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１． 年次計画の意義

令和２年度から強靱化の推進⽅針を⽰した佐伯市国⼟強靭化地域計画
（以下「強靱化計画」という。）の着実な推進を図るため、施策分野ごとの主要施策を
明らかにした「佐伯市国⼟強靱化地域計画 年次計画」（以下「年次計画」という。）
を定める。
年次計画の推進にあたっては、できる限り、施策の進捗状況を把握し、
⽬標数値を設定し、毎年度⾒直しを⾏うものとする。

２ 施策の重点化

「効果の⼤きさ」や「緊急度・切迫度」などの視点により総合的に勘案し、特に
重点化すべき施策項⽬（重点項⽬）を設定した。これにより、毎年度の
予算編成や国や県などへの施策提案に反映する。

佐伯市国⼟強靭化地域計画 年次計画の基本事項



⽬標値進捗管理

（１） 直接死を最⼤限防ぐ

65% 社会教育

80% 88% 社会教育

52% 60% 社会教育

38%

71% 77% 建築住宅

市有建築物耐震化率 89% 92% 建築住宅

特定建築物耐震化率 77% 82% 建築住宅

体育保健

墜落防⽌のための安全器具の購⼊住宅⼀般管理費 建築住宅

地震による家具の転倒を防⽌する器具購⼊の補助事業

市有建築物耐震化事業 市が所有する建築物の耐震化を調査・管理する事業 建築住宅

家具の転倒防⽌
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

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 （※重点項⽬）

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

住宅・建築物耐震改修等事業
⽊造住宅の耐震診断・耐震改修・耐震シェルター等に関
する補助事業

建築住宅

建物の耐震化

佐伯市野岡体育館耐震化事業 体育保健

防災危機管理

ブロック塀等除去⽀援事業 危険な既存ブロック塀等の除去⼯事に関する補助事業 建築住宅

社会教育

建築住宅

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末 関係課

⼀般住宅耐震化率

市営住宅の維持管理や改修⼯事

図書館耐震診断事業

社会教育

社会教育

策定する

⾏う

佐伯市野岡体育館耐震化事業 0% 100%

耐震性未確認の図書館施設の耐震診断、耐震補強計画を
策定する

住宅維持補修費
野岡体育館耐震補強及び⼤規模改造⼯事

災害対策事業
家具転倒防⽌対策推進事業



⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末 関係課

建設

道路災害復旧事業
林道点検診断・保全整備事業

建設橋梁維持補修事業 橋梁補修⼯事に関する事業

建設
道路新設改良単独事業

建設
農林⽔産⼯務

建設

狭あい道路の拡幅や橋梁の維持管理等に関する事業 建設

道路新設改良交付⾦事業

道路維持補修事業
道路や道路施設、及びトンネルの補修・維持管理に関す
る事業

空き家対策事業 ⽼朽危険空き家の撤去等に係る補助⾦の交付等 建築住宅
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

農林⽔産⼯務0%

市道の舗装補修

市道の法⾯対策

橋梁の耐震化

5路線

3箇所

８橋

建設

建設

建設

道路新設改良単独事業による道路改良⼯事

⽼朽危険空き家対策

０路線 6路線

街路事業 都市計画内の街路整備に係る事業 都市計画

橋梁・道路の改修及び維持管理
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

佐伯創⽣推進総合対策事業
地域インフラや観光施設、道路・河川や農林⽔産施設の
維持補修に関する事業

振興局

農道橋梁点検事業 農道の橋梁（2ｍ以上15ｍ未満）の点検調査を⾏う 農林⽔産⼯務

道路新設改良交付⾦事業による道路改良⼯事

100%農道橋梁点検率(７橋)

１路線 ２路線

12橋

11箇所

7路線

25路線

58橋

20路線

43橋

災害に伴う道路舗装⼯事や修繕に関する事業
⾃ら点検が不可能な橋梁等に関する定期点検委託業務
道路新設改良事業に伴う舗装修繕、トンネル等修繕や橋
梁の耐震化に関する事業

