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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

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

1-3 広域にわたる大規模津波等による多数の死傷者の発生

1-4 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

1-5 大規模な土砂災害（深層崩壊）等による多数の死傷者の発生

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

2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生

2-3 自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足

2-4 想定を超える大量の帰宅困難者の発生、混乱

2-5
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、エネル
ギー供給の途絶による医療機能・福祉支援活動の麻痺

2-6 被災地における疫病・感染症等の大規模発生

2-7
劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被害者の健康状態の悪
化・死者の発生

3-1 被災による司法機能、警察機能の大幅な低下による治安の悪化、社会の混乱

3-2 行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下

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

4-2
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

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よる競争力の低下

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

5-3 重要な産業施設の損壊、火災、爆発等

5-4
広域交通ネットワークが分断する等、基幹的な陸上・海上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

5-5 食料等の安定供給の停滞

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

6-2 上水道等の長期間にわたる供給停止

6-3 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止

6-4
基幹的交通から地域交通網まで、陸海空の交通インフラの長期間にわたる機能
停止

6-5 防災施設の長期間にわたる機能不全

7-1 地震に伴う市街地の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生

7-2 海上・臨海部の広域複合災害の発生

7-3 沿線・沿道の建物倒壊に伴う閉塞、交通麻痺

7-4
ため池、防災施設、天然ダム等の損壊・機能不全や堆積した土砂の流出による
多数の死傷者の発生

7-5 有害物質の大規模拡散・流出による被害の拡大

7-6 農地・森林等の荒廃による被害の拡大

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

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

8-3 地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅れる事態

8-4
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

8-5
事業用地の取得、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

8-6
大規模災害により土地・建物等の被災認定に時間を要し復興が大幅に遅れる事
態

※赤文字が重点化プログラム

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

3
必要不可欠な行政機能
は確保する

4
必要不可欠な情報通信
機能・情報サービスは
確保する

5
経済活動を機能不全に
陥らせない

救助・救急、医療活動
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

１．起きてはならない最悪の事態

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

7
制御不能な複合災害・
二次災害を発生させな
い

事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態

1 直接死を最大限防ぐ

2
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２．提案施策一覧
リスクシナリオ№ 施策№ 提案施策名

1-1 1 木造家屋等の耐震化の推進

1-1 2 学校施設の老朽化対策

1-1 3 子育て支援施設の老朽化対策

1-1 4 社会教育施設等の老朽化対策

1-1 5 なかつ情報プラザの耐震化対策

1-1 6 高度無線環境整備事業

1-1 7 地籍調査の推進

1-2 8 防火対象物における火災予防・安全対策の推進

1-2 9 住宅防火の推進

1-2 10 消防各種訓練の実施

1-3 11 津波ハザードマップ等の作成によるリスクの周知

1-3 12 津波避難訓練の実施

1-3 13 防災拠点施設の整備

1-3 14 避難行動要支援者の避難支援の取組の推進

1-3 15 防災教育の推進

1-4 16 豪雨時における内水排水対策の推進

1-4 17 河川施設の維持・改修

1-4 18 排水施設等の整備・維持管理

1-4 14 【１－３再掲】避難行動要支援者の避難支援の取組の推進

1-4 19 要配慮者利用施設の防災訓練の促進

1-4 15 【１－３再掲】防災教育の推進

1-4 20 データセンターの移設

1-4 21 なかつ情報プラザ非常用電源装置の浸水対策

1-5 22 山地に起因する自然災害の防止

1-5 23 森林整備の促進

1-5 24 がけ地の崩壊対策

1-5 25 土砂災害ハザードマップの作成促進

1-5 19 【１－４再掲】要配慮者利用施設の防災訓練の促進

1-5 15 【１－３再掲】防災教育の推進

1-5 26 ため池ハザードマップの作成促進

1-5 7 【１－１再掲】地籍調査の推進

2-1 27 医療応援協定の再構築

2-1 28 備蓄食料等の確保・管理

2-1 29 給水施設の整備・給水体制の確立

2-1 30 中津市災害時受援計画の実用的な運用

2-1 31 都市部における輸送ルートの骨格となる街路等の整備

2-1 32 道路の改修及び維持管理

2-1 33 橋梁、トンネル、道路附属物等の改修及び維持管理

2-1 34 倒木時に電線等へ影響を及ぼす樹木の事前伐採

2-1 35 漁港、林道における物資輸送ルートの確保

2-1 7 【１－１再掲】地籍調査の推進

2-2 36 山間地における避難路や輸送路等の整備
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リスクシナリオ№ 施策№ 提案施策名

