【別添資料】国土強靭化地域計画 計画事業一覧
（１）行政機能（消防含む）
（庁舎の耐震化・維持修理等の推進）
・庁舎管理事業、庁舎維持修繕事業
（市の業務継続に必要な体制の整備）
・地域防災事業（業務継続計画策定）
（被害発生危険性の高い地域に立地する公共施設対策の推進）
・地域防災事業（避難確保計画策定の支援）
・（仮称）西部防災センター整備事業
（避難場所の指定、耐震化・設備整備の促進）
・公民館施設整備事業（トイレ改修：大富・小田島・長瀞公民館）
・地域防災事業
（緊急輸送道路に指定された街路、都市施設の整備の促進）
・（仮称）西部防災センター整備事業
（災害時における行政機関相互の通信手段の確保）
・防災行政無線管理事業（防災行政無線等の運用）
（災害情報伝達手段の確保）
・防災行政無線管理事業（防災行政無線、登録制メール、ヤフー緊急情報の運用）
・総合アプリ配信事業 ・ＳＮＳ情報発信事業 ・在住外国人支援事業
（災害時における住民への情報伝達の強化）
（災害時の緊急通報や無線通話の確保）
・防災行政無線管理事業（防災行政無線、登録制メール、ヤフー緊急情報の運用）
・消防救急デジタル無線整備事業
（支援物資の供給等に係る広域連携体制の整備）
・地域防災事業（災害協定締結） ・交流事業
（消防関係施設の耐震化・老朽化対策の推進）
・消防施設等整備事業、消防施設維持補修事業
・消防ポンプ自動車等購入事業
・防火水槽整備事業、消火栓新設事業
・高規格救急自動車購入事業
（大規模災害時の消防力の確保）
・常備消防事業（資機材購入等）
・非常備消防事業（消防団関連事業）
・消防団充実強化事業（活動服貸与等）
・緊急消防援助活動事業
（緊急消防援助隊派遣時の消防力の低下防止）
・常備消防事業（資機材購入等）
・非常備消防事業（消防団関連事業）
・消防団充実強化事業（活動服貸与等）
（ＮＢＣ災害対策用資機材の充実）
・常備消防事業（資機材購入）
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（令和３年度版）

