
1-1-1 住宅、建築物等の耐震化 ・第２期帯広市耐震改修促進計画
・建築物耐震化推進事業

・通学路安全確保事業

・建築開発課

・学校地域連携課

1-1-2 公共建築物等の老朽化対策

・帯広市公共施設マネジメント計画

・帯広市教育基本計画

・帯広市学校施設長寿命化計画

・帯広市立小中学校適正規模の確保等に関する計画

・帯広市立大空中学校適正規模の確保等に関する計画

・帯広市市営住宅等長寿命化計画

・帯広市公園施設長寿命化計画

・第２期おびひろこども未来プラン

・公共施設マネジメント推進事業

・義務教育施設整備事業

・学校施設維持管理事業

・学校環境整備事業

・公営住宅整備事業

・既存公園整備事業

・公立保育所・私立保育所・地域型保育事業

所・認定こども園・児童保育センター整備事

業

・企画課

・学校地域連携課

・企画総務課

・南商業高等学校

・住宅営繕課

・みどりの課

・こども課

1-1-3 避難場所等の指定・整備・普及啓発 ・帯広市地域防災計画 ・防災意識普及啓発事業 ・危機対策課

1-1-4 地盤等の情報共有 ・民間土地区画整理指導事業 ・建築開発課

1-2　土砂災害による死傷者の

発生
1-2-1 警戒避難体制の整備等 ・帯広市地域防災計画 ・防災意識普及啓発事業 ・危機対策課

1-3-1 洪水・内水氾濫への対応
・帯広市地域防災計画

・帯広市上下水道ビジョン

・防災意識普及啓発事業

・情報提供事業

・浸水対策下水道事業

・危機対策課

・下水道課

1-3-2 河川改修等の治水対策 ・管理課

1-3-3 地下施設の防災対策
・帯広市地域防災計画

・帯広市水防計画
・地域防災推進事業 ・危機対策課

1-4-1 暴風雪時における道路管理体制の強化と除雪体制の確保 ・第２次帯広市総合除雪基本計画
・市道維持補修事業

・市道除雪事業
・道路維持課

1-4-2 暴風雪時を想定した公園樹木・街路樹の適正管理

・第２次帯広市総合除雪基本計画

・帯広市除雪実施計画

・第２次帯広市みどりの基本計画

・公園管理運営事業

・街路樹維持管理事業

・みどりの課

・道路維持課

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

1-5-1 積雪寒冷を想定した避難所等の対策 ・帯広市地域防災計画 ・地域防災推進事業 ・危機対策課

1-6-1 関係行政機関相互の連絡体制の整備及び情報の共有化 ・帯広市地域防災計画 ・地域防災推進事業 ・危機対策課

1-6-2 地域防災活動の推進と消防団の活動体制の強化
・帯広市地域防災計画

・帯広市水防計画

・自主防災組織育成事業

・要援護者避難支援体制整備事業

・危機対策課

・消防課

1-6-3 住民等への情報伝達体制の強化
・地域防災推進事業

・広報活動事業

・危機対策課

・広報広聴課

1-6-4 外国人、観光客、高齢者、障害者等の要配慮者対策
・おびひろ避難支援プラン

・帯広市地域防災計画
・要援護者避難支援体制整備事業 ・危機対策課

1-6-5 防災教育推進 ・帯広市地域防災計画 ・防災意識普及啓発事業 ・危機対策課

リスクシナリオに対する施策プログラムと関連計画、推進事業の一覧

リスクシナリオ 施策プログラム

1-1　地震等による建築物等の

大規模倒壊や火災などに伴う死

傷者の発生

1-3　突発的又は広域かつ長期

的な市街地等の浸水

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

1-6　情報収集・伝達の不備・

途絶等による死傷者の拡大

関係課関連計画 推進事業

１　人命の保護

資料４



リスクシナリオに対する施策プログラムと関連計画、推進事業の一覧

リスクシナリオ 施策プログラム 関係課関連計画 推進事業

資料４

2-1-1 支援物資の供給等に係る連携体制の整備 ・帯広市地域防災計画 ・防災事業 ・危機対策課

