
事業概要：道路改良 L=1,640.0m

建設課

１級市道黒崎線道路改良事業（新田工区）
事業年度：H29～R7
総事業費：550,000千円
事業概要：道路改良 L=2,000.0m

建設課

２級市道谷江本線道路改良事業
事業年度：H15～R2
総事業費：530,000千円
事業概要：道路改良 L=1,050.0m

建設課

１級市道中山干拓中央線道路改良事業
事業年度：R2～R4
総事業費：60,000千円
事業概要：道路改良 L=150.0m

建設課

１級市道住吉船橋線道路改良事業
事業年度：H31～R8
総事業費：300,000千円
事業概要：道路改良 L=1,200.0m

建設課

１級市道本村神里線道路改良事業
事業年度：H17～R3
総事業費：500,000千円
事業概要：道路改良 L=2,200.0m

建設課

１級市道山崎線道路改良事業
事業年度：H26～R5
総事業費：230,000千円
事業概要：道路改良 L=800.0m

建設課

１級市道深江筒城線道路改良事業
事業年度：H30～R6
総事業費：215,000千円
事業概要：道路改良 L=800.0m

建設課

１級市道商高国分線道路改良事業
事業年度：R2～R8
総事業費：250,000千円
事業概要：道路改良 L=1,200.0m

建設課

１級市道新城諸津線道路改良事業
事業年度：H31～R7
総事業費：120,000千円
事業概要：道路改良 L=500.0m

建設課

１級市道釘ノ尾塩谷線他１０線法面補修事業
事業年度：H31～R3
総事業費：129,000千円
事業概要：法面補修 N=11.0箇所

建設課

壱岐市管内橋梁補修事業
事業年度：H24～R10
総事業費：200,000千円
事業概要：橋梁補修 N=1.0式

建設課

八幡浦地区地方改善施設整備事業
事業年度：H27～R3
総事業費：45,000千円
事業概要：道路改良 L=1,010.0m

建設課

非常電源の設置 災害対応の拠点となる消防施設の電力供給が途絶する可能性があるため、非常電源の設置を進める。 消防本部

石油業協同組合との協定 エネルギー供給が長期間途絶する可能性があるため、石油業協同組合との協定締結を行う。 消防本部

2-6)　医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶による医療機関の麻痺

一般県道湯ノ本芦辺線道路災害防除事業
事業年度：H30～R3
総事業費：80,000千円
事業概要：法面対策工 A=1,400.0㎡

建設課

一般県道湯ノ本芦辺線道路改良事業（立石南工区）
事業年度：H24～R2
総事業費：1,180,000千円
事業概要：道路改良 L=1,290.0m

建設課

一般県道渡良浦初瀬線道路改良事業（坪触工区）
事業年度：H27～R5
総事業費：1,850,000千円
事業概要：道路改良 L=2,300.0m

建設課
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個別の事業名 事業概要 指標名 担当部局

一般県道湯ノ本芦辺線道路改良事業（中野～芦辺工区）
事業年度：H30～R6
