
鏡石町
強靱化施策分野

担当課 数値指標（KPI) 策定時
目標値

（Ｒ３年度）
備考 再掲

1-1 1-1

① ●住宅・建築物の耐震化等 都市建設課・総務課

　＊住宅・建築物耐震診断（木造住宅等） 都市建設課 住宅の耐震化率（％） 66.8 － 国の施策による

　＊住宅・建築物耐震改修、不燃化促進 都市建設課 住宅の耐震化率（％） 67.9 － 国の施策による

　＊ブロック塀等の安全確保に関する事業 都市建設課 要綱等の整備 － － 国の施策による

　＊感震ブレーカー設置（防災） 都市建設課

　＊住宅用火災警報器の設置・促進 総務課 設置率（％） 70.61 90

② ●町有施設（役場庁舎等）の耐震化等 総務課・福祉こども課
健康環境課・教育課 3-1-②

　＊役場庁舎の耐震化 総務課 耐震化率（％） 84.03 100

　＊保育所の改築・耐震化 福祉こども課 耐震化率（％） 0 10

　＊町公民館及び地区集会所の耐震化 教育課・総務課 耐震化率（％） 100 100

　＊構造改善センター、鳥見山体育館の耐震化 教育課 耐震化率（％） 100 100

　＊保健センターの改築、耐震化 健康環境課 耐震化率（％） 耐震化、改築は未実施
耐震化、改築の検討

新施設への機能移転

　＊公営住宅（境・東町団地）の維持、耐震化 総務課 耐震化率（％） 100 100

　＊定住促進住宅の維持、耐震化 総務課 耐震化率（％） 100 100

　＊杉林団地の撤去 総務課 全体数35　解体数 4 6

　＊児童館・児童ふれあい交流館の耐震化 福祉こども課 耐震化率（％） 50 100

　＊図書館の耐震化 教育課 耐震化率（％） 100 100

　＊町民プールすいすいの耐震化 教育課 耐震化率（％） 100 100

　＊陸上競技場の整備・更新 教育課 耐震化率（％） 100 100
※改修計画を都市建設課と協議

検討

③ ●教育施設（学校等）の耐震化等 教育課

　＊学校施設・第一小学校（校舎・体育館等）の耐震化 教育課 学校施設の耐震化率（％） 100 100

　＊学校施設・第二小学校（校舎・体育館等）の耐震化 教育課 学校施設の耐震化率（％） 100 100

　＊学校施設・中学校（校舎・体育館等）の耐震化 教育課 学校施設の耐震化率（％） 100 100

　＊幼稚園の耐震化 教育課 耐震化率（％） 100 100

　＊第二小学校整備事業（老朽化対策） 教育課 大規模改修

　＊校舎等施設のバリアフリー化 教育課

 　＊文化財施設の保護等 教育課 パトロールや防火査察の回数 2 3

　＊学校における防災教育の充実 教育課 ※教科目内で実施

　＊幼稚園・小中学校の防災教育、防災訓練の継続的実施 教育課 訓練回数 1 1 ※教科目内で実施

④ ●社会福祉施設の耐震化等 福祉こども課・健康環境課 2-4-⑤

　＊老人福祉センターの改築、耐震化 福祉こども課 耐震化率（％） 0 20

　＊特別養護老人ホーム（鏡石ホーム）の耐震化 福祉こども課 耐震化率（％） 0 20

⑤ ●公立岩瀬病院との情報共有 健康環境課

　＊分担金・出資金の支出 健康環境課 分担金額

⑥ ●都市公園施設の減災対策・長寿命化、駅前広場の整備等 都市建設課・総務課
教育課 長寿命化対策完了箇所数 38 16

　＊各施設の長寿命化の推進 都市建設課

　＊鳥見山陸上競技場の施設更新 都市建設課

　＊鳥見山公園外の適正な維持管理 都市建設課 施設点検回数
日常点検：週１回、定期点検２カ月に

１回、遊具安全点検１年に１回 左記を毎年度実施

　＊緑化啓発 都市建設課

　＊都市計画マスタープラン（見直し） 都市建設課 策定有無 H25年度 R13年度

　＊鏡石駅東口広場の整備 総務課

　＊野球場の整備・適正な維持管理 教育課

　＊鳥見山体育館の耐震化・適正な維持管理 教育課

　＊多目的広場の適正な維持管理 教育課

　＊町民プールの適正な維持管理 教育課

都市整備・
都市開発分野

都市整備・
都市開発分野

教育・スポーツ・健康
づくり・文化振興分野

鏡石町の施策一覧

鏡石町施策

１　大規模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限図られる

地震等による建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や火災による死傷者の発生

都市整備・
都市開発分野

福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野
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鏡石町の施策一覧

