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（別紙１）

整理
NO.

主な事業等
新規
継続

事業費（県決算見
込額（千円））

事業内容 事業実施結果 令和４年度の施策展開

第１号（防災に関する
正しい知識の習得のた
めの教育の実施）

1 防災教育推進事業（防災
教育教材の活用促進に係
る研修）

継続 246 ○平成25年度及び26年度に作成した防災
教育教材の活用促進のための防災教育担
当職員を対象とした操作研修会の実施。

○防災教育担当者へ防災教育教材の活用促進
のため研修会を実施
○実施日：令和３年５月12日（水）
○場所：岩手県立総合教育センター
○参加者：53名

事業の継続実施 復興防災部防災課

2 防災教育推進事業（地域
防災教育研修）

継続 158 〇地域防災サポーターによる地域防災教
育研修の支援。

○サポーター登録者数：48名
○サポーター派遣回数：32回
○派遣先市町村等数：28市町村4団体（総受
講者数2,175名）

事業の継続実施 復興防災部防災課

3 地域防災力強化アドバイ
ザー派遣事業

継続 24 ○地域防災力強化アドバイザーを派遣
し、地域防災力強化のための講演等を実
施。

〇実施日：令和３年５月10日（月）
〇場所：プラザおでって　おでってほーる
○盛岡市職員対象研修会での講演を実施
〇参加者数45名

事業の継続実施 復興防災部防災課

4 自主防災組織連絡会議開
催事業

継続 0 〇自主防災組織の活性化及び組織結成に
向け、自主防災組織の現状や課題を把握
するため、自主防災組織を対象とした実
態調査に係る説明のため自主防災組織連
絡会議を実施。

〇実施日：令和３年10月21日（木）
　　　　  令和３年10月25日（月）
〇オンライン開催

事業の継続実施 復興防災部防災課

5 自主防災組織活性化モデ
ル事業

継続 700 〇自主防災組織の活性化及び結成促進の
取組事例を県内に広く紹介するため、モ
デル事業を実施。

○計２地区でモデル事業を実施
 ・ 釜石市中妻地区
 ・ 久慈市東広美町

事業の継続実施 復興防災部防災課

6 防災士養成研修事業 継続 3,692 ○地域の防災力を支える「共助」の大き
な力である自主防災組織の活性化を進め
るため、自主防災組織の中核人材の育成
を目的に新たに研修を実施。

〇実施日：令和３年11月13日（土）、14日
（日）
〇場  所：岩手県立大学
〇受講者：76名

事業の継続実施 復興防災部防災課

7 男女共同参画視点からの
防災・復興に関する普及
啓発事業

継続 256 ○岩手県男女共同参画センターへの委託
事業として、防災や復興に男女共同参画
の視点を持って取り組む人が増え、復興
が加速するよう講演・グループワーク等
を実施。

新型コロナウイルスの影響で参集開催はせ
ず、WEB開催となった。
YouTube視聴回数71回、上映会参加者４名

事業の継続実施 環境生活部若者女
性協働推進室

　【令和３年度における「みんなで取り組む防災活動促進条例第13条及び第14条」に規定する施策の実施状況】
 

条例の条項

令和３年度に実施した施策等

担当課等名

第
１
３
条
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整理
NO.

主な事業等
新規
継続

事業費（県決算見
込額（千円））

事業内容 事業実施結果 令和４年度の施策展開
条例の条項

令和３年度に実施した施策等

担当課等名

8 土砂災害防止研修会 継続 0 〇県、市町村、砂防ボランティア、NPO
等を対象に、土砂災害に対する防災意識
の向上及び研鑽を図るための研修会を実
施。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため事
業の実施を中止

事業の継続実施 県土整備部砂防災
害課

9 砂防堰堤探検隊（八幡平
山系）

継続 0 〇岩手山周辺の小学生を対象に、火山・
土砂災害に対する防災教育の一環とし
て、砂防施設の現地見学及び火山・土石
流模型実験等を通じた防災学習会を実
施。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため事
業の実施を中止