総事業費：1,000,000千円
事業概要：道路改良 L=3,000.0m

建設課

一般県道渡良浦初瀬線道路改良事業（渡良浦工区）
事業年度：H30～R5
総事業費：350,000千円
事業概要：道路改良 L=490.0m

建設課

１級市道住吉湯ノ本線道路改良事業（立石仲工区）
事業年度：H21～R3
総事業費：545,000千円
事業概要：道路改良 L=1,640.0m

建設課

１級市道黒崎線道路改良事業（新田工区）
事業年度：H29～R7
総事業費：550,000千円
事業概要：道路改良 L=2,000.0m

建設課

２級市道谷江本線道路改良事業
事業年度：H15～R2
総事業費：530,000千円
事業概要：道路改良 L=1,050.0m

建設課

１級市道中山干拓中央線道路改良事業
事業年度：R2～R4
総事業費：60,000千円
事業概要：道路改良 L=150.0m

建設課

１級市道住吉船橋線道路改良事業
事業年度：H31～R8
総事業費：300,000千円
事業概要：道路改良 L=1,200.0m

建設課

１級市道本村神里線道路改良事業
事業年度：H17～R3
総事業費：500,000千円
事業概要：道路改良 L=2,200.0m

建設課

１級市道山崎線道路改良事業
事業年度：H26～R5
総事業費：230,000千円
事業概要：道路改良 L=800.0m

建設課

１級市道深江筒城線道路改良事業
事業年度：H30～R6
総事業費：215,000千円
事業概要：道路改良 L=800.0m

建設課

１級市道商高国分線道路改良事業
事業年度：R2～R8
総事業費：250,000千円
事業概要：道路改良 L=1,200.0m

建設課

１級市道新城諸津線道路改良事業
事業年度：H31～R7
総事業費：120,000千円
事業概要：道路改良 L=500.0m

建設課

１級市道釘ノ尾塩谷線他１０線法面補修事業
事業年度：H31～R3
総事業費：129,000千円
事業概要：法面補修 N=11.0箇所

建設課

壱岐市管内橋梁補修事業
事業年度：H24～R10
総事業費：200,000千円
事業概要：橋梁補修 N=1.0式

建設課

八幡浦地区地方改善施設整備事業
事業年度：H27～R3
総事業費：45,000千円
事業概要：道路改良 L=1,010.0m

建設課

応急手当体制の整備
応急手当講習・普通救命講習の普及啓発活動を行い、自らが命を守る主体者として適切な行動がとれるようにす
るとともに、地域防災力の向上を図る。

普通救命講習受講者数 消防本部

2-7)　被災地における疫病・感染症等の大規模な発生

合併処理浄化槽設置整備事業 下水道区域外においてくみ取り式トイレや単独浄化槽から合併処理浄化槽への転換の推進をする。 普及率 上下水道課

目標3　大規模災害発生直後から必要不可欠な行政機能は確保する

3-3)　壱岐市内の行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下
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個別の事業名 事業概要 指標名 担当部局