建設

建設

建設

建設



1,701⼈ 1,880⼈ 消防総務

消防署・消防団連携訓練
消防署と消防団が合同で⾏う訓練、各⽅⾯隊の地形等に
より訓練内容を変えて⾏う

消防総務

消防団操法訓練 消防団の放⽔作業に関する訓練 消防総務

（１） 直接死を最⼤限防ぐ
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 （※重点項⽬）

都市計画
児童公園管理費 ⽶⽔津地域の児童公園の維持管理を⾏う こども福祉

警防計画 住宅密集地の延焼防⽌を⽬的とした計画 消防総務
公園等維持補修費 公園内の倒⽊処理や施設の維持補修⼯事等 都市計画

住宅密集地における⼤規模⽕災の防⽌
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

消防団活動
年末夜警による警備や⽕災予防パトロール、消防署との
合同訓練による連携の強化等

消防総務

1% 32% 都市計画

維持管理⼯事進捗率
（公園維持補修⼯事、倒⽊処理費、
公園植栽管理、清掃業務委託 等）

18% 100% 都市計画

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

関係課

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

関係課

⼈命救助・消⽕活動に係る消防団員の確保・育成
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

消防団⼈員



消防機庫建設整備 1棟 ２棟 消防総務

消防庁舎建設整備 １棟 ２棟

消防団積載⾞更新整備 ８台 25台 消防総務

消防総務

耐震性貯⽔槽整備 134基 140基

消防⾞両更新 11台 15台 消防総務

消防総務

消防団⼈員 1,701⼈ 1,880⼈ 消防総務

⾼機能消防指令システム機器の維持管理に関する事業 消防総務
消防指令センター

共同運⽤事業
⾼機能指令台の継続的な維持を⾏い、情報の⼀元化、無線、指
令回線等の2重化による災害対応⼒の強化を図る

消防総務

消防団積載⾞更新事業 ⼩型動⼒ポンプ付積載⾞量の更新整備事業 消防総務

通信機器管理事業
⾼機能消防指令システム機器及び消防救急デジタル無線
機器の維持管理、ループ化に関する事業

消防総務

消防機庫建設事業 ⽼朽化した消防機庫の改修・建設事業 消防総務
消⽕栓新設事業 消⽕栓が不⾜している場所に対する消⽕栓の新設 消防総務

⾮常備消防⼀般管理事業
消防団⾞両の維持管理や分団及び個⼈装備購⼊に関する
事業

消防総務

⾮常備消防施設等維持補修事業 消防機庫や消防⽔利の維持補修に関する事業 消防総務

消防庁舎建設事業
築４１年が経過し、耐震基準に適合していない東部分
署・上浦派出所庁舎の移転に関する事業

消防総務

常備消防⼀般管理事業
消防庁舎や消防⾞両の維持管理や、資格取得のための各
種研修に関する事業

消防総務

耐震性貯⽔槽整備事業
地震による被害を軽減し、継続的に使⽤可能な防⽕⽔槽
を整備する

消防総務

消防⾞両更新事業 経年劣化による消防⾞両の更新事業 消防総務

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

関係課

消防機能の強化
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課



事 業 内 容 関係課

⼭のみちづくり事業（⼤分県） ⽶⽔津振興局の空調機改修事業 ⼤分県

城⼭歴史公園整備事業進捗率 16% 100%

林道開設事業 林道の整備・⼯事・維持管理を⽬的とする事業 農林⽔産⼯務

林道事業（⼤分県） ⼤規模災害発⽣時、⾃⼒避難が困難な要⽀援者の避難⽀援につ
いて、名簿を作成し地区に提供するなどの対策を⾏う

⼤分県

津波避難路・避難地及び⼤型備蓄倉庫の整備 65% 100% 防災危機管理

都市計画

都市計画濃霞⼭公園整備事業進捗率 18% 100%

災害対策施設整備事業
⼈⼯⾼台、津波避難タワーの外構⼯事や津波避難ビル外
付け階段の設置等

防災危機管理

多⾯的機能保全向上対策事業 農道・⽔路の維持補修等、地域に対しての補助⾦交付 農林

避難路等の整備
関連事業・業務

濃霞⼭公園整備事業 濃霞⼭公園の整備、維持管理に関する事業 都市計画
城⼭歴史公園整備事業 城⼭歴史公園の整備、維持管理に関する事業 都市計画

濃霞⼭公園整備事業進捗率 18% 100%

城⼭歴史公園整備事業進捗率 16% 100%

都市計画

都市計画

（１） 直接死を最⼤限防ぐ

防災協定
関係機関や企業との協定により、災害時の対応について
協⼒を依頼する

防災危機管理

⾼台防災ニュータウン整備事業
定住も考慮した防災⾼台の整備（分譲地、防災拠点施
設、耐震性貯⽔槽等）

振興局

広域にわたる⼤規模地震津波等による多数の死者の発⽣ （※重点項⽬）

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

津波避難ビル
津波発⽣時、⼀時避難施設としての使⽤に関する協定を
締結し、津波避難ビルとして使⽤する

防災危機管理

津波避難施設の整備

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

関係課

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

関係課



直川

教育総務

地震・津波の指定避難所である「鉱泉センター直川」を適正
な維持管理するため、ボイラー等の改修を⾏う。 0.0% 100%

地震・津波の指定避難所である「道の駅やよい」を適正な維
持管理するため、ボイラー等の改修を⾏う。 0.0% 100% 観光

観光

関係課

地震・津波の指定避難所となる⾼平キャンプ場の空調設備や
内装等の改修 0.0% 100%

髙平キャンプ場整備事業 キャンプ場のケビン改修⼯事に関する事業 観光
⽶⽔津振興局庁舎空調機更新事業 ⽶⽔津振興局の空調機改修事業 管財

鉱泉センター直川改修事業
避難所である鉱泉センター直川を適正な維持管理するた
め、ボイラー等の改修を⾏う

観光

道の駅やよい整備事業
避難所である道の駅やよいを適正な維持管理するため、
ボイラー等の改修を⾏う

観光

直川憩の森公園整備事業 バンガローのエアコン整備⼯事

観光

観光
振興局

る事業
社会教育

幼稚園エアコン整備事業費 幼稚園エアコン整備事業費 教育総務

⾏う
社会教育

策定する
社会教育

庁舎維持修繕費 本庁舎及び全振興局の修繕費 管財
佐伯市総合運動公園体育館

エアコン整備事業
避難所となる総合運動公園体育館のエアコン整備に関す
る事業

体育保健

災害対策管理事業 津波避難地等の修繕・委託・⼯事に関する事業 防災危機管理

避難所・避難場所の整備
関連事業・業務 事 業 内 容

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

関係課

地震・津波の指定避難所となる直川憩の森公園キャンプ場の
空調設備改修 0.0% 100% 観光

⽶⽔津振興局庁舎空調機更新事業 20% 100% 管財

幼稚園エアコン設置率 53.3% 100%

0棟 1棟



防災拠点の整備

上城地区防災・避難広場整備事業進捗率 90% 100% 都市計画

佐伯市総合運動公園多⽬的
広場改修事業

佐伯市総合運動公園多⽬的広場の維持補修及び芝の張替
え等に関する事業

体育保健

上城地区 防災・避難広場
整備事業

防災拠点となる佐伯市総合運動公園の防災機能強化に関
する整備や維持管理を⾏う事業

都市計画

総合運動公園管理事業 総合運動公園体育施設の維持・補修に関する事業 体育保健

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

消防庁舎建設事業
築４１年が経過し、耐震基準に適合していない東部分
署・上浦派出所庁舎の移転に関する事業

消防総務

佐伯市地域避難訓練 毎年、１１⽉2週⽬の⽇曜⽇に佐伯市全域で⾏う避難訓練 防災危機管理

避難所運営訓練 地区が中⼼となり、避難所運営を⾏う（H25年より開始） 防災危機管理

防災危機管理地域避難訓練参加率 17.3% 20%

避難訓練の促進
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

佐伯市総合運動公園テニス
コート改修事業

佐伯市総合運動公園テニスコートの維持補修及び⼈⼯芝
張替え修繕に関する事業

体育保健

佐伯市総合運動公園野球場
⼤規模改修事業

佐伯球場における⼤規模な維持補修及び改修⼯事、 ス
コアボードの改修⼯事等

体育保健

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

関係課

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

関係課



⽔防訓練
消防・警察・⾃衛隊・消防団・佐伯市・D-MAT等による
⾵⽔害を想定した訓練

防災危機管理

防災教育の推進
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

防災意識啓発事業
防災関係のポスター・パンフレット作成や、ＶＲを使⽤
した防災意識啓発に関する事業

防災危機管理

応急⼿当の普及啓発活動
普及員講習を⾏う

消防総務

⾃主防災事業

津波ハザードマップ 津波による浸⽔規模や避難所を記載したハザードマップ 防災危機管理

避難⾏動要⽀援者避難⽀援プラン（個別計
画）の策定地区数

206地区 369地区

防災学習 学校や地区・企業に対して防災講話等を⾏う 防災危機管理

地域避難訓練参加率 17.3% 20% 防災危機管理

要⽀援者の避難⽀援

社会福祉

各種ハザードマップ
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

避難⾏動要⽀援者⽀援事業 ⼤規模災害発⽣時、⾃⼒避難が困難な要⽀援者の避難⽀援につ
いて、名簿を作成し地区に提供するなどの対策を⾏う

関係課

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

関係課

社会福祉

防災⼠に関する費⽤（資格取得、研修費等） 防災危機管理

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末



上浦・鶴⾒・蒲江処理区の保全事業 下⽔道

排⽔路の⼟砂撤去や修繕・⼯事 43件 170件

内⽔被害防⽌対策事業 1地区 2地区

浄化槽、トイレ管理業務進捗率 20% 100% 都市計画

建設

建設

地⽅創⽣汚⽔処理施設整備
推進交付⾦事業 施設の機能強化・機能保全に関する事業

下⽔道

⽣活排⽔処理施設建設事業 合併処理浄化槽の建設実施に関する事業 下⽔道

⽔⾨・排⽔機場の補修等 4件 16件 建設

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末 関係課

蒲江建設改良費 蒲江処理区の建設改良事業 下⽔道

農⼭漁村地域整備交付⾦事業
に関する事業

下⽔道

内⽔被害対策事業 ⼤⾬による内⽔被害を防⽌するための事業等 建設
⼀般管理費事業 処理施設等の維持管理事業 下⽔道

河川災害復旧事業 河川施設等の修繕や河川災害⼯事に関する事業 建設
振興局維持管理費 上浦・鶴⾒・蒲江処理区の施設維持管理事業 下⽔道

⾬⽔・地震津波対策事業
防災安全として⾬⽔ポンプ場の建設や⾬⽔路整備、耐
震、耐津波対策を実施する

下⽔道

雑排⽔施設整備事業 ⼟砂撤去や排⽔路修繕等に関する事業 建設

（１） 直接死を最⼤限防ぐ

排⽔施設等の整備・維持管理

河川⼀般管理事業 排⽔機場設備の補修等に関する事業 建設

防災安全対策事業
類の更新に関する事業

下⽔道

死傷者の発⽣ （※重点項⽬）

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

未普及対策事業
社会資本整備総合交付⾦の未普及対策で各処理区の管渠
整備を⾏い、新規供⽤開始する

下⽔道



各種ハザードマップ（再掲）
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

洪⽔ハザードマップ ⾵⽔害時の浸⽔想定等を記載したハザードマップ 防災危機管理