（２）危機管理
（洪水ハザードマップの作成・周知）
・まちづくりパートナー講座
・市報及びホームページへの掲載
（タイムラインの運用）
・地域防災事業（総合防災訓練での活用）
（ため池の耐震化・ハザードマップ作成の推進）
・農村地域防災減災事業（大木沢ため池、一の沢ため池、富川堰用水路）
（土砂災害緊急情報など避難に資する情報伝達体制の整備）
（災害時における行政機関相互の通信手段の確保）
（災害時における住民への情報伝達の強化）
（孤立危険性のある集落との通信手段の確保、ヘリコプター離着陸可能場所の確保）
・防災行政無線管理事業（防災行政無線、登録制メール、ヤフー緊急情報の運用）
（災害情報伝達手段の確保）
・防災行政無線管理事業（防災行政無線、登録制メール、ヤフー緊急情報の運用）
・在住外国人支援事業
・保育所事業（ICT 化による一斉伝達機能整備推進）
・総合アプリ配信事業
・ＳＮＳ情報発信事業
（放射線モニタリングの実施）
・地域防災事業（放射線測定）
（市の業務継続に必要な体制の整備）
・地域防災事業（業務継続計画策定）
（大規模災害時における広域連携の推進）
（自衛隊・警察との連携強化）
・地域防災事業（東根市防災訓練 図上訓練）
（支援物資の供給等に係る広域連携体制の整備）
・地域防災事業（災害協定締結）
・交流事業
（自主防災組織の育成強化）
・地域防災事業（各種研修会への参加）
・安全・安心地域づくり事業
・まちづくりパートナー講座
（地域コミュニティの維持）
・ともに築く地域未来創造事業
・地域づくり活動推進及び地域づくり活動活性化事業
・地域づくり推進員設置事業
・民生委員・福祉推進員設置事業
（避難場所の指定、耐震化・設備整備の促進）
・公民館施設整備事業（トイレ改修：大富・小田島・長瀞公民館）
・地域防災事業
（食料等の備蓄）
・地域防災事業（備蓄品等の購入）
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（３）建築住宅
（庁舎の耐震化・維持管理等の推進）
・庁舎長寿命化計画の策定
・庁舎管理事業
（不特定多数の者が利用する建築物等の耐震化・老朽化対策の促進）
・小学校施設維持事業・中学校施設維持事業（長寿命化改良事業）
・さくらんぼタントクルセンター維持管理事業
・社会体育施設設備更新・改修事業
・体育施設等指定管理事業
・公民館施設整備事業
・公益文化施設整備事業
・東の杜運営管理事業
・さくらんぼタント館指定管理事業
・東根市職業訓練センター指定管理事業
・屋内多目的コート運営管理事業
・（仮称）東根こども園整備事業
・集会施設等開設整備事業
（市営住宅の老朽化対策の促進）
・市営住宅長寿命化事業
・公営住宅等長寿命化計画の改定
（住宅・建築物等の耐震化の促進）
（緊急輸送道路等の避難路沿道建築物の耐震化の促進）
・住宅管理事業（木造住宅耐震改修事業費補助・木造住宅耐震改修事業）
・住まい応援事業（住宅の耐震化リフォーム補助）
（都市公園施設の耐震化・維持管理の推進）
・公園施設長寿命化対策支援事業（公園長寿命化計画策定）
・都市公園維持補修事業
・公園管理事業
（空き家対策の推進）
・空き家等所有者調査・啓発事業
・住まい応援事業（空き家住宅のリフォーム補助）
（家具の転倒防止対策の推進）
・まちづくりパートナー講座
・住まい応援事業（金具設置等によるリフォーム補助）
（事業所・店舗における棚等の転倒防止対策の推進）
・まちづくりパートナー講座
・商業活性化事業（来客者の安心・安全を図るための新規改修）
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（４）交通基盤
（高速道路及び広域幹線道路等の整備）
・東北中央自動車道整備［国］
・国道 48 号道路改良整備［国］
・東北中央自動車道関連交差部拡幅・追加ＩＣ負担事業
（緊急輸送道路等の整備）
・社会資本整備総合交付金事業（道路改良）
（橋りょう長寿命化）
（舗装補修）
市道 神町駅前線道路改良事業
市道 野川小原線ほか道路改良事業
市道 藤助新田７号線道路改良事業
市道 蟹沢谷地線道路改良事業
市道 長瀞２号線ほか道路改良事業
市道 神町南５号線道路改良事業
市道 神町西１号線ほかグリーンベルト設置事業
若木橋ほか橋りょう長寿命化事業
市道舗装補修事業
市道 関山長坂線道路改良事業
・道路新設改良事業（単独）
市道 野川小原線ほか道路改良事業
市道 本丸７号線道路改良事業
市道 三ツ屋２号線道路改良事業
市道 本丸８号線道路改良事業
市道 （仮称）荷口線道路改良事業
市道 泉郷中部線道路改良事業
市道 空港柏原線道路改良事業
市道 六日町中ノ目２号線道路改良事業
市道 下悪戸１号線道路改良事業
市道 長瀞１７号線道路改良事業
市道 南町２号線道路改良事業
市道 猪野沢３号線道路改良事業
市道 山形空港北線道路改良事業
市道 野田郡山橋線道路改良事業
市道 宿 4 号線道路改良事業
・生活密着道路整備事業
市道側溝修繕（整備）事業
市道舗装整備事業
市道舗装補修事業
市道局部改良事業
生活道路舗装整備補修・生活密着道路舗装整備事業
・都市計画道路大林中央通り線整備事業
・国道及び県道の道路改良事業［国・県］
・道路維持事業
（緊急輸送道路等の確保）
・道路維持事業
（道路施設の防災対策・耐震化・老朽化対策の推進）
・社会資本整備総合交付金事業（道路改良）
（橋りょう長寿命化）
（舗装補修）
市道 神町駅前線道路改良事業
市道 野川小原線ほか道路改良事業
市道 藤助新田７号線道路改良事業
市道 蟹沢谷地線道路改良事業
市道 長瀞２号線ほか道路改良事業
市道 神町南５号線道路改良事業
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市道 神町西１号線ほかグリーンベルト設置事業
若木橋ほか橋りょう長寿命化事業
市道舗装補修事業
市道 関山長坂線道路改良事業
・道路新設改良事業（単独）
市道 野川小原線ほか道路改良事業
市道 本丸７号線道路改良事業
市道 三ツ屋２号線道路改良事業
市道 本丸８号線道路改良事業
市道 （仮称）荷口線道路改良事業
市道 泉郷中部線道路改良事業
市道 空港柏原線道路改良事業
市道 六日町中ノ目２号線道路改良事業
市道 下悪戸１号線道路改良事業
市道 長瀞１７号線道路改良事業
市道 南町２号線道路改良事業
市道 猪野沢３号線道路改良事業
市道 山形空港北線道路改良事業
市道 野田郡山橋線道路改良事業
市道 宿 4 号線道路改良事業
・生活密着道路整備事業
市道側溝修繕（整備）事業
市道舗装整備事業
市道舗装補修事業
市道局部改良事業
生活道路舗装整備補修・生活密着道路舗装整備事業
・市道 柳沢線・白水川ダム線・泉郷南部線災害防除事業
・橋りょう補修事業
・道路維持事業
・国道及び県道施設の防災対策、耐震化、老朽化対策事業［国・県］
（路線バス等地域公共交通の確保）
・地方バス路線運行維持対策事業
・市民バス運行事業
・デマンド型乗合タクシー事業
（暴風雪時における的確な道路管理の推進）
・道路維持事業
（道路の防雪施設の整備）
・社会資本整備総合交付金事業（道路改良）
（橋りょう長寿命化）
（舗装補修）
・道路新設改良事業（単独）
・生活密着道路整備事業
・市道 柳沢線・白水川ダム線・泉郷南部線災害防除事業
・道路維持事業
・市道除排雪事業
・国道及び県道の防雪施設整備事業［国・県］
（道路の除雪体制等の確保）
・市道除排雪事業
・高速道路の除排雪事業［国・民間］
・国道及び県道の除排雪事業［国・県］
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（５）国土保全
（治水対策の推進及び河川管理施設の維持管理）
・河川総務事業
・河川公園等管理事業
（都市部における内水浸水対策の推進）
・社会資本整備総合交付金事業（道路改良）
・道路新設改良事業（単独）
・生活密着道路整備事業
緊急雨水対策事業（市道 西戸大林新田線ほか）
・道路維持事業
・最上川流域関連公共下水道事業(雨水)社会資本整備交付金事業
・地下道ポンプ更新事業
（土砂災害緊急情報など避難に資する情報伝達体制の整備）
・防災行政無線管理事業（防災行政無線、登録制メール、ヤフー緊急情報の運用）
（農地・農業用施設等の保全管理の推進）
・中山間地域等直接支払推進事業（高崎地区）
（迅速な復興に資する境界の明確化の推進）
・地籍調査事業
・森林経営管理事業

