- 概要版 ◎国⼟強靱化とは －計画策定の趣旨－
○ 我が国においては、過去多くの自然災害が発生し、長い期間をかけて復旧・復興がなされてきました。
近年の激甚化・頻発化する大規模自然災害に対し、従来の防災・減災の枠を超え、国土政策・産業政策
なども含めた総合的な対応を平時から推進する事が必要であるとして、国によって「国土強靱化」の理
念が掲げられています。平成 25 年 12 月には「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（以下、
「基本法」）
」を公布・施行し、さらに平成 26 年 6 月に「国土
強靱化基本計画（以下、「基本計画」）
」が閣議決定され、国土強靱化に関する施策を推進しています。
○ また、沖縄県においては、平成 31 年３月に「沖縄県国土強靭化地域計画（以下、
「県計画」）
」を公表
し、風水害や地震及び津波のように、いかなる災害等が発生しようとも、「強さ」と「しなやかさ」を
持った安全・安心な地域の強靱化を推進しています。
○ そこで、本町においても国や県と連携し、いかなる災害の発生に対しても安心・安全な「強さ」と「し
なやかさ」を持った地域づくりを推進するため、「与那原町国土強靱化地域計画」を策定しました。
強靭な社会のイメージ

（内閣府官房国土強靱化推進室「国土強靱化地域計画について」
（R2.1 より抜粋）
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◎計画の位置づけ
○ 本計画は、基本法第 13 条の規定による「国土強靱化地域計画」であり、国の基本計画や県計画と連
携・調和を図ります。
○ また、本町総合計画と整合を図り、本町の強靱化における指針となるものとして位置づけます。
○ さらに、本計画で位置づけた施策の推進方針については、進捗管理（ＰＤＣＡ）を行うとともに、本
計画自体も不断の見直しを行い、地域の強靱化を絶え間なく進めていきます。
与那原町国⼟強靱化地域計画のイメージ

◎計画策定のプロセス
○ 想定するリスクと地域特性を踏まえ、与那原町を強靱化するために必要な事項を明らかにするため、
４つの「基本目標」と８つの「事前に備えるべき目標」を設定しました。
○ さらに、各目標を達成するために検討すべき課題として、３９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、大規模自然災害等に対する脆弱性の評価を行い、その結果に基づき、地域強靱化の推
進方針、リスクシナリオごとの達成度・進捗の把握のための重要業績指標（KPI）を定めました。
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◎災害の想定
○ 本町の地域特性や過去に発生した各種災害状況等を勘案し、以下の災害を想定しました。

地震
⾼潮

津波
⼟砂災害

台風
不発弾

◎基本目標
○ いかなる大規模自然災害等の発生に対しても、以下４つの基本目標により、地域強靱化を推進します。

１ ⼈命の保護が最⼤限図られる
２ 町の重要な機能が致命的な障害をうけず維持されること
３ 町⺠の財産及び公共施設に係る被害の最⼩化
４ 迅速な復旧復興

◎事前に備えるべき目標
○ ４つの基本目標を達成するため、以下８つの事前に備えるべき目標を設定します。

１ ⼤規模⾃然災害は発⽣したときでも⼈命の保護が最⼤限図られる
２ ⼤規模⾃然災害発⽣直後か救助・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）
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
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
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
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
７ 制御不能な⼆次災害を発⽣させない
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・回復ができる条件を
整備する
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◎起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）
○ 基本計画や県計画および本町の地域特性、災害リスクを踏まえ、８つの事前に備えるべき目標ごとに。
次の表のとおり、３９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。
事前に備えるべき目標
１

