
 

 

 
 

第１章 計画の策定主旨、位置づけ 
 

国は、平成 25 年に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資す

る国土強靱化基本法」を公布・施行し、国土強靱化に関する施策を推進することとなりま

した。 

愛知県でも国の動きに合わせて、平成２８年に「愛知県地域強靱化計画」を策定(令和２

年改訂)し、災害に強いしなやかな地域づくりを推進しています。 

江南市においても、国や愛知県の強靱化に関する施策と調和を図りながら、市の強靱化

の指針となる「江南市地域強靱化計画」（以下、本計画といいます。）を策定しました。 

本計画は、市政の基本方針である、第６次江南市総合計画との整合を図りながら、江南

市地域防災計画等様々な分野の計画の指針となるよう位置づけます。 

なお、計画期間は令和３年度から令和７年度までの５年間とし、必要に応じて見直しを

行います。 

 

第２章 本市の地域特性 

 

１ 本市の地域特性 

本市の「位置・地形・交通」「人口動向」「社会資本の老朽化」「産業の特色」「住環境

整備」等を整理しました。 

２ 本市に影響を及ぼす大規模自然災害等 

本計画で想定するリスクは、本市に被害が生じる地震や水害などの大規模自然災害を

基本とし、複合災害発生の可能性についても配慮しています。 

 

第３章 本市の強靱化の基本的な考え方 
 

＜基本目標＞ 

江南市の強靱化を進めるために、国土強靱化基本計画及び愛知県地域強靱化計画の基本

目標をふまえ、災害に強い地域づくりに向けた 4 つの目標を設定しました。 

 

 

 

  

（１）市民の生命を最大限守る。 

（２）地域及び社会の重要な機能を維持する。 

（３）市民の財産及び公共施設、産業・経済活動に係る被害をできる限り軽減する。

（４）迅速な復旧復興を可能とする。 

江南市地域強靱化計画 
—概要版— 



第４章 本市の強靱化の現状と課題 

第５章 推進すべき施策 

 

本計画では、国土強靱化基本計画及び愛知県地域強靱化計画との調和を図るとともに、

自治体としての役割等を踏まえ、さらに、江南市の地域特性や想定される災害を考慮しな

がら、8 つの「事前に備えるべき目標」と３５の「起きてはならない最悪の事態（リスク

シナリオ）」を設定しました。これをもとに、現在、江南市が取り組んでいる関連施策を

ふりかえり、取組状況を精査整理の上、成果や課題を分析・評価しました（脆弱性評価）。

その上で、江南市を強靱化していく上での対応方針、具体的な施策を検討し、取りまとめ

ました。 

 

