
重点プログラムの推進について 

 

１．会議の開催 

  国土強靱化基本計画に位置づけられたプログラムは、府省庁横断的な施策

群であり、一府省庁の枠内で実現できるものではない。 

 このため、これまで検討してきた１５の重点プログラム及び１の横断的

分野（リスクコミュニケーション）について、プログラムごとに関係府省

庁による推進体制を設け、適宜有識者の助言を得つつ、取組の推進に向け

た検討を行う。 

 

２．検討内容 

・「国土強靱化基本計画」、「国土強靱化アクションプラン 2014」における施

策等の具体化。（府省庁連携施策、ハード・ソフト組合せ施策、民間投資

の促進策等。） 

・施策の進捗状況の確認。（最新現況値の把握方法、目標年次の調整を含む。） 

 

３．スケジュール 

・当面、平成 27年度予算要求等を見据え、7月末を目途に中間とりまとめ。

（要点を本懇談会にて報告予定。） 

・その後、課題と解決策を引き続き検討。 

 

４．参加府省庁 

 （別添）重点プログラム別担当一覧 参照 

 

資料４－２ 



（別添）重点プログラム別担当一覧 Ｈ２６．６．２４時点

関係府府省庁 局・部 課室
内閣府 防災担当 調査・企画担当
消防庁 予防課、防災課

文部科学省 大臣官房文教施設企画部 施設企画課

厚生労働省 大臣官房
厚生科学課　健康危機管理・災害対策
室

国土政策局 総合計画課

住宅局
住宅政策課、建築指導課、市街地建築
課、市街地建築課市街地住宅整備室、
市街地建築課マンション政策室

都市局
都市安全課、まちづくり推進課、公園緑
地・景観課、街路交通施設課

内閣府 防災担当 調査・企画担当
スポーツ・青少年局 学校健康教育課

大臣官房文教施設企画部 施設企画課

農林水産省 農林振興局 防災課

林野庁 森林整備部 治山課

水産庁 漁港漁場整備部 防災漁村課

都市局 都市安全課

水管理・国土保全局砂防部 保全課海岸室
水管理・国土保全局 防災課
道路局 国道・防災課道路防災対策室

港湾局 海岸・防災課、計画課企画室

気象庁総務部 企画課
内閣府 防災担当 調査・企画担当

農林水産省 農村振興局 設計課計画調整室、防災課
水管理・国土保全局 河川計画課、防災課
水管理・国土保全局下水道
部

流域管理官

内閣府 防災担当 総括担当
農林水産省 農村振興局 設計課計画調整室

林野庁 森林整備部 治山課
水管理・国土保全局砂防部 砂防計画課

水管理・国土保全局 防災課

環境省 自然環境局
自然環境計画課生物多様性地球戦略
企画室、野生生物課

内閣府 防災担当 災害緊急事態対処担当
警察庁 交通局 交通規制課
金融庁 総務企画局 政策課

大臣官房 企画課
情報流通行政局 地上放送課、地域通信振興課
情報流通行政局郵政行政部 郵便課
総合通信基盤局
電気通信事業部

電気通信技術システム課

農林水産省 農村振興局 設計課計画調整室、防災課
林野庁 国有林野部 業務課
水産庁 漁港漁場整備部 防災漁村課

商務情報政策局 情報セキュリティ政策室
産業技術環境局 産業技術総合研究所室
大臣官房 技術調査課
水管理・国土保全局 河川計画課河川情報企画室、防災課

道路局
環境安全課、国道・防災課道路防災対
策室

港湾局 技術企画課技術監理室

防衛省 運用企画局 情報通信・研究課

（１－１）大都市での建物・交
通施設等の複合的・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

国土交通省

重点プログラム
担当部局名

（１－５）大規模な火山噴火・
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、後年度にわたり国土の
脆弱性が高まる事態