2-2 37 農道等の整備・保全の推進

2-2 32 【２－１再掲】道路の改修及び維持管理

2-2 33 【２－１再掲】橋梁、トンネル、道路附属物等の改修及び維持管理

2-2 24 【１－５再掲】がけ地の崩壊対策

2-2 17 【１－４再掲】河川施設の維持・改修

2-2 38 携帯電話不感地域の解消

2-2 39 公衆無線ＬＡＮ整備

2-2 40 ケーブルテレビ幹線の２ルート化、老朽化した幹線の更改

2-2 41 災害時情報伝達手段の普及促進

2-2 42 伝達ツール利用方法の教育

2-2 7 【１－１再掲】地籍調査の推進

2-3 43 消防団の活動強化

2-3 44 防災士の養成

2-3 45 消防受援体制の強化

2-3 30 【２－１再掲】中津市災害時受援計画の実用的な運用

2-3 46 自主防災組織の活動強化

2-3 47 住民による避難所の自主運営の促進

2-3 14 【１－３再掲】避難行動要支援者の避難支援の取組の推進

2-3 10 【１－２再掲】消防各種訓練の実施

2-4 30 【２－１再掲】中津市災害時受援計画の実用的な運用

2-4 35 【２－１再掲】漁港、林道における物資輸送ルートの確保

2-4 48 災害時に有効な活動拠点となる公園の整備

2-4 32 【２－１再掲】道路の改修及び維持管理

2-4 33 【２－１再掲】橋梁、トンネル、道路附属物等の改修及び維持管理

2-5 27 【２－１再掲】医療応援協定の再構築

2-5 49 医療救護訓練の実施

2-5 50 医療機関及び消防署等との連携の強化

2-5 51 災害時における医療派遣体制の連携強化

2-5 52 日本赤十字社大分県支部及び大分県との連携強化

2-5 35 【２－１再掲】漁港、林道における物資輸送ルートの確保

2-5 34 【２－１再掲】倒木時に電線等へ影響を及ぼす樹木の事前伐採

2-5 32 【２－１再掲】道路の改修及び維持管理

2-5 33 【２－１再掲】橋梁、トンネル、道路附属物等の改修及び維持管理

2-5 53 港湾施設整備の実施

2-5 54 住民への救命講習の啓発

2-5 30 【２－１再掲】中津市災害時受援計画の実用的な運用

2-5 55 福祉避難所の確保

2-5 13 【１－３再掲】防災拠点施設の整備

2-6 56 保健指導及び予防接種の促進

2-6 57 迅速な消毒の対応計画の整備

2-6 58 ごみ処理施設の対策

2-6 59 し尿処理に係る取組の強化

2-6 60 災害廃棄物の運搬、処理に係る対策

2-2 28 【２－１再掲】備蓄食料等の確保・管理
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リスクシナリオ№ 施策№ 提案施策名