事業の継続実施 県土整備部砂防災
害課

10 いわての復興教育推進事
業

継続 32,584 ○復興教育に関する指導方法等の開発・
普及のための支援。
○内陸部と沿岸部の児童生徒の交流学習
等への支援。

○いわての復興教育スクール〈沿岸〉推進校
　小学校4校、中学校4校、県立学校10校
○交流学習スクール推進校
　小学校1校、中学校3校、県立学校4校
○震災学習列車活用スクール
　小学校7校、中学校1校、県立学校2校

事業の継続実施 教育委員会学校教
育室

11 学校安全総合支援事業 継続 3,333 ○復興教育に関する指導方法等の開発・
普及のための支援。
○防災教育実践交流会の実施。
○防災の専門家である防災アドバイザー
の学校等への派遣。

○いわての復興教育スクール〈内陸〉推進校
　小学校6校、中学校3校、県立学校3校
○防災教育実践交流会
　実施日：令和4年2月10日
　参加人数：約100人
○学校防災アドバイザー派遣
　派遣数：61回

事業の継続実施 教育委員会学校教
育室

12 津波防災出前講座 継続 0 〇津波被害から県民等の生命を守る対策
の一つとして、津波に関する知識の普及
と防災意識の向上を図るため、小学生・
中学生・高校生・大人の各世代を対象と
した防災施設見学会や出前講座の実施。

〇計10回実施（現場見学会等を含む）
〇参加者：延べ325名

事業の継続実施 沿岸広域振興局土
木部河川港湾課

13 津波防災出前講座 継続 0 〇津波被害から県民等の生命を守る対策
の一つとして、津波に関する知識の普及
と防災意識の向上を図るため、小学生・
中学生・高校生・大人の各世代を対象と
した防災施設見学会や出前講座を実施。

〇防災施設に係る地元説明会及び現場見学会
を実施。
・閉伊川水門（住民説明会(光岸地地区)、現
場見学会（藤原地区）

事業の継続実施 沿岸広域振興局土
木部宮古土木セン
ター

14 砂防出前講座 継続 0 〇土砂災害及び対処方法に対する正しい
知識を身につけることにより、行政の発
信する避難情報を待つことなく、自ら必
要な情報を入手して適切な避難行動を判
断できるようになることを目的とし、小
学生及び中学生を対象とした、現場見学
や出前講座を実施（申し込みは随時受
付）。

〇計２回実施
・令和３年６月２日（水）　小川中学校
・令和３年９月29日（水）　岩泉小学校

同規模継続実施 沿岸広域振興局土
木部岩泉土木セン
ター
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整理
NO.

主な事業等
新規
継続

事業費（県決算見
込額（千円））

事業内容 事業実施結果 令和４年度の施策展開
条例の条項

令和３年度に実施した施策等

担当課等名

15 津波出前講座 継続 0 〇津波被害から地域住民等の生命を守る
ための対策の一つとして、津波に関する
知識と防災意識の向上を図るため、小学
生・中学生・高校生・大人の各世代を対
象とした防災施設見学会や出前講座の実
施。

新型コロナウイルス感染症予防対策を講じ、
全12回（小学校７校、中学校３校、高校１
校、支援学校１校）を実施

事業の継続実施 県北広域振興局土
木部河川港湾課

16 木造住宅耐震対策普及講
座

継続 0 〇木造住宅の耐震化の重要性や地域の安
全安心への認識を深め、次世代を担う子
供たちへの防災意識の継承を図るため、
小学生・中学生を対象とした出前講座の
実施。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため事
業の実施を中止

事業の継続実施 県北広域振興局土
木部建築指導課

第２号（防災活動に携
わるボランティアの育
成）

17 災害時外国人支援体制構
築事業

継続 1,532 ○広域的な支援体制構築のため、県内各
地域で活躍するサポーターの育成に取り
組むとともに、災害時の外国人支援に関
する研修や語学講座を開催し、スキル
アップを図る。

〇災害時多言語サポート研修会（基礎研修・
応用研修）
（オンライン併用）
実施日：令和３年７月16日（金）、17日
（土）、18日（日）
　　　　令和４年２月11日（金）
参加者：88人
〇災害時多言語サポート英語講座
・第１回（オンライン）
実施日：令和３年10月24日（日）
参加者：８人
・第２回（北上市、オンライン併用）
実施日：令和３年10月31日（日）
参加者：９人
〇災害時多言語サポート中国語講座
（オンライン開催）
実施日：令和３年11月27日（土）
参加者：12人