2-1-2 非常用物資の備蓄促進 ・帯広市地域防災計画
・地域防災推進事業

・防災意識普及啓発事業
・危機対策課

2-2-1 合同訓練など関係行政機関の連携体制整備 ・帯広市地域防災計画 ・防災意識普及啓発事業 ・危機対策課

2-2-2 自衛隊体制の維持・拡充 ・防災事業 ・危機対策課

2-2-3 救急活動等に不可欠な情報基盤、資機材の整備 ・消防課

2-3-1 保健医療支援チームの保健医療支援と災害時拠点病院等機能強化
・救急医療対策事業

・地域医療体制整備事業
・健康推進課

2-3-2 災害時における福祉的支援

・おびひろ避難支援プラン

・第三期帯広市障害者計画

・第三期帯広市地域福祉計画

・帯広市地域防災計画

・障害者コミュニケーション支援事業

・障害者日常生活支援事業

・障害者補装具給付事業

・高齢者在宅支援生活支援事業

・介護保険給付事業

・地域福祉推進事業

・要援護者避難支援体制整備事業

・障害福祉課

・介護高齢福祉課

・地域福祉課

・危機対策課

2-3-3 感染症等対策

・第三期帯広市障害者計画

・帯広市地域防災計画

・第三期帯広市地域福祉計画

・新型インフルエンザ等対策行動計画及び新型インフルエ

ンザ等対策業務継続計画

・予防接種事業

・感染症予防事業

・地域防災推進事業

・健康推進課

・危機対策課

3-1-1 災害対策本部機能等の強化
・帯広市地域防災計画

・帯広市災害時業務継続計画

・地域防災推進事業

・市役所庁舎管理事業

・危機対策課

・総務課

3-1-2 業務継続体制の整備

・帯広市地域防災計画

・帯広市災害時業務継続計画

・帯広市ICT業務継続計画

・地域防災推進事業

・行政情報基盤運営事業

・ICT利活用推進事業

・危機対策課

・ICT推進課

3-1-３ 道内外の自治体との応援・受援体制の整備
・帯広市地域防災計画

・第３期十勝定住自立圏共生ビジョン

・危機対策課

・企画課

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・エネルギー供給の長期

停止

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

2-3　被災地における保健・医

療・福祉機能等の麻痺

3-1　市内外における行政機能

の大幅な低下

２　救助・救急活動等の迅速な実施

３　行政機能の確保



リスクシナリオに対する施策プログラムと関連計画、推進事業の一覧

リスクシナリオ 施策プログラム 関係課関連計画 推進事業

資料４

4-1　長期的又は広範囲なエネ

ルギー供給の停止
4-1-1 再生可能エネルギーの導入推進と多様なエネルギー資源の活用

・第三期帯広市環境基本計画

・帯広市環境モデル都市行動計画

・再生可能エネルギー導入促進事業

・省エネルギー活動推進事業
・環境課

4-2-1 食料生産基盤の整備・バックアップ機能の強化 ・帯広市農業・農村基本計画

・国営土地改良事業

・道営水利施設等保全高度化事業

・制度融資事業

・農業経営体育成・強化事業

・クリーン農業事業

・営農技術向上対策事業

・家畜衛生対策事業

・生乳生産安定対策事業

・畜産振興事業

・農業生産体制強化事業

・農業経営基盤強化資金利子補給事業

・農畜産物安全安心推進事業

・有害鳥獣駆除事業

・農政課

・農村振興課

4-2-2 地場農畜産物の付加価値向上と販路拡大

・フードバレーとかち推進プラン・戦略プラン

・第３期十勝定住自立圏共生ビジョン

・帯広市農業・農村基本計画

・フードバレーとかち推進事業

・フードバレーとかち食・農活性化事業

・黒毛和牛生産振興事業

・経済企画課

・農政課

4-3　上下水道等の長期間にわ

たる機能停止
4-3-1 上下水道施設等の防災機能の強化 ・おびひろ上下水道ビジョン2020-2029