（６）保健医療・福祉
（防疫対策の推進）
・予防事業・高齢者予防接種事業
・新型コロナウイルスワクチン予防接種事業

（７）ライフライン・情報通信
（再生可能エネルギーの導入拡大）
・家庭用太陽光発電システム設置支援事業
・ペレットストーブ等設置支援事業
（上水道施設の耐震化・老朽化及び浸水、停電対策の推進）
・上水道 送水・配水管更新事業
・水道中央監視室電気計装設備更新工事
・浸水対策事業（応急的対策）
（災害時の応急給水体制などの整備）
・資機材整備事業
（下水道に係る事業継続計画（BCP)策定・施設耐震化等の推進）
・山形県東根市下水道事業業務継続計画
・最上川流域関連公共下水道事業(更新)社会資本整備交付金事業
・最上川流域関連公共下水道事業（汚水）
・最上川流域下水道村山処理区建設負担金事業
・公共下水道関連施設維持補修事業
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（合併処理浄化槽への転換促進）
・浄化槽設置整備事業
（情報通信機器の利用継続が可能となる体制の整備）
・防災行政無線管理事業（防災行政無線、登録制メール、ヤフー緊急情報の運用）

（８）産業経済
（再生可能エネルギーの導入拡大）
・家庭用太陽光発電システム設置支援事業
・ペレットストーブ等設置支援事業
（工業用水道施設の耐震化・老朽化及び浸水、停電対策の推進）
・工業用水道事業費補助事業
・中央監視室電気計装設備更新工事
・浸水対策事業（応急的対策）
（風評被害等の防止に向けた正確な情報の発信）
・地域防災事業（市報、ホームページ掲載による適切な情報の発信）

（９）農林水産
（農道施設の耐震化・長寿命化対策の推進）
・農道管理事業
・橋梁修繕事業
（農業水利施設の耐震化・老朽化対策の推進）
・法定外公共物維持管理事業
・農村地域防災減災事業
特定農業用管水路等特別対策事業（北村・白金地区）
ため池整備事業・用排水施設等整備事業（東根地区）
用排水施設等整備事業（長瀞河島地区）
・農地整備事業（経営体育成型）
（沼田寄込地区）
・水利施設等整備事業（基幹水利施設保全型）
（若木地区）
（農地・農業用施設等の保全管理の推進）
・中山間地域等直接支払推進事業
・多面的機能支払事業
（長瀞西部、東根広域、長瀞広域、大富、河北東部、東部、小田島、野川向、田ノ迫）
（治山施設等の土砂災害対策の推進）
・森林病害虫等防除事業（ナラ枯れ等森林被害対策事業）
・みどり豊かな森林環境づくり推進事業
・林道災害復旧事業
（治山施設等の土砂災害対策及び災害に強い路網整備の推進）
・林業振興事業
・林業維持管理補修事業
・林道施設（橋梁）維持修繕事業
（ため池の耐震化・ハザードマップ作成の推進）
・農村地域防災減災事業
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（１０）環境
（放射線モニタリングの実施）
・地域防災事業（放射線測定）
（災害廃棄物処理計画の策定・運用）
・地域防災事業（災害廃棄物処理計画の策定）

（１１）リスクコミュニケーション
（防災教育の充実）
・地域防災事業（各種研修会参加）
・まちづくりパートナー講座
（雪下ろし事故を防止するための注意喚起）
・市道除排雪事業
・地域防災事業（市報・ホームページ掲載による適切な情報の発信）
・住まい応援事業（命綱固定金具の設置など）
（食料等の備蓄）
・地域防災事業（備蓄品等の購入）
（防災訓練の充実）
・地域防災事業（東根市防災訓練

図上訓練）

（災害時の要配慮者支援の促進）
・地域防災事業（避難行動要支援者支援計画の策定）
（大規模災害時の消防力の確保）
・常備消防事業（資機材購入等）
・非常備消防事業（消防団関連事業）
・消防団充実強化事業（活動服貸与）
・緊急消防援助活動事業
（水防力の強化）
・常備消防事業（資機材購入等）
・水防事業
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