大規模自然災害が

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）
１－１

発生したときでも人

市街地での住宅・建物等の複合的・大規模倒壊や住宅密集地における火災によ
る死傷者の発生、不特定多数が集まる施設の倒壊・火災

命の保護が最大限

１－２

広域にわたる大規模津波等による多数の死傷者の発生

図られる

１－３

突発的又は広域かつ⻑期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生

１－４

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のみならず、後
年度にわたり町土の脆弱性が高まる事態

１－５

大規模自然災害による停電でエアコン等の暑さ対策機能の使⽤不能で多数の死
傷者の発生

２

１－６

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

大規模自然災害発

２－１

被災地での⾷料・飲料水等、生命に関わる物資供給の⻑期停⽌

生直後から救助・救

２－２

多数かつ⻑期にわたる孤⽴集落等の同時発生

急、医療活動等が

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

迅速に⾏われる（そ

２－４

想定を超える大量かつ⻑期の帰宅困難者への水・⾷糧等の供給不⾜

れがなされない場合

２－５

医療施設及び関係者の絶対的不⾜・被災、停電・断水や支援ルートの途絶によ

の必要な対応を含
む）

る医療機能の麻痺
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災者の健康状態の悪
化・死者の発生

３

大規模自然災害発

３－１

被災による現地の警察機能の大幅な低下による治安の悪化

３－２

町の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下

４－１

電⼒供給停⽌等による情報通信の麻痺・⻑期停⽌

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

５－１

サプライチェーンの寸断、国道 329 号等の基幹的交通ネットワークの機能停⽌等

生 直 後 か ら必 要 不
可欠な⾏政機能は
確保する
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

５

大規模自然災害発
生後であっても、経

による地域経済活動の低下

済活動（サプライチ

５－２

社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギー供給の停⽌

ェーンを含む）を機

５－３

⾦融サービス・郵便等の機能停⽌による国⺠生活・商取引等への甚大な影響

能不全に陥らせない

５－４

⾷料等の安定供給の停滞
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事前に備えるべき目標
６

大規模自然災害発

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）
６－１

生後であっても、生
活・経済活動に必

電⼒供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や石油・LP ガスサプライチェーン
の機能の停⽌

６－２

上水道等の⻑期間にわたる供給停⽌、異常渇水等により⽤水の供給の途絶

６－３

汚水処理施設等の⻑期間にわたる機能停⽌

６－４

町内外を結ぶバス交通ネットワークが分断する事態

７－１

市街地での大規模火災の発生、沿線・沿道の建物倒壊による直接的な被害及

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
７

制御不能な二次災
害を発生させない

び交通麻痺
７－２

津波による当添漁港等の船舶の打ち上げによる漁業操業の停⽌、沿岸市街地の
建物倒壊、交通麻痺

８

７－３

防災施設等の損壊・機能不全による二次災害の発生

７－４

有害物質の大規模拡散・流出

７－５

農地・森林等の荒廃による被害の拡大

７－６

風評被害等による地域経済等への甚大な影響

７－７

不発弾の爆発による複合被害の発生

大規模自然災害発

８－１

大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞による復旧・復興が大幅に遅れる事態

生後であっても、地

８－２

道路啓開等の復旧・復興を叕う人材等（専門家、コーディネーター、労働者、地

域社会・経済が迅
速に再建・回復がで

域に精通した技術者等）の不⾜により復旧・復興が大幅に遅れる事態
８－３

きる条件を整備する

広域地盤沈下等による広域・⻑期にわたる浸水被害の発生により復旧・復興が大
幅に遅れる事態

８－４

地域コミュニティの崩壊、治安の悪化により復旧・復興が大幅に遅れる事態

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

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

８－７

基幹インフラの損壊、復旧の県内での優先順位により復旧・復興が大幅に遅れる
事態

◎施策分野の設定
○ 起きてはならない最悪の事態を回避するために必要な施策の分野として、以下のとおり９の個別施策
分野と４の横断的施策分野を設定しました。
個別施策分野
⾏政機能／防災教育等、住宅・都市、保健医療・福祉、エネルギー・産業、情報通信、
交通・物流、農林水産、環境、土地利⽤
横断的施策分野
リスクコミュニケーション、人材育成、官⺠連携、⽼朽化対策
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◎基本目標等の体系図
○ 本計画における「基本目標」や「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）
」、
「施策分野」について、以下のとおり体系図を整理しました。
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◎脆弱性評価
○ ３９の起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）ごとに、本町で取り組まれている施策の中か
ら、それを回避するための施策を抽出し、当該施策で対応が十分かどうか、課題の分析・評価を実施し
ました。さらに、分野ごとの課題等が明確になるよう施策分野ごとに整理を行いました。
○ 各取組の進捗状況を把握するため、施策については出来る限り重要行政指標を設定する事とし、当該
指標については第５次与那原町総合計画と整合を図りました。
○ なお、脆弱性評価の実施にあたっては、以下の通り本町の各種計画などを参考に整理を行いました。

第５次与那原町総合計画
第２期与那原町総合戦略・⼈⼝ビジョン
与那原町地域防災計画
与那原町都市計画マスタープラン（⼀部改訂）
与那原町公共施設等総合管理計画
与那原町地域総合交通戦略