防災情報システム整備事業 防災ネットワークカメラの新規増設に関する事業 防災危機管理

公共事業発⽣残⼟処理場
新設事業

河川等の堆積⼟砂を処理するための残⼟処理候補地につ
いて、測量・舗装等の業務を⾏う

建設総務

河川の⼟砂撤去や修繕・⼯事 33件 120件 建設

残⼟⽤地の確保
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

残⼟処理場確保件数 0件 3件

河川改良単独事業 河川施設の修繕・改修に関する事業 建設

河川氾濫の防⽌

建設総務

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

河川施設の改修 3河川 5河川 建設

⼥島橋架替事業 ⽼朽化した⼥島橋（旧橋）撤去・架替⼯事 建設

⽔防対策事業 ⽔防訓練に関わる経費や⼟嚢袋・砂の購⼊費 防災危機管理

河川維持補修事業 河川修繕や河川維持補修⼯事に関する事業 建設

橋梁撤去事業
⽼朽化した橋梁や、河川の流れの障害となる橋梁の撤去
に関する事業

建設

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末 関係課

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末 関係課



（１） 直接死を最⼤限防ぐ

防災パトロール
災害危険地域を関係機関と視察し、警戒避難措置等必要
な防災体制の確⽴を図る

防災危機管理

災害危険予測地域等の状況確認

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課
森林の保全

⼤規模な⼟砂災害による多数の死傷者の発⽣ （※重点項⽬）

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

保育間伐の推進 保育間伐の実施により適切な森林管理を⾏う 農林
治⼭単独事業 治⼭事業に関する⽔路等の修繕や⼯事に関する事業 農林⽔産⼯務

森林ボランティア等の植林活動 森林ボランティアによる植林活動 農林
市有林経営管理費 市有林の再造林や植栽地の下刈り等を実施する管理費 農林

治⼭事業（⼤分県） ⼭地災害防⽌のため、治⽔・治⼭施設の整備や防災減災対策に
ついて、ハード・ソフトを組合せて推進する

⼤分県

ハザードマップ作成事業 ⼟砂災害ハザードマップ作成に関する事業 防災危機管理

各種ハザードマップ（再掲）
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

市有林の再造林・下刈・間伐の 実施⾯積 12.78ha／年間

急傾斜地崩壊対策に関する事業 2件 8件 建設

急傾斜地崩壊対策事業 急傾斜地崩壊対策⼯事や仮設防護柵等の修繕 建設

17ha／年間 農林

急傾斜地等の崩壊対策
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

⼟砂災害ハザードマップ作成率 21% 66% 防災危機管理

⽬標値進捗管理

関連指標

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

関係課

基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

関係課

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

関係課



⽔道

⽔道施設遠⽅監視システム
クラウド化増強事業

⽔道施設の⽔位計、流量計、残留塩素計等の機器整備を⾏い、
監視のWeb化による遠隔確認を可能とする

⽔道

施設統合事業
直川地域の２つの施設を統合することで安定した⽔の供
給を図る

上岡第１浄⽔場中央監視装置更新事業 19.4% 100%

送配⽔管整備事業 76.4% 92.3% ⽔道

上岡第1浄⽔場中央監視装置
更新事業

中央監視装置が故障し、安定した⽔の供給が困難となる状況を
回避するため装置の更新・維持管理を⾏う

⽔道

ろ過設備設置事業 豪⾬時の河川の濁りによる⽀障を解消するため、既存の設備に
前処理設備を設置し、安定的な⽔道の供給を⾏う

⽔道

建設

防災協定
関係機関や企業との協定により、災害時の対応について
協⼒を依頼する

防災危機管理

ろ過設備更新事業 ⽼朽化したろ過設備の更新に関する事業 ⽔道

配⽔施設耐震補強事業
市内５箇所の配⽔池について、補修や耐震補強⼯事、統
廃合計画等に関する事業

⽔道

⽔道

送配⽔管整備事業
⽼朽管の布設替⼯事、送⽔管・配⽔管の新設⼯事、⽔道
管の耐震化に関する事業

道路維持補修事業
道路や道路施設、及びトンネルの補修・維持管理に関す
る事業

（２） 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

⽀援受⼊れ体制の整備

関連機関、関連企業との協定締結
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

給配⽔施設の整備・給⽔体制の確⽴
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

被災地での⾷料・飲料⽔・電⼒・燃料等、⽣命に関わる
（※重点項⽬）

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

佐伯市災害時受援計画
⼤規模災害時、他の⾃治体に対して⼈的・物的⽀援を⽬
的とする計画

防災危機管理

⼤分県広域受援計画
県外等から広域応援部隊の派遣や救援物資の輸送を円滑
に受⼊れるため、⼤分県が策定した計画

⼤分県

佐伯消防受援計画
⼤規模災害時における緊急消防援助隊の円滑な受⼊れの
ため、消防本部が策定した計画

消防本部

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

関係課

⽔道



佐伯地区道路啓開実施計画 地区災害対策本部や建設業協会佐伯⽀部が実際に道路啓開を⾏
う際の⼿順を⽰し、道路啓開に活⽤する

⼤分県

佐伯市備蓄計画 災害時に備えた備蓄品の購⼊等に関する計画 防災危機管理

九州道路啓開計画
東九州沿岸部を⽀援するための緊急輸送ルートの設定と
道路啓開路線の設定を⾏う

⼤分県

⼤分県道路啓開計画
⼤規模地震が発⽣した際の緊急輸送体制の早期確保のた
め、啓開ルート及び啓開体制の構築を図る

⼤分県

道路啓開計画の運⽤
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

直川地域防災倉庫整備事業 0棟 1棟 直川

孤⽴集落対策事業 IP無線・救助⽤サイン旗の購⼊等に関する事業 防災危機管理

救援ポイントの整備
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

関係課

関係課

孤⽴集落ワーキンググループ 孤⽴集落の救援ポイント等を協議する 防災危機管理

⾃主防災事業 地区の備蓄倉庫設置、備蓄品購⼊の補助に関する事業 防災危機管理

直川地域防災倉庫整備事業 直川地域内に防災拠点となる備蓄倉庫の整備事業 振興局

備蓄⾷料等の確保・管理
関連事業・業務 事 業 内 容



地域との連絡体制
関連事業・業務

（２） 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

漁港単独事業
⽼朽化した漁港施設等の維持補修や⾼潮・波浪対策のた
め軽微な改良⼯事等を⾏う

農林⽔産⼯務

県施⾏事業負担⾦
⽼朽化した漁港施設の計画的な補修や防波堤の改良等に
伴う県管理漁港事業の負担⾦

農林⽔産⼯務

（※重点項⽬）

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

漁港維持管理事業 市が管理する35漁港の維持管理・補修業務に関する事業 農林⽔産⼯務

漁港・湾内等の整備

⽔産物供給基盤機能保全事業 上浦・鶴⾒・⼤島・⼤⼊島・蒲江地区の⽼朽化した漁港施設を
農林⽔産⼯務

⼊津地区漁港施設機能強化事業
防波堤の改良や防波堤の港外側に消波⼯の製作・据付を
⾏う

農林⽔産⼯務

整備事業
突堤の整備による泊地内静穏度の向上や⽤地・道路の整
備による漁業活動の向上を⽬的とする事業

農林⽔産⼯務

防波堤の整備による泊地内静穏度の向上に関する事業 農林⽔産⼯務

現年発⽣漁港施設災害復旧事業
⾃然現象による災害で壊れた漁港施設、海岸保全施設を
復旧する事業

農林⽔産⼯務

⽔産基盤整備事業
県が管理する２漁港（松浦漁港・蒲江漁港）の整備促進
に関する事業

⼤分県

海岸堤防等⽼朽化対策事業
寿命化を図る事業

農林⽔産⼯務

漁港機能増進事業
書の⾒直しを⾏う

農林⽔産⼯務

孤⽴集落対策事業 IP無線やサイン旗等の購⼊に関する事業 防災危機管理

事 業 内 容 関係課
孤⽴集落対策事業 IP無線やサイン旗等の購⼊に関する事業 防災危機管理

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課
連絡⼿段の確保

ドローンの活⽤業務
ドローンを使⽤した被害状況、孤⽴地区の確認が⾏える
よう、操作資格の取得や研修を⾏う

防災危機管理

孤⽴集落ワーキンググループ 孤⽴集落の救援ポイント等を協議する 防災危機管理



情報ネットワーク施設光化
管理事業

⽼朽化したケーブルテレビ施設の更新により、落雷等の
災害に強い光化の整備を⾏う

情報推進

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

情報ネットワーク施設更新 7.5% 50.7% 情報推進

観光及び防災⾯で施設利⽤者の利便性の向上を図るため、⼩
半森林公園キャンプ場内にWi-Fiを整備する。 0% 100% 観光

防災情報システム整備事業 防災スピーカー有線放送エリアの無線化に関する事業 防災危機管理

防災・⾏政ラジオ設置率 59.7% 80% 防災危機管理

防災スピーカーの整備や有効活⽤
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

情報ネットワーク施設
維持管理事業

ケーブルテレビの伝送路修繕等の施設管理 情報推進

放送ネットワーク整備
⽀援事業

ケーブルテレビ幹線の２ルート化や過疎地域等における
ケーブル網の光化

情報推進

ネットワークの整備
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

Wi-Fiスポット整備事業 Wi-Fiの整備委託に係る業務 観光

防災危機管理

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

関係課

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

関係課

観光及び防災⾯で施設利⽤者の利便性の向上を図るため、直
川憩の森公園キャンプ場内にWi-Fiを整備する。 0% 100% 観光

防災・⾏政ラジオ、コミュニティFM中継局等の整備

防災・⾏政ラジオ無料貸出
無料貸出を⾏う

防災危機管理

防災・⾏政ラジオシステム
整備事業

ラジオ中継局の整備により無線化システムを構築する 防災危機管理

防災情報システム管理事業
防災・⾏政ラジオシステム・防災スピーカーの保守点検
業務

防災危機管理

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

関係課

ラジオ中継局整備により無線受信エリアの
拡⼤

43% 87%



道路災害復旧事業 災害に伴う道路舗装⼯事や修繕に関する事業 建設
林道点検診断・保全整備事業 ⾃ら点検が不可能な橋梁等に関する定期点検委託業務 農林⽔産⼯務

橋梁維持補修事業 橋梁補修⼯事に関する事業 建設

建設

道路新設改良単独事業 狭あい道路の拡幅や橋梁の維持管理等に関する事業 建設

道路新設改良交付⾦事業
道路新設改良事業に伴う舗装修繕、トンネル等修繕や橋
梁の耐震化に関する事業

建設

道路維持補修事業
道路や道路施設、及びトンネルの補修・維持管理に関す
る事業

建設

佐伯創⽣推進総合対策事業
地域インフラや観光施設、道路・河川や農林⽔産施設の
維持補修に関する事業

振興局

農道橋梁点検事業 農道の橋梁（2ｍ以上15ｍ未満）の点検調査を⾏う 農林⽔産⼯務

建設

建設

建設

建設

43橋

25路線

道路新設改良交付⾦事業による道路改良⼯
事

5路線 7路線

２路線

市道の舗装補修