事前に備えるべき 

目標 

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
個別具体的施策の例 

1 直接死を最大限

防ぐ 1-1 

住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒

壊や不特定多数が集まる施設の倒壊による多

数の死傷者の発生  

密集市街地の安全性確保 

空き家対策の推進 

住宅等の耐震化の促進 

1-2 
密集市街地や不特定多数が集まる施設におけ

る大規模火災による多数の死傷者の発生  

密集市街地の安全性確保 

防災訓練の実施 

建築物等の安全化 

1-3 
突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水

による多数の死傷者の発生  

雨水流出抑制施設の整備 

水害リスクに関する情報の提供 

要配慮者利用施設の避難確保計画の作

成推進 

2 救助・救急、医

療活動等が迅速

に行われるとと

もに、被災者等

の健康・避難生

活環境を確実に

確保する 

2-1 
被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生

命に関わる物資・エネルギー供給の停止 

緊急輸送道路の機能確保 

主要道路の維持管理 

受援体制の整備 

2-2 
自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・

救急活動等の絶対的不足  

地域の防災力の向上 

防災ヘリコプターの活用 

広域応援体制の整備 

2-3 
想定を超える大量の帰宅困難者の発生による

混乱 

鉄道駅へのアクセス向上 

帰宅困難者の集中による混乱発生防止

帰宅困難者対応を含めた防災対策の推

進 

2-4 

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、エネルギー供給の途絶によ

る医療機能の麻痺 

主要道路の維持管理 

医療救護の協力体制の確立 

緊急輸送体制の確保 

2-5 被災地における疫病・感染症等の大規模発生

感染症流行の未然防止 

環境汚染による健康被害の防止対策 

下水道施設の復旧 

2-6 

劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理によ

る多数の被災者の健康状態の悪化・死者の発

生 

災害時に求められる物資への留意と実

情の考慮 

下水道施設の復旧 

被災者のニーズへの対応、配慮 

3 必要不可欠な行

政機能は確保す

る 

3-1 
被災による警察機能の大幅な低下等による治

安の悪化、社会の混乱 

地域防犯の仕組みづくり 

自助力の向上 

社会秩序の維持 

3-2 職員・施設等の被災による機能の大幅な低下

広域応援体制の整備 

職員の人材育成と適正な人事管理 

職員の派遣要請、応援要請 

4 必要不可欠な情

報通信機能・情

報サービスは確

保する  

 

 