2-6 61 市民病院における備蓄品の確保・管理

2-6 62 市民病院における防災訓練の継続的な実施

2-7 4 【１－１再掲】社会教育施設等の老朽化対策

2-7 56 【２－６再掲】保健指導及び予防接種の促進

2-7 46 【２－３再掲】自主防災組織の活動強化

2-7 44 【２－３再掲】防災士の養成

2-7 47 【２－３再掲】住民による避難所の自主運営の促進

3-1 63 地域住民による防犯活動の強化

3-1 46 【２－３再掲】自主防災組織の活動強化

3-2 13 【１－３再掲】防災拠点施設の整備

3-2 20 【１－４再掲】データセンターの移設

3-2 21 【１－４再掲】なかつ情報プラザ非常用電源装置の浸水対策

3-2 64 中津市の防災力向上のための訓練の実施

3-2 65 中津市業務継続計画（BCP）の実用的な運用

3-2 66 ICTのBCP計画策定

3-2 30 【２－１再掲】中津市災害時受援計画の実用的な運用

3-2 67 被災者支援システムの構築

3-2 68 イントラネット光ケーブル更改、冗長化

4-1 41 【２－２再掲】災害時情報伝達手段の普及促進

4-1 69 ホームページ管理システムのクラウド化

4-1 13 【１－３再掲】防災拠点施設の整備

4-1 40
【２－２再掲】ケーブルテレビ幹線の２ルート化、老朽化した幹線の更
改

4-1 39 【２－２再掲】公衆無線ＬＡＮ整備

4-1 42 【２－２再掲】伝達ツール利用方法の教育

4-1 38 【２－２再掲】携帯電話不感地域の解消

4-1 68 【３－２再掲】イントラネット光ケーブル更改、冗長化

4-1 34 【２－１再掲】倒木時に電線等へ影響を及ぼす樹木の事前伐採

4-2 70 情報提供手段の多重化

4-2 41 【２－２再掲】災害時情報伝達手段の普及促進

4-2 5 【１－４再掲】なかつ情報プラザの耐震化対策

4-2 21 【１－４再掲】なかつ情報プラザ非常用電源装置の浸水対策

4-2 71 サブセンター用非常用電源装置の防災対策

4-2 40
【２－２再掲】ケーブルテレビ幹線の２ルート化、老朽化した幹線の更
改

4-2 68 【３－２再掲】イントラネット光ケーブル更改、冗長化

4-2 39 【２－２再掲】公衆無線ＬＡＮ整備

4-2 38 【２－２再掲】携帯電話不感地域の解消

4-2 34 【２－１再掲】倒木時に電線等へ影響を及ぼす樹木の事前伐採

4-2 72 観光客へのWi-Fi 設備の設置場所等の周知

4-2 42 【２－２再掲】伝達ツール利用方法の教育

4-2 46 【２－３再掲】自主防災組織の活動強化

4-2 44 【２－３再掲】防災士の養成

4-2 47 【２－３再掲】住民による避難所の自主運営の促進

4-2 14 【１－３再掲】避難行動要支援者の避難支援の取組の推進
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リスクシナリオ№ 施策№ 提案施策名

5-1 31 【２－１再掲】都市部における輸送ルートの骨格となる街路等の整備

5-1 35 【２－１再掲】漁港、林道における物資輸送ルートの確保

5-1 33 【２－１再掲】橋梁、トンネル、道路附属物等の改修及び維持管理

5-1 32 【２－１再掲】道路の改修及び維持管理

5-1 73 中津港港湾BCPによる計画的な危機管理の実施

5-1 74 事業継続力強化支援計画に沿った小規模事業者の防災・減災対策の支援

5-1 75 企業ごとのBCP策定の推進

5-1 76 企業への支援策の周知

5-2 31 【２－１再掲】都市部における輸送ルートの骨格となる街路等の整備

5-2 35 【２－１再掲】漁港、林道における物資輸送ルートの確保

5-2 32 【２－１再掲】道路の改修及び維持管理

5-2 33 【２－１再掲】橋梁、トンネル、道路附属物等の改修及び維持管理

5-2 34 【２－１再掲】倒木時に電線等へ影響を及ぼす樹木の事前伐採

5-3 77 重要な産業施設の出火防止対策

5-4 78 交通事業者への迅速な情報提供の構築

5-4 31 【２－１再掲】都市部における輸送ルートの骨格となる街路等の整備

5-4 35 【２－１再掲】漁港、林道における物資輸送ルートの確保

5-4 53 【２－５再掲】港湾施設整備の実施

5-4 7 【１－１再掲】地籍調査の推進

5-5 79 経済関係団体や県との連携強化

5-5 31 【２－１再掲】都市部における輸送ルートの骨格となる街路等の整備

5-5 32 【２－１再掲】道路の改修及び維持管理

5-5 33 【２－１再掲】橋梁、トンネル、道路附属物等の改修及び維持管理

5-5 37 【２－２再掲】農道等の整備・保全の推進

5-5 28 【２－１再掲】備蓄食料等の確保・管理

5-5 7 【１－１再掲】地籍調査の推進

6-1 34 【２－１再掲】倒木時に電線等へ影響を及ぼす樹木の事前伐採

6-1 75 【５－１再掲】企業ごとのBCP策定の推進

6-2 29 【２－１再掲】給水施設の整備・給水体制の確立

6-3 18 【１－４再掲】排水施設等の整備・維持管理

6-4 73 【５－１再掲】中津港港湾BCPによる計画的な危機管理の実施

6-4 31 【２－１再掲】都市部における輸送ルートの骨格となる街路等の整備

6-4 37 【２－２再掲】農道等の整備・保全の推進

6-4 35 【２－１再掲】漁港、林道における物資輸送ルートの確保

6-4 32 【２－１再掲】道路の改修及び維持管理

6-4 33 【２－１再掲】橋梁、トンネル、道路附属物等の改修及び維持管理

6-4 80 市民への迅速な交通情報の周知

6-5 13 【１－３再掲】防災拠点施設の整備

6-5 20 【１－４再掲】データセンターの移設
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リスクシナリオ№ 施策№ 提案施策名