鏡石町施策

⑦ ●幹線道路、橋梁施設の耐震対策（長寿命化）等 都市建設課・総務課 5-1-④､6-3-④

　＊幹線道路網の整備 都市建設課 整備率（％） 69 70

　＊道路の維持補修、定期的な点検 都市建設課 点検回数 24 24

　＊通学路の整備、補修 都市建設課

　＊排水施設等の整備 都市建設課

　＊歩道、側溝整備 都市建設課

　＊未舗装道路整備 都市建設課 箇所数 0 5

　＊ポケットパークの整備 都市建設課

　＊防火水槽の設置、耐震性防火水槽への更新、消防水利施設の整備 総務課 設置数（全体数）防火水槽83・消火栓275 358 358

　＊橋梁の耐震化、長寿命化修繕 都市建設課 長寿命化のための対策工事を実施した橋梁数 1 3

　＊鏡石駅東第１土地区画整理事業 都市建設課 造成完了工区数 5 1

　 　＊都市施設の整備・推進整備 都市建設課

⑧ ●空き家対策の推進 総務課・産業課

　＊空き家バンク設置 総務課 設置・登録数 ０件 ３件

　＊空き家改修、家財処分補助制度の推進 総務課 改修数、補助制度件数 0件 3件

　＊空き店舗改修、家賃補助制度の推進 産業課 店舗改修数、家賃補助件数 0件、3件 1件、4件

⑨ ●消防広域応援体制の強化 総務課 2-2-①

　＊須賀川広域消防組合との連携強化・体制の推進 総務課

　＊須賀川消防署鏡石分署の建替え(用地確保) 総務課 用地の確保 未確保 用地確保

　＊高規格車両等(救急・消防・救助車両) 総務課 高規格車両の導入 導入済 更新済

　＊ＩＣＴを活用した情報共有システムの充実強化 総務課 システム導入の有無 未整備 整備済

　＊各種災害に対応した防災訓練等の実施 総務課 訓練雄実施回数 １回 1回

⑩ ●消防団の充実・強化 総務課 消防団員条例数に対する充足の割合 81% 88% 2-2-④

　＊鏡石町地域防災計画の定期的な見直し 総務課 策定有無 策定済 見直しの実施

　＊鏡石町地域水防計画の早期の策定 総務課 策定有無 未策定 策定済

　＊消防団車輌の更新 総務課 車輌数 整備済 車両3台

　＊消防団屯所の改築 総務課 屯所の建替え 整備済 2棟建て替え

　＊消防団員の待遇改善、定数確保 総務課 団員数 169 180

　＊消防団員の装備の充実、準中型免許取得支援 総務課 準中型免許取得者数 0 5

　＊無線やインターネットを利用した通信システムの充実 総務課 導入有無 未整備 整備済

⑪ ●災害に強いまちづくり・消防対策の再構築 総務課・都市建設課 2-2-⑤

　＊防災に関する出前講座の実施 総務課 実施回数 1 3

　＊防災訓練の実施 総務課 実施回数 1 2

　＊自主防災組織の設置 総務課 設置数 13 13

　＊防犯灯の新設、修繕、LED化の推進 総務課 全数・更新数 LED整備済 50基増設

　＊消防活動支援隊設置・充実 総務課 支援隊員数 227 231

　＊国土利用計画（見直し） 総務課 策定有無 H24年度 R3年度

　＊都市計画マスタープラン（見直し） 都市建設課 策定有無 H25年度 R13年度

　＊都市施設の整備・推進 都市建設課

　＊広報・広聴の充実・強化 総務課

　＊デジタル防災行政無線等の更新、個別受信機の充実 総務課 個別受信機設置数 2,794 2,900

　*インターネットを活用した防災情報共有システムの導入 総務課 システム導入の有無 未整備 整備済

町民参加と
行財政運営分野

町民参加と
行財政運営分野／

福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

都市整備・
都市開発分野

産業振興分野／
福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

町民参加と
行財政運営分野／福

祉・安心安全・
コミュニティ形成分野/
都市整備・都市開発分

野
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（Ｒ３年度）
備考 再掲

鏡石町の施策一覧

鏡石町施策

1-2 1-2

① ●河川管理施設の整備等 都市建設課・総務課 6-3-⑥、7-1-③

　＊維持管理の強化 都市建設課

　＊阿武隈川・鈴川の改修整備 都市建設課 河川堤防整備率 － － 国の施策による

　＊簡易型水位計の設置（阿武隈川・鈴川） 総務課 設置数 1 2

　＊ライブカメラの設置（国への要望） 総務課 ライブカメラ設置台数 0 1

　＊高台移転の実施 総務課・都市建設課 地元との合意形成 国の施策による

② ●湛水防除施設の整備等 都市建設課・上下水道課

　＊排水機、排水樋門、排水路等の整備・改修（旭町地内排水） 都市建設課 整備率（％） 60 100

　＊雨水管渠の整備 上下水道課 整備率（％） 20 20

③ ●洪水対策体制の整備・洪水ハザードマックの作成 総務課

　＊洪水ハザードマップ作成 総務課 ハザードマップ作成 作成済 見直しの実施

　＊防災マップ等の作成 総務課 防災マップの作成 作成済 見直しの実施

　＊避難所案内標識設置（浸水深等示す標識等） 総務課 標識設置数 設置済 改善

　＊まるごとまちごとハザードマップの作成 総務課 まるごとまちごとハザードマップの整備 未整備 整備

　＊出水期における広報の充実 総務課 出水気の広報回数 0 1

④ ●水害・土砂災害からの「逃げ遅れゼロ」実現のための連携体制の構築 総務課・都市建設課 1-3-②

　＊災害対策本部の充実・強化（現地本部との連絡調整強化、電源確保） 総務課 非常電源の導入の有無 未整備 整備

　＊防災救急無線デジタル化、消防救急無線デジタル化、デジタル防災行政無線等の更新、個別受信機配付、インターネット等を利用し
た防災情報システムの導入 総務課 消防救急無線の導入の有無 未整備 整備

　＊防災行政無線個別受信機配布（全戸） 総務課 個別受信機設置数 2,794 2,900

　＊まるごとまちごとハザードマップの作成 総務課 まるごとまちごとハザードマップの整備 未整備 整備

　＊地域防災計画・水防計画の作成(見直し) 総務課 策定有無 策定済 見直しの実施

　＊災害発生時の初動職員マニュアル作成(見直し) 総務課 策定有無 策定済 見直しの実施

　＊避難所運営マニュアル作成(見直し) 総務課 策定有無 策定済 見直しの実施

　＊高台移転の実施 総務課・都市建設課 地元との合意形成 国の施策による

　＊自主防災組織の充実強化・マニュアル作成 総務課 マニュアル策定の有無 未策定 策定済

　＊避難施設の移転 総務課

　＊車両、農機具などの避難場所の確保 総務課 避難場所確保の有無 未確保 確保済

1-3 1-3

① ●火山噴火に対する警戒避難体制の整備（火山灰対策） 総務課・都市建設課

　＊Ｊアラート自動起動、緊急速報メールの整備 総務課 システム整備 整備済 整備済

　＊幹線道路等の整備 都市建設課

＊防災救急無線デジタル化、消防救急無線デジタル化、デジタル防災行政無線等の更新、個別受信機配付、インターネット等を利用し
た防災情報システムの導入 総務課 消防救急無線の導入の有無 未整備 整備

　＊消防団員の装備充実 総務課

② ●水害・土砂災害からの「逃げ遅れゼロ」実現のための連携体制の構築 総務課・都市建設課 1-2-④

　＊災害対策本部の充実・強化（現地本部との連絡調整強化、電源確保） 総務課 非常電源の導入の有無 未整備 整備

　＊防災救急無線デジタル化、消防救急無線デジタル化、デジタル防災行政無線等の更新、個別受信機配付、インターネット等を利用し
た防災情報システムの導入 総務課 消防救急無線の導入の有無 未整備 整備

　＊防災行政無線個別受信機配布（全戸） 総務課 個別受信機設置数 2,794 2,900

　＊まるごとまちごとハザードマップの作成 総務課 まるごとまちごとハザードマップの整備 未整備 整備

　＊地域防災計画・水防計画の作成(見直し) 総務課 策定有無 策定済 見直しの実施

　＊災害発生時の初動職員マニュアル作成(見直し) 総務課 策定有無 策定済 見直しの実施

　＊避難所運営マニュアル作成(見直し) 総務課 策定有無 策定済 見直しの実施

　＊高台移転の実施 総務課・都市建設課 地元との合意形成 国の施策による

　＊自主防災組織の充実強化・マニュアル作成 総務課 マニュアル策定の有無 未策定 策定済

　＊避難施設の移転 総務課

　＊車両、農機具などの避難場所の確保 総務課 避難場所確保の有無 未確保 確保済

再掲

町民参加と
行財政運営分野／

福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

町民参加と行財政運営
分野／

福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

大規模な火山噴火・土砂災害等による多数の死傷者の発生

町民参加と行財政運営
分野／

福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野／

都市整備・
都市開発分野

都市整備・
都市開発分野

福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水

都市整備・
都市開発分野
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鏡石町
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鏡石町の施策一覧