4-1 
防災・災害対応に必要な通信インフラの麻

痺・機能停止  

必要資源の適切配分の準備 

ICT を活用した防災情報の提供 

通信手段の確保・運用 

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  

通信手段の確保・運用 

情報公開と問い合わせ対応の事前準備

災害情報等の収集・伝達 

4-3 

災害時に活用する情報サービスが機能停止

し、情報の収集・伝達ができず、避難行動や

救助・支援が遅れる事態 

災害情報等の収集・伝達 

ハザードマップの作成他、円滑かつ安

全な避難行動の為の施策 



5 経済活動を機能

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地元企業の

生産力低下  

事業所等への指示・要請 

早期の事業再開支援 

企業における予防対策 

5-2 
エネルギー供給の停止による、社会経済活

動・サプライチェーンの維持への甚大な影響

ライフラインの確保 

迅速なライフラインの復旧 

5-3 
基幹的交通ネットワークの機能停止による物

流・人流への甚大な影響  

緊急輸送道路の機能確保 

主要道路の維持管理 

橋梁等の維持管理 

5-4 食料等の安定供給の停滞  

早期の事業再開支援 

農業の安定経営支援及び農業用施設の

適正管理 

都市計画道路の整備 

6 ライフライン、

燃料供給関連施

設、交通ネット

ワーク等の被害

を最小限に留め

るとともに、早

期に復旧させる 

6-1 

電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設

備）や都市ガス供給、石油・LP ガスサプラ

イチェーン等の長期間にわたる機能の停止  

災害時に求められる物資への留意と実

情の考慮 

ライフラインの確保 

迅速なライフラインの復旧 

6-2 上水道等の長期間にわたる供給停止  
上水道管路の改良・整備 

上水道配水施設の維持管理 

6-3 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止  
下水道管路施設の維持管理 

下水道施設の復旧 

6-4 交通インフラの長期間にわたる機能停止  

緊急輸送道路の機能確保 

主要道路の維持管理 

橋梁等の維持管理 

6-5 防災インフラの長期間にわたる機能不全 

防火水槽の修繕・耐震化 

防災施設・設備の維持管理 

防災センターの維持管理 

6-6 
避難所の機能不足等により避難者の生活に支

障が出る事態  

災害時に求められる物資への留意と実

情の考慮 

具体的な施設の活用 

指定避難所の整備と市民の安全確保 

7 制御不能な複合

災害・二次災害

を発生させない 

7-1 
地震に伴う市街地の大規模火災及びその他二

次災害の発生による多数の死傷者の発生  

建築物等の安全化 

防災訓練の実施 

図上訓練等の対策・見直し 

7-2 
沿線・沿道の建物倒壊に伴う閉塞、地下構造

物の倒壊等に伴う陥没による交通麻痺  

密集市街地の安全性確保 

緊急輸送道路の機能確保 

ライフラインの確保 

7-3 
排水機場等の防災施設の損壊・機能不全によ

る多数の死傷者の発生  

防火水槽の修繕・耐震化 

防災施設・設備の維持管理 

雨水貯留施設の排水ポンプなどの修繕

7-4 
有害物質の大規模拡散・流出による地域の荒

廃 

環境汚染による健康被害の防止対策 

危険性物質対策 

有害物質の調査 

7-5 農地等の被害による地域の荒廃  

田園集落地の保全 

農業の安定経営支援及び農業用施設の

適正管理 

水害防除対策の準備 

8 社会・経済が迅

速かつ従前より

強靱な姿で復興

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

り復興が大幅に遅れる事態  

オープンスペースの活用 

最終処分場の点検・維持管理 

8-2 

復興を支える人材等（専門家、コーディネー

ター、労働者、地域に精通した技術者等）の

不足、より良い復興に向けたビジョンの欠如

等により復興できなくなる事態  

職員の人材育成と適正な人事管理 

補助制度の継続・連携推進 

支援協定の締結促進 

8-3 
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興が大幅に遅れる事態 

水害に強い都市づくり 

雨水流出抑制施設の整備 

雨水流出抑制施設の設置の指導 

8-4 
被災者の住居確保等の遅延による生活再建の

遅れ 

発災に備えた資機材、人員などの配備

避難生活や生活再建への支援 

8-5 

貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミ

ュニティの崩壊等による有形・無形の文化の

衰退・損失 

郷土学習の充実 

文化財の保護 

8-6 
事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業

所等の整備が進まず復興が大幅に遅れる事態 

オープンスペースの活用 

早期の事業再開支援 

復興体制の構築 

 

 



施策分野（個別施策分野と横断的分野）の設定 

前述の「推進すべき施策」で定めたリスクシナリオに対する施策（個別具体的施策）に

関し、相互に依存する関係があるものについて、それぞれの施策の推進に当たり、推進体

制の構築や工程管理などの共有を図るため、分野ごとの整理、そして施策の横断的なつな

がりとしての整理を行います。 

そのため、国の基本計画における施策分野（12 の個別施策分野と５の横断的分野）の

設定を基に、６の個別施策分野と４の横断的分野を設定しました。 

 

第６章 計画推進の方策 

 

江南市の強靱化を推進するため、PDCA サイクルを通じて、本計画の不断の点検・改

善を行います。 

 

＜計画の推進体制＞ 

本計画の推進に当たっては、全庁的な体制の下、取組を行います。 

さらには市だけでなく、国、県、関係団体、民間事業者、市民等との連携・協力・調整

により取組を進めます。 

 

＜計画の進捗管理＞ 

進捗状況の把握においては、総合計画や実施計画等関連計画で行う事業評価（進捗管理）

と連携しつつ、同時に、近年の自然災害や国・県の計画の見直し状況を確認し、それらと

の整合を考慮します。 

 

＜計画の見直し＞ 

本計画については、現在取り組まれている施策の進捗状況や今後の社会経済情勢の変化

等を考慮しつつ、地域活性化、地方創生との連携・連動性の期待できるものとし、国の強

靱化施策等の動向も踏まえて、随時、計画全体を見直し修正します。 

 

 

 

令和３年 ３月 江南市（都市整備部 防災安全課 発行） 

 

個別施策分野 横断的分野 

① 行政機能／消防等 ① リスクコミュニケーション 

② 住宅・都市・交通 ② 人材育成 

③ 保健医療・福祉 ③ 官民連携 

④ 産業・経済・エネルギー ④ 老朽化対策 

⑤ 情報通信 

⑥ 環境 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF53CB4EBA793E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     範囲: 全てのページ
     トリム: 同サイズ 8.268 x 11.693 インチ / 210.0 x 297.0 mm
     シフト: 無し
     ノーマライズ(オプション): オリジナル
      

        
     32
            
       D:20150917081410
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     985
     551
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

      
       PDDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     QI+ 3.0e
     QI+ 3
     1
      

        
     4
     3
     4
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