一般県道湯ノ本芦辺線道路災害防除事業
事業年度：H30～R3
総事業費：80,000千円
事業概要：法面対策工 A=1,400.0㎡

建設課

一般県道湯ノ本芦辺線道路改良事業（立石南工区）
事業年度：H24～R2
総事業費：1,180,000千円
事業概要：道路改良 L=1,290.0m

建設課

一般県道渡良浦初瀬線道路改良事業（坪触工区）
事業年度：H27～R5
総事業費：1,850,000千円
事業概要：道路改良 L=2,300.0m

建設課

一般県道湯ノ本芦辺線道路改良事業（中野～芦辺工区）
事業年度：H30～R6
総事業費：1,000,000千円
事業概要：道路改良 L=3,000.0m

建設課

一般県道渡良浦初瀬線道路改良事業（渡良浦工区）
事業年度：H30～R5
総事業費：350,000千円
事業概要：道路改良 L=490.0m

建設課

１級市道住吉湯ノ本線道路改良事業（立石仲工区）
事業年度：H21～R3
総事業費：545,000千円
事業概要：道路改良 L=1,640.0m

建設課

１級市道黒崎線道路改良事業（新田工区）
事業年度：H29～R7
総事業費：550,000千円
事業概要：道路改良 L=2,000.0m

建設課

２級市道谷江本線道路改良事業
事業年度：H15～R2
総事業費：530,000千円
事業概要：道路改良 L=1,050.0m

建設課

１級市道中山干拓中央線道路改良事業
事業年度：R2～R4
総事業費：60,000千円
事業概要：道路改良 L=150.0m

建設課

１級市道住吉船橋線道路改良事業
事業年度：H31～R8
総事業費：300,000千円
事業概要：道路改良 L=1,200.0m

建設課

１級市道本村神里線道路改良事業
事業年度：H17～R3
総事業費：500,000千円
事業概要：道路改良 L=2,200.0m

建設課

１級市道山崎線道路改良事業
事業年度：H26～R5
総事業費：230,000千円
事業概要：道路改良 L=800.0m

建設課

１級市道深江筒城線道路改良事業
事業年度：H30～R6
総事業費：215,000千円
事業概要：道路改良 L=800.0m

建設課

１級市道商高国分線道路改良事業
事業年度：R2～R8
総事業費：250,000千円
事業概要：道路改良 L=1,200.0m

建設課

１級市道新城諸津線道路改良事業
事業年度：H31～R7
総事業費：120,000千円
事業概要：道路改良 L=500.0m

建設課

一般国道382号交通安全施設整備事業（池田東工区）
事業年度：H29～R3
総事業費：350,000千円
事業概要：歩道整備 L=540.0m

建設課

主要地方道勝本石田線交通安全施設整備事業（諸吉工区）
事業年度：H31～R4
総事業費：200,000千円
事業概要：歩道整備 L=280.0m

建設課
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個別の事業名 事業概要 指標名 担当部局

一般国道382号交通安全施設整備事業（平人触）
事業年度：H27～R5
総事業費：201,000千円
事業概要：道路改良 L=440.0m

建設課

壱岐市管内市道歩道整備事業
事業年度：H24～R5
総事業費：300,000千円
事業概要：歩道整備 L=1,000.0m

建設課

１級市道釘ノ尾塩谷線他１０線法面補修事業
事業年度：H31～R3
総事業費：129,000千円
事業概要：法面補修 N=11.0箇所

建設課

壱岐市管内橋梁補修事業
事業年度：H24～R10
総事業費：200,000千円
事業概要：橋梁補修 N=1.0式

建設課

八幡浦地区地方改善施設整備事業
事業年度：H27～R3
総事業費：45,000千円
事業概要：道路改良 L=1,010.0m

建設課

郷ノ浦港改修事業 海上ネットワークの拠点となる港湾を整備する。 港湾施設の整備 水産課

勝本港改修事業 海上ネットワークの拠点となる港湾を整備する。 港湾施設の整備 水産課

印通寺港改修事業 海上ネットワークの拠点となる港湾を整備する。 港湾施設の整備 水産課

目標4　大規模災害発生直後から必要不可欠な情報通信機能は確保する

4-2)　テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達できない事態

壱岐市ケーブルテレビ施設減災害のための予防保守事業
施設の予防保守により、災害時の障害リスクを減らす対策をとる。また、災害時に備え、施設の機能を分散する事
により、災害時の障害範囲を減らすことが可能である。また、災害時の代替手段の確保並びに冗長化などの早期
整備を実現する。

施設の点検 政策企画課

壱岐市ケーブルテレビ施設減災害のための予防保守事業
施設の予防保守により、災害時の障害リスクを減らす対策をとる。また、災害時に備え、施設の機能を分散する事
により、災害時の障害範囲を減らすことが可能である。また、災害時の代替手段の確保並びに冗長化などの早期
整備を実現する。

点検結果による予防保守
の実施

政策企画課

目標5　大規模災害発生後であっても、経済活動（サプライチェーンを含む）を機能不全に陥らせない

5-1)　サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下に伴う競争力の低下

中小企業等の経営基盤強化 被災事業者に対する資金繰り改善策を効果的に行うため、制度融資等の充実を図る。 商工振興課

中小企業等の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定・活用 被災事業者の事業継続を可能とするために事業継続計画（ＢＣＰ）の策定促進を図る。 商工振興課