鏡石町施策

1-4 1-4

① ●道路の除雪体制等の確保 都市建設課 6-3-⑤

　＊国道・県道管理者との連携・道路除雪体制強化 都市建設課

　＊建設業協同組合との情報共有 都市建設課  

　＊道路除雪計画策定 都市建設課 策定の有無（単年度作成） 策定済 －

　＊幹線道路等の除雪 都市建設課

　＊通学・通勤路歩道の除雪 都市建設課

1-5 1-5

① ●町民への情報伝達体制の強化 総務課

　＊Ｊアラート自動起動、緊急速報メールの整備 総務課 システム整備の有無 整備済 整備済

　＊デジタル防災行政無線等の更新、個別受信機の充実、インターネット等を活用した情報提供システ
ムの導入

総務課 インターネットシステムの導入 未整備 整備済

　＊移動系防災無線の整備 総務課 移動系防災無線の整備 整備済 システム更新

　＊広報啓発活動の充実・強化 総務課 広報の実施回数 0 1

　＊ＳＮＳを活用した情報共有の強化 総務課 システム導入の有無 未整備 整備済

　＊防災情報の一斉配信システムの導入 総務課 システム導入の有無 未整備 整備済

② ●避難行動要支援者対策の推進 福祉こども課 8-3-⑤

　＊個別計画書の作成 福祉こども課 進捗率（％） 20 100

③ ●福祉避難所の充実・確保 福祉こども課 福祉避難所指定数 １ １ 2-4-⑥

　＊特別養護老人ホーム（鏡石ホーム）の耐震化 福祉こども課

　＊社会福祉協議会への支援 福祉こども課

　＊（仮称）健康福祉センターの整備 福祉こども課 整備率（％） 10 100

　＊避難計画作成、避難訓練の実施 福祉こども課

　＊避難所のバリアフリー化及びトイレ等施設改修 福祉こども課

④ ●訓練実施等による防災関係機関との連携体制及び災害対応力の強化 総務課 3-1-③

　＊デジタル防災行政無線等の更新、個別受信機の充実 総務課

　＊防災訓練の実施（幼稚園・学校・福祉施設等） 総務課 訓練実施回数 1 1

　＊県総合防災訓練への参加 総務課 訓練参加回数 1 1

　＊防災無線等の更新(デジタル化)、個別受信機の充実、インターネットを活用した情報通信システム
の充実

総務課 インターネットシステムの導入 未整備 整備済

⑤ ●在留外国人に対する多言語による情報提供 税務町民課・産業課

　＊総合案内及びパンフレットの作成 税務町民課・産業課

⑥ ●自助・共助の取組促進 総務課 2-1-⑩、8-3-③

　＊自助力、共助力の向上・地域での取組 総務課

　＊行政区の組織の充実・強化とコミュニティの促進 総務課

　＊消防団、消防活動支援隊等の充実、連携強化 総務課 支援隊員数 227 231

⑦ ●自主防災組織等の強化 総務課 8-3-④

　＊自主防災組織の設置 総務課 自主防災組織数 13 13

　＊消防活動支援隊の充実・強化 総務課 支援隊員数 227 231

⑧ ●東日本大震災・原子力災害を踏まえた防災教育の推進 教育課

　＊防災教育の授業実施 教育課 防災教育に係る授業（避難訓練を除く）を実施した学校の割合（小・中学校） 100 100

　＊公民館事業において防災関連の教室・講座実施 教育課 回数 0 1 新規

　＊かがみいしスポーツクラブの充実・強化 教育課 防災関連の講座・教室の開催回数 0 1 新規

⑨ ●学校における災害対応行動マニュアルの作成 教育課

　＊小中学校災害対応（火災・地震）行動マニュアル作成 教育課 小中学校における災害対応（火災・地震）行動マニュアルの策定有無 100 100

⑩ ●震災教訓の伝承・風化防止 総務課 7-3-⑩

　＊記録集等の作成、配付 総務課 記録誌作成の有無 作成済 作成済

　＊消防団及び消防活動支援隊の連携強化と活動支援 総務課

教育・スポーツ・健康
づくり・文化振興分野

再掲
福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

再掲
福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

教育・スポーツ・健康
づくり・文化振興分野

／
福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

／産業振興分野

再掲
福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

再掲
福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

再掲

町民参加と
行財政運営分野／

福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

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

町民参加と
行財政運営分野／

福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

再掲
福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

暴風雪及び豪雪による重大事故や交通途絶等に伴う死傷者の発生

再掲
都市整備・

都市開発分野
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鏡石町
強靱化施策分野

担当課 数値指標（KPI) 策定時
目標値

（Ｒ３年度）
備考 再掲

鏡石町の施策一覧

鏡石町施策

2-1 2-1

① ●応急給水体制の整備 上下水道課

　＊桜岡浄水場の耐震化・施設整備 上下水道課

　＊成田浄水場の耐震化・施設整備 上下水道課

　＊鏡石浄水場の建設・施設整備 上下水道課 整備率（％） 5 70

　＊広域圏での防災連絡体制の整備 上下水道課

② ●上水道施設の防災・減災対策（耐震化・老朽管の更新） 上下水道課 6-2-①

　＊鏡石浄水場の建設 上下水道課 整備率（％） 5 70

　＊桜岡浄水場の耐震化 上下水道課 耐震診断実施 無 有

　＊上水道管路耐震化（石綿管更新等） 上下水道課 水道基幹管路の耐震適合率（％） 16.78 20

　＊水源地の整備（水量確保） 上下水道課

　＊水道事業アセットマネジメント計画策定 上下水道課 策定有無 策定済 －
厚生労働省ガイドラインによる作

成

　＊成田浄水場の移転計画整備 上下水道課

　＊鏡石町新水道ビジョン策定（見直し） 上下水道課 策定有無 H30年度 R9年度

③ ●物資供給体制の充実・強化 総務課・産業課

　＊災害対策本部の強化、情報収集 総務課

　＊支援物資の配付整備 産業課

④ ●備蓄物資等の充実 総務課・産業課・教育課

　＊非常用食料、物資の備蓄 総務課

　＊備蓄倉庫の整備、改築 総務課 備蓄倉庫整備数 ２ ３

　＊調達による物資の確保 産業課

　＊災害時物資供給協定の締結 総務課 災害協定数 20 21

　＊配送協定の締結 総務課

　＊在庫備蓄の在庫管理及び更新 総務課

　＊学校給食の食料供給体制の強化 教育課

　＊町民への備蓄の促進 総務課

⑤ ●大規模災害等における広域応援体制の充実・強化 総務課 2-2-②、8-2-②

　＊友好町村等の災害・消防相互応援協定 総務課 災害協定数 20 21

　＊こおりやま広域圏における応援協定の締結 総務課 協定有無 － 協定締結

⑥ ●緊急輸送道路の防災・減災対策 都市建設課 5-1-②、5-2-②､6-3-②

　＊施設点検、予防保全的な修繕・改修 都市建設課

　＊国道４号鏡石拡幅（４車線化整備） 都市建設課 整備率（％） 70 100

　＊国道４号矢吹鏡石道路計画（４車線化整備） 都市建設課 国道４号矢吹鏡石道路協議会設立 － － 国の施策による

　＊東北自動車道接続町道整備 都市建設課

　＊県道下松本停車場線・成田鏡田線接続路線の整備 都市建設課

　＊笠石鏡田線道路改良（歩道整備） 都市建設課 整備率（％） 2 3

　＊牧場線・大山南町線・北町堀米線維持管理、道路改良等 都市建設課

　＊北原不時沼線・笠石西中線整備 都市建設課

　＊鏡石駅東第１土地区画整理事業 都市建設課 造成完了工区数 5 1

　＊町内緊急輸送道路に関連する幹線道路の整備 都市建設課 整備率（％） 69 70

　＊久来石・行方・蓮池西線道路改良 都市建設課 整備率（％） 40 70

　＊久来石・行方・蓮池西線踏切拡幅 都市建設課 整備率（％） 0 ０
４号拡幅（矢吹鏡石道路）の

拡幅状況による

　＊高久田・一貫線道路改良 都市建設課 整備率（％） 97 97

　＊東部環状線接続道路改良 都市建設課 整備率（％） 10 30

再掲
町民参加と

行財政運営分野

再掲
都市整備・

都市開発分野

福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野／

産業振興分野

福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

２　大規模自然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（それがなされない場合の必要な対応を含む）

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

都市整備・
都市開発分野

再掲
都市整備・

都市開発分野
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鏡石町
強靱化施策分野

担当課 数値指標（KPI) 策定時
目標値

（Ｒ３年度）
備考 再掲

鏡石町の施策一覧

鏡石町施策

⑦ ●迂回路となり得る町道・農道・林道の整備 都市建設課・産業課 5-1-③､5-2-③､6-3-③

　＊既存町道・農道・林道の点検、補修、新規整備 産業課

　＊高久田・一貫線道路改良 都市建設課 整備率（％） 97 97

　＊東部環状線接続道路改良 都市建設課 整備率（％） 10 30

⑧ ●避難所の機能充実 総務課・教育課

　＊自家発電機等の整備 総務課 自家発電設置数 0 1

　＊学校施設の避難所としての防災機能強化（小中学校施設の耐震化） 教育課 耐震化率（％） 100 100

⑨ ●防災拠点化の推進 総務課・都市建設課・福祉こども課

　＊役場庁舎の防災機能強化 総務課 耐震化率（％） 84.03 100

　＊（仮称）健康福祉センター予定地の造成工事及びアクセス、周辺道路築造工事 都市建設課 整備率（％） 20 100

　＊（仮称）健康福祉センターの整備・防災機能併用施設化 福祉こども課 整備率（％） 10 100

⑩ ●自助・共助の取組促進 総務課 1-5-⑥、8-3-③

　＊自助力、共助力の向上・地域での取組 総務課

　＊行政区の組織の充実・強化とコミュニティの促進 総務課

　＊消防団、消防活動支援隊等の充実、連携強化 総務課 支援隊員数 227 231

2-2 2-2

① ●消防広域応援体制の強化 総務課 1-1-⑨

　＊須賀川広域消防組合との連携強化・体制の推進 総務課

　＊須賀川消防署鏡石分署の建替え(用地確保) 総務課 用地の確保 未確保 用地確保

　＊高規格車両等(救急・消防・救助車両) 総務課 高規格車両の導入 導入済 更新済

　＊ＩＣＴを活用した情報共有システムの充実強化 総務課 システム導入の有無 未整備 整備済

　＊各種災害に対応した防災訓練等の実施 総務課 訓練雄実施回数 １回 1回

② ●大規模災害等における広域応援体制の充実・強化 総務課 2-1-⑤、8-2-②

　＊友好町村等の災害・消防相互応援協定 総務課 災害協定数 20 21

　＊こおりやま広域圏における応援協定の締結 総務課 協定有無 － 協定締結

③ ●消防防災ヘリの円滑な運行確保 総務課・教育課

　＊緊急離着陸場所の確保、整備 総務課 確保数 3 3

　＊陸上競技場、公民館グランド、鳥見山野球場の整備・更新 教育課

④ ●消防団の充実・強化 総務課 1-1-⑩

　＊鏡石町地域防災計画の定期的な見直し 総務課 策定有無 策定済 見直しの実施

　＊鏡石町地域水防計画の早期の策定 総務課 策定有無 未策定 策定済

　＊消防団車輌の更新 総務課 車輌数 整備済 車両3台

　＊消防団屯所の改築 総務課 屯所の建替え 整備済 2棟建て替え

　＊消防団員の待遇改善、定数確保 総務課 団員数 169 180

　＊消防団員の装備の充実、準中型免許取得支援 総務課 準中型免許取得者数 0 5

　＊無線やインターネットを利用した通信システムの充実 総務課 導入有無 未整備 整備済

※施設利用者に対する周知徹底と環境整備

再掲

町民参加と
行財政運営分野／

福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

再掲
町民参加と

行財政運営分野

教育・スポーツ・健康づく
り・文化振興分野／福祉・
安心安全・コミュニティ形

成分野

再掲
福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足

再掲
町民参加と

行財政運営分野

再掲
産業振興分野/

都市整備・
都市開発分野

教育・スポーツ・健康づく
り・文化振興分野／福祉・
安心安全・コミュニティ形

成分野

町民参加と
行財政運営分野/福祉・

安心安全・コミュニ
ティ形成分野
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鏡石町
強靱化施策分野