○ 脆弱性評価の結果として、以下 2 点のポイントが挙げられました。

１ 多様な主体との連携が必要
本町の強靱化を推進していくためには、本町だけでなく、国や県、周辺自治体や住⺠、事業者と連
携した取り組みが必要です。本町が目指す強靱化の姿について、他の主体と共有を図り、強靱化を
推進する上での各々の役割や連携の在り⽅について検討を継続していく事が必要です。

２ 時間軸を意識した検討が必要
大規模自然災害は何時発生するかわからない⼀⽅で、地域が抱える脆弱性全てに対して⼗分な
財源や人材を確保する事は難しいという現状があります。場当たり的な対応に終始せず、本町の強
靱化を進めていくために、緊急性だけでなく⻑期的な視点も取り⼊れ、ハード対策・ソフト対策を組み
合わせた対応の検討が必要です。
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◎地域強靱化の推進方針
○ 脆弱性評価の結果を踏まえ、
「起きてはならない最悪の事態」を回避するための強靱化施策について、推進
方針を整理しました。
○ 施策推進にあたり、各施策の進捗状況を定量的に把握できるよう、可能な限り具体的な数値目標として重
要業績指標を設定することとし、その数値目標には「第５次与那原町総合計画」の目標指標等を用いました。
○ 個別施策分野、横断的施策分野毎の主な推進方針と担当部署、リスクシナリオとの関係性、KPI：重要業績
評価指標を以下のように設定しました。（一部抜粋）

個別施策分野１

行政機能/防災教育等

○備蓄の推進【⽣活環境安全課】（2-1、2-4）
・大規模自然災害発生後の物流が止まった期間においても、生命に係る生活必需品等の不足を発生させないため、
上の森公園など町管理施設に防災倉庫等の整備に努め、平時から備蓄を進める。
○治安の維持・安定【⽣活環境安全課】（3-1、8-4）
・災害時においても町内の治安維持・安定が図られるよう、町内における犯罪発生や町民の被害を未然に防ぐため、
平時から防犯カメラの設置や与那原警察署や与那原町防犯協会等と連携してパトロールなどに取り組む。
（その他）○火災予防対策の推進、○外部有識者等との連携体制の構築、○不発弾対策の推進 など
指標名
現状値（2018 年度）
目標値（2023 年度）
文化財講座の開催
1回
1回
住宅用火災報知器の設置率
42.30%
47.30%
備蓄⾷料の整備（累計）
5,040⾷
8,400⾷

個別施策分野２

住宅・都市

○道路の適切な維持・管理【まちづくり課】（2-5、5-1、6-4）
・災害時に人的被害や通行障害を起こさないよう、今後、「道路施設長寿命化修繕計画（仮称）」を作成し、既存道路
は使用状況等を踏まえながら、計画的かつ予防保全的な維持管理を行い、予算の平準化や利用者の安全確保に
努めるとともに、将来に向けて長期的に利用できるよう管理していく。
○津波避難ビル等の整備【⽣活環境安全課】（1-2）
・災害時に迅速な避難が可能となるよう、津波による危険が予想される地域については、避難距離の長い避難ルート
の見直し、避難ルート・避難場所の案内板（観光客や外国人等にもわかりやすい避難誘導サイン）の設置、津波避
難ビル、津波避難場所の指定・整備等を図る。
（その他）○公園の適正管理、○災害警戒体制の構築、○自治会拠点施設の整備 など
指標名
現状値（2018 年度）
目標値（2023 年度）
市街地再開発などの計画件数
0件
1 件（2019〜2023 年度）
機能性の高い都市計画の見直し件数
0件
1件
津波避難困難地域の解消
16ha
0ha

個別施策分野３

保健医療・福祉

○子育て環境の整備【子育て支援課、関係各課】（8-4）
・災害発生後であっても、まちの未来を担う児童生徒がより良い学校生活を送れるよう、地域や家庭と連携して教育
環境の充実やきめ細やかな支援に取り組み、確かな学力を身につけた人材育成に努める。
○緊急医療体制の充実【健康保険課】（2-5）
・災害時に迅速な対応が可能となるよう、傷病者及び医療スタッフ等の搬送体制の整備を図るとともに、医療品等の
搬送体制の確保に努める。
（その他）○要配慮者対応の推進、○地域活動の活性化、○地域福祉の構築 など
指標名
現状値（2018 年度）
体育施設の年間利用者数
延べ 90,834 名
子どもが安心・安全に過ごせる居場所の設置
13 カ所
介護予防事業参加者数
5,385 名
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目標値（2023 年度）
100,000 名
16 カ所
6,000 名