3箇所 11箇所

橋梁の耐震化 ８橋 12橋

道路新設改良単独事業による道路改良⼯事 20路線

１路線

建設

建設

農道橋梁点検率(７橋) 0% 100%

市道の法⾯対策

橋梁・道路の改修及び維持管理（再掲）
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

関係課

０路線 6路線

農林⽔産⼯務

63橋 建設



公共事業発⽣残⼟処理場
新設事業

河川等の堆積⼟砂を処理するための残⼟処理候補地につ
いて、測量・舗装等の業務を⾏う

建設総務

孤⽴集落ワーキンググループ 孤⽴集落の救援ポイント等を協議する 防災危機管理

河川氾濫の防⽌（再掲）
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

急傾斜地等の崩壊対策（再掲）
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

救援ポイントの整備（再掲）
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

⽔防対策事業 ⽔防訓練に関わる経費や⼟嚢袋・砂の購⼊費 防災危機管理

120件 建設

急傾斜地崩壊対策に関する事業

防災情報システム整備事業 防災ネットワークカメラの新規増設に関する事業 防災危機管理

急傾斜地崩壊対策事業 急傾斜地崩壊対策⼯事や仮設防護柵等の修繕 建設

橋梁撤去事業 ⽼朽化した橋梁や、河川の流れの障害となる橋梁の撤去 建設

⼥島橋架替事業 ⽼朽化した⼥島橋（旧橋）撤去・架替⼯事 建設

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

関係課

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

関係課

河川改良単独事業 河川施設の修繕・改修に関する事業 建設

河川維持補修事業 河川修繕や河川維持補修⼯事に関する事業 建設

残⼟処理場確保件数 0件 3件 建設総務

⽬標値進捗管理

残⼟⽤地の確保（再掲）
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

2件 8件 建設

河川施設の改修 3河川 5河川 建設

河川の⼟砂撤去や修繕・⼯事 33件

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

関係課



（２） 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

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

⾃衛隊、警察、消防、海保等の被災等による
救助・救援活動等の絶対的不⾜ （※重点項⽬）

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

防災危機管理

⾃主防災事業 防災⼠に関する費⽤（資格取得、研修費等） 防災危機管理

消防職員・消防団員が不⾜する事態となった場合、不⾜
⼈員を補うため、相互応援を依頼する協定

消防総務

消防総務

災害対策本部設置運営訓練 佐伯市と各関係機関が合同で⾏う図上訓練

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末 関係課

佐伯市災害時受援計画
⼤規模災害時、他の⾃治体に対して⼈的・物的⽀援を⽬
的とする計画

防災危機管理

消防団・ボランティアとの連携・協⼒体制

消防総務

関係機関との連携強化

消防職員・消防団員の応援要請

消防団員数 1,701⼈ 1,880⼈

佐伯市消防団 佐伯市内の９⽅⾯隊で形成される佐伯市消防団

ボランティアネットワーク
協議会

社会福祉協議会が中⼼となり、様々な分野の機関・団体
で構成される協議会

社会福祉協議会

県下常備消防相互応援協定



（２） 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

防災学習
⼩・中・⾼校⽣等に対して応急担架の作り⽅や、AEDの
使⽤⼿順等について講習を⾏う

防災危機管理

橋梁維持補修事業 橋梁補修⼯事に関する事業 建設
事 業 内 容 関係課

医療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の⿇痺 （※重点項⽬）

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

応急⼿当の普及啓発活動
普及員講習を⾏う

消防総務

道路災害復旧事業 災害に伴う道路舗装⼯事や修繕に関する事業 建設

63橋

道路新設改良単独事業による道路改良⼯事 20路線

建設

道路新設改良単独事業 狭あい道路の拡幅や橋梁の維持管理等に関する事業 建設

佐伯創⽣推進総合対策事業
地域インフラや観光施設、道路・河川や農林⽔産施設の
維持補修に関する事業

振興局

43橋

救命講習の啓発

橋梁・道路の改修及び維持管理（再掲）
関連事業・業務

農道橋梁点検事業 農道の橋梁（2ｍ以上15ｍ未満）の点検調査を⾏う 農林⽔産⼯務

道路維持補修事業
道路や道路施設、及びトンネルの補修・維持管理に関す
る事業

建設

建設

林道点検診断・保全整備事業 ⾃ら点検が不可能な橋梁等に関する定期点検委託業務 農林⽔産⼯務

道路新設改良交付⾦事業
道路新設改良事業に伴う舗装修繕、トンネル等修繕や橋
梁の耐震化に関する事業

建設

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

3箇所 11箇所

橋梁の耐震化 ８橋 12橋 建設

建設

25路線

道路新設改良交付⾦事業による道路改良⼯
事

5路線 7路線 建設

建設

農道橋梁点検率(７橋) 0% 100% 農林⽔産⼯務

建設

市道の法⾯対策 １路線 ２路線

市道の舗装補修 ０路線 6路線

建設

関係課



残⼟⽤地の確保（再掲）
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

⼤規模災害時、他の⾃治体に対して⼈的・物的⽀援を⽬
的とする計画

防災危機管理

公共事業発⽣残⼟処理場
新設事業

河川等の堆積⼟砂を処理するための残⼟処理候補地につ
いて、測量・舗装等の業務を⾏う

建設総務

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

関係課

道路維持補修事業
道路や道路施設、及びトンネルの補修・維持管理に関す
る事業

建設

残⼟処理場確保件数 0件 3件 建設総務

⽀援受⼊れ体制の整備（再掲）
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

佐伯消防受援計画
⼤規模災害時における緊急消防援助隊の円滑な受⼊れの
ため、消防本部が策定した計画

消防本部

⼤分県広域受援計画
県外等から広域応援部隊の派遣や救援物資の輸送を円滑
に受⼊れるため、⼤分県が策定した計画

⼤分県

佐伯市災害時受援計画



（２） 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

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

被災地における疫病・感染症等の⼤規模発⽣、避難⽣活による健康悪化

75.4% 81% 下⽔道

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

廃棄物運搬⾞両更新 1台 7台 清掃

佐伯市備蓄計画 災害時に備えた備蓄品の購⼊等に関する計画 防災危機管理

防災安全対策事業
類の更新に関する事業

下⽔道

⼀般管理費事業 処理施設等の維持管理事業 下⽔道
公園⼀般管理費 公園の浄化槽等の維持管理 都市計画

し尿処理事業費 し尿処理施設の維持管理や点検整備・修繕に関する事業 環境対策

佐伯市災害廃棄物
（ごみ）処理計画

災害廃棄物の処理を迅速かつ円滑に実施し、速やかな復
旧・復興を進めることを⽬的とする計画

清掃

災害廃棄物処理の対策

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

関係課

塵芥中間処理事業
エコセンター番匠で⼀般廃棄物を中間処理し施設の維持
管理を⾏う事業

清掃

エコセンター番匠延命化事業 ⽼朽化したエコセンター番匠の設備等の更新 清掃

廃棄物運搬⾞両整備事業 ⽼朽化した清掃⾞両の更新に関する事業 清掃

佐伯塵芥最終処分事業
めの事業

清掃

最終処分場延命化事業 ⽼朽化した⼀般廃棄物最終処分場施設の更新を⾏う事業 清掃

蒲江塵芥最終処分事業 蒲江⼀般廃棄物最終処分場の維持管理を⾏うための事業 清掃

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

関係課

し尿処理の対策

汚⽔処理⼈⼝普及率

塵芥収集運搬事業 ⼀般廃棄物（家庭ごみ等）の収集運搬に関する事業 清掃



清掃

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

狂⽝病予防事業 飼い⽝の登録や狂⽝病予防注射の実施等 環境対策
環境対策

⾵疹や⼩児・⾼齢者を対象に国の定める感染症について 健康増進

予防接種「MR（⿇しん・⾵しん混合）ワクチ
ン」の1期・2期の各接種率

1期：95.7％
2期：92.5％

1期、2期の接種率95％
以上の達成、維持（毎

年度）

廃棄物運搬⾞両更新 1台 7台

健康管理体制の整備

健康増進

公害対策事業 ⽔質汚濁・騒⾳・振動・悪臭等の測定や検査に関する事業

予防接種事業

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

関係課



防災危機管理

地震から⾃分の⾝を守る⾏動を実戦形式で⾏う訓練 防災危機管理

⾏政機関の職員・施設等の被災による機能の⼤幅な低下 （※重点項⽬）

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

職員参集メール 毎⽉１回、メールによる職員の送受信訓練を実施 防災危機管理

防災危機管理

災害対策本部設置運営訓練 佐伯市と各関係機関が合同で⾏う図上訓練 防災危機管理

各対策部職員⾏動マニュアル 各対策部ごとに作成する災害発⽣時の職員⾏動マニュアル

関係課

佐伯市業務継続計画
⼤規模災害時、職員が限られる中、効率的に業務を⾏う
ことを⽬的とした計画

防災危機管理

職員の防災意識向上
関連事業・業務

関係課

事 業 内 容

⼈材育成事業 職員の資質向上と組織全体の活性化を図る事業

新⼈職員防災講座 新⼈職員に対し、防災について講義を⾏う

防災推進リーダー会議 定期的に各課に配置されている「防災推進リーダー」を集め、
防災に関する報告事項や業務依頼等を⾏う

防災危機管理

本庁舎総合防災訓練 庁舎内での⽕災・地震を想定した避難訓練 管財
シェイクアウト訓練

（３） 必要不可⽋な⾏政機能は確保する

災害対策本部の機能確保

業務継続計画（BCP)の改訂
関連事業・業務 事 業 内 容

総務



⽕葬場の修繕等に関する事業 環境対策

健康増進
保健衛⽣⼀般管理事業 各保健センターの維持補修を⾏う事業 健康増進

地域福祉センター運営事業 社会福祉センターの維持管理事業 社会福祉
し尿処理事業費 し尿処理施設の維持管理や点検整備・修繕に関する事業 環境対策

保健福祉施設⼀般管理事業 保健福祉総合センター和楽の維持管理事業

まな美の修繕・維持管理等を⾏う 管財

事業所を仮設で運営しながら耐震性のない現建物を取り壊し、
現地に建て替える事業

こども福祉

つるおか⼦どもの家増築
整備事業

つるおか⼦どもの家の増築に関する事業 こども福祉

住宅維持補修費 市営住宅の維持管理や改修⼯事

本匠振興局庁舎建設事業 本匠振興局庁舎の建替え事業 管財

つるおか⼦どもの家増築整備事業に係る整備率 0% 50%

1棟

市職員の防災⼠資格取得率

振興局

佐伯創⽣推進総合対策事業
地域インフラや観光施設、道路・河川や農林⽔産施設の
維持補修に関する事業

振興局

保健体育施設管理事業 佐伯市管内にある社会体育施設の維持管理に関する事業 体育保健
佐伯市野岡体育館耐震化事業 野岡体育館耐震補強及び⼤規模改造⼯事 体育保健
佐伯市総合運動公園野球場