6-5 21 【１－４再掲】なかつ情報プラザ非常用電源装置の浸水対策

6-5 40
【２－２再掲】ケーブルテレビ幹線の２ルート化、老朽化した幹線の更
改

6-5 68 【３－２再掲】イントラネット光ケーブル更改、冗長化

6-5 18 【１－４再掲】排水施設等の整備・維持管理

6-5 16 【１－４再掲】豪雨時における内水排水対策の推進

6-5 17 【１－４再掲】河川施設の維持・改修

7-1 81 消防用設備の指導の強化

7-1 82 耐震性貯水槽等の充実

7-1 43 【２－３再掲】消防団の活動強化

7-1 83 消防活動体制の強化

7-1 46 【２－３再掲】自主防災組織の活動強化

7-1 47 【２－３再掲】住民による避難所の自主運営の促進

7-1 44 【２－３再掲】防災士の養成

7-1 15 【１－３再掲】防災教育の推進

7-2 53 【２－５再掲】港湾施設整備の実施

7-2 84 漁港の耐震、津波対策

7-2 85 臨海地域における危険物査察数の強化

7-2 11 【１－３再掲】津波ハザードマップ等の作成によるリスクの周知

7-2 12 【１－３再掲】津波避難訓練の実施

7-3 1 【１－１再掲】木造家屋等の耐震化の推進

7-3 86 危険ブロック除去の推進

7-4 26 【１－５再掲】ため池ハザードマップの作成促進

7-5 87 危険物を貯蔵する施設への査察数の強化

7-5 60 【２－６再掲】災害廃棄物の運搬、処理に係る対策

7-6 88 農地、農業用施設の保全

7-6 22 【１－５再掲】山地に起因する自然災害の防止

7-6 23 【１－５再掲】森林整備の促進

7-6 89 農業用施設の補強

7-6 7 【１－１再掲】地籍調査の推進

8-1 58 【２－６再掲】ごみ処理施設の対策

8-1 60 【２－６再掲】災害廃棄物の運搬、処理に係る対策

8-1 90 災害廃棄物の運搬、処理に係る広域処理体制の構築

8-2 30 【２－１再掲】中津市災害時受援計画の実用的な運用

8-2 91 効果的な建設工事発注の推進

8-2 60 【２－６再掲】災害廃棄物の運搬、処理に係る対策

8-3 46 【２－３再掲】自主防災組織の活動強化

8-3 44 【２－３再掲】防災士の養成

8-3 92 地域での支え合い活動の推進

8-4 18 【１－４再掲】排水施設等の整備・維持管理

8-5 7 【１－１再掲】地籍調査の推進

8-5 93 仮設住宅用地の整備

8-6 94 被災者へのスムーズなり災証明の交付

8-6 7 【１－１再掲】地籍調査の推進
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３．事業一覧
【総務部】

事業名　等 事業箇所 事業内容 事業規模 事業種別 施策№ 担当課

非常時情報発信訓練 市内一円

災害により市役所のインター
ネット回線が断絶した想定で、
モバイル回線等を使用した情報
発信訓練を実施する。

一式 ソフト事業 69 秘書広報課

やさしい日本語による
情報発信

市内一円

市内の在留外国人へ重要な情報
を届けるために、やさしい日本
語による情報発信訓練を実施す
る。

一式 ソフト事業 70 秘書広報課

津波・洪水・高潮等防
災対策事業

浸水想定区域地区

・津波ハザードマップの作成に
よるリスクの周知
・洪水ハザードマップの作成に
よるリスクの周知
・高潮ハザードマップの作成に
よるリスクの周知
・津波避難訓練の実施