個別施策分野４

エネルギー・産業

○ガス供給設備の耐震化推進【⽣活環境安全課、エネルギー供給会社】（5-2、6-1）
・高圧ガスによる災害の発生及び拡大を防止するため、県、沖縄県高圧ガス保安協会等と連携し、保安体制の強化
や各種法律に規定された基準の遵守が徹底されるよう必要な対策を講じるとともに、保安管理の徹底を図る。
○伝統工業の振興【観光商工課、まちづくり課】（8-5）
・災害後も地域の伝統産業を維持・強化するため、上与那原区のヤチムン工場が集積する地区は、本町の伝統産業
の育成を図る工業地区として位置づけ、産業活動の充実や維持・活用を図る。
（その他）○電力安定供給体制の構築、○雇用の整備、○観光振興 など
指標名
現状値（2018 年度）
沖縄赤⽡使用奨励金交付件数（5 年間累計）
3 件（2014〜2018 年度）
観光メニューの創出（5 年間累計）
0 件（2014〜2018 年度）
求人情報展覧会の開催
1回

個別施策分野５

目標値（2023 年度）
15 件（2019〜2023 年度）
5 件（2019〜2023 年度）
1 回以上

情報通信

○災害情報の広報体制の構築【⽣活環境安全課】（4-2）
・被災地での流言飛語や二次災害を防止するための情報、災害応急に関する情報（応急進捗状況、救援物資につい
てのお願い、ボランティア募集等）を町内外に的確に発信するため、プレスルームの整備を進めるとともに、報道機関
を通じての広報に関する意見交換会等の場を早急に整える。
○町内情報の発信・共有【総務課、関係各課】（7-6）
・SNS を活用した新たな情報通信技術を活用した広報手段の拡充等、災害時や災害発生後にあっても、住民が行政
情報を得やすい環境を構築する。平時においては、観光情報や伝統行事などを積極的に発信し、町内外に広く「与
那原」を PR する。
（その他）○津波情報伝達体制の整備、○通信施設の災害予防体制の構築、○教育機関への ICT 機器の導入 など
指標名
現状値（2018 年度）
目標値（2023 年度）
SNS の活用
フェイスブックの試験運用 フェイスブックの公式アカウント開設
全国学力調査平均正答率の全国との差の縮小 ■小学校 -3.7、■中学校 -3.2 ■小学校 +1.0、■中学校 -1.0

個別施策分野６

交通・物流

○道路ネットワークの整備【まちづくり課、企画政策課】（5-1）
・災害時の迅速な救命救急活動・物資輸送や円滑な復旧復興活動を図る必要があり、与那原交差点における慢性
的な交通渋滞の緩和や大型 MICE 施設の交通需要に対応するため、国や県、周辺自治体の関係機関との調整や
協議などを通じて国道与那原バイパスや県道糸満与那原線バイパス等の広域道路ネットワークの推進を図る。
○交通安全の推進【⽣活環境安全課】（7-3）
・災害時における町内での大規模交通事故の発生が抑制されるよう、平時より交通事故から町民を守るため、与那
原警察署や与那原地区交通安全協会等と連携して交通ルール、マナーの向上に取り組むとともに、交通安全施設
の設置や修繕などの交通安全対策を推進し、通学路の安全確保や交通事故発生抑制に努める。
（その他）○道路環境の整備、○港湾・漁港整備の推進、○公共交通機関の充実 など
指標名
現状値（2018 年度）
目標値（2023 年度）
町道の新規事業採択路線の件数
0件
2件
交通渋滞を問題と考える町⺠の割合減少
72.10%（2016 年度）
50.00%
人口 1 万人当たりの交通事故発⽣件数
85 件（2013〜2017 年度） 84 件以下（2019〜2023 年度）
（5 年間平均）
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個別施策分野７