担当課 数値指標（KPI) 策定時
目標値

（Ｒ３年度）
備考 再掲

鏡石町の施策一覧

鏡石町施策

⑤ ●災害に強いまちづくり・消防対策の再構築 総務課・都市建設課 1-1-⑪

　＊防災に関する出前講座の実施 総務課 実施回数 1 3

　＊防災訓練の実施 総務課 実施回数 1 2

　＊自主防災組織の設置 総務課 設置数 13 13

　＊防犯灯の新設、修繕、LED化の推進 総務課 全数・更新数 LED整備済 50基増設

　＊消防活動支援隊設置・充実 総務課 支援隊員数 227 231

　＊国土利用計画（見直し） 総務課 策定有無 H24年度 R3年度

　＊都市計画マスタープラン（見直し） 都市建設課 策定有無 H25年度 R13年度

　＊都市施設の整備・推進 都市建設課

　＊広報・広聴の充実・強化 総務課

　＊デジタル防災行政無線等の更新、個別受信機の充実 総務課 個別受信機設置数 2,794 2,900

　*インターネットを活用した防災情報共有システムの導入 総務課 システム導入の有無 未整備 整備済

2-3 2-3

① ●防災拠点病院における非常時使用燃料等の確保 総務課・健康環境課

　＊非常時燃料供給事業所との協定締結 総務課 協定有無・数 1 1

② ●透析医療機関での非常時対応体制の整備 健康環境課

　＊非常時対応協定締結 健康環境課 協定有無・数 0 1

③ ●緊急車両等に供給する燃料の確保 総務課 3-1-④､6-1-①

　＊緊急燃料供給事業所との協定締結 総務課 協定有無・数 1 1

2-4 2-4

① ●災害時医療救護所開設 総務課

　＊災害時医療救護活動マニュアル作成 総務課 策定有無 策定無 策定済

　＊災害時医療救護所の開設 総務課

② ●災害時要援護者の支援 福祉こども課

　＊災害時要援護者支援プランの推進 福祉こども課 策定率（％） 20 100

③ ●ドクターヘリによる救急医療体制の充実・強化 総務課・教育課

　＊鳥見山陸上競技場の整備・更新 教育課 ※救急医療体制充実に必要なものの情報整理の上、改修計画を都市建設課と協議検討する

　＊緊急離着陸場所の確保、整備 総務課 箇所数 3 3

④ ●幹線道路の整備 都市建設課

　＊笠石鏡田線道路改良（歩道整備） 都市建設課 整備率（％） 2 3

　＊牧場線・大山南町線・北町堀米線維持管理、道路改良等 都市建設課

　＊久来石・行方・蓮池西線道路改良 都市建設課 整備率（％） 40 70

　＊久来石・行方・蓮池西線踏切拡幅 都市建設課 整備率（％） 0 ０
４号拡幅（矢吹鏡石道路）の

拡幅状況による

　＊高久田・一貫線道路改良 都市建設課 整備率（％） 97 97

　＊東部環状線接続道路改良 都市建設課 整備率（％） 10 30

　＊鏡石駅東第１土地区画整理事業 都市建設課 造成完了工区数 5 1

　＊北原不時沼線・笠石西中線整備 都市建設課

　＊東町地内公道整備 都市建設課 整備率（％） 40 100

　＊鏡田111号線道路改良 都市建設課 整備率（％） 10 70

　＊笠石476号線道路改良（歩道新設工事） 都市建設課 整備率（％） 30 70

　＊笠石482号線道路改良 都市建設課 整備率（％） 0 10

　＊橋梁の長寿命化修繕 都市建設課 箇所数 1 3

　＊町内生活道路改良 都市建設課 箇所数 30 100

⑤ ●社会福祉施設の耐震化等 福祉こども課 1-1-④

　＊特別養護老人ホーム（鏡石ホーム）の耐震化 福祉こども課 耐震化率（％） 0 20

　＊老人福祉センターの改築、耐震化 福祉こども課 耐震化率（％） 0 20

都市整備・
都市開発分野

再掲
福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

町民参加と
行財政運営分野／教

育・スポーツ・健康づ
くり・文化振興分野

再掲
福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

医療・福祉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・福祉機能の麻痺

町民参加と
行財政運営分野／

福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の長期途絶

福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

再掲
福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野
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鏡石町
強靱化施策分野