⼤規模改修事業
防災拠点となる佐伯球場の⼤規模な維持補修及び改修⼯
事、スコアボードの改修⼯事等

体育保健

トイレ改修事業費

ストック総合改善事業 建築住宅

佐伯学校給⾷センター
建設事業

⽼朽化した給⾷施設を統合し、災害時に対応可能な学校
給⾷センターを新たに建設する事業

体育保健

地域介護・福祉空間整備事業 既存⾼齢者施設等のスプリンクラー整備事業 ⾼齢者福祉

うめこども園整備事業 園庭の地盤沈下改良と⽼朽化した屋根の改修事業 こども福祉

本匠振興局庁舎建設事業 2% 89%
⾼齢者⽣活福祉センター居住部⾨及び⽣活⽀援ハウス
のスプリンクラー設置率 37.5% 100%

⼩学校施設維持管理費

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

関係課

建築住宅

めだか・あめんぼ児童クラブ
建設事業

⼩学校の修繕・点検費に関する管理費 教育総務
中学校施設維持管理費 中学校の修繕・点検費に関する管理費 教育総務

⼩・中学校のトイレ改修⼯事 教育総務

39% 60%

庁舎維持修繕費 本庁舎及び全振興局の修繕を⾏う 管財
幼稚園施設維持管理費 幼稚園の修繕・点検費に関する管理費 教育総務

社会福祉

⼀般管理費事業 処理施設等の維持管理事業 下⽔道
⽕葬場運転管理事業

0棟

26.8% 50%

施設（市が管理する建物）の維持管理
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

直川

環境対策

⾼齢者福祉

管財

こども福祉

防災危機管理



佐伯市災害時受援計画
⼤規模災害時、他の⾃治体に対して⼈的・物的⽀援を⽬
的とする計画

防災危機管理

⼤分県広域受援計画
県外等から広域応援部隊の派遣や救援物資の輸送を円滑
に受⼊れるため、⼤分県が策定した計画

⼤分県

佐伯消防受援計画
⼤規模災害時における緊急消防援助隊の円滑な受⼊れの
ため、消防本部が策定した計画

消防本部

⽀援受⼊れ体制の整備（再掲）
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

道路維持補修事業
道路や道路施設、及びトンネルの補修・維持管理に関す
る事業

建設



情報ネットワーク施設
維持管理事業

ケーブルテレビ幹線の２ルート化や過疎地域等における
ケーブル網の光化

情報推進

Wi-Fiスポット整備事業 Wi-Fiの整備委託に係る業務 観光

（４） 必要不可⽋な情報通信機能・情報サービスは確保する

連絡⼿段の確保（再掲）

総合運動公園管理事業 総合運動公園体育施設の維持・補修に関する事業

観光及び防災⾯で施設利⽤者の利便性の向上を図るため、直
川憩の森公園キャンプ場内にWi-Fiを整備する。 0% 100%

防災・災害対応に必要な通信インフラの⿇痺・機能停⽌ （※重点項⽬）

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

情報ネットワーク施設更新 7.5% 50.7%

観光及び防災⾯で施設利⽤者の利便性の向上を図るため、⼩
半森林公園キャンプ場内にWi-Fiを整備する。

孤⽴集落対策事業 IP無線やサイン旗等の購⼊に関する事業 防災危機管理

ドローンの活⽤業務
ドローンを使⽤した被害状況、孤⽴地区の確認が⾏える
よう、操作資格の取得や研修を⾏う

防災危機管理

情報ネットワーク施設光化
管理事業

⽼朽化したケーブルテレビ施設の更新により、落雷等の
災害に強い光化の整備を⾏う

情報推進

孤⽴集落ワーキンググループ 孤⽴集落の救援ポイント等を協議する 防災危機管理

防災拠点運⽤体制の構築
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

体育保健

ネットワークの整備（再掲）
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

放送ネットワーク整備
⽀援事業

観光

観光

情報推進

0%

ケーブルテレビの伝送路修繕等の施設管理 情報推進

100%

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末 関係課



（４） 必要不可⽋な情報通信機能・情報サービスは確保する
テレビ・ラジオ放送や情報サービスの中断等により災害情報が必要な者に伝達できず、
避難⾏動や救助・⽀援が遅れる事態

防災・⾏政ラジオ、コミュニティFM中継局等の整備（再掲）

防災・⾏政ラジオ無料貸出
無料貸出を⾏う

防災危機管理

防災・⾏政ラジオシステム
整備事業

ラジオ中継局の整備により無線化システムを構築する

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末 関係課

防災危機管理

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

防災情報システム管理事業
防災・⾏政ラジオシステム・防災スピーカーの保守点検
業務

防災危機管理

防災情報システム整備事業 防災スピーカー有線放送エリアの無線化に関する事業 防災危機管理

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

防災危機管理

防災スピーカーの整備や有効活⽤（再掲）
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

防災・⾏政ラジオ設置率 59.7% 80%

関係課

ラジオ中継局整備により無線受信エリアの
拡⼤

43% 87% 防災危機管理



建設

橋梁の耐震化 ８橋 12橋 建設

道路災害復旧事業 災害に伴う道路舗装⼯事や修繕に関する事業 建設

道路維持補修事業
道路や道路施設、及びトンネルの補修・維持管理に関す
る事業

建設

建設

林道点検診断・保全整備事業 ⾃ら点検が不可能な橋梁等に関する定期点検委託業務 農林⽔産⼯務

太平洋ベルト地帯の幹線が分断するなど、基幹的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 （※重点項⽬）

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課
橋梁・道路の改修及び維持管理（再掲）

橋梁維持補修事業 橋梁補修⼯事に関する事業 建設

道路新設改良交付⾦事業
道路新設改良事業に伴う舗装修繕、トンネル等修繕や橋
梁の耐震化に関する事業

建設

道路新設改良単独事業 狭あい道路の拡幅や橋梁の維持管理等に関する事業 建設

佐伯創⽣推進総合対策事業
地域インフラや観光施設、道路・河川や農林⽔産施設の
維持補修に関する事業

振興局

43橋 63橋

道路新設改良単独事業による道路改良⼯事 20路線 25路線

道路新設改良交付⾦事業による道路改良⼯
事

3箇所 11箇所

5路線

0% 100% 農林⽔産⼯務

建設

建設

7路線

（５） 経済活動を機能不全に陥らせない

建設

建設

建設

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末 関係課

市道の法⾯対策 １路線 ２路線

市道の舗装補修 ０路線 6路線

農道橋梁点検率(７橋)