農林水産

○林野火災対策の推進【⽣活環境安全課、まちづくり課、東部消防本部】（7-5）
・県と連携して、林野火災対策用資機材の整備に努めるとともに、ヘリコプターによる空中消火等補給基地の整備促
進を図る。
○農作物の風水害予防に関する知識の普及・啓発【まちづくり課】（7-5）
・農作物の風水害予防については、防風網の整備、病害虫の防除、かんがい・排水施設の整備を重点として平時から
沖縄県農業協同組合と連携しながら農家に助言する。
（その他）○漁業の推進、○農業振興 など
指標名
遊休農地を抑制し、農用地を増加させるための
農地マッチング件数

個別施策分野８

現状値（2018 年度）

目標値（2023 年度）
5件

0 件（2017 年度）

環境

○公共下水道の整備推進【上下水道課】（1-3、6-3、8-3）
・集中豪雨等による浸水から町民の生命や財産を守るため、公共下水道整備による浸水対策に努める。
○循環型社会の整備【⽣活環境安全課】（8-1）
・発災時には大量の災害廃棄物が発生することが想定されるため、処理機能を向上させるとともに、平時から廃棄物
量をへらす循環型社会の構築を図る。
（その他）○上水道の整備推進 など
指標名
管路耐震化
計画面積に対する整備率（下水道）
町⺠1 人 1 日あたりのごみ排出量

個別施策分野９

現状値（2018 年度）
8.50％（2017 年度）
74.70%（2017 年度）
768ｇ（人／日）（2017 年度）

目標値（2023 年度）
12.00%
80.00%
700ｇ（人／日）

土地利用

○土砂災害対策の推進【まちづくり課、⽣活環境安全課、県】（1-4）
・砂防ダムや治山ダムの築造、急傾斜地のり面保護工（構造物工）等の土木的対策について、土地条件に応じた整
備を県に要請し、土砂災害対策の推進に努める。
○安定した土地利用の確保【企画政策課】（8-5）
・本町の自然的や社会的、経済的や文化的条件などに配慮した将来土地利用の方針を実現するため、与那原町国
土利用計画に基づき地域特性を生かした土地利用を推進するとともに、災害に強い都市構造や土地利用の構築を
図る。
（その他）○水路の活用、○消防防災ヘリコプター等の整備検討、○⾃然緑地の保全 など
指標名
現状値（2018 年度）
目標値（2023 年度）
水路・海岸沿いの遊歩道整備率
85%
100%

横断的施策分野１

リスクコミュニケーション

○地域コミュニティの強化【総務課、⽣涯学習振興課】（8-4）
・発災後も地域住民同士のつながりを維持し、住民が一体となった早期の復旧復興を実現するため、平時から地域
活動等を促進し、地域コミュニティの強化を図る。
○多言語対応の促進【観光商工課、⽣活環境安全課】（1-6）
・大規模自然災害発生時には、外国人観光客においても避難時の迅速な対応が求められる。ついては、在住外国人
や外国人観光客等へ適切な情報提供をおこない、大規模自然災害発生時にも人的被害等の発生が抑制されるよ
うに、多言語対応の推進を図る。
（その他）○防災情報の周知、○消防団等の充実・強化、○来訪者に対する防災・減災 など
指標名
現状値（2018 年度）
目標値（2023 年度）
住宅用火災報知器の設置率
42.30%
47.30%
防犯カメラの整備（累計）
32 基
63 基
防犯カメラ設置計画策定
未策定
策定
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横断的施策分野２

人材育成

○協働によるまちづくり【総務課、関係各課】（8-2）
・住民が主体性を持ってまちづくりに関わり、災害後においても協働による復旧・復興が可能となるよう、平時からまち
づくり情報の積極的な発信、シンポジウムや勉強会等の開催、住民参加によるまちづくり活動への支援等に努める。
さらに、これらへの参加の機会を通して、地域の中心人物となる人材の掘り起こしや育成を図る。
○伝統文化の継承・発展【生涯学習振興課】（8-5）
・災害により町民文化の継承が途絶しないように、町文化協会と連携し、文化フェスティバルの開催や公民館まつり、
生涯学習振興大会などを通して、文化に対する町民意識の向上を図る。また、地域コミュニティの維持・強化のた
め、子ども達に地域の伝統行事や与那原大綱曳への積極的な参加を促す。
（その他）○地域資源の保全と活用、●防災体制の構築（再掲）、●観光振興（再掲） など
指標名
現状値（2018 年度）
目標値（2023 年度）
地震津波避難訓練への年間参加人数
4,650 人
6,000 人
関係機関を含めた勉強会の実施
0回
１～３回
与那原大綱曳への小中学生の参加率
未掌握
50.00％