一式 ソフト事業 11、12 防災危機管理課

要配慮者利用施設支援
事業

避難確保計画作成・
提出事業所

・要配慮者利用施設の防災訓練
の促進

一式 ソフト事業 19
防災危機管理課

関係各課

市防災体制強化事業 市内一円

・備蓄食料等の確保・管理
・中津市災害時受援計画の実用
的な運用
・中津市の防災力向上のための
訓練の実施
・中津市業務継続計画（BCP）の
実用的な運用

一式 ソフト事業
28、30、64、

65
防災危機管理課

防災行動定着促進事業 市内一円
・災害時情報伝達手段の普及促
進

一式 ソフト事業 41 防災危機管理課

地域防災力向上支援事
業

市内一円

・防災士の養成
・自主防災組織の活動強化
・住民による避難所の自主運営
の促進

一式 ソフト事業 44、46、47
防災危機管理課

各支所・総務住民課

本庁舎整備事業 中津市役所本庁舎
・災害拠点施設としての整備
・非常用発電機等の大規模改修

一式 ハード事業 13
財政課

防災危機管理課
効果的な建設工事発注
推進事業

市内一円
公共工事の発注・施工時期の平
準化の啓発

一式 ソフト事業 91 契約検査課

航空写真（ＧＩＳ）シ
ステム

市内一円
航空写真を活用し土地、家屋の
被災状況を確認

一式 ソフト事業 94 税務課

【企画観光部】
事業名　等 事業箇所 事業内容 事業規模 事業種別 施策№ 担当課

交通事業者への迅速な
情報提供の構築

市内一円
災害時の道路事情等を道路管理
事業者等と連携を取り、運行事
業者へ迅速に提供する。

市内全域 ソフト事業 78 地域振興・広聴課

市民への迅速な交通情
報の周知

市内一円

災害時の公共交通状況を、HPや
なかつメール、ケーブルテレビ
の文字放送などを活用し、提供
する。

市内全域 ソフト事業 80 地域振興・広聴課

なかつ情報プラザ耐震
化対策事業

なかつ情報プラザ
データセンター施設、ヘッドエ
ンド施設としての耐震化

一式 ハード事業 5 情報統計課

高度無線環境整備事業
条件不利地域を含む
地域

高速・大容量無線局の前提とな
る光ファイバ等の整備

一式 ハード事業 6 情報統計課

データセンター移設事
業

未定 データセンターの移設 一式 ハード事業 20 情報統計課

なかつ情報プラザ非常
用電源装置浸水対策事
業

なかつ情報プラザ 非常用電源装置の浸水対策 一式 ハード事業 21 情報統計課

電気通信格差是正事業
地理的に条件不利な
地域

携帯電話不感地域の解消 一式 ハード事業 38 情報統計課

無線システム普及支援
事業
（公衆無線LAN環境整
備支援事業）

防災拠点、災害対応
の強化が望まれる公
的拠点

防災拠点及び被災場所として想
定され災害対応の強化が望まれ
る公的拠点における公衆無線Ｌ
ＡＮ（Wi-Fi)環境の整備

一式 ハード事業 39 情報統計課

放送ネットワーク整備
支援事業

中津市ケーブルネッ
トワーク事業区域

ケーブルテレビ幹線の２ルート
化、老朽化した幹線の更改

一式 ハード事業 40 情報統計課

市民IT機器操作講座 市内一円 防災伝達ツール利用方法の教育 一式 ソフト事業 42 情報統計課

ICTのBCP計画策定 組織内
中津市ICT部門業務継続計画
（ICTーBCP）の策定

一式 ソフト事業 66 情報統計課

イントラネット光ケー
ブル更改、冗長化

市内一円
イントラネット幹線の２ルート
化、老朽化した幹線の更改

一式 ハード事業 68 情報統計課

サブセンター用非常用
電源装置の防災対策

各支所サブセンター 非常用電源装置の防災対策 一式 ハード事業 71 情報統計課

公衆無線LAN活用多角
化事業

市内観光施設
・観光客へのWi-Fi 設備の設置
場所等の周知

一式 ソフト事業 72 観光推進課
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【福祉部】
事業名　等 事業箇所 事業内容 事業規模 事業種別 施策№ 担当課

避難行動要支援者避難
支援事業

市内一円

・中津市避難行動要支援者避難
支援計画をもとに障害のある方
や高齢者など避難行動に支障の
ある方の避難を支援する事業
（台帳整備、システム整備、自
治会等に名簿提供、計画策定）

一式 ソフト事業 14
福祉政策課

福祉避難所確保事業 市内一円
・一般の避難所では生活が困難
な要配慮者に配慮した福祉避難
所を確保する事業

一式 ソフト事業 55 福祉政策課

子育て支援施設の老朽
化対策

市内一円の児童クラ
ブなど

・施設ごとの現状を把握し、地
震防災対策に必要な補強改修工
事を行う。

一式 ハード事業 3 子育て支援課

地域での支え合い活動
推進事業
（福祉政策課・福祉支
援課・介護長寿課）

市内一円

・自治会をはじめ、地域福祉
ネットワーク協議会、住民型有
償サービスなど地域住民同士の
活動の支援を行うとともに社会
福祉協議会、地域包括支援セン
ターなどと連携し、地域で支え
合うシステムづくりを行う事業
（福祉政策課・福祉支援課・介
護長寿課）

一式 ソフト事業 92
福祉政策課・福祉支
援課・介護長寿課

【生活保健部】
事業名　等 事業箇所 事業内容 事業規模 事業種別 施策№ 担当課

医療応援協定の再構築 市内一円 医療応援協定の再構築 一式 ソフト事業 27 地域医療対策課

医療救護訓練事業 市内一円

市内での防災訓練実施時医療救
護訓練の実施
災害時の搬送や救護支援体制の
構築のため医療機関及び消防等
との連携強化

一式 ソフト事業 49,50 地域医療対策課

災害時医療提供体制事
業

市内一円

災害時における医療派遣体制の
連携強化
災害時の医療支援や医療消耗品
等の供給支援のため大分県や日
本赤十字社等との連携強化

一式 ソフト事業 51、52 地域医療対策課

予防接種事業 市内一円 予防接種の実施及び接種勧奨 一式 ソフト事業 56 地域医療対策課

被災者支援システム構
築事業

中津市役所（本庁）

・ホスト系データのオープン環
境化
・システム設計
・システム導入
・模擬運用

一式 ソフト事業 67 市民課

衛生管理対策（消毒）
事業

市内一円・計画策定

・消毒機械、消毒液の確保、管
理
・関係業者（ペストコントロー
ル協会、レンタル協会）との連
絡体制の構築
・迅速な消毒の対応計画の整備
・各戸（個人）での消毒実施方
法の啓発