担当課 数値指標（KPI) 策定時
目標値

（Ｒ３年度）
備考 再掲

鏡石町の施策一覧

鏡石町施策

⑥ ●福祉避難所の充実・確保 福祉こども課 福祉避難所指定数 1 1 1-5-③

　＊特別養護老人ホーム（鏡石ホーム）の耐震化 福祉こども課 耐震化率（％） 0 20

　＊社会福祉協議会への支援 福祉こども課

　＊（仮称）健康福祉センターの整備 福祉こども課 整備率（％） 10 100

　＊避難計画作成、避難訓練の実施 福祉こども課

　＊避難所のバリアフリー化及びトイレ等施設改修 福祉こども課

2-5 2-5

① ●感染症等予防措置の推進 健康環境課

　＊ワクチンの確保（登録申請） 健康環境課

　＊麻しん・風疹ワクチンの接種 健康環境課

　＊感染症に関する情報収集と広報周知の強化・拡大防止対策 健康環境課

　＊浸水家屋等の防疫活動に必要な部材の備蓄・確保 健康環境課

② ●水質保全の確保 上下水道課

　＊水質調査の実施、水質保全のための啓発 上下水道課 毎日実施、毎月実施、四半期毎実施 － －

③ ●下水道業務継続計画（ＢＣＰ）の策定・推進 上下水道課 6-2-②

　＊下水道業務継続計画（ＢＣＰ） 上下水道課 策定有無 平成26年度策定 平成27年度改定

④ ●下水道施設の維持管理・耐震化 上下水道課

　＊下水道事業ストックネジメント計画策定 上下水道課 策定有無 平成28年度策定 －

　＊長寿命化対策、改築更新 上下水道課 更新率（％） 0.7 1.0

⑤ ●合併処理浄化槽設置への転換促進 上下水道課 6-2-④

　＊管路及び機械設備更新【最適整備構想】 上下水道課 策定有無 策定中 策定済

　＊合併処理浄化槽設置整備の推進 上下水道課 設置数 224 262

⑥ ●家畜伝染病対策の充実・強化 産業課 7-5-②

　＊関係機関との連絡体制の強化、、マニュアル作成 産業課 策定有無 未策定 策定済

3-1 3-1

① ●災害対策本部機能の確保・強化 総務課・福祉こども課 4-1-①

　＊鏡石町業務継続計画の策定 総務課 業務継続計画策定有無 未策定 策定済

　＊鏡石町地域防災計画に基づく業務体制の強化 総務課

　＊災害発生時の初動職員マニュアル作成 総務課 策定有無 策定済 見直しの実施

　＊避難所運営マニュアル作成 総務課 策定有無 策定済 見直しの実施

　＊役場庁舎の耐震化 総務課 耐震化率（％） 84.03 100

　＊役場庁舎非常用発電機設置 総務課 設置数 0 1

　＊災害時相互応援協定締結 総務課 協定有無 20 21

　＊（仮称）健康福祉センターの整備 福祉こども課 整備率（％） 10 100

３　大規模自然災害発生直後から必要不可欠な行政機能は確保する

町の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下

再掲
福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

再掲
都市整備・

都市開発分野

再掲 産業振興分野

再掲
都市整備・

都市開発分野

都市整備・
都市開発分野

再掲
福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

被災地における疫病・感染症等の大規模発生

教育・スポーツ・健康
づくり・文化振興分野

／
福祉・安心安全・コ

ミュニティ形成分野／
都市整備・

都市開発分野
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鏡石町
強靱化施策分野

担当課 数値指標（KPI) 策定時
目標値

（Ｒ３年度）
備考 再掲

鏡石町の施策一覧

鏡石町施策

② ●町有施設（役場庁舎等）の耐震化等 総務課・健康環境課
教育課・福祉こども課 1-1-②

　＊役場庁舎の耐震化 総務課 耐震化率（％） 84.03 100

　＊保育所の改築・耐震化 福祉こども課 耐震化率（％） 0 10

　＊町公民館及び地区集会所の耐震化 総務課 耐震化率（％） 100 100 公民館

　＊構造改善センター、鳥見山体育館の耐震化 教育課 耐震化率（％） 100 100

　＊保健センターの改築、耐震化 健康環境課 耐震化率（％） 耐震化、改築は未実施
耐震化、改築の検討

新施設への機能移転

　＊公営住宅（境・東町団地）の維持、耐震化 総務課 耐震化率（％） 100 100

　＊定住促進住宅の維持、耐震化 総務課 耐震化率（％） 100 100

　＊杉林団地の撤去 総務課 全体数35　解体数 4 6

　＊児童館・児童ふれあい交流館の耐震化 福祉こども課 耐震化率（％） 50 100

　＊図書館の耐震化 教育課 耐震化率（％） 100 100 図書館

③ ●訓練実施等による防災関係機関との連携体制及び災害対応力の強化 総務課 1-5-④

　＊デジタル防災行政無線等の更新、個別受信機の充実 総務課

　＊防災訓練の実施（幼稚園・学校・福祉施設等） 総務課 訓練実施回数 1 1

　＊県総合防災訓練への参加 総務課 訓練参加回数 1 1

　＊防災無線等の更新(デジタル化)、個別受信機の充実、インターネットを活用した情報通信システム
の充実

総務課

④ ●緊急車両等に供給する燃料の確保 総務課 2-3-③､6-1-①

　＊緊急燃料供給事業所との協定締結 総務課 協定有無 1 1

⑤ ●総合行政情報システムのクラウド化 税務町民課

　＊こおりやま広域連携中枢都市圏との連携 税務町民課

4-1 4-1

① ●災害対策本部機能の強化 総務課・福祉こども課 3-1-①

　＊鏡石町業務継続計画の策定 総務課 業務継続計画策定有無 未策定 策定済

　＊鏡石町地域防災計画に基づく業務体制の強化 総務課

　＊災害発生時の初動職員マニュアル作成 総務課 策定有無 策定済 見直しの実施

　＊避難所運営マニュアル作成 総務課 策定有無 策定済 見直しの実施

　＊役場庁舎の改修・耐震化 総務課 耐震化率（％） 84.03 100

　＊役場庁舎非常用発電機設置 総務課 発電機設置数 0 1

　＊災害時相互応援協定締結 総務課 災害協定数 20 21

　＊（仮称）健康福祉センターの整備 福祉こども課 整備率（％） 10 100

　＊通信設備の強化 総務課

② ●町民への情報伝達手段の多重化 総務課 4-2-①

　＊Ｊアラート自動起動、緊急速報メールの整備 総務課 システム整備の有無 整備済 整備済

　＊デジタル防災行政無線等の更新、個別受信機の充実、インターネット等を活用した情報提供システ
ムの導入

総務課 インターネットシステムの導入 未整備 整備済

　＊移動系防災無線の整備 総務課 移動系無線整備の有無 整備済 整備済

　＊広報啓発活動の充実・強化 総務課

　＊ＳＮＳを活用した情報共有の強化 総務課

　＊防災情報の一斉配信システムの導入 総務課 システムの有無 未整備 整備済

再掲

町民参加と
行財政運営分野／

福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

町民参加と行財政運営
分野

４　大規模自然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

電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止

再掲
福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

再掲

町民参加と
行財政運営分野／

福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

再掲
福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

再掲
都市整備・

都市開発分野
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鏡石町
強靱化施策分野

担当課 数値指標（KPI) 策定時
目標値

（Ｒ３年度）
備考 再掲

鏡石町の施策一覧

鏡石町施策

4-2 4-2

① ●町民への情報伝達手段の多重化 総務課 4-1-②

　＊Ｊアラート自動起動、緊急速報メールの整備 総務課 システム整備の有無 整備済 整備済

　＊デジタル防災行政無線等の更新、個別受信機の充実、インターネット等を活用した情報提供システ
ムの導入

総務課 インターネットシステムの導入 未整備 整備済

　＊移動系防災無線の整備 総務課 移動系無線整備の有無 整備済 整備済

　＊広報啓発活動の充実・強化 総務課

　＊ＳＮＳを活用した情報共有の強化 総務課

　＊防災情報の一斉配信システムの導入 総務課 システムの有無 未整備 整備済

5-1 5-1

① ●地域高規格道路等へのアクセス 都市建設課 5-2-①、6-3-①

　＊鏡石駅東口都市計画道路整備 都市建設課

　＊北原・不時沼線新設工事（国道４号接続） 都市建設課

② ●緊急輸送道路の防災・減災対策 都市建設課 2-1-⑥、5-2-②、6-3-②

　＊施設点検、予防保全的な修繕・改修 都市建設課

　＊国道４号鏡石拡幅（４車線化整備） 都市建設課 整備率（％） 70 100

　＊国道４号矢吹鏡石道路計画（４車線化整備） 都市建設課 国道４号矢吹鏡石道路協議会設立 － － 国の施策による

　＊東北自動車道接続町道整備 都市建設課

　＊県道下松本停車場線・成田鏡田線接続路線の整備 都市建設課

　＊笠石鏡田線道路改良（歩道整備） 都市建設課 整備率（％） 2 3

　＊牧場線・大山南町線・北町堀米線維持管理、道路改良等 都市建設課

　＊北原不時沼線・笠石西中線整備 都市建設課

　＊鏡石駅東第１土地区画整理事業 都市建設課 造成完了工区数 5 1

　＊町内緊急輸送道路に関連する幹線道路の整備 都市建設課 整備率（％） 69 70

　＊久来石・行方・蓮池西線道路改良 都市建設課 整備率（％） 40 70

　＊久来石・行方・蓮池西線踏切拡幅 都市建設課 整備率（％） 0 ０
４号拡幅（矢吹鏡石道路）の

拡幅状況による

　＊高久田・一貫線道路改良 都市建設課 整備率（％） 97 97

　＊東部環状線接続道路改良 都市建設課 整備率（％） 10 30

③ ●迂回路となり得る町道・農道・林道の整備 都市建設課・産業課 2-1-⑦､5-2-③､6-3-③

　＊既存町道・農道・林道の点検、補修、新規整備 産業課

　＊高久田・一貫線道路改良 都市建設課 整備率（％） 0 10

　＊東部環状線接続道路改良 都市建設課 整備率（％） 10 30

④ ●幹線道路、橋梁施設の耐震対策（長寿命化）等 都市建設課・総務課 1-1-⑦､6-3-④

　＊幹線道路網の整備 都市建設課 整備率（％） 69 70

　＊道路の維持補修、定期的な点検 都市建設課 点検回数 24 24

　＊通学路の整備、補修 都市建設課

　＊排水施設等の整備 都市建設課

　＊歩道、側溝整備 都市建設課

　＊未舗装道路整備 都市建設課 箇所数 0 5

　＊ポケットパークの整備 都市建設課

　＊防火水槽の設置、耐震性防火水槽への更新、消防水利施設の整備 総務課 設置数（全体数）防火水槽83・消火栓275 358 358

　＊橋梁の耐震化、長寿命化修繕 都市建設課 長寿命化のための対策工事を実施した橋梁数 1 3

　＊鏡石駅東第一土地区画整理事業 都市建設課 造成完了工区数 5 1

⑤ ●企業の事業継続力強化の支援 産業課

　＊各種資金活用啓発・災害時情報提供 産業課

　＊利子補給事業 産業課

産業振興分野

再掲
産業振興分野／

都市整備・
都市開発分野

再掲
都市整備・

都市開発分野

５　大規模自然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

サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下、経済活動の停滞

再掲
都市整備・

都市開発分野

再掲
都市整備・

都市開発分野

災害情報が必要な者に伝達できない事態

再掲

町民参加と
行財政運営分野／

福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野
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鏡石町
強靱化施策分野