市場改修・維持補修事業 佐伯市内の市場関連施設の改修・維持管理に関する事業

⽼朽化した漁港施設等の維持補修や⾼潮・波浪対策のた
め軽微な改良⼯事等を⾏う

県施⾏事業負担⾦
⽼朽化した漁港施設の計画的な補修や防波堤の改良等に
伴う県管理漁港事業の負担⾦

基盤整備事業
突堤の整備による泊地内静穏度の向上や⽤地・道路の整
備による漁業活動の向上を⽬的とする事業

孤⽴集落対策事業 IP無線・救助⽤サイン旗の購⼊等に関する事業

農林⽔産⼯務

⼊津地区漁港施設機能強化事業
防波堤の改良や防波堤の港外側に消波⼯の製作・据付を
⾏う

農林⽔産⼯務

農林⽔産⼯務

農林⽔産⼯務

県が管理する２漁港（松浦漁港・蒲江漁港）の整備促進
に関する事業

⼤分県

海岸堤防等⽼朽化対策事業
寿命化を図る事業

農林⽔産⼯務

現年発⽣漁港施設災害復旧事業
⾃然現象による災害で壊れた漁港施設、海岸保全施設を
復旧する事業

農林⽔産⼯務

防波堤の整備による泊地内静穏度の向上に関する事業

⽔産基盤整備事業

⽔産

防災危機管理

漁港単独事業

農林⽔産⼯務

⽔産物供給基盤機能保全事業 上浦・鶴⾒・⼤島・⼤⼊島・蒲江地区の⽼朽化した漁港施設を
農林⽔産⼯務

救援ポイントの整備（再掲）
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

孤⽴集落ワーキンググループ 孤⽴集落の救援ポイント等を協議する 防災危機管理

主要道路・漁港の復旧
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

残⼟処理場確保件数 0件 3件 建設総務

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末 関係課

残⼟⽤地の確保（再掲）
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

公共事業発⽣残⼟処理場
新設事業

河川等の堆積⼟砂を処理するための残⼟処理候補地につ
いて、測量・舗装等の業務を⾏う

建設総務



⼤分県道路啓開計画
⼤規模地震が発⽣した際の緊急輸送体制の早期確保のた
め、啓開ルート及び啓開体制の構築を図る

⼤分県

九州道路啓開計画
東九州沿岸部を⽀援するための緊急輸送ルートの設定と
道路啓開路線の設定を⾏う

⼤分県

佐伯地区道路啓開実施計画 地区災害対策本部や建設業協会佐伯⽀部が実際に道路啓開を⾏
う際の⼿順を⽰し、道路啓開に活⽤する

⼤分県

道路啓開計画の運⽤（再掲）
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課



道路新設改良事業に伴う舗装修繕、トンネル等修繕や橋
梁の耐震化に関する事業

建設

橋梁維持補修事業 橋梁補修⼯事に関する事業 建設
道路災害復旧事業 災害に伴う道路舗装⼯事や修繕に関する事業 建設

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

（５） 経済活動を機能不全に陥らせない

橋梁・道路の改修及び維持管理（再掲）

市道の法⾯対策 １路線 ２路線 建設

市道の舗装補修 ０路線

3箇所 11箇所 建設

橋梁の耐震化 ８橋 12橋 建設

道路新設改良単独事業による道路改良⼯事 20路線 25路線

⾷料等の安定供給の停滞

建設

道路新設改良交付⾦事業による道路改良⼯
事

5路線 7路線 建設

43橋 63橋 建設

道路維持補修事業
道路や道路施設、及びトンネルの補修・維持管理に関す
る事業

建設

建設

林道点検診断・保全整備事業 ⾃ら点検が不可能な橋梁等に関する定期点検委託業務 農林⽔産⼯務

道路新設改良交付⾦事業

6路線 建設

農道橋梁点検率(７橋) 0% 100% 農林⽔産⼯務

道路新設改良単独事業 狭あい道路の拡幅や橋梁の維持管理等に関する事業 建設

佐伯創⽣推進総合対策事業
地域インフラや観光施設、道路・河川や農林⽔産施設の
維持補修に関する事業

振興局

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末 関係課



⼤分県広域受援計画
県外等から広域応援部隊の派遣や救援物資の輸送を円滑
に受⼊れるため、⼤分県が策定した計画

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

⼤分県

道路維持補修事業

⽀援受⼊れ体制の整備（再掲）

佐伯市災害時受援計画
⼤規模災害時、他の⾃治体に対して⼈的・物的⽀援を⽬
的とする計画

防災危機管理

佐伯消防受援計画
⼤規模災害時における緊急消防援助隊の円滑な受⼊れの
ため、消防本部が策定した計画

消防本部

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末 関係課

道路や道路施設、及びトンネルの補修・維持管理に関す
る事業

建設

備蓄⾷料等の確保・管理（再掲）

直川直川地域防災倉庫整備事業 0棟 1棟

直川地域防災倉庫整備事業 直川地域内に防災拠点となる備蓄倉庫の整備事業 振興局
佐伯市備蓄計画 災害時に備えた備蓄品の購⼊等に関する計画 防災危機管理

⾃主防災事業 地区の備蓄倉庫設置、備蓄品購⼊の補助に関する事業 防災危機管理



総合運動公園管理事業 総合運動公園体育施設の維持・補修に関する事業 体育保健

電⼒供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）等の機能の停⽌ （※重点項⽬）

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

防災協定
関係機関や企業との協定により、災害時の対応について
協⼒を依頼する

防災危機管理

（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

関連機関、関連企業との協定締結（再掲）

防災拠点運⽤体制の構築（再掲）
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課



（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

（※重点項⽬）

⽀援受⼊れ体制の整備（再掲）
関連事業・業務

佐伯市災害時受援計画
⼤規模災害時、他の⾃治体に対して⼈的・物的⽀援を⽬
的とする計画

防災危機管理

道路維持補修事業
道路や道路施設、及びトンネルの補修・維持管理に関す
る事業

建設

給配⽔施設の整備・給⽔体制の確⽴（再掲）
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

送配⽔管整備事業
⽼朽管の布設替⼯事、送⽔管・配⽔管の新設⼯事、⽔道
管の耐震化に関する事業

⽔道

事 業 内 容 関係課

佐伯消防受援計画
⼤規模災害時における緊急消防援助隊の円滑な受⼊れの
ため、消防本部が策定した計画

消防本部

⼤分県広域受援計画
県外等から広域応援部隊の派遣や救援物資の輸送を円滑
に受⼊れるため、⼤分県が策定した計画

⼤分県

ろ過設備更新事業 ⽼朽化したろ過設備の更新に関する事業 ⽔道

上岡第1浄⽔場中央監視装置
更新事業

中央監視装置が故障し、安定した⽔の供給が困難となる状況を
回避するため装置の更新・維持管理を⾏う

⽔道

配⽔施設耐震補強事業
市内５箇所の配⽔池について、補修や耐震補強⼯事、統
廃合計画等に関する事業

⽔道

ろ過設備設置事業 豪⾬時の河川の濁りによる⽀障を解消するため、既存の設備に
前処理設備を設置し、安定的な⽔道の供給を⾏う

⽔道

上岡第１浄⽔場中央監視装置更新事業 19.4% 100% ⽔道

施設統合事業
直川地域の２つの施設を統合することで安定した⽔の供
給を図る

⽔道

⽔道施設遠⽅監視システム
クラウド化増強事業

⽔道施設の⽔位計、流量計、残留塩素計等の機器整備を⾏い、
監視のWeb化による遠隔確認を可能とする

⽔道

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

関係課

送配⽔管整備事業 76.4% 92.3% ⽔道



⽔産物供給基盤機能保全事業 上浦・鶴⾒・⼤島・⼤⼊島・蒲江地区の⽼朽化した漁港施設を
農林⽔産⼯務

⼊津地区漁港施設機能強化事業
防波堤の改良や防波堤の港外側に消波⼯の製作・据付を
⾏う

農林⽔産⼯務

基盤整備事業
突堤の整備による泊地内静穏度の向上や⽤地・道路の整
備による漁業活動の向上を⽬的とする事業

農林⽔産⼯務

防波堤の整備による泊地内静穏度の向上に関する事業 農林⽔産⼯務

市場改修・維持補修事業 佐伯市内の市場関連施設の改修・維持管理に関する事業 ⽔産

⽔産基盤整備事業
県が管理する２漁港（松浦漁港・蒲江漁港）の整備促進
に関する事業

⼤分県

海岸堤防等⽼朽化対策事業
寿命化を図る事業

農林⽔産⼯務

現年発⽣漁港施設災害復旧事業
⾃然現象による災害で壊れた漁港施設、海岸保全施設を
復旧する事業

農林⽔産⼯務

漁港単独事業
⽼朽化した漁港施設等の維持補修や⾼潮・波浪対策のた
め軽微な改良⼯事等を⾏う

農林⽔産⼯務

県施⾏事業負担⾦
⽼朽化した漁港施設の計画的な補修や防波堤の改良等に
伴う県管理漁港事業の負担⾦

農林⽔産⼯務

主要道路・漁港の復旧（再掲）
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

⼤分県道路啓開計画
⼤規模地震が発⽣した際の緊急輸送体制の早期確保のた
め、啓開ルート及び啓開体制の構築を図る

⼤分県

佐伯地区道路啓開実施計画 地区災害対策本部や建設業協会佐伯⽀部が実際に道路啓開を⾏
う際の⼿順を⽰し、道路啓開に活⽤する

⼤分県

道路啓開計画の運⽤（再掲）
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

九州道路啓開計画
東九州沿岸部を⽀援するための緊急輸送ルートの設定と
道路啓開路線の設定を⾏う

⼤分県



（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

⼀般管理費事業 処理施設等の維持管理事業 下⽔道

⾬⽔・地震津波対策事業
防災安全として⾬⽔ポンプ場の建設や⾬⽔路整備、耐
震、耐津波対策を実施する

下⽔道

雑排⽔施設整備事業 ⼟砂撤去や排⽔路修繕等に関する事業 建設
河川災害復旧事業 河川施設等の修繕や河川災害⼯事に関する事業 建設

排⽔施設等の整備・維持管理（再掲）

蒲江建設改良費 蒲江処理区の建設改良事業 下⽔道

農⼭漁村地域整備交付⾦事業
に関する事業

下⽔道

地⽅創⽣汚⽔処理施設整備
推進交付⾦事業 施設の機能強化・機能保全に関する事業

下⽔道

⽣活排⽔処理施設建設事業 合併処理浄化槽の建設実施に関する事業 下⽔道

上浦・鶴⾒・蒲江処理区の保全事業 下⽔道

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

関係課

浄化槽、トイレ管理業務進捗率 20% 100% 都市計画

排⽔路の⼟砂撤去や修繕・⼯事 43件 170件 建設

内⽔被害防⽌対策事業 1地区 2地区 建設

関連事業・業務

河川⼀般管理事業 排⽔機場設備の補修等に関する事業 建設

防災安全対策事業
類の更新に関する事業

下⽔道

事 業 内 容 関係課

未普及対策事業
社会資本整備総合交付⾦の未普及対策で各処理区の管渠
整備を⾏い、新規供⽤開始する

下⽔道

振興局維持管理費 上浦・鶴⾒・蒲江処理区の施設維持管理事業 下⽔道
内⽔被害対策事業 ⼤⾬による内⽔被害を防⽌するための事業等 建設

⽔⾨・排⽔機場の補修等 4件 16件 建設



汚⽔処理⼈⼝普及率 75.4% 81% 下⽔道

公園⼀般管理費 公園の浄化槽等の維持管理 都市計画

し尿処理事業費 し尿処理施設の維持管理や点検整備・修繕に関する事業 環境対策

防災安全対策事業
類の更新に関する事業

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

関係課

し尿処理の対策（再掲）

下⽔道

⼀般管理費事業 処理施設等の維持管理事業 下⽔道

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課
佐伯市備蓄計画 災害時に備えた備蓄品の購⼊等に関する計画 防災危機管理