・配水管整備事業

・浄水場等耐震化事業

・管渠長寿命化更新事業

・個別排水処理施設整備事業

・災害時体制強化事業

・水道課

・下水道課

・水道総務課

4-4-1 交通ネットワークの整備

・帯広圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（北海

道）

・第２次帯広市都市計画マスタープラン

・ほっかいどう道路整備プログラム（北海道）

・新広域道路交通ビジョン・交通計画（北海道）

・北海道緊急輸送道路ネットワーク計画（北海道）

・都市計画道路整備事業

・主要幹線・広域道路整備促進事業

・土木課

・都市政策課

4-4-2 道路施設の防災対策、耐震化、老朽化対策

・帯広市橋梁長寿命化修繕計画

・帯広市道路舗装維持修繕計画

・門型標識等個別施設計画

・大型カルバート長寿命化修繕計画

・横断歩道長寿命化修繕計画

・ほっかいどう道路整備プログラム（北海道）

・橋梁長寿命化事業

・道路ストック修繕事業

・土木課

・道路維持課

4-4-3 空港の機能強化と航空ネットワークの維持・拡充

・帯広市地域防災計画

・帯広空港業務継続計画（A2－BCP)

・帯広市空港維持管理・更新計画

・空港整備事業

・空港管理運営事業
・空港事務所

4-4-4 災害時の市民等の移動手段の確保
・帯広市地域公共交通網形成事業

・帯広市地域防災計画

・地域公共交通活性化事業

・生活交通路線維持確保事業

・都市政策課

・危機対策課

４　ライフラインの確保

4-2　食料の安定供給の停滞

4-4　市外との基幹交通及び地

域交通ネットワークの機能停止



リスクシナリオに対する施策プログラムと関連計画、推進事業の一覧

リスクシナリオ 施策プログラム 関係課関連計画 推進事業

資料４

5-1　長期的又は広範囲なサプ

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

5-1-1 企業立地等の推進及び事業継続体制の強化と金融支援 ・第２期帯広市産業振興ビジョン

・企業立地促進事業

・経営相談事業

・制度融資事業

・経済企画課

・商業労働課

5-2　市内外における物流機能

等の大幅な低下
5-2-1 陸路における流通拠点の機能強化

・帯広圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（北海

道）

・第２次帯広都市計画マスタープラン

・ほっかいどう道路整備プログラム（北海道）

・新広域道路交通ビジョン・交通計画（北海道）

・主要幹線・広域道路整備促進事業
・都市政策課

６　二次災害の抑制
6-1　農地・森林等の被害によ

る国土の荒廃
6-1-1 森林、農地・農業水利施設等の整備・保全管理

・帯広市農業・農村基本計画

・帯広市森林整備計画

・帯広市森林施業計画

・森林整備促進事業

・林業振興事業

・林道等整備事業

・市有林造成事業

・市有林収穫事業

・市有林・林道等管理事業

・多面的機能支払交付金事業

・農業基盤施設維持補修事業

・農村振興課

7-1-1 災害廃棄物処理計画の策定 ・帯広市災害廃棄物処理計画 ・災害廃棄物処理事業 ・清掃事業課

7-1-2 仮設住宅等の迅速な確保 ・帯広市地域防災計画
・地域防災推進事業

・公営住宅管理運営事業

・危機対策課

・住宅営繕課

7-2　復旧・復興等を担う人材

の絶対的不足や地域コミュニ

ティの崩壊

7-2-1 災害対応に不可欠な建設業との連携や担い手の確保
・帯広市地域防災計画

・第２期帯広市産業振興ビジョン

・防災事業

・職業能力開発・向上推進事業

・地域防災推進事業

・危機対策課

・商業労働課

7-1　災害廃棄物等の処理や仮

設住宅の整備等の停滞による復

旧・復興の大幅な遅れ
７　迅速な復旧・復興等

５　経済活動の機能維持