担当課 数値指標（KPI) 策定時
目標値

（Ｒ３年度）
備考 再掲

鏡石町の施策一覧

鏡石町施策

5-2 5-2

① ●地域高規格道路等へのアクセス 都市建設課 5-1-①､6-3-①

　＊鏡石駅東口都市計画道路整備 都市建設課

　＊北原・不時沼線新設工事（国道４号接続） 都市建設課

② ●緊急輸送道路の防災・減災対策 都市建設課 2-1-⑥､5-1-②、6-3-②

　＊施設点検、予防保全的な修繕・改修 都市建設課

　＊国道４号鏡石拡幅（４車線化整備） 都市建設課 整備率（％） 70 100

　＊国道４号矢吹鏡石道路計画（４車線化整備） 都市建設課 国道４号矢吹鏡石道路協議会設立 － － 国の施策による

　＊東北自動車道接続町道整備 都市建設課

　＊県道下松本停車場線・成田鏡田線接続路線の整備 都市建設課

　＊笠石鏡田線道路改良（歩道整備） 都市建設課 整備率（％） 2 3

　＊牧場線・大山南町線・北町堀米線維持管理、道路改良等 都市建設課

　＊北原不時沼線・笠石西中線整備 都市建設課

　＊鏡石駅東第１土地区画整理事業 都市建設課 造成完了工区数 5 1

　＊町内緊急輸送道路に関連する幹線道路の整備 都市建設課 整備率（％） 69 70

　＊久来石・行方・蓮池西線道路改良 都市建設課 整備率（％） 40 70

　＊久来石・行方・蓮池西線踏切拡幅 都市建設課 整備率（％） 0 ０
４号拡幅（矢吹鏡石道路）の

拡幅状況による

　＊高久田・一貫線道路改良 都市建設課 整備率（％） 97 97

　＊東部環状線接続道路改良 都市建設課 整備率（％） 10 30

③ ●迂回路となり得る町道・農道・林道の整備 都市建設課・産業課 2-1-⑦､5-1-③､6-3-③

　＊既存町道・農道・林道の点検、補修、新規整備 産業課

　＊高久田・一貫線道路改良 都市建設課 整備率（％） 97 97

　＊東部環状線接続道路改良 都市建設課 整備率（％） 10 30

④ ●空港施設の機能強化 総務課 1-1、5-1、6-3

　＊福島空港の利用促進 総務課

⑤ ●食料生産基盤の整備 産業課 7-4-①

　＊ほ場整備事業の推進（未実施地区の整備） 産業課 ほ場整備率（水田） 40.5％ 45.0％

⑥ ●農業の体質強化（遊休農地・耕作放棄地対策等） 産業課 7-4-②

　＊保全活動の推進・啓発 産業課

　＊新しい農作物栽培の推進・拡大 産業課 耕作放棄地解消面積 800a 1000a

　＊油田計画面積拡大（農地再生プロジェクト） 産業課

　＊水田事業の支援（水田生産調整） 産業課

　＊土壌汚染調査（農作物放射線検査） 産業課

⑦ ●食料品の確保・販路拡大 産業課 7-4-③

　＊食料品の安定供給の確保 産業課

　＊食の高付加価値化・販路拡大（６次化推進等） 産業課

⑧ ●農業水利施設の適正な保全管理・長寿命化 産業課 7-1-①、7-4-⑤

　＊農道・用排水路の整備、修繕、改修 産業課・都市建設課

　＊多面的機能支払交付金事業の活用・支援 産業課 活動組織数 8団体 8団体

再掲 農業振興分野

再掲
都市整備・

都市開発分野

再掲 産業振興分野

再掲
都市整備・

都市開発分野

再掲
産業振興分野／

都市整備・
都市開発分野

食料等の安定供給の停滞

再掲
都市整備・

都市開発分野
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鏡石町
強靱化施策分野

担当課 数値指標（KPI) 策定時
目標値

（Ｒ３年度）
備考 再掲

鏡石町の施策一覧

鏡石町施策

6-1 6-1

① ●緊急車両等に供給する燃料の確保 総務課 2-3-③、3-1-④

　＊緊急燃料供給事業所との協定締結 総務課 協定有無 1 1

② ●再生可能エネルギーの導入拡大 健康環境課

　＊住宅用太陽光発電設備の推進、補助 健康環境課 住宅用太陽光発電設備の設置件数及び設置容量
設置件数　累計246件

発電量　1094ｋｗ －

　＊公共施設への再生可能エネルギー導入 健康環境課 新施設への計画的な設備の導入
設置件数　8施設

発電量　136.5ｋｗ －

　＊エネルギー供給に関する災害時対応体制の強化 健康環境課

③ ●省エネ・省資源対策への取組推進 健康環境課

　＊地球温暖化防止事業（地球温暖化対策実行計画策定） 健康環境課 二酸化炭素排出量　基準年排出量の1％削減 数値未調査のため不明

6-2 6-2

① ●上水道施設の防災・減災対策（耐震化・老朽管の更新） 上下水道課 2-1-②

　＊鏡石浄水場の建設 上下水道課 整備率（％） 5 70

　＊桜岡浄水場の耐震化 上下水道課 耐震診断実施 無 有

　＊上水道管路耐震化（石綿管更新等） 上下水道課 水道基幹管路の耐震適合率 16.78 20

　＊成田浄水場の移転整備 上下水道課

　＊水道事業アセットマネジメント計画策定 上下水道課 策定有無 簡易版策定済 －

　＊広域圏での防災連絡体制の整備 上下水道課

　＊予備水源の確保 上下水道課

　＊鏡石町新水道ビジョン策定（見直し） 上下水道課 策定有無 平成30年度 令和9年度

② ●下水道業務継続計画（ＢＣＰ）の策定・推進 上下水道課 2-5-③

　＊下水道業務継続計画（ＢＣＰ） 上下水道課 策定有無 平成26年度策定 平成27年度改定

③ ●下水道施設の維持管理、耐震化等 上下水道課 2-5-④

　＊下水道事業ストックマネジメント計画策定 上下水道課 策定有無 平成28年度策定 －

　＊長寿命化対策、改築更新 上下水道課 更新率（％） 0.7 1.0

④ ●合併処理浄化槽設置への転換促進 上下水道課 2-5-⑤

　＊管路及び機械設備更新【最適整備構想】 上下水道課 策定有無 策定中 策定済

　＊合併処理浄化槽設置整備の推進 上下水道課 設置数 224 224 切替も含め推進

⑤ ●農業集落排水施設の整備等 上下水道課 農業集落排水施設の整備済み人口 986 986

　＊農業集落排水施設機能診断 上下水道課

　＊管路及び機械設備更新 上下水道課 整備率（％） 100 100 令和2年度着手予定

再掲
都市整備・

都市開発分野

都市整備・
都市開発分野

再掲
都市整備・

都市開発分野

再掲
都市整備・

都市開発分野

都市整備・
都市開発分野

二酸化炭素排出量、基準年排出量の1％削減

上下水道等の長期間にわたる機能停止

再掲
都市整備・

都市開発分野

６　大規模自然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、ガス、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

電気・石油・ガス等のエネルギー供給機能の停止

再掲
福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野
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鏡石町
強靱化施策分野