⽬標値進捗管理



（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

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課
橋梁維持補修事業 橋梁補修⼯事に関する事業 建設

ー ー ー

⾼速道路の維持
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

橋梁・道路の改修及び維持管理（再掲）

道路新設改良交付⾦事業
道路新設改良事業に伴う舗装修繕、トンネル等修繕や橋
梁の耐震化に関する事業

建設

道路維持補修事業
道路や道路施設、及びトンネルの補修・維持管理に関す
る事業

建設

道路災害復旧事業 災害に伴う道路舗装⼯事や修繕に関する事業 建設
林道点検診断・保全整備事業 ⾃ら点検が不可能な橋梁等に関する定期点検委託業務 農林⽔産⼯務

建設

道路新設改良単独事業による道路改良⼯事 20路線 25路線 建設

佐伯創⽣推進総合対策事業
地域インフラや観光施設、道路・河川や農林⽔産施設の
維持補修に関する事業

振興局

建設

道路新設改良単独事業 狭あい道路の拡幅や橋梁の維持管理等に関する事業 建設

43橋 63橋

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

道路新設改良交付⾦事業による道路改良⼯
事

5路線

市道の舗装補修 ０路線 6路線 建設

7路線 建設

3箇所 11箇所 建設

市道の法⾯対策 １路線

橋梁の耐震化 ８橋 12橋 建設

２路線 建設

農道橋梁点検率(７橋) 0% 100% 農林⽔産⼯務

⽬標値
令和４年度末

関係課



残⼟処理場確保件数 0件 3件 建設総務

道路啓開計画の運⽤（再掲）

公共事業発⽣残⼟処理場
新設事業

河川等の堆積⼟砂を処理するための残⼟処理候補地につ
いて、測量・舗装等の業務を⾏う

建設総務

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課
残⼟⽤地の確保（再掲）

⼤分県道路啓開計画
⼤規模地震が発⽣した際の緊急輸送体制の早期確保のた
め、啓開ルート及び啓開体制の構築を図る

⼤分県

佐伯地区道路啓開実施計画 地区災害対策本部や建設業協会佐伯⽀部が実際に道路啓開を⾏
う際の⼿順を⽰し、道路啓開に活⽤する

⼤分県

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

九州道路啓開計画
東九州沿岸部を⽀援するための緊急輸送ルートの設定と
道路啓開路線の設定を⾏う

⼤分県

防災拠点運⽤体制の構築（再掲）
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

総合運動公園管理事業 総合運動公園体育施設の維持・補修に関する事業 体育保健

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末

関係課



主要道路・漁港の復旧（再掲）
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

漁港単独事業
⽼朽化した漁港施設等の維持補修や⾼潮・波浪対策のた
め軽微な改良⼯事等を⾏う

農林⽔産⼯務

農林⽔産⼯務

⽔産物供給基盤機能保全事業 上浦・鶴⾒・⼤島・⼤⼊島・蒲江地区の⽼朽化した漁港施設を
農林⽔産⼯務

県施⾏事業負担⾦
⽼朽化した漁港施設の計画的な補修や防波堤の改良等に
伴う県管理漁港事業の負担⾦

農林⽔産⼯務

基盤整備事業
突堤の整備による泊地内静穏度の向上や⽤地・道路の整
備による漁業活動の向上を⽬的とする事業

農林⽔産⼯務

⽔産基盤整備事業
県が管理する２漁港（松浦漁港・蒲江漁港）の整備促進
に関する事業

⼤分県

現年発⽣漁港施設災害復旧事業
⾃然現象による災害で壊れた漁港施設、海岸保全施設を
復旧する事業

農林⽔産⼯務

市場改修・維持補修事業 佐伯市内の市場関連施設の改修・維持管理に関する事業 ⽔産

⼊津地区漁港施設機能強化事業
防波堤の改良や防波堤の港外側に消波⼯の製作・据付を
⾏う

農林⽔産⼯務

海岸堤防等⽼朽化対策事業
寿命化を図る事業

農林⽔産⼯務

防波堤の整備による泊地内静穏度の向上に関する事業



（７） 制御不能な複合災害・⼆次災害を発⽣させない

住宅密集地における⼤規模⽕災の防⽌（再掲）
関連事業・業務 事 業 内 容

消防団活動
年末夜警による警備や⽕災予防パトロール、消防署との
合同訓練による連携の強化等

警防計画 住宅密集地の延焼防⽌を⽬的とした計画
公園等維持補修費 公園内の倒⽊処理や施設の維持補修⼯事等

消防総務

消防総務

関係課

地震に伴う市街地での⼤規模⽕災の発⽣ （※重点項⽬）

都市計画

児童公園管理費 ⽶⽔津地域の児童公園の維持管理を⾏う

維持管理⼯事進捗率
（公園維持補修⼯事、倒⽊処理費、
公園植栽管理、清掃業務委託 等）

18% 100% 都市計画

こども福祉

都市計画

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末 関係課

1% 32% 都市計画

⼈命救助・消⽕活動に係る消防団員の確保・育成（再掲）
関連事業・業務 事 業 内 容

消防署・消防団連携訓練
消防署と消防団が合同で⾏う訓練、各⽅⾯隊の地形等に
より訓練内容を変えて⾏う

関係課

消防総務

消防団操法訓練 消防団の放⽔作業に関する訓練

消防団⼈員 1,701⼈ 1,880⼈ 消防総務

消防総務

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末 関係課



耐震性貯⽔槽整備事業
地震による被害を軽減し、継続的に使⽤可能な防⽕⽔槽
を整備する

消防総務

消防⾞両更新事業 経年劣化による消防⾞両の更新事業 消防総務

消防機能の強化（再掲）
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

消防庁舎建設事業
築４１年が経過し、耐震基準に適合していない東部分
署・上浦派出所庁舎の移転に関する事業

消防総務

常備消防⼀般管理事業
消防庁舎や消防⾞両の維持管理や、資格取得のための各
種研修に関する事業

消防総務

⾮常備消防⼀般管理事業
消防団⾞両の維持管理や分団及び個⼈装備購⼊に関する
事業

消防総務

⾮常備消防施設等維持補修事業 消防機庫や消防⽔利の維持補修に関する事業 消防総務
消防機庫建設事業 ⽼朽化した消防機庫の改修・建設事業 消防総務
消⽕栓新設事業 消⽕栓が不⾜している場所に対する消⽕栓の新設 消防総務