5-4)　海上輸送の機能の停止による内外貿易への甚大な影響

芦辺漁港水産生産基盤整備事業 生産性の向上に資する漁港を整備する。 漁港施設の整備 水産課

大島漁港水産生産基盤整備事業 生産性の向上に資する漁港を整備する。 漁港施設の整備 水産課

初瀬漁港水産基盤整備事業 生産性の向上に資する漁港を整備する。 漁港施設の整備 水産課

渡良漁港水産基盤整備事業 生産性の向上に資する漁港を整備する。 漁港施設の整備 水産課

箱崎前浦漁港水産基盤整備事業 生産性の向上に資する漁港を整備する。 漁港施設の整備 水産課

八幡浦漁港水産基盤整備事業 生産性の向上に資する漁港を整備する。 漁港施設の整備 水産課

芦辺漁港水産生産基盤整備事業 老朽化対策による漁港施設を整備する。
漁港施設の整備
（老朽化対策）

水産課

大島漁港水産生産基盤整備事業 老朽化対策による漁港施設を整備する。
漁港施設の整備
（老朽化対策）

水産課

大久保漁港水産基盤整備事業 老朽化対策による漁港施設を整備する。
漁港施設の整備
（老朽化対策）

水産課

渡良漁港水産基盤整備事業 老朽化対策による漁港施設を整備する。
漁港施設の整備
（老朽化対策）

水産課

箱崎前浦漁港水産基盤整備事業 老朽化対策による漁港施設を整備する。
漁港施設の整備
（老朽化対策）

水産課
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個別の事業名 事業概要 指標名 担当部局

八幡浦漁港水産基盤整備事業 老朽化対策による漁港施設を整備する。
漁港施設の整備
（老朽化対策）

水産課

5-5)　基幹的陸上海上交通ネットワークの機能停止

一般県道湯ノ本芦辺線道路災害防除事業
事業年度：H30～R3
総事業費：80,000千円
事業概要：法面対策工 A=1,400.0㎡

建設課

一般県道湯ノ本芦辺線道路改良事業（立石南工区）
事業年度：H24～R2
総事業費：1,180,000千円
事業概要：道路改良 L=1,290.0m

建設課

一般県道渡良浦初瀬線道路改良事業（坪触工区）
事業年度：H27～R5
総事業費：1,850,000千円
事業概要：道路改良 L=2,300.0m

建設課

一般県道湯ノ本芦辺線道路改良事業（中野～芦辺工区）
事業年度：H30～R6
総事業費：1,000,000千円
事業概要：道路改良 L=3,000.0m

建設課

一般県道渡良浦初瀬線道路改良事業（渡良浦工区）
事業年度：H30～R5
総事業費：350,000千円
事業概要：道路改良 L=490.0m

建設課

１級市道住吉湯ノ本線道路改良事業（立石仲工区）
事業年度：H21～R3
総事業費：545,000千円
事業概要：道路改良 L=1,640.0m

建設課

１級市道黒崎線道路改良事業（新田工区）
事業年度：H29～R7
総事業費：550,000千円
事業概要：道路改良 L=2,000.0m

建設課

２級市道谷江本線道路改良事業
事業年度：H15～R2
総事業費：530,000千円
事業概要：道路改良 L=1,050.0m

建設課

１級市道中山干拓中央線道路改良事業
事業年度：R2～R4
総事業費：60,000千円
事業概要：道路改良 L=150.0m

建設課

１級市道住吉船橋線道路改良事業
事業年度：H31～R8
総事業費：300,000千円
事業概要：道路改良 L=1,200.0m

建設課

１級市道本村神里線道路改良事業
事業年度：H17～R3
総事業費：500,000千円
事業概要：道路改良 L=2,200.0m

建設課

１級市道山崎線道路改良事業
事業年度：H26～R5
総事業費：230,000千円
事業概要：道路改良 L=800.0m

建設課

１級市道深江筒城線道路改良事業
事業年度：H30～R6
総事業費：215,000千円
事業概要：道路改良 L=800.0m

建設課

１級市道商高国分線道路改良事業
事業年度：R2～R8
総事業費：250,000千円
事業概要：道路改良 L=1,200.0m

建設課

１級市道新城諸津線道路改良事業
事業年度：H31～R7
総事業費：120,000千円
事業概要：道路改良 L=500.0m

建設課

１級市道釘ノ尾塩谷線他１０線法面補修事業
事業年度：H31～R3
総事業費：129,000千円
事業概要：法面補修 N=11.0箇所

建設課
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個別の事業名 事業概要 指標名 担当部局

壱岐市管内橋梁補修事業
事業年度：H24～R10
総事業費：200,000千円
事業概要：橋梁補修 N=1.0式

建設課

八幡浦地区地方改善施設整備事業
事業年度：H27～R3
総事業費：45,000千円
事業概要：道路改良 L=1,010.0m

建設課

5-6)　食料等の安定供給の停滞

強い農業・担い手づくり総合支援交付金
産地の収益力強化と担い手の経営発展を推進するため、産地・担い手の発展の状況に応じて、必要な農業用機
械・施設の導入を農業経営体の規模に応じ切れ目なく支援する。