一式 ソフト事業 57 環境政策課

地域防犯活動支援事業 市内一円 地域住民による防犯活動の強化 一式 ソフト事業 63 市民安全課

ごみ処理施設の対策事
業

中津市クリーンプラ
ザ

・ごみ処理施設の被災時におけ
る復旧計画の策定及び広域処理
体制の構築
・ごみ処理施設における伝染病
予防のための対策用品の備蓄
（消毒液、マスク、防護服、手
袋等）

一式 ソフト事業 58
清掃管理課
清掃施設課

廃棄物の運搬、処理に
係る対策事業

中津市クリーンプラ
ザ

・中津市災害廃棄物所為計画の
検証
・最終処分場の協定締結

一式 ソフト事業 60
清掃管理課
清掃施設課

廃棄物の運搬、処理に
係る対策事業

中津市クリーンプラ
ザ

・中津市クリーンプラザの処理
能力向上

一式 ハード事業 60
清掃管理課
清掃施設課

し尿処理に係る取り組
みの強化事業

中津市清掃センター
・被災時における復旧計画の策
定及び広域処理体制の構築
・仮設トイレの確保

一式 ソフト事業 59,90
清掃管理課
清掃施設課
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【商工農林水産部】
事業名　等 事業箇所 事業内容 事業規模 事業種別 施策№ 担当課

中小企業支援事業 市内一円
BCP策定支援
企業への支援策の周知
経済関係団体や県との連携強化

一式 ソフト事業 73,74,75,79 商工・雇用政策課

港湾改修統合補助事業 田尻地区 -3.5m物揚場
中津港 田尻地区 港湾改修　補
修

一式 ハード事業 53 企業誘致・港湾課

港湾改修統合補助事業 田尻地区 -5.5m岸壁
中津港 田尻地区 港湾改修　エ
プロン補修

435m2 ハード事業 53 企業誘致・港湾課

港湾改修統合補助事業 田尻地区 -7.5m岸壁
中津港 田尻地区 港湾改修　エ
プロン補修

250m2 ハード事業 53 企業誘致・港湾課

港湾改修統合補助事業 田尻地区　-8m岸壁 中津港 田尻地区 港湾改修 一式 ハード事業 53 企業誘致・港湾課
港湾改修統合補助事業 田尻地区　-11m岸壁 中津港 田尻地区 港湾改修 一式 ハード事業 53 企業誘致・港湾課

重要港湾改修事業 田尻地区
港湾改修臨港道路① 臨港道路整
備

2,200m ハード事業 53 企業誘致・港湾課

津波危機管理対策事業
中津港海岸 角木地
区

海岸堤防等中津港海岸 角木地区
海岸堤防等

160m ハード事業 53 企業誘致・港湾課

津波危機管理対策事業 中津海岸 老朽化対策
42箇所
（中津～
佐伯）

ハード事業 53 企業誘致・港湾課

農業用ハウス強靭化緊
急対策事業

市内一円 農業用施設の災害被害の復旧 一式 ハード事業 88,89 農政振興課

日本型直接支払交付金
事業

市内一円
農業の多面的機能の維持・発揮
のための地域活動や営農活動を
支援する

一式 ソフト事業 88 農政振興課

今津漁港機能保全事業 今津漁港
・今津漁港機能保全計画に基づ
く施設長寿命化のための整備、
改修工事等

一式 ハード事業 35・84 林業水産課

今津漁港機能保全事業 今津漁港
・今津漁港機能保全計画の定期
的な見直し

一式 ソフト事業 35・84 林業水産課

林地崩壊防止対策緊急
事業

市内一円 ・林地崩壊防止対策工事 一式 ハード事業 22 林業水産課

林業振興事業 市内一円 ・森林整備 一式 ハード事業 23 林業水産課
市有林管理事業 市内一円 ・森林整備 一式 ハード事業 23 林業水産課
風倒木被害軽減対策事
業（Ｒ３新規要求中）

市内一円
・風倒木の恐れのある樹木の事
前伐採

一式 ハード事業 34 林業水産課

林道管理事業費 市内一円 ・トンネル・橋梁の点検・診断 一式 ソフト事業 35・36 林業水産課
林道自然災害防止対策
事業

山国町（岳滅鬼線・
藤原小瀬戸線）

・林道の改良等 一式 ハード事業 35・36 林業水産課

ため池ハザードマップ
の作成促進

市内一円
(防災重点ため池)