担当課 数値指標（KPI) 策定時
目標値

（Ｒ３年度）
備考 再掲

鏡石町の施策一覧

鏡石町施策

6-3 6-3

① ●地域高規格道路等へのアクセス 都市建設課 5-1-①、5-2-①

　＊鏡石駅東口都市計画道路整備 都市建設課

　＊北原・不時沼線新設工事（国道４号接続） 都市建設課

② ●緊急輸送道路の防災・減災対策 都市建設課 2-1-⑥､5-1-②､5-2-②

　＊施設点検、予防保全的な修繕・改修 都市建設課

　＊国道４号鏡石拡幅（４車線化整備） 都市建設課 整備率（％） 70 100

　＊国道４号矢吹鏡石道路計画（４車線化整備） 都市建設課 国道４号矢吹鏡石道路協議会設立 － － 国の施策による

　＊東北自動車道接続町道整備 都市建設課

　＊県道下松本停車場線・成田鏡田線接続路線の整備 都市建設課

　＊笠石鏡田線道路改良（歩道整備） 都市建設課 整備率（％） 2 3

　＊牧場線・大山南町線・北町堀米線維持管理、道路改良等 都市建設課

　＊北原不時沼線・笠石西中線整備 都市建設課

　＊鏡石駅東第１土地区画整理事業 都市建設課 造成完了工区数 5 1

　＊町内緊急輸送道路に関連する幹線道路の整備 都市建設課 整備率（％） 69 70

　＊久来石・行方・蓮池西線道路改良 都市建設課 整備率（％） 40 70

　＊久来石・行方・蓮池西線踏切拡幅 都市建設課 整備率（％） 0 ０
４号拡幅（矢吹鏡石道路）の

拡幅状況による

　＊高久田・一貫線道路改良 都市建設課 整備率（％） 97 97

　＊東部環状線接続道路改良 都市建設課 整備率（％） 10 30

③ ●迂回路となり得る町道・農道・林道の整備 都市建設課・産業課 農道整備率（％） 2-1-⑦､5-1-③､5-2-③

　＊既存町道・農道・林道の点検、補修、新規整備 産業課

　＊高久田・一貫線道路改良 都市建設課 整備率（％） 97 97

　＊東部環状線接続道路改良 都市建設課 整備率（％） 10 30

④ ●幹線道路、橋梁施設の耐震対策（長寿命化）等 都市建設課・総務課 1-1-⑦､5-1-④

　＊幹線道路網の整備 都市建設課 整備率（％） 69 70

　＊道路の維持補修、定期的な点検 都市建設課 点検回数 24 24

　＊通学路の整備、補修 都市建設課

　＊排水施設等の整備 都市建設課

　＊歩道、側溝整備 都市建設課

　＊未舗装道路整備 都市建設課 箇所数 0 5

　＊ポケットパークの整備 都市建設課

　＊防火水槽の設置、耐震性防火水槽への更新、消防水利施設の整備 総務課 設置数（全体数）防火水槽83・消火栓275 358 358

　＊橋梁の耐震化、長寿命化修繕 都市建設課 長寿命化のための対策工事を実施した橋梁数 1 3

　＊鏡石駅東第一土地区画整理事業の整備推進 都市建設課 造成完了工区数 5 1

　＊都市施設の整備・推進 都市建設課

⑤ ●道路の除雪体制等の確保 都市建設課 1-4-①

　＊国道・県道管理者との連携・道路除雪体制強化 都市建設課

　＊建設業協同組合との情報共有 都市建設課

　＊道路除雪計画策定 都市建設課 策定の有無 策定済 －

　＊幹線道路等の除雪 都市建設課

　＊通学・通勤路歩道の除雪 都市建設課

再掲
都市整備・

都市開発分野

再掲
産業振興分野／

都市整備・
都市開発分野

再掲
都市整備・

都市開発分野

地域交通ネットワークが分断する事態

再掲
都市整備・

都市開発分野

再掲
都市整備・

都市開発分野
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鏡石町
強靱化施策分野

担当課 数値指標（KPI) 策定時
目標値

（Ｒ３年度）
備考 再掲

鏡石町の施策一覧

鏡石町施策

⑥ ●河川管理施設の整備等 総務課・都市建設課 1-2-①､7-1-③

　＊維持管理の強化 都市建設課

　＊阿武隈川・鈴川の整備・改修 都市建設課 河川堤防整備率 － － 国の施策による

　＊簡易型水位計の設置 総務課 設置数 1 2

　＊ライブカメラの設置（国への要望） 総務課 ライブカメラ設置台数 0 1

　＊高台移転の実施 総務課・都市建設課 地元との合意形成 国の施策による

⑦ ●鉄道施設の復旧・基盤強化 総務課

　＊ＪＲ鏡石駅・東西自由通路整備、改修 総務課

⑧ ●地域公共交通の確保 都市建設課・福祉こども課 8-3-②

　＊スマートＩＣの利用車輌拡大・周辺道路整備 都市建設課 車種制限変更 車長6m
R2年度

車長9ｍの供用開始

　＊スマートＩＣの２４時間化への促進 都市建設課 日平均利用台数 520台 1000台

　＊町内周遊バス・デマンド運行利用 福祉こども課 整備率（％） 10 100

　＊鉄道運行の利便性向上（ＪＲ鏡石駅・東西自由通路整備） 総務課

　＊バス運行の利便性向上（路線バス運行維持対策） 総務課

　＊福島空港の活用促進 総務課

6-4 6-4

① ●渇水時における情報共有体制の確保 上下水道課

　＊関係機関等との連絡調整 上下水道課

② ●予備水源の確保 上下水道課

　＊予備水源の整備 上下水道課

③ ●農業用水の渇水対策 産業課

　＊受益者への情報提供 産業課

7-1 7-1

① ●農業水利施設の適正な保全管理・長寿命化 産業課 5-2-⑧、7-4-⑤

　＊農道・用排水路の整備、修繕、改修 産業課・都市建設課

　＊多面的機能支払交付金事業の活用・支援 産業課 活動組織数 8団体 8団体

② ●農業用ため池ハザードマップの作成等 都市建設課・産業課

　＊ため池ハザードマップ作成 都市建設課 防災重点ため池のハザードマップ作成率 100 100

　＊農業用ため池の点検、診断・改修 都市建設課・産業課

③ ●河川管理施設の整備等 総務課・都市建設課 1-2-①､6-3-⑥

　＊維持管理の強化 都市建設課

　＊阿武隈川・鈴川の整備・改修 都市建設課 河川堤防整備率 － － 国の施策による

　＊簡易型水位計の設置 総務課 設置数 1 2

　＊ライブカメラの設置（国への要望） 総務課 ライブカメラ設置台数 0 1

　＊高台移転の実施 総務課・都市建設課 地元との合意形成 国の施策による

7-2 7-2

① ●有害物質の流出・拡散対策の啓発・推進 健康環境課

　＊関係機関との連絡調整 健康環境課 関係機関との連絡調整済み 継続して連絡調整を図る

② ●アスベスト使用被災建築物の適切な管理・解体 総務課

　＊公共施設のアスベスト除去 総務課

③ ●ＰＣＢ廃棄物の適正処理 健康環境課

　＊PCB廃棄物の適正処理 健康環境課 調査未実施 調査実施済

都市整備・
都市開発分野

有害物質の大規模流出・拡散

都市整備・
都市開発分野

都市整備・
都市開発分野

産業振興分野/
都市整備・

都市開発分野

再掲
都市整備・

都市開発分野

産業振興分野

７　制御不能な二次的災害を発生させない

ため池、防災施設等の損壊・機能不全による二次災害の発生

再掲 産業振興分野

異常渇水等により用水の供給の途絶

都市整備・
都市開発分野

都市整備・
都市開発分野

都市整備・
都市開発分野

再掲

福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野／

都市整備・
都市開発分野

再掲
都市整備・

都市開発分野

14



鏡石町
強靱化施策分野

担当課 数値指標（KPI) 策定時
目標値

（Ｒ３年度）
備考 再掲

鏡石町の施策一覧

鏡石町施策

7-3 7-3

① ●原子力防災体制の充実・強化 総務課

　＊研修会の実施 総務課 原子力防災に関する研修の実施回数 0 1

　＊防災訓練(原子力災害対策訓練)への参加 総務課 訓練参加回数 0 1

② ●原子力災害時避難対策の推進 総務課

　＊原子力災害時避難対策マニュアル作成 総務課 マニュアルの有無 未策定 策定済

③ ●広域避難計画に基づく住民避難訓練の実施 総務課 住民避難訓練の実施回数 0 1

　＊福島県の防災避難訓練への参加・意識向上 総務課

　＊広報・広聴の充実・強化 総務課

　＊デジタル防災行政無線等の更新、個別受信機の充実、インターネット等を活用した情報提供システ
ムの整備

総務課 インターネットシステムの整備 未整備 整備済

④ ●関係機関・原子力事業者との情報連絡体制の充実・強化 総務課 原子力防災通信連絡訓練の実施回数 0 1

　＊連携協定 総務課

　＊原子力防災通信訓練への参加 総務課 訓練への参加 1 1

⑤ ●放射線モニタリング体制の充実・強化 教育課・健康環境課・上下水道課

　＊放射線測定の体制の確立 健康環境課

　＊放射線量の測定（学校・社会体育施設・役場庁舎・幼稚園・保育所等） 教育課 週１回実施　回数 50 50

　＊学校給食の安全管理 教育課 検体数 2,500 2,500

　＊一般町民向け食品中放射線量の測定 健康環境課 簡易放射能測定センターにおける測定実施の有無 平成31年度実施 令和２年度で終了予定

　＊公立岩瀬病院との連携実施 健康環境課 ホールボディカウンター車を利用した内部被ばくの測定の実施の有無 平成31年度実施 令和２年度で終了

　＊自家消費放射線検査実施 健康環境課

　＊水道水モニタリング検査実施 上下水道課 週１回実施 週1回実施 週1回実施

⑥ ●放射性物質に汚染された廃棄物の適正処理 健康環境課

　＊運搬・搬出処理管理 健康環境課 廃棄物の仮置場から中間貯蔵施設への搬出
運搬・搬出済み

平成30年度に完了

運搬・搬出済み

平成30年度に完了

⑦ ●除染により発生した除去土壌等の適切な管理 都市建設課

　＊道路側溝等堆積物撤去処理 都市建設課

⑧ ●放射線等に関する正しい知識の普及啓発 健康環境課・教育課

　＊環境創造センター交流棟「コミュタン福島」での環境学習 教育課 利用回数 1 1

　＊食の安全確保、食の安全広報の充実・強化 健康環境課 自家消費野菜等食品放射能測定結果の広報 平成31年度毎月広報誌に掲載 令和２年度で終了予定

⑨ ●様々な教育分野と連携した放射線教育の推進 教育課 放射線教育に係る授業を実施した学校の割合（小・中学校） ３ 3

　＊放射線教育の実施（小中学校） 教育課 実施回数 － － ※教科目内で実施

　＊一般向け放射線教育の周知・広報の充実 健康環境課 実施回数（広報紙への掲載） 平成31年度毎月広報誌に掲載 令和2年度で終了予定

⑩ ●震災教訓の伝承・風化防止 総務課 1-5-⑩

　＊記録集等の作成、配付 総務課 記録誌作成の有無 作成済 策定済

　＊消防団及び消防活動支援隊の連携強化と活動支援 総務課

7-4 7-4

① ●食料生産基盤の整備 産業課 5-2-⑤

　＊ほ場整備事業の推進（未実施地区の整備） 産業課 ほ場整備率≪水田≫（％） 40.5 45.0

② ●農業の体質強化（遊休農地・耕作放棄地対策等） 産業課 5-2-⑥

　＊保全活動の推進・啓発 産業課

　＊新しい農作物栽培の推進・拡大 産業課 耕作放棄地解消面積 800a 1000a

　＊油田計画面積拡大（農地再生プロジェクト） 産業課

　＊水田事業の支援（水田生産調整） 産業課

　＊土壌汚染調査（農作物放射線検査） 産業課

③ ●食料品の確保・販路拡大 産業課 5-2-⑦

　＊食料品の安定供給の確保 産業課

　＊食の高付加価値化・販路拡大（６次化推進等） 産業課

再掲
福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

農地・森林等の荒廃による被害の拡大

再掲 産業振興分野

教育・スポーツ・健康づく
り・文化振興分野／福祉・
安心安全・コミュニティ形

成分野

教育・スポーツ・健康
づくり・文化振興分野
／福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

都市整備・
都市開発分野/福祉・安心
安全・コミュニティ形成分

野

都市整備・
都市開発分野

福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

町民参加と
行財政運営分野／

教育・スポーツ・健康
づくり・文化振興分野

福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

町民参加と
行財政運営分野／

福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

原子力発電所等からの放射性物質の放出及びそれに伴う被ばく

福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野
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鏡石町
強靱化施策分野