農林課

郷ノ浦港改修事業 水産物の生産・流通機能を有する港を整備する。 港湾施設の整備 水産課

勝本港改修事業 水産物の生産・流通機能を有する港を整備する。 港湾施設の整備 水産課

印通寺港改修事業 水産物の生産・流通機能を有する港を整備する。 港湾施設の整備 水産課

目標6　大規模災害発生後であっても、生活・経済活動に必要最低限の電気、上下水道、燃料、交通ネットワーク等を確保するとともに、これらの早期復旧を図る

6-3)　汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止

公共下水道ストックマネジメント基本計画策定
ストックマネジメント基本計画策定後、総合的な施設の修繕改築を実施し老朽化による機能停止リスクを軽減す
る。

上下水道課

漁業集落排水処理施設機能保全計画策定 機能保全計画策定後、総合的な施設の修繕改築を実施し老朽化による機能停止リスクを軽減する。 上下水道課

6-4)　地域交通ネットワークが分断する事態

農山漁村地域整備交付金（保全対策）
離島における農道施設等の道路ストックの個別施設計画を策定し、道路施設の長寿命化を図るため計画的な維
持更新対策を推進する。

農林課

農山漁村地域整備交付金農地整備事業（立石農道） 離島における道路交通施設の災害対応力を強化するため、道路の防災、長寿命化を図る。 農林課

一般県道湯ノ本芦辺線道路災害防除事業
事業年度：H30～R3
総事業費：80,000千円
事業概要：法面対策工 A=1,400.0㎡

建設課

一般県道湯ノ本芦辺線道路改良事業（立石南工区）
事業年度：H24～R2
総事業費：1,180,000千円
事業概要：道路改良 L=1,290.0m

建設課

一般県道渡良浦初瀬線道路改良事業（坪触工区）
事業年度：H27～R5
総事業費：1,850,000千円
事業概要：道路改良 L=2,300.0m

建設課

一般県道湯ノ本芦辺線道路改良事業（中野～芦辺工区）
事業年度：H30～R6
総事業費：1,000,000千円
事業概要：道路改良 L=3,000.0m

建設課

一般県道渡良浦初瀬線道路改良事業（渡良浦工区）
事業年度：H30～R5
総事業費：350,000千円
事業概要：道路改良 L=490.0m

建設課

１級市道住吉湯ノ本線道路改良事業（立石仲工区）
事業年度：H21～R3
総事業費：545,000千円
事業概要：道路改良 L=1,640.0m

建設課

１級市道黒崎線道路改良事業（新田工区）
事業年度：H29～R7
総事業費：550,000千円
事業概要：道路改良 L=2,000.0m

建設課

２級市道谷江本線道路改良事業
事業年度：H15～R2
総事業費：530,000千円
事業概要：道路改良 L=1,050.0m

建設課

１級市道中山干拓中央線道路改良事業
事業年度：R2～R4
総事業費：60,000千円
事業概要：道路改良 L=150.0m

建設課
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個別の事業名 事業概要 指標名 担当部局

１級市道住吉船橋線道路改良事業
事業年度：H31～R8
総事業費：300,000千円
事業概要：道路改良 L=1,200.0m

建設課

１級市道本村神里線道路改良事業
事業年度：H17～R3
総事業費：500,000千円
事業概要：道路改良 L=2,200.0m

建設課

１級市道山崎線道路改良事業
事業年度：H26～R5
総事業費：230,000千円
事業概要：道路改良 L=800.0m

建設課

１級市道深江筒城線道路改良事業
事業年度：H30～R6
総事業費：215,000千円
事業概要：道路改良 L=800.0m

建設課

１級市道商高国分線道路改良事業
事業年度：R2～R8
総事業費：250,000千円
事業概要：道路改良 L=1,200.0m

建設課

１級市道新城諸津線道路改良事業
事業年度：H31～R7
総事業費：120,000千円
事業概要：道路改良 L=500.0m

建設課

一般国道382号交通安全施設整備事業（池田東工区）