事業の継続実施 ふるさと振興部国
際室

18 ボランティア振興事業 継続 2,071 〇ボランティアの確保に向けて、岩手県
社会福祉協議会が実施する「ボランティ
ア体験　in　いわて」等の取組を支援。

〇実施期間：令和３年６月１日（火）から令
和４年１月31日（月）
〇実施団体：18団体
〇体験参加者：972名

事業の継続実施 保健福祉部地域福
祉課

19 岩手県防災ボランティア
支援ネットワークの構築

継続 2,418 〇災害時に効果的な防災ボランティア活
動の支援を行うため、県に指導員を配置
し、市町村及び市町村社会福祉協議会に
対し研修訓練等を実施するほか、関係機
関・団体が連携・協働のあり方を協議す
る「岩手県防災ボランティア支援ネット
ワーク連絡会議」を実施。

〇市町村における連絡会議の開催支援
・実施日：令和３年９月17日
・参加者：31名
〇災害ボランティアセンター設置・運営に係
る研修訓練
・実施日：令和３年９月４日
・参加者：28名
〇岩手県防災ボランティア支援ネットワーク
連絡会議
・実施日時：令和３年８月２日
・参加者：22名

事業の継続実施 保健福祉部地域福
祉課



4

整理
NO.

主な事業等
新規
継続

事業費（県決算見
込額（千円））

事業内容 事業実施結果 令和４年度の施策展開
条例の条項

令和３年度に実施した施策等

担当課等名

再掲
(№8)

土砂災害防止研修会 継続 0 〇県、市町村、砂防ボランティア、NPO
等を対象に、土砂災害に対する防災意識
の向上及び研鑽を図るための研修会を実
施。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため事
業の実施を中止

事業の継続実施 県土整備部砂防災
害課

再掲
(№10)

いわての復興教育推進事
業

継続 32,584 ○復興教育に関する指導方法等の開発・
普及のための支援。
○内陸部と沿岸部の児童生徒の交流学習
等への支援。

○いわての復興教育スクール〈沿岸〉推進校
　小学校4校、中学校4校、県立学校10校
○交流学習スクール推進校
　小学校1校、中学校3校、県立学校4校
○震災学習列車活用スクール
　小学校7校、中学校1校、県立学校2校

事業の継続実施 教育委員会学校教
育室

再掲
(№11)

学校安全総合支援事業 継続 3,333 ○復興教育に関する指導方法等の開発・
普及のための支援。
○防災教育実践交流会の実施。
○防災の専門家である防災アドバイザー
の学校等への派遣。

○いわての復興教育スクール〈内陸〉推進校
　小学校6校、中学校3校、県立学校3校
○防災教育実践交流会
　実施日：令和4年2月10日
　参加人数：約100人
○学校防災アドバイザー派遣
　派遣数：61回

事業の継続実施 教育委員会学校教
育室

20 令和３年度岩泉町防災士
連絡協議会研修会におけ
る流域治水プロジェクト
の講演

新規 0 ○岩泉町の地域防災力強化の取組施策で
ある、地域防災リーダーの役割として育
成している町内の防災士200名超で構成
された「岩泉町防災士連絡協議会」の令
和３年度総会・研修会が５月26日に開催
され、研修会の一項目として、県と町が
連携して令和２年度に策定した「小本川
水系流域治水プロジェクト」の取組内容
についての講演を実施するもの。

〇岩泉町防災士連絡協議会にて講演実施
　実施日：令和３年５月26日（水）

内 容：「小本川水系流域治水プロジェク
ト」の取組内容

令和３年度まで 沿岸広域振興局土
木部岩泉土木セン
ター

第３号（地域における
防災活動のリーダーの
育成）

21 自主防災組織リーダー研
修会事業

継続 465 ○自主防災組織の活動の活発化を促進す
るため、研修会を実施。

○実施時期：令和３年12月
○参加者：63名

事業の継続実施 復興防災部防災課

22 民生委員・児童委員研修
会

継続 1,171 ○災害時における要配慮者の安否確認な
ど、地域住民の身近な支援者である民生
委員・児童委員を対象とした研修会の実
施。

○主任児童委員研修参加者数：355名
○中堅民生委員児童委員研修：177名
○市町村民生委員児童委員協議会会長副会長
研修参加者数：560名
○新任民生委員・児童委員研修参加者数：
838名