横断的施策分野３

官民連携

●公共交通機関の充実（再掲）【企画政策課】（6-4）
・大規模自然災害発生後において、地域の公共交通ネットワークを維持若しくは早期に復旧させるため、平時より家
計機関との連携等により公共交通ネットワークの充実に取り組む。
●外部有識者等との連携体制の構築（再掲）【全課】（8-2）
・町は災害応急全般への対応力を高め、また早期の復旧・復興を可能とするため、緊急時に外部の専門家等の意見・
支援を活用できるような仕組みを平時から構築するよう努める。
（その他）●来訪者に対する防災・減災（再掲）、●輸送手段の確保（再掲） など
指標名
現状値（2018 年度）
公共交通空白地域に居住する人口の割合
13.00%
津波避難困難地域の解消
16ha

横断的施策分野４

目標値（2023 年度）
7.00%
0ha

老朽化対策

○保健・福祉施設（児童福祉施設含む）の適正管理【公共施設課】（2-6）
・災害時には、施設機能を維持するとともに、町内の衛生環境を維持するため、バリアフリー化の推進や、予防保全に
よる計画的な改修等を実施し、施設の適切な維持管理を行う。
○文化・社会教育施設の適正管理【⽣涯学習振興課、公共施設課】（8-5）
・文科系施設において、災害後も地域の文化が保たれるよう、町民文化の向上と福祉増進としての機能充実を図ると
ともに、施設の不具合により利用者の安全が損なわれることがないよう、計画的な維持管理による安全・安心の確
保に努める。
（その他）●公営住宅の適正管理（再掲）、●橋梁の適切な維持・管理（再掲）、●上水道の整備推進（再掲） など
指標名
現状値（2018 年度）
目標値（2023 年度）
学校耐力度調査実施数
0校
1校
橋梁⻑寿命化計画に基づく補修や架け替えの件数
0件
4件
公営住宅⻑寿命化計画の策定
未策定
策定
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◎計画の推進と不断の⾒直し
■他の計画の見直し
○ 与那原町国土強靱化地域計画は、本計画以外の地域強靱化に関する町の計画等の指針となるべきもの
であり、本計画を基本として、地域強靱化に係る町の他の計画について必要に応じて見直しや改善を行
います。

■本計画の進捗管理と不断の見直し
○ 地域強靱化は、39 の「起きてはならない最悪の事態」のそれぞれを回避することを企図して本計画を
定め、これを基本に地域強靱化に係る本町の他の計画等について必要に応じ見直しを図りながら、様々
な施策を展開していくものです。
○ また、脆弱性評価の結果を踏まえて推進方針を立て、速やかに各部局連携のもとで施策を実行してい
くことが極めて重要であり、その際、施策の進捗等に応じて本計画を見直していく必要があります。
○ このため、各施策を実施するとともに、施策の進捗状況の把握等を行うこととし、本計画で用いた成
果指標の達成状況を中心に、施策等の点検・評価を全庁的に行い、その結果に応じて計画の見直し・改
善を行います。
○ このような企画（Plan）
・実施（Do）
・評価（Check）
・改善（Action）の PDCA サイクルを確立し、
計画の効果的な推進を図ります。
○ また、今後の社会経済情勢等の変化や地域強靱化の施策の推進状況等を考慮し、概ね 5 年ごとに本計
画の内容の見直しを行うこととします。
○ なお、本町の「第 5 次与那原町総合計画」は、地域強靱化の視点も踏まえた総合的な計画であり、本
計画と同様に指針性を有し、分野ごとに施策の進捗を管理していることから、本計画と同じ方向を向く
よう整合性を図る必要があるため、本計画の進捗管理については、
「第 5 次与那原町総合計画」の PDCA
サイクルとの整合を図るものとします。

Plan
Action

Plan

見直し

計画

Check

Do

評価

実行

Do
Check
Action

目標を設定して、それを実現するためのプ
ロセスを設計（改訂）する
計画を実施し、そのパフォーマンスを測定
する
測定結果を評価し、結果を目標と比較する
など分析を行う
プロセスの改善・向上に必要となる変更点
を明らかにする（計画の再構築）

発 行 日：令和 3 年 3 月
発行編集：与那原町

生活環境安全課

TEL（098）945-4688

FAX（098）946-6074

http://www.town.yonabaru.okinawa.jp/
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