担当課 数値指標（KPI) 策定時
目標値

（Ｒ３年度）
備考 再掲

鏡石町の施策一覧

鏡石町施策

④ ●災害に強い森林の整備 産業課 森林整備面積 8ha 13ha

　＊間伐等の森林整備、森林の保全等 産業課

　＊ふれあいの森公園の整備 産業課

⑤ ●農業水利施設の適正な保全管理・長寿命化 産業課・都市建設課 5-2-⑧、7-1-①

　＊農道・用排水路の整備、修繕、改修 産業課・都市建設課

　＊多面的機能支払交付金事業の活用・支援 産業課 活動組織数 8団体 8団体

⑥ ●鳥獣被害防止対策の充実・強化 産業課 イノシシの年間捕獲頭数 0頭 3頭

　＊有害鳥獣被害対策協議会設置 産業課 有害鳥獣による農作物被害額 0千円 0千円

　＊鳥獣被害防止計画 産業課 策定有無 策定有 策定有

⑦ ●農業・林業の担い手確保・人材育成等 産業課 認定農業者数 97人 100人

　＊水田フル活用推進事業 産業課 新規林業就業者数 4人 5人

　＊産地パワーアップ事業 産業課

　＊担い手育成支援事業 産業課

　＊農地再生プロジェクト事業 産業課

　＊農業支援事業 産業課

　＊６次化推進事業 産業課 避難地域において農業を開始した認定農業者数 0人 1人

7-5 7-5

① ●風評等の防止に向けた適切な情報発信・販売対策等 産業課 観光客入込数 138,212人 140,000人

　＊観光プロモーション推進事業 産業課 県内の外国人宿泊者数 141,350人 98,788人

　＊田んぼアート事業 産業課 GAP（農業生産工程管理）に取り組む生産者数 1件 3件

　＊観光協会支援 産業課

　＊６次化推進事業・販路拡大プロジェクト事業 産業課

　＊地域づくり（かんかんてらす）事業 産業課 販売額 15,485千円 18,000千円

② ●家畜伝染病対策の充実・強化 産業課 2-5-⑥

　＊関係機関との連絡体制の強化、、マニュアル作成 産業課 策定有無 策定無 策定有

8-1 8-1

① ●災害廃棄物処理計画の策定・推進 健康環境課 計画策定の有無 計画未策定 計画策定

　＊災害廃棄物処理計画 健康環境課 計画策定の有無 計画未策定 計画策定

② ●災害廃棄物等の処理・収集運搬体制の充実・強化 健康環境課

　＊災害廃棄物のストックヤードの選定・確保 健康環境課 箇所数 ０箇所 ストックヤードの選定・確保

　＊悪臭防止等の公害対策の実施 健康環境課

　＊ごみの不法投棄防止啓発、監視活動強化 健康環境課 監視員の有無 監視員なし 監視員の委嘱

　＊道路清掃と害虫駆除 健康環境課 バルサン消毒の実施 ６行政区で実施 実施を希望する行政区に対し実施

　＊可燃ゴミ減量化、リサイクル奨励 健康環境課 委託による古紙回収の実施
子ども会育成会による古紙回収の実施 実施中 継続して実施

　＊須賀川地方保健環境組合との連携・充実・強化 健康環境課 現状等 連携中 継続して連携

　＊災害廃棄物処理応援協定締結 健康環境課 協定有無 協定未締結 協定締結の検討

町民参加と行財政運営
分野／

都市整備・
都市開発分野

再掲 産業振興分野

８　大規模自然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

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

都市整備・
都市開発分野

風評等による地域経済等への甚大な影響

産業振興分野

産業振興分野

産業振興分野

産業振興分野

再掲 産業振興分野
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鏡石町
強靱化施策分野

担当課 数値指標（KPI) 策定時
目標値

（Ｒ３年度）
備考 再掲

鏡石町の施策一覧

鏡石町施策

8-2 8-2

① ●人的支援 総務課

　＊行政機関からの応援職員の受入体制の確立 総務課

　＊災害応援協の締結(見直し) 総務課 災害協定数 20 21

② ●大規模災害等における広域応援体制の充実・強化 総務課 2-1-⑤、2-2-②

　＊友好町村等の災害・消防相互応援協定 総務課 協定締結数 20 21

　＊こおりやま広域圏における応援協定の締結 総務課 協定有無 － 協定締結

③ ●復旧・復興を担う人材の育成 総務課・都市建設課

　＊被災建築物応急危険度判定士の育成 都市建設課 被災建築物応急危険度判定士の有資格者数 5 1

　＊応急危険度判定等の研修会への参加 都市建設課 研修会参加回数 0 1

　＊明日を担う人づくりと生涯学習の推進対策 総務課

④ ●災害時応援協定締結者との連携強化 総務課

　＊各団体等との災害時相互応援協定締結 総務課 相互応援協定数 5 6

⑤ ●災害・復興ボランティア関係団体との連携強化 福祉こども課

　＊災害ボランティア活動環境の整備（受入体制の確立） 社会福祉協議会

8-3 8-3

① ●地域コミュニティの再生・活性化 総務課・健康環境課

　＊地域コミュニティ拠点（地区集会所等）の維持・管理・修繕 総務課

　＊地域における防災組織の強化 総務課

　＊行政区・班組織への加入推進 総務課

　＊交流の場とするサロン設置・充実 健康環境課・福祉こども課 設置数・人数 14箇所で実施
全行政区で最低１箇所サロンを設

置する

　＊被災者再建見舞金制度の創設 総務課 制度の有無 未整備 整備済

② ●地域公共交通の確保 都市建設課・総務課
福祉こども課 6-3-⑧

　＊スマートＩＣの利用車輌拡大・周辺道路整備 都市建設課 車種制限変更 車長6m
R2年度

車長9ｍの供用開始

　＊スマートＩＣの２４時間化への促進 都市建設課 日平均利用台数 520台 1000台

　＊町内周遊バス・デマンド運行利用 福祉こども課 整備率（％） 10 100

　＊鉄道運行の利便性向上（ＪＲ鏡石駅・東西自由通路整備） 総務課

　＊バス運行の利便性向上（路線バス運行維持対策） 総務課

　＊福島空港の活用促進 総務課

　＊鏡石駅東第1土地区画整理事業の整備・推進 都市建設課 造成完了工区数 5 1

　＊都市計画マスタープラン（見直し） 都市建設課 策定期間 H25年度 R13年度

　＊国道４号商業空間の適正誘導 都市建設課

③ ●自助・共助の取組促進 総務課 1-5-⑥、2-1-⑩

　＊自助力、共助力の向上・地域での取組 総務課

　＊行政区の組織の充実・強化とコミュニティの促進 総務課

　＊消防団、消防活動支援隊等の充実、連携強化 総務課 支援隊員数 227 231

④ ●自主防災組織等の強化 総務課・教育課
福祉こども課 1-5-⑦

　＊消防活動支援隊の設置・強化 総務課 設置数・人数

　＊災害ボランティア活動環境の整備 福祉こども課 活動状況（％） 20 100

　＊自主防災組織の設置 総務課 設置数 13 13

　＊かがみいしスポーツクラブの充実・強化 教育課 防災関連の講座・教室の開催回数 0 1 新規

⑤ ●避難行動要支援者対策の推進 福祉こども課 1-5-②

　＊個別計画書の作成 福祉こども課 進捗率（％） 20 100

再掲

福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野／
教育・スポーツ・健康
づくり・文化振興分野

再掲
福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

再掲

福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野／

都市整備・
都市開発分野

再掲
福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興が大幅に遅れる事態

町民参加と
行財政運営分野／福

祉・安心安全・コミュ
ニティ形成分野

福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

再掲
町民参加と

行財政運営分野

福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

復旧・復興を担う人材の不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態

町民参加と行財政運営
分野／福祉・安心安

全・コミュニティ形成
分野
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鏡石町
強靱化施策分野

担当課 数値指標（KPI) 策定時
目標値

（Ｒ３年度）
備考 再掲

鏡石町の施策一覧

鏡石町施策

⑥ ●被災者の生活再建の支援 福祉こども課、総務課
税務町民課

　＊被災者生活再建支援制度の研修 税務町民課

　＊住家被害判定士の育成 税務町民課

　＊各種手続きに関する研修 福祉こども課、総務課
税務町民課

⑦ ●応急仮設住宅の確保 都市建設課・総務課

　＊関係機関との連携強化 総務課・都市建設課

⑧ 心の健康への専門的な支援の推進 健康環境課・総務課
税務町民課・教育課

　＊避難生活の長期化への対応 総務課・税務町民課
教育課

　＊心のケアの体制づくり 健康環境課

福 祉 ・ 安 心 安 全 ・ コ
ミュニティ形成分

福祉・安心安全・コ
ミュニティ形成分野

福 祉 ・ 安 心 安 全 ・ コ
ミュニティ形成分
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