事業の継続実施 保健福祉部地域福
祉課

再掲
(№10)

いわての復興教育推進事
業

継続 32,584 ○復興教育に関する指導方法等の開発・
普及のための支援。
○内陸部と沿岸部の児童生徒の交流学習
等への支援。

○いわての復興教育スクール〈沿岸〉推進校
　小学校4校、中学校4校、県立学校10校
○交流学習スクール推進校
　小学校1校、中学校3校、県立学校4校
○震災学習列車活用スクール
　小学校7校、中学校1校、県立学校2校

事業の継続実施 教育委員会学校教
育室
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整理
NO.

主な事業等
新規
継続

事業費（県決算見
込額（千円））

事業内容 事業実施結果 令和４年度の施策展開
条例の条項

令和３年度に実施した施策等

担当課等名

再掲
(№11)

学校安全総合支援事業 継続 3,333 ○復興教育に関する指導方法等の開発・
普及のための支援。
○防災教育実践交流会の実施。
○防災の専門家である防災アドバイザー
の学校等への派遣。

○いわての復興教育スクール〈内陸〉推進校
　小学校6校、中学校3校、県立学校3校
○防災教育実践交流会
　実施日：令和4年2月10日
　参加人数：約100人
○学校防災アドバイザー派遣
　派遣数：61回

事業の継続実施 教育委員会学校教
育室

第４号（事業者の事業
継続計画の作成に関す
る助言）

23 漁業集落防災機能強化事
業費
＜防災・減災（BCP)計画
策定等支援＞

継続 0 ○大規模災害時における被害の最小化及
び早期復旧を図るため、地元が主体と
なった漁業地域における業務継続計画の
策定等を支援。

○漁協等を訪問し、業務継続計画策定の促進
に向けた普及活動を実施
○１地域で過年度に策定した計画に基づく運
用訓練を実施

事業の継続実施 農林水産部漁港漁
村課

第５号（県民等の防災
活動に関する普及啓発
及び表彰）

24 県広報誌等を活用した普
及啓発

継続 0 ○各種広報媒体を活用した普及啓発の実
施。

○ラジオ放送
　 6月：梅雨の時期における災害の注意
　　　　について啓発を実施
　 1月：積雪時の災害の備えについて啓
        発を実施

3月：地震・津波への備えについて啓発を
実施
○テレビ放送

7月：新たな避難情報の発令について啓発
を実施
 　9月：台風への備えについて啓発を実施
　 3月：自然災害の備えについて啓発を実施
○新聞

9月：新たな避難情報の発令について啓発
を実施（防災の日）

事業の継続実施 復興防災部防災課

25 消防職団員表彰 継続 441 ○消防職団員、消防機関等に対する知事
表彰の実施。

○１消防団、292消防職団員に消防知事表彰
を実施

事業の継続実施 復興防災部消防安
全課

26 防災推進国民大会2021等
開催

新規 10,603 〇防災推進国民大会2021併催事業「いわ
て・かまいし防災復興フェスタ」の開催
（令和３年11月６日から11月７日）。

〇復興の姿や震災の教訓を伝承・発信するた
め「東日本大震災津波からの復興と地域防災
力の強化」と題したセッションを実施したほ
か、これまでの復興の歩みや防災に関する取
組のパネル展示、地域の高校生による手作り
の防災紙芝居の動画の上映等を行い、震災の
経験や未来の命を守る教訓を多くの方々に発
信した。

終了 ふるさと振興部
県北・沿岸振興室
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整理
NO.

主な事業等
新規
継続

事業費（県決算見
込額（千円））

事業内容 事業実施結果 令和４年度の施策展開
条例の条項

令和３年度に実施した施策等

担当課等名

27 ５Ｇ等による地域課題解
決モデル構築及び課題解
決実証実験

新規 40,110 〇中山間地域における遠隔授業や交流学
習などローカル５G等を活用した地域課
題解決モデルの構築に向けた取組を実施
し、遠隔地から地域課題の解決を支援す
る関係人口の創出・拡大を図る。
〇令和３年度は葛巻高校（公営学習塾）
と東日本大震災津波伝承館をオンライン
で繋ぎ、ローカル５Ｇによる高精細映像
の伝送等の遠隔教育の実証に向けて取り
組む。