事業年度：H29～R3
総事業費：350,000千円
事業概要：歩道整備 L=540.0m

建設課

主要地方道勝本石田線交通安全施設整備事業（諸吉工区）
事業年度：H31～R4
総事業費：200,000千円
事業概要：歩道整備 L=280.0m

建設課

一般国道382号交通安全施設整備事業（平人触）
事業年度：H27～R5
総事業費：201,000千円
事業概要：道路改良 L=440.0m

建設課

壱岐市管内市道歩道整備事業
事業年度：H24～R5
総事業費：300,000千円
事業概要：歩道整備 L=1,000.0m

建設課

１級市道釘ノ尾塩谷線他１０線法面補修事業
事業年度：H31～R3
総事業費：129,000千円
事業概要：法面補修 N=11.0箇所

建設課

壱岐市管内橋梁補修事業
事業年度：H24～R10
総事業費：200,000千円
事業概要：橋梁補修 N=1.0式

建設課

八幡浦地区地方改善施設整備事業
事業年度：H27～R3
総事業費：45,000千円
事業概要：道路改良 L=1,010.0m

建設課

6-5)　異常渇水等により用水の供給の途絶

農業水路等長寿命化・防災減災事業（農水管路）
農業水路等長寿命化・防災減災事業（ダム改修）

農業水利施設等の既存かんがい施設を有効活用するため、管路の改修およびダム施設の改修を行う。 農林課

目標7　制御不能な二次災害を発生させない

7-1)　市街地での大規模火災の発生

住宅用火災警報器の普及促進
火災発生時の逃げ遅れによる被害を防止するために、設置が義務付けられた全ての箇所への住宅用火災警報
器の設置を促進するとともに、適切な維持管理や交換に関する啓発活動を行う。
高齢者家庭等に積極的に普及促進を行う。

住宅用火災警報器充足率 消防本部

防火指導・広報
市民の防火に関する知識や意識の向上を図るため、広報誌等に防火に関する記事を掲載する。また、各種防火
イベントや防火訪問を行い、防火啓発活動を行う。
自主防災組織の活動や訓練等を通じて市民の防災意識向上に努める。

消防本部
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個別の事業名 事業概要 指標名 担当部局

消防力の整備
消防力の整備指針に応じた消防力の確保のため、車両・資機材の更新・整備など計画的に行う。
消防水利の維持・管理、建設。 防火水槽設置数 消防本部

消防団の充実・強化
消防団救助能力向上資機材緊急整備事業

消防団員の増員、技術・知識の向上、施設や資機材の更新・整備を行い、地域の消防力の強化。
消防団協力事業所などサポート環境を促進し、消防団員の確保及び活動しやすい環境を整える。

消防団員数 消防本部

7-3)　沿線・沿道の建物倒壊による直接的な被害及び交通麻痺

壱岐市安全・安心住まいづくり支援事業 木造住宅の耐震化を促進するため、耐震診断、改修計画、改修工事にかかる費用の一部を補助する事業 建設課

壱岐市民間建築物耐震化支援事業 民間の特定既存耐震不適格建築物の耐震診断にかかる必要の一部を補助する事業 建設課

住宅・建築物安全ストック形成事業 建築物の耐震化に関する事業 建設課

地域住宅計画に基づく事業
災害に強いまちづくりを進めるため、公営住宅等整備事業、公営住宅等ストック総合改善事業、優良建築物等整
備事業、住宅・建築物安全ストック形成事業を推進する。

建設課

7-4)　ため池、ダム、防災施設、天然ダム等の損壊・機能不全による二次災害の発生

農村地域防災減災事業（ため池整備）
土地改良施設維持管理適正化事業（ため池補修）

農業用ため池の耐震化や老朽ため池の改修を行う。 農林課

農村地域防災減災事業（ため池調査計画）
令和元年７月１日に「農業用ため池の管理および保全に関する法律」の施行に伴い、防災重点ため池の点検調
査を行う。

農林課

7-5)　原子力発電所の事故に伴う放射線物質の放出による甚大な影響

芦辺漁港災害に強い漁業地域づくり事業
原子力災害において、全住民が避難しなければならない事態に備え、島外への避難が円滑に実施できるように避
難拠点港の整備を行う必要がある。