ため池ハザードマップの作成 一式 ソフト事業 26 耕地課

農道等の整備・保全の
推進

市内一円
農道の整備
農道・農道橋・トンネルの保全

一式 ハード事業 37 耕地課
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【建設部】
事業名　等 事業箇所 事業内容 事業規模 事業種別 施策№ 担当課

万田沖代線道路整備事
業

中津市大字湯屋　外 バイパス L=1.3km ハード事業 31、32
建設政策課
建設土木課

栃木線（津民小橋）橋
りょう整備事業

中津市耶馬溪町栃木 橋梁架替 L=0.03km ハード事業 32
建設政策課
建設土木課

下池永西大新田線外１
線道路改良事業

中津市大字下池永
外

バイパス L=0.55km ハード事業 31、32
建設政策課
建設土木課

佐知臼木線道路改良事
業

中津市三光佐知 現道拡幅 L=0.89km ハード事業 31、32
建設政策課
建設土木課

道の駅耶馬トピアパー
キングエリア整備事業

中津市本耶馬渓町跡
田

駐車場整備 1ヵ所 ハード事業 32
建設政策課
建設土木課

成恒西秣線道路改良事
業

中津市三光田口　外 現道拡幅、歩道 L=3.3km ハード事業 32
建設政策課
建設土木課

御澄池東通り線道路改
良事業

中津市大字大貞　外 現道拡幅、歩道 L=0.7km ハード事業 31、32
建設政策課
建設土木課

田中・森山線外３線歩
道設置事業

中津市大字福島　外 現道拡幅、歩道 L=3.84km ハード事業 31、32
建設政策課
建設土木課

宮ノ馬場町丈線道路改
良事業

中津市耶馬溪町平田 現道拡幅、歩道 L=0.49km ハード事業 32
建設政策課
建設土木課

橋りょう長寿命化修繕
事業

市内一円 橋梁補修・耐震補強 688橋 ハード事業 33
建設政策課
建設土木課

道路等点検調査事業 市内一円 道路構造物等点検・計画策定 688橋 ソフト事業 33
建設政策課
建設土木課

トンネル長寿命化修繕
事業

市内一円 トンネル補修 7本 ハード事業 33
建設政策課
建設土木課

横断歩道橋長寿命化修
繕事業

市内一円 横断歩道橋補修 1橋 ハード事業 33
建設政策課
建設土木課

道路長寿命化修繕事業 市内一円 舗装補修 L=13.4km ハード事業 32
建設政策課
建設土木課

公営・改良住宅建替事
業

中津市大字犬丸 野田高山住宅建替事業
野田高山
住宅

ハード事業 4 施設整備課

公営・改良住宅建替事
業

中津市大字高瀬 高瀬住宅建替事業 高瀬住宅 ハード事業 4 施設整備課

住宅地区改良事業等 市内一円 危険空家等除却事業（民間） 市内一円 ソフト事業 86 建築指導課
住宅・建築物安全ス
トック事業

市内一円
民間建築物アスベスト含有調査
事業（民間）

市内一円 ソフト事業 1 建築指導課

住宅・建築物安全ス
トック事業

市内一円
がけ地近接等危険住宅移転事業
（民間）

市内一円 ソフト事業 24 建築指導課

住宅・建築物安全ス
トック事業

市内一円
木造住宅耐震化促進事業〔改
修〕（民間）

市内一円 ハード事業 1 建築指導課

住宅・建築物安全ス
トック事業

市内一円
危険ブロック塀等除却事業（民
間）

市内一円 ソフト事業 85 建築指導課

住宅・建築物安全ス
トック事業

市内一円
木造住宅耐震化促進事業〔診
断〕（民間）

市内一円 ソフト事業 1 建築指導課

公営・改良住宅ストッ
ク改善事業

中津市三光池部 池部住宅改善事業費 池部住宅 ハード事業 4 施設整備課

公営・改良住宅ストッ
ク改善事業

中津市三光成恒 成恒住宅改善事業費 成恒住宅 ハード事業 4 施設整備課

永添運動公園整備事業 中津市大字永添 公園整備 1ヵ所 ハード事業 48
建設政策課
建設土木課

公園施設長寿命化対策
事業費

市内一円 公園施設更新、補修 市内一円 ハード事業 48
建設政策課
建設土木課

宮永角木線街路事業費 中津市船場　外 現道拡幅 L=0.5km ハード事業 31、32
建設政策課
建設土木課

第7次国土調査事業10
箇年計画

本耶馬渓地区
耶馬溪地区

国土調査 一式 ソフト事業 7 用地課
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【上下水道部】
事業名　等 事業箇所 事業内容 事業規模 事業種別 施策№ 担当課