・ローカル５Ｇ等を活用した高精細映像の伝
送による防災学習に係る遠隔見学等の実証
（2/14）
・葛巻高校生徒と東京大学の学生間の遠隔交
流（3/3）

事業の継続実施 ふるさと振興部科
学・情報政策室

28 山火事防止広報 継続 10,468 〇職員による「声掛け運動」、直近の山
火事の発生状況を示す「山火事防止普及
啓発マップ」のホームページへの公表な
ど、県民の防火意識の高揚を図るための
普及啓発活動や消火機材の配備を実施。
〇いわての森林づくり県民税を活用し、
テレビＣＭ、ラジオ、航空機による広報
宣伝活動及び地域ボランティア団体等が
実施する山火事パトロール活動、消火活
動に活用するための森林作業道等の路網
マップ作製の支援を実施。
〇住民への山火事防止意識の普及啓発を
図るため、山火事防止横断幕の掲示、森
林所有者等に対して山火事予防PRチラシ
入りマスクを配布。

○職員による「声掛け運動」の実施
○県HPにおいて「令和3年度版山火事防止普
及啓発マップ」を公表
○消火機材(ジェットシューター)：計35台購
入、出先機関へ配備
○釜石市(浜町・水海地区)における路網マッ
プの整備
○テレビCM広報：計104回
○ラジオ広報：計90回
○セスナ広報：計37時間20分実施
○釜石地区山火事パトロール活動支援のた
め、活動に使用する物品の購入と貸与を実施
　パトロール用帽子：30個
　〃　　　ブルゾン：30着
　〃　　マグネット：60枚
○山火事防止横断幕：計35枚購入掲示
○山火事防止のぼり：計93枚購入掲示
○マスク：計580枚購入配布

事業の継続実施 農林水産部森林整
備課

29 土砂災害防止に関する絵
画・作文

継続 13 〇毎年6月の「土砂災害防止月間」活動
の一環として、県内の小・中学生から土
砂災害やその防止に関する絵画・作文を
募集し、優秀な作品を表彰。

〇県内の小・中学校併せて14校から49点の応
募
〇岩手県審査入賞者９作品のうち４作品を全
国審査に推薦

事業の継続実施 県土整備部砂防災
害課

30 土砂災害防止パネル展 継続 0 〇県民の土砂災害に対する理解と、防災
意識の向上等を目的に過去に発生した土
砂災害や防災関係機関の取組等を紹介す
る土砂災害防止パネル展をＮＰＯとの共
催により実施。

実施日：令和３年６月１日（火）から令和３
年６月11日（金）
場所：県庁１階県民室

事業の継続実施 県土整備部砂防災
害課
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整理
NO.

主な事業等
新規
継続

事業費（県決算見
込額（千円））

事業内容 事業実施結果 令和４年度の施策展開
条例の条項

令和３年度に実施した施策等

担当課等名

31 東日本大震災における警
察活動写真展

継続 0 ○震災を風化させないことを目的に、県
内の図書館等での東日本大震災警察活動
写真展を実施。

○東日本大震災警察活動写真展
　　（東日本大震災津波伝承館）１回
○警察署　１回

事業の継続実施 警察本部警備課

32 防災啓発活動番組の製作
及び放映

継続 0 ○民放との共同により、防災啓発活動番
組を製作し、県民に対する広報、啓発を
実施。

○防災啓発活動番組を製作して放送
　放送回数　５回

事業の継続実施 警察本部警備課

33 広報紙等 継続 0 ○県警察の広報紙及び交番・駐在所が作
成する広報紙を活用した、時期を捉えた
防災広報活動を実施。
○外国人向けに翻訳した防災広報を県警
察ホームページに記載し、外国人への防
災広報活動を実施。