避難拠点港の整備 水産課

7-6)　農地・森林等の荒廃による被害の拡大

農地中間管理機構関連農地整備事業（木田地区）
耕作放棄地を増やさないよう、農地の貸し借りによる農地の流動化を行い、農業の担い手に集約し、持続可能な
農業経営を推進するため、圃場整備事業を実施する。

農林課

鳥獣被害防止総合対策交付金
有害鳥獣（クリハラリス、カラス、シカ、カモ、イノシシ等）による農作物や森林等への被害防止のため、銃器・わな
等を使用し駆除を行う。

農林課

森林・山林多面的機能発揮対策交付金 森林組合や林業振興団体が実施する森林整備に対し補助する。 農林課

保育事業 森林組合や林業振興団体が実施する保安林整備に対し補助する。（筒城・錦浜・棚田） 農林課

目標8　大規模災害発生後であっても、地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件を整備する

8-1)　大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態

ストックヤードの整備

○災害廃棄物の発生量の推計に合わせ、災害廃棄物を仮置きするためのストックヤードを確保する。また、災害
廃棄物処理計画の実効性の向上に向けた教育訓練による人材育成を図るよう国の災害廃棄物対策指針に基づ
き行っていく。

ストックヤードの整備 環境衛生課

ストックヤードの整備

一般廃棄物最終処分
場の閉鎖及び廃棄物
処理施設の基幹的設
備改良事業等

ストックヤードの整備

○災害廃棄物の発生量の推計に合わせ、災害廃棄物を仮置きするためのストックヤードを確保する。また、災害
廃棄物処理計画の実効性の向上に向けた教育訓練による人材育成を図るよう国の災害廃棄物対策指針に基づ
き行っていく。

旧し尿処理施設の
解体撤去

環境衛生課

有害物質の大規模拡散・流出防止
○県と連携して、ＰＣＢやアスベスト等の有害物質に係る使用状況の実態や保管等の状況を保管し、有害物質に
係る情報と災害廃棄物対策を連動させた県及び市町における廃棄物処理計画を策定する。

有害物質の大規模
拡散・流出防止

環境衛生課

災害支援協定の締結
○災害廃棄物の広域処理に関する国及び九州各県の検討状況について、県と情報共有を図りながら、災害廃棄
物輸送方策等について、今後策定された県災害廃棄物処理計画等を参考に、市の災害廃棄物処理計画を策定
する。

災害支援協定の締結 環境衛生課

○災害廃棄物の発生量の推計に合わせ、災害廃棄物を仮置きするためのストックヤードを確保する。また、災害
廃棄物処理計画の実効性の向上に向けた教育訓練による人材育成を図るよう国の災害廃棄物対策指針に基づ
き行っていく。

環境衛生課
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個別の事業名 事業概要 指標名 担当部局

災害支援協定の締結
○災害廃棄物の広域処理に関する国及び九州各県の検討状況について、県と情報共有を図りながら、災害廃棄
物輸送方策等について、今後策定された県災害廃棄物処理計画等を参考に、市の災害廃棄物処理計画を策定
する。

災害廃棄物輸送方策等 環境衛生課

8-4)　道路等の基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態

無線システム導入事業
現在の光ケーブルを利用した施設は、風害の影響を受けやすいため、木々の倒木や末端の脆弱な伝送路などの
切断が発生すると復旧に時間を要するため、多目的に利用できる無線システムである地域BWAやローカル5Gの
活用を検討し、民間事業者との連携により、整備の推進を図る。

無線システムの計画策定 政策企画課

無線システム導入事業
現在の光ケーブルを利用した施設は、風害の影響を受けやすいため、木々の倒木や末端の脆弱な伝送路などの
切断が発生すると復旧に時間を要するため、多目的に利用できる無線システムである地域BWAやローカル5Gの
活用を検討し、民間事業者との連携により、整備の推進を図る。