耐震・耐津波対策 下水道施設 耐震・耐津波診断 一式 ソフト事業 18 下水道課

耐震・耐津波対策 下水道施設
診断に基づく被害軽減・防止対
策

一式 ハード事業 18 下水道課

耐水化計画策定 下水道施設 耐水化計画策定 一式 ソフト事業 18 下水道課
耐水化対策 下水道施設 耐水化計画に基づく対策の実施 一式 ハード事業 18 下水道課

業務継続計画 下水道施設
下水道業務継続計画（ＢＣＰ）
の実用的な運用

一式 ソフト事業 18 下水道課

災害時応急給水対策 給水拠点計画作成
給水施設の整備、給水体制の確
立

一式 ソフト事業 29 水道課

BCP(事業継続計画)の
策定

水道基幹施設
非常時対応計画、事前対策計
画、事後対策計画、訓練・維持
改善計画の策定

一式 ソフト事業 29 水道課

内水排水対策推進事業
公共下水道事業計画

区域内

・雨水排水施設の整備
・内水ハザードマップ作成によ
るリスクの周知

一式 ハード事業 16.17 排水対策課

土砂災害ハザードマッ
プ作成事業

市内一円
・土砂災害ハザードマップ作成
によるリスクの周知

一式 ソフト事業 25 排水対策課

河川整備事業 市内一円
・河川改良
・河川整備計画の策定

一式 ハード事業 16.17 排水対策課

【山国支所】
事業名　等 事業箇所 事業内容 事業規模 事業種別 施策№ 担当課

仮設住宅対策事業
山国町平小野
（コロナ運動公園隣
接地）

大規模災害に備え、造成工事や
大規模備蓄倉庫・仮設住宅等の
建設を含め、いつでも仮設住宅
用地として利用できるように整
備を検討する。

一式 ハード事業 93 総務・住民課

【消防本部】
事業名　等 事業箇所 事業内容 事業規模 事業種別 施策№ 担当課

一般施設予防活動事業 市内一円
防火対象物における火災予防・
安全対策の推進

一式 ソフト事業 8、81
消防課
消防署

消防本部総務課

危険物施設予防活動事
業

市内一円、臨海地域
危険物施設における火災予防・
安全対策の推進

一式 ソフト事業 77、85、87 消防課

消防車両等整備事業 市内一円
消防車両（消防自動車、救急自
動車）などの更新整備による活
動強化

一式 ハード事業 83 消防署

住宅防火活動事業 市内一円
高齢者世帯を中心とした住宅防
火対策の推進

一式 ソフト事業 9
消防本部総務課

消防課
消防署

自主防災育成事業 市内一円
住民と防災関係機関との連携強
化・訓練実施

一式 ソフト事業 10 消防本部総務課

消防団活動強化事業 市内一円

・消防団車両（ポンプ自動車、
小型ポンプ付積載車）及び資機
材を充実し地域防災力の向上を
推進
・消防団施設（消防車庫兼詰
所）の機能を強化及び拡充し地
域防災力の向上を推進

一式 ハード事業 43 消防本部総務課

消防施設整備事業 市内一円
消火栓や耐震性貯水槽を設置・
整備し消防水利の充実

一式 ハード事業 82 消防本部総務課

救急活動事業 市内一円
市民の救命講習受講者を増や
し、救命力の向上促進

一式 ソフト事業 54
消防本部総務課

消防署

防災訓練事業 市内一円
関係機関相互の連携体制の強化
促進

一式 ソフト事業 45 消防署

消防活動事業 市内一円
警防計画の見直し及び実用的な
運用

一式 ソフト事業 82 消防署

【教育委員会】
事業名　等 事業箇所 事業内容 事業規模 事業種別 施策№ 担当課

小・中学校整備事業 市内小中学校 学校施設の老朽化対策 一式 ハード事業 2
教育総務課
施設整備課

学校防災教育推進事業
全幼稚園、小・中学

校
防災教育の普及 一式 ソフト事業 15 学校教育課

社会教育施設整備事業 市内一円
・計画的な施設の更新と防災機
能強化
・修繕、改修等の施設整備

一式 ハード事業 4
社会教育課
施設整備課

体育施設整備事業 市内一円
・計画的な施設の更新と防災機
能強化
・修繕、改修等の施設整備

一式 ハード事業 4
体育・給食課
施設整備課
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【市民病院事務部】
事業名　等 事業箇所 事業内容 事業規模 事業種別 施策№ 担当課

市民病院防災体制強化
事業

中津市民病院

・市民病院における備蓄品の確
保・管理
・市民病院における防災訓練の
継続的な実施

一式 ソフト事業 61,62 総務課
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