○県警察広報紙
　掲載回数　５回
○交番、駐在所の広報紙
　随時掲載

事業の継続実施 警察本部警備課

34 森林保護ボランティアに
よる山火事防止等の啓発
運動

継続 0 ○森林保護ボランティアを募集し、登
録。毎年３～５月の「山火事防止運動月
間」に合わせて入山者等への注意喚起
や、山林の巡視などの活動を実施。

○登録者数： 25名。活動期間：R3.4.1～
R4.3.31
○R3.3.15に委嘱式を実施。腕章や山火事防
止チラシ等の活動資材を配布

事業の継続実施 沿岸広域振興局農
林部林業振興チー
ム

35 宮古・下閉伊地区山火事
予防ポスターコンクール

継続 0 ○毎年３月～５月の「山火事防止月間」
における取組の一環として、管内の小・
中学校から山火事防止に関するポスター
を募集し、優秀な作品を表彰。

○管内の小・中学校8校から59点の応募があ
り、優秀な作品を表彰

事業の継続実施 沿岸広域振興局農
林部宮古農林振興
センター林務室

36 山火事防止ポスターコン
クール

継続 0 ○毎年３月～５月の「山火事防止月間」
における取組の一環として、管内の小・
中学校から山火事防止に関するポスター
を募集し、優秀な作品を表彰。
○上位入賞作品を掲載した「山火事予防
カレンダー（次年度分）」を作成し、管
内小中学校や市町村、関係機関へ配布。

○管内の小・中学校合わせて14校から198点
の応募があり、優秀な作品を表彰

事業の継続実施 県北広域振興局林
務部林業振興課

第６号（前各号に掲げ
るもののほか、県民等
の自発的な防災活動に
資する援助）

37 震災津波関連資料収集・
活用等推進事業

継続 5,334 〇「いわて震災津波アーカイブ～希望
～」の保守運用を行うとともに、各種研
修会、広報の場等を活用して、当該シス
テムの周知を行ったほか、教育現場等で
の利活用の促進を図った。

〇小・中学校教職員向けの利用方法説明
〇アーカイブ関係シンポジウム等での展示及
び事例報告
〇ハーバード大学エドウィン・Ｏ(オー)・ラ
イシャワー日本研究所と覚書を締結し、連携
を開始（「日本災害DIGITALアーカイブ」と
の連携）

事業の継続実施 復興防災部復興推
進課
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整理
NO.

主な事業等
新規
継続

事業費（県決算見
込額（千円））

事業内容 事業実施結果 令和４年度の施策展開
条例の条項

令和３年度に実施した施策等

担当課等名

38 新型コロナウイルス感染
症予防緊急対策

継続 7,469 〇避難所における新型コロナウイルス感
染症の感染拡大防止を図るために必要と
なる物品の購入。

テント、オストミー対応ポータブルトイレを
購入

令和３年度まで 復興防災部防災課

39 消防団入団促進 継続 0 ○県広報媒体を活用し消防団入団促進を
図るため広報等の実施をするとともに、
県内各地の様々な業種を対象に「いわて
消防団応援の店」登録事業を推進。

○県広報媒体等を活用し、消防団入団促進の
PR活動を実施
○平成30年1月より事業を開始し、県内各地
の様々な業種の事業者等が登録
（令和4年4月1日現在377店舗）

事業の継続実施 復興防災部消防安
全課

40 災害派遣福祉チーム派遣
体制強化事業

継続 2,407 〇大規模災害時に福祉専門職により構成
され避難所等に派遣される「災害派遣福
祉チーム」の派遣体制の整備や、派遣主
体である「岩手県災害福祉広域支援推進
機構」の運営。

〇推進機構の構成団体数：26団体
〇災害派遣福祉チームの派遣体制：292名、
49チーム

事業の継続実施 保健福祉部地域福
祉課

41 強い水産業づくり交付金
事業費
＜漁船避難ルールづくり
の促進＞

継続 8,690 ○津波来襲時の沖出し避難等による被害
を防止するため、漁業者が主体となって
行う漁船避難ルールづくりの取組を支
援。

○１漁協（累計５漁協）で漁船避難ルールを
策定

事業の継続実施 農林水産部漁港漁
村課

42 道路法第37条に基づく道
路の占用制限の区域の指
定

継続 0 〇災害時における緊急車両等の通行確保
等、道路機能の十分な確保を図るため、
県が管理する緊急輸送道路の道路区域内
における新設電柱の占用制限を開始。
【根 拠】道路の占用を制限する区域の
指定（令和２年３月17日告示）
【施行日】令和２年４月１日