事業主体企業等の選定 政策企画課

8-5)　広域地盤沈下等による広域・長期にわたる浸水被害の発生により復旧・復興が大幅に遅れる事態

農山漁村地域整備交付金（開口部対策）
農地海岸の開口部について、老朽化による高潮被害を防止するため、浸水被害を防止するための施設改修を行
う。

農林課

自然災害防止工事 農地海岸の老朽化により、地震、地盤沈下等による浸水被害を防止するため、護岸改修等を実施する。 農林課

汚水管埋設部路面本復旧工事 過年度布設分の汚水管埋設部に対して本舗装を行うことで交通路を確保する。 上下水道課

目標9　大規模災害が発生したとしても、本土からの孤立化を回避する

9-1)　離島のインフラ損壊による孤立地域の発生

一般県道湯ノ本芦辺線道路災害防除事業
事業年度：H30～R3
総事業費：80,000千円
事業概要：法面対策工 A=1,400.0㎡

建設課

一般県道湯ノ本芦辺線道路改良事業（立石南工区）
事業年度：H24～R2
総事業費：1,180,000千円
事業概要：道路改良 L=1,290.0m

建設課

一般県道渡良浦初瀬線道路改良事業（坪触工区）
事業年度：H27～R5
総事業費：1,850,000千円
事業概要：道路改良 L=2,300.0m

建設課

一般県道湯ノ本芦辺線道路改良事業（中野～芦辺工区）
事業年度：H30～R6
総事業費：1,000,000千円
事業概要：道路改良 L=3,000.0m

建設課

一般県道渡良浦初瀬線道路改良事業（渡良浦工区）
事業年度：H30～R5
総事業費：350,000千円
事業概要：道路改良 L=490.0m

建設課

１級市道住吉湯ノ本線道路改良事業（立石仲工区）
事業年度：H21～R3
総事業費：545,000千円
事業概要：道路改良 L=1,640.0m

建設課

１級市道黒崎線道路改良事業（新田工区）
事業年度：H29～R7
総事業費：550,000千円
事業概要：道路改良 L=2,000.0m

建設課

２級市道谷江本線道路改良事業
事業年度：H15～R2
総事業費：530,000千円
事業概要：道路改良 L=1,050.0m

建設課

１級市道中山干拓中央線道路改良事業
事業年度：R2～R4
総事業費：60,000千円
事業概要：道路改良 L=150.0m

建設課
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１級市道住吉船橋線道路改良事業
事業年度：H31～R8
総事業費：300,000千円
事業概要：道路改良 L=1,200.0m

建設課

１級市道本村神里線道路改良事業
事業年度：H17～R3
総事業費：500,000千円
事業概要：道路改良 L=2,200.0m

建設課

１級市道山崎線道路改良事業
事業年度：H26～R5
総事業費：230,000千円
事業概要：道路改良 L=800.0m

建設課

１級市道深江筒城線道路改良事業
事業年度：H30～R6
総事業費：215,000千円
事業概要：道路改良 L=800.0m

建設課

１級市道商高国分線道路改良事業
事業年度：R2～R8
総事業費：250,000千円
事業概要：道路改良 L=1,200.0m

建設課

１級市道新城諸津線道路改良事業
事業年度：H31～R7
総事業費：120,000千円
事業概要：道路改良 L=500.0m

建設課

一般国道382号交通安全施設整備事業（池田東工区）
事業年度：H29～R3
総事業費：350,000千円
事業概要：歩道整備 L=540.0m

建設課

主要地方道勝本石田線交通安全施設整備事業（諸吉工区）
事業年度：H31～R4
総事業費：200,000千円
事業概要：歩道整備 L=280.0m

建設課

一般国道382号交通安全施設整備事業（平人触）
事業年度：H27～R5
総事業費：201,000千円
事業概要：道路改良 L=440.0m

建設課

壱岐市管内市道歩道整備事業
事業年度：H24～R5
総事業費：300,000千円
事業概要：歩道整備 L=1,000.0m

建設課

１級市道釘ノ尾塩谷線他１０線法面補修事業
事業年度：H31～R3
総事業費：129,000千円
事業概要：法面補修 N=11.0箇所

建設課

壱岐市管内橋梁補修事業
事業年度：H24～R10
総事業費：200,000千円
事業概要：橋梁補修 N=1.0式

建設課

八幡浦地区地方改善施設整備事業
事業年度：H27～R3
総事業費：45,000千円
事業概要：道路改良 L=1,010.0m

建設課
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