消防団積載⾞更新事業 ⼩型動⼒ポンプ付積載⾞量の更新整備事業 消防総務

通信機器管理事業
⾼機能消防指令システム機器及び消防救急デジタル無線
機器の維持管理、ループ化に関する事業

消防総務

⾼機能消防指令システム機器の維持管理に関する事業 消防総務
消防指令センター

共同運⽤事業
⾼機能指令台の継続的な維持を⾏い、情報の⼀元化、無線、指
令回線等の2重化による災害対応⼒の強化を図る

消防総務

消防団⼈員 1,701⼈ 1,880⼈ 消防総務

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末 関係課

消防団積載⾞更新整備 ８台 25台 消防総務

消防機庫建設整備 1棟 ２棟 消防総務

耐震性貯⽔槽整備 134基 140基 消防総務

消防⾞両更新 11台 15台 消防総務

消防庁舎建設整備 １棟 ２棟 消防総務



（７） 制御不能な複合災害・⼆次災害を発⽣させない

海上・臨海部の広域複合災害の発⽣

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

避難情報等の放送
台⾵接近時や地震発⽣に伴う避難勧告などの避難情報、
緊急地震速報等の放送

防災危機管理

防災・⾏政ラジオ無料貸出
無料貸出を⾏う

防災危機管理

佐伯市地域防災計画
佐伯市の防災全般に関して、佐伯市の⽅針や⽣命・財産
の保護を⽬的に策定された計画

防災危機管理

地区避難計画
各地区ごと、津波・洪⽔・⼟砂等の状況を加味した避難
経路の策定等に関する計画

防災危機管理

防災・⾏政ラジオシステム整
備事業

ラジオ中継局の整備により無線化システムを構築する 防災危機管理

防災情報システム整備事業 防災スピーカー有線放送エリアの無線化に関する事業 防災危機管理

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末 関係課

防災危機管理

防災危機管理防災・⾏政ラジオ設置率 59.7% 80%

ラジオ中継局整備により無線受信エリアの
拡⼤

43% 87%

企業の事業継続計画策定の推進
企業が策定する事業継続計画（BCP）について、策定の
推進を⾏う

商⼯振興

防災情報システム管理事業
防災・⾏政ラジオシステム・防災スピーカーの保守点検
業務

防災危機管理



⽼朽化した漁港施設等の維持補修や⾼潮・波浪対策のた
め軽微な改良⼯事等を⾏う

農林⽔産⼯務漁港単独事業

市場改修・維持補修事業 佐伯市内の市場関連施設の改修・維持管理に関する事業 ⽔産

⼊津地区漁港施設機能強化事業
防波堤の改良や防波堤の港外側に消波⼯の製作・据付を
⾏う

農林⽔産⼯務

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

⽔産基盤整備事業
県が管理する２漁港（松浦漁港・蒲江漁港）の整備促進
に関する事業

⼤分県

海岸堤防等⽼朽化対策事業
寿命化を図る事業

農林⽔産⼯務

現年発⽣漁港施設災害復旧事業
⾃然現象による災害で壊れた漁港施設、海岸保全施設を
復旧する事業

農林⽔産⼯務

主要道路・漁港の復旧（再掲）

県施⾏事業負担⾦
⽼朽化した漁港施設の計画的な補修や防波堤の改良等に
伴う県管理漁港事業の負担⾦

農林⽔産⼯務

基盤整備事業
突堤の整備による泊地内静穏度の向上や⽤地・道路の整
備による漁業活動の向上を⽬的とする事業

農林⽔産⼯務

防波堤の整備による泊地内静穏度の向上に関する事業 農林⽔産⼯務

⽔産物供給基盤機能保全事業 上浦・鶴⾒・⼤島・⼤⼊島・蒲江地区の⽼朽化した漁港施設を
農林⽔産⼯務



農村地域防災減災調査計画事業
地域の安全・安⼼のため、ため池ハザードマップを作成
し周知を⾏う事業

農林⽔産⼯務

ため池等の維持管理

（７） 制御不能な複合災害・⼆次災害を発⽣させない

ため池、ダム等の損壊・機能不全による被害の拡⼤

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

農林⽔産⼯務ため池ハザードマップ作成(８池) 50% 100%

農村地域防災減災事業 ため池浸⽔想定区域図の作成事業 ⼤分県

ICT活⽤ダム監視施設整備事業
⼤中尾ダム・⼩中尾ダムにおける監視カメラ、⽔位計、
通信施設等の整備事業

⼤分県

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末 関係課



（７） 制御不能な複合災害・⼆次災害を発⽣させない

海上・湾内・港湾への油の流出対応

災害廃棄物処理の対策（再掲）

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課
油海上流出事故発⽣時の

対応マニュアル
海上に油が流出した際、県・佐伯市・海上保安庁・漁協
等が連携して被害対応を⾏う

⽔産

塵芥中間処理事業
エコセンター番匠で⼀般廃棄物を中間処理し施設の維持
管理を⾏う事業

清掃

エコセンター番匠延命化事業 ⽼朽化したエコセンター番匠の設備等の更新 清掃

佐伯市災害廃棄物
（ごみ）処理計画

災害廃棄物の処理を迅速かつ円滑に実施し、速やかな復
旧・復興を進めることを⽬的とする計画

清掃

関係課関連事業・業務 事 業 内 容

廃棄物運搬⾞両整備事業 ⽼朽化した清掃⾞両の更新に関する事業 清掃

佐伯塵芥最終処分事業
めの事業

清掃

最終処分場延命化事業 ⽼朽化した⼀般廃棄物最終処分場施設の更新を⾏う事業 清掃

蒲江塵芥最終処分事業 蒲江⼀般廃棄物最終処分場の維持管理を⾏うための事業 清掃

廃棄物運搬⾞両更新 1台 7台 清掃

塵芥収集運搬事業 ⼀般廃棄物（家庭ごみ等）の収集運搬に関する事業 清掃

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末 関係課



（７） 制御不能な複合災害・⼆次災害を発⽣させない

多⾯的機能保全向上対策事業
農道・農⽤地・⽔路の維持補修等、地域に対しての補助
⾦交付

農林

農地の保全

農地・森林等の荒廃による被害の拡⼤

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

農林

有害⿃獣捕獲事業
野⽣⿃獣による農林産物の被害防⽌のため、捕獲に対し
ての補助を⾏う

農林

農地単独事業 農業⽤施設の維持補修に関する事業 農林⽔産⼯務

有害⿃獣被害防⽌対策事業 有害⿃獣被害防⽌柵の資機材に対する助成事業

農地耕作条件改善事業
農地の区画拡⼤、パイプライン整備、⿃獣侵⼊防⽌柵設
置等についての推進事業

農林⽔産⼯務

多⾯的機能⽀払交付⾦事業
農業農村地域の国⼟保全、⽔源涵養、景観など多⾯的機
能の持続

⼤分県

防災減災事業
危険管理システム等の整備や河川⼯作物の応急対策 ⼤分県

農村振興総合整備事業
佐伯・上浦地区における農業⽤⽤⽔路や農道の基盤整備
及び集落排⽔等の環境整備に関する事業

⼤分県

中⼭間地域総合整備事業 佐伯・本匠・宇⽬・直川・鶴⾒・⽶⽔津地区における農業⽤⽤⽔路や
農道の基盤整備及び集落排⽔等の環境整備に関する事業 ⼤分県

取組農⽤地⾯積 685ｈa／年間 740ha／年間 農林

イノシシの捕獲数 2,711頭／年間 3,000頭／年間 農林

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末 関係課

有害⿃獣侵⼊防⽌柵の設置 9,223ｍ／年間 7,500ｍ／年間 農林

区画整理・⽤排⽔路整備・⿃獣侵⼊防⽌柵
設置

0% 100% 農林⽔産⼯務



保育間伐の推進 保育間伐の実施により適切な森林管理を⾏う 農林
治⼭単独事業 治⼭事業に関する⽔路等の修繕や⼯事に関する事業 農林⽔産⼯務

森林の保全（再掲）
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

農林

市有林の再造林・下刈・間伐の 実施⾯積 12.78ha／年間 17ha／年間 農林

⽬標値進捗管理

関連指標

治⼭事業（⼤分県）
⼭地災害防⽌のため、治⽔・治⼭施設の整備や防災減災対策に
ついて、ハード・ソフトを組合せて推進する ⼤分県

森林ボランティア等の植林活動 森林ボランティアによる植林活動 農林
市有林経営管理費 市有林の再造林や植栽地の下刈り等を実施する管理費

基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末 関係課



（８） 社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する

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

他の⾃治体との連携強化
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

⼤規模災害時における
相互応援協定

佐伯市、⽵⽥市、豊後⼤野市、延岡市、⾼千穂町、⽇之
影町、五ヶ瀬町で締結した相互応援協定

防災危機管理

災害廃棄物処理の対策（再掲）
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

佐伯市災害廃棄物
（ごみ）処理計画

災害廃棄物の処理を迅速かつ円滑に実施し、速やかな復
旧・復興を進めることを⽬的とする計画

清掃

塵芥収集運搬事業 ⼀般廃棄物（家庭ごみ等）の収集運搬に関する事業 清掃

塵芥中間処理事業
エコセンター番匠で⼀般廃棄物を中間処理し施設の維持
管理を⾏う事業

清掃

エコセンター番匠延命化事業 ⽼朽化したエコセンター番匠の設備等の更新 清掃
廃棄物運搬⾞両整備事業 ⽼朽化した清掃⾞両の更新に関する事業 清掃

佐伯塵芥最終処分事業
めの事業

清掃

最終処分場延命化事業 ⽼朽化した⼀般廃棄物最終処分場施設の更新を⾏う事業 清掃
蒲江塵芥最終処分事業 蒲江⼀般廃棄物最終処分場の維持管理を⾏うための事業 清掃

廃棄物運搬⾞両更新 1台 7台 清掃

公害対策事業 ⽔質汚濁・騒⾳・振動・悪臭等の測定や検査に関する事業 環境対策
海岸漂着物回収・処理事業 ⼤⾬等により流⼊したゴミの回収事業 ⽔産

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末 関係課



消防本部

関連事業・業務 事 業 内 容

⼤分県広域受援計画
県外等から広域応援部隊の派遣や救援物資の輸送を円滑
に受⼊れるため、⼤分県が策定した計画

⼤分県

道路維持補修事業
道路や道路施設、及びトンネルの補修・維持管理に関す
る事業

建設

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）
の不⾜により復旧・復興が⼤幅に遅れる事態

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

防災危機管理

佐伯消防受援計画
⼤規模災害時における緊急消防援助隊の円滑な受⼊れの
ため、消防本部が策定した計画

佐伯市災害時受援計画
⼤規模災害時、他の⾃治体に対して⼈的・物的⽀援を⽬
的とする計画

関係課

災害時における応急対策
活動協⼒に関する協定

災害時、重機等の資機材や⼈員派遣等の協⼒に対して、
佐伯市と⼤分県建設業協会が締結した協定

（８） 社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する

⽀援受⼊れ体制の整備（再掲）

⼤分県災害廃棄物処理の
応援に関する協定

佐伯市と⼀般社団法⼈⼤分県産業廃棄物協会とで締結し
た災害廃棄物処理に関する協定

防災危機管理

防災危機管理

災害時における応急対策に係る
資機材の賃借に関する協定

災害時、重機等の資機材等の協⼒に係る佐伯市と佐伯市
内の業者が締結した協定

防災危機管理



浄化槽、トイレ管理業務進捗率 20% 100% 都市計画

⽔⾨・排⽔機場の補修等 4件 16件 建設

排⽔路の⼟砂撤去や修繕・⼯事 43件 170件 建設

内⽔被害防⽌対策事業 1地区 2地区 建設

⽣活排⽔処理施設建設事業 合併処理浄化槽の建設実施に関する事業 下⽔道

上浦・鶴⾒・蒲江処理区の保全事業 下⽔道

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末 関係課

蒲江建設改良費 蒲江処理区の建設改良事業 下⽔道

農⼭漁村地域整備交付⾦事業
に関する事業

下⽔道

地⽅創⽣汚⽔処理施設整備
推進交付⾦事業 施設の機能強化・機能保全に関する事業 下⽔道

（８） 社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する

排⽔施設等の整備・維持管理（再掲）
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

未普及対策事業
社会資本整備総合交付⾦の未普及対策で各処理区の管渠
整備を⾏い、新規供⽤開始する

下⽔道

河川⼀般管理事業 排⽔機場設備の補修等に関する事業 建設

幅に遅れる事態

防災安全対策事業
類の更新に関する事業

下⽔道

⾬⽔・地震津波対策事業
防災安全として⾬⽔ポンプ場の建設や⾬⽔路整備、耐
震、耐津波対策を実施する

下⽔道

雑排⽔施設整備事業 ⼟砂撤去や排⽔路修繕等に関する事業 建設
河川災害復旧事業 河川施設等の修繕や河川災害⼯事に関する事業 建設
振興局維持管理費 上浦・鶴⾒・蒲江処理区の施設維持管理事業 下⽔道
内⽔被害対策事業 ⼤⾬による内⽔被害を防⽌するための事業等 建設
⼀般管理費事業 処理施設等の維持管理事業 下⽔道



基盤整備事業
突堤の整備による泊地内静穏度の向上や⽤地・道路の整
備による漁業活動の向上を⽬的とする事業

農林⽔産⼯務

防波堤の整備による泊地内静穏度の向上に関する事業 農林⽔産⼯務

⽔産物供給基盤機能保全事業 上浦・鶴⾒・⼤島・⼤⼊島・蒲江地区の⽼朽化した漁港施設を
農林⽔産⼯務

主要道路・漁港の復旧（再掲）
関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

漁港単独事業
⽼朽化した漁港施設等の維持補修や⾼潮・波浪対策のた
め軽微な改良⼯事等を⾏う

農林⽔産⼯務

県施⾏事業負担⾦
⽼朽化した漁港施設の計画的な補修や防波堤の改良等に
伴う県管理漁港事業の負担⾦

農林⽔産⼯務

⼊津地区漁港施設機能強化事業
防波堤の改良や防波堤の港外側に消波⼯の製作・据付を
⾏う

農林⽔産⼯務

海岸堤防等⽼朽化対策事業
寿命化を図る事業

農林⽔産⼯務

現年発⽣漁港施設災害復旧事業
⾃然現象による災害で壊れた漁港施設、海岸保全施設を
復旧する事業

農林⽔産⼯務

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末 関係課

航空写真撮影更新業務 0% 100%

市場改修・維持補修事業 佐伯市内の市場関連施設の改修・維持管理に関する事業 ⽔産

⽔産基盤整備事業
県が管理する２漁港（松浦漁港・蒲江漁港）の整備促進
に関する事業

⼤分県

復旧・復興に係る事前対応

課税

災害に強いまち（⼈）づくり
に関する協定

佐伯市と⼤分⼤学が締結した災害復興に関する協定 防災危機管理

航空写真撮影業務 各課で閲覧できる航空写真撮影に関する事業 課税

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課

国⼟調査業務 国⼟調査により筆の境界線を確定させる ⽤地管理



避難所運営訓練 地区が中⼼となり、避難所運営を⾏う（H25年より開始） 防災危機管理

佐伯市地域避難訓練 毎年、１１⽉2週⽬の⽇曜⽇に佐伯市全域で⾏う避難訓練 防災危機管理

⾃主防災事業 地区の備蓄品購⼊補助や、防災⼠養成に関する事業 防災危機管理

地域コミュニティの強化

（８） 社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する

地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興が⼤幅に遅れる事態 （※重点項⽬）

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課



空き家バンク登録累計件数 130件 270件 地域振興

災害救助借上型仮設住宅事業
する

防災危機管理

⽬標値進捗管理

関連指標 基準値
平成3０年度末

⽬標値
令和４年度末 関係課

移住者居住⽀援事業 空き家バンクの登録等に関する事業 地域振興
⼯業団地整備費 企業⽴地及び地場企業の事業所（⼯場等）⽤地を確保する 商⼯振興

まちなか再⽣事業 仲町商店街等の空き店舗（家）の買取及び改修による再利⽤ 商⼯振興
直川まるごと市場横⽤地活⽤事業 直川まるごと市場横の⽤地を利活⽤ 振興局

（８） 社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する
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

関連事業・業務 事 業 内 容 関係課
仮設住宅・仮事業所の確保