○県が管理する緊急輸送道路101路線におい
て新設電柱の占用を制限する区域を設定

事業の継続実施 県土整備部道路環
境課

43 洪水浸水想定区域図等整
備事業

継続 462,017 〇市町村が策定する洪水ハザードマップ
作成支援を目的とした洪水浸水想定区域
図作成等（水位周知河川の指定、水位計
設置を含む。）の実施。

○洪水浸水想定区域の指定
指定河川：岩崎川ほか24河川
〇水位周知河川の指定
指定河川岩崎川ほか３河川
○水位計設置
設置河川：大川ほか２河川

事業の継続実施 県土整備部河川課

44 震災津波に係る教育普及
事業

新規 28 〇利用者層に応じた震災津波に係る学習
プログラムやワークブックの作成、ワー
クショップの指導等を通して防災に対す
る意識の醸成を図り、また、学校との意
見交換を実施し、伝承館を活用した復
興・防災教育の要請を行う。

〇小学生、中・高校生、一般来館者用のワー
クブックを作成、約25000部を配布した。
〇震災伝承を通じ防災意識の醸成を図るセミ
ナーを５回実施した。
〇岩手の復興教育推進校を中心に、17校の県
内の小・中・高校及び特別支援学校を訪問
し、校外学習等の利用促進を図った。また、
教員現地研修会を２回実施した。

事業の継続実施 東日本大震災津波
伝承館
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整理
NO.

主な事業等
新規
継続

事業費（県決算見
込額（千円））

事業内容 事業実施結果 令和４年度の施策展開
条例の条項

令和３年度に実施した施策等

担当課等名

45 避難行動要支援者支援に
関する研修会の開催等
（災害救助法等事務担当
者研修会等）

継続 0 〇市町村における避難行動要支援者の避
難支援対策の充実・強化を図るため、市
町村担当者等を対象とする研修会を開催
した。
○市町村を対象にヒアリングを実施し、
課題の把握及び助言等を行った。

〇市町村担当者研修会を災害救助法等事務担
当者研修会と併せて開催(７月、資料及び説
明ＤＶＤ配付)
〇取組が未着手及び他の参考となる取組を実
践している市町村を対象にヒアリングを実施
(20市町村)

事業の継続実施 復興防災部復興く
らし再建課

46 難病患者在宅療養支援計
画策定・評価事業

継続 0 〇要支援難病患者に対して、災害時の連
絡体制及び搬送手段、避難先等について
体制整備をするため、本人及び家族、関
係機関と連携し、災害時個別避難計画を
策定し計画内容の評価と見直しを行う。

〇災害時個別避難計画評価会議の書面実施
〇対象者：人工呼吸器、在宅
〇内　容
・対象者の療養状況等の確認
・平成30年度に策定した災害時個別避難計画
を評価、現行計画の継続を確認

〇新規事例があった場
合には計画を策定

沿岸広域振興局保
健福祉環境部保健
課

47 難病患者在宅療養支援計
画策定・評価事業

継続 1 〇要支援難病患者に対して、在宅での療
養生活が円滑にできるよう、また、災害
時や急変時の連絡体制を確立するため、
関係機関と連携し、在宅療養支援計画を
策定する。

〇平成29年度から継続している１事例の計画
見直しを実施。
内容：家庭訪問にて、本人の療養状況を確
認。現在利用しているサービスを継続し、介
護負担軽減のため福祉用具の導入を進める方
向で関係機関と検討実施。

〇策定済の計画につい
て評価・見直しを実施
〇新規事例があった場
合、計画を策定

沿岸広域振興局保
健福祉環境部宮古
保健福祉環境セン
ター保健課

48 難病患者在宅療養支援計
画策定・評価事業

継続 0 〇要支援難病患者に対して、災害時の連
絡体制及び搬送手段、避難先等について
体制整備をするため、本人及び家族、関
係機関と連携し、災害時個別避難支援計
画を策定する。

策定無し 〇新規計画策定（ALS患
者２事例）

沿岸広域振興局保
健福祉環境部大船
渡保健福祉環境セ
ンター

合計 48事業 596,231

13部局28室課
（２広域振興局５部
11室課、東日本大震
災津波伝承館含む）

第
１
４
条

（市町村が作成する避
難行動要支援者の避難
の支援に関する計画に
ついての助言や支援）


	別紙１ (配布用)※手持ち用から担当修正