（１－４）異常気象等による広
域かつ長期的な市街地等の
浸水

（１－３）広域にわたる大規模
津波等による多数の死者の発
生

文部科学省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

宇宙開発利用課宇宙連携協力推進室

総務省

消防庁 防災課防災情報室

（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

国土交通省

文部科学省 研究開発局

経済産業省



内閣府 防災担当 災害緊急事態対処担当
警察庁 警備局 警備課災害対策室
消防庁 予防課特殊災害室、総務課

厚生労働省 医政局 経済課

経営局 総務課災害総合対策室
食料産業局 企画課、再生可能エネルギーグループ
農村振興局 防災課

林野庁 森林整備部 治山課
水産庁 漁港漁場整備部 防災漁村課

資源・燃料部
石油精製備蓄課、政策課、石油流通課、
石油流通課（ＬＰ）

産業技術環境局 認証課

商務流通保安グループ
保安課、高圧ガス保安室、ガス安全室、
電力安全課

製造産業局 化学課、鉄鋼課
大臣官房 技術調査課
総合政策局 物流政策課

道路局 国道・防災課道路防災対策室、企画課
自動車局 貨物課
港湾局 海岸・防災課

海上保安庁 総務部 政務課
防衛省 運用企画局 事態対処課国民保護・災害対策室
内閣府 防災担当 災害緊急事態対処担当

警察庁 警備局 警備課災害対策室

消防庁 総務課

文部科学省 大臣官房文教施設企画部 施設企画課防災推進室

道路局 国道・防災課道路防災対策室

住宅局 市街地建築課
海上保安庁 総務部 政務課

環境省 廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課

防衛省 運用企画局 事態対処課国民保護・災害対策室
内閣府 防災担当 防災計画担当
財務省 大臣官房 総合政策課

大臣官房 秘書課情報管理室
入国管理局 入国在留課
大臣官房官庁営繕部 整備課、計画課
自動車局 自動車情報課

内閣府 防災担当 災害緊急事態対処担当

警察庁 情報通信局 通信施設課
金融庁 総務企画局 政策課

大臣官房 企画課
情報流通行政局 地上放送課、地域通信振興課
情報流通行政局郵政行政部 郵便課
総合通信基盤局
電気通信事業部

電気通信技術システム課

消防庁 防災課防災情報室
文部科学省 研究開発局 宇宙開発利用課宇宙連携協力推進室
農林水産省 農村振興局 設計課計画調整室、防災課

林野庁 国有林野部 業務課
水産庁 漁港漁場整備部 防災漁村課

商務情報政策局 情報セキュリティ政策室
産業技術環境局 産業技術総合研究所室
大臣官房 技術調査課

道路局
環境安全課、国道・防災課道路防災対
策室

防衛省 運用企画局 情報通信・研究課

（２－１）被災地での食料・飲
料水等、生命に関わる物資供
給の長期停止

農林水産省

経済産業省

国土交通省

国土交通省

経済産業省

総務省

国土交通省

（４－１）電力供給停止等によ
る情報通信の麻痺・長期停止

（３－３）首都圏での中央官庁
機能の機能不全

（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

法務省

国土交通省



内閣府 防災担当 普及啓発･連携担当
金融庁 総務企画局 政策課

食料産業局
食品小売サービス課、食品製造卸売
課、企画課

大臣官房 食料安全保障課
農村振興局 設計課計画調整室、水資源課、防災課

林野庁 林政部 木材産業課
水産庁 漁港漁場整備部 計画課

製造産業局 参事官室

産業技術環境局 認証課
地域経済産業グループ 産業施設課
商務流通保安Ｇ 物流企画室

中小企業庁 事業環境部 経営安定対策室
大臣官房 技術調査課
総合政策局 物流政策課
水管理・国土保全局 防災課
道路局 企画課、国道・防災課道路防災対策室
鉄道局 鉄道事業課JR担当室
海事局 内航課
港湾局 海岸・防災課、計画課企画室

航空局航空ネットワーク部
航空ネットワーク企画課空港経営改革
推進室

航空局安全部 空港安全・保安対策課
海上保安庁 総務部 政策課

内閣府 防災担当 防災計画担当

警察庁 警備局 警備課災害対策室

消防庁 予防課特殊災害室、総務課
食料産業局 再生可能エネルギーグループ
農村振興局 防災課

林野庁 森林整備部 治山課
水産庁 漁港漁場整備部 防災漁村課

産業技術環境局 認証課

商務流通保安グループ
保安課、高圧ガス保安室、ガス安全室、
電力安全課

製造産業局 化学課、鉄鋼課
大臣官房 技術調査課
道路局 企画課

海上保安庁 総務部 政策課
防衛省 運用企画局 事態対処課国民保護・災害対策室

地域経済産業グループ 産業施設課

（５－１）サプライチェーンの寸
断等による企業の生産力低下
による国際競争力の低下

国土交通省

経済産業省
資源・燃料部 石油精製備蓄課

国土交通省
港湾局 海岸・防災課

経済産業省

資源・燃料部
政策課、石油精製備蓄課、石油流通課、
石油流通課（ＬＰ）（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

農林水産省

農林水産省



内閣府 防災担当 調査・企画担当
警察庁 交通局 交通規制課

農林水産省 農村振興局
設計課計画調整室、防災課、農村整備
官

林野庁 森林整備部 治山課
大臣官房 技術調査課
総合政策局 総務課
水管理・国土保全局砂防部 砂防計画課

水管理・国土保全局 防災課
道路局 企画課、国道・防災課道路防災対策室
鉄道局 施設課
海事局 内航課
港湾局 計画課、海岸・防災課災害対策室
航空局安全部 空港安全・保安対策課、安全企画課

海上保安庁 総務部 政策課

内閣府 防災担当 調査・企画担当
経営局 総務課災害総合対策室
食料産業局 企画課

国土交通省 総合政策局 物流政策課
内閣府 防災担当 防災計画担当
警察庁 警備局 警備課災害対策室
消防庁 予防課特殊災害室、総務課

食料産業局 再生可能エネルギーグループ
農村振興局 防災課

林野庁 森林整備部 治山課
水産庁 漁港漁場整備部 防災漁村課

資源・燃料部
政策課、石油精製備蓄課、石油流通課、
石油流通課（ＬＰ）

産業技術環境局 認証課

商務流通保安グループ
保安課、高圧ガス保安室、ガス安全室、
電力安全課

製造産業局 化学課、鉄鋼課
大臣官房 技術調査課
道路局 企画課
港湾局 海岸・防災課

海上保安庁 総務部 政策課
防衛省 運用企画局 事態対処課国民保護・災害対策室
内閣府 防災担当 総括担当

農林水産省 農村振興局 設計課計画調整室
林野庁 森林整備部 治山課

水管理・国土保全局砂防部 砂防計画課

水管理・国土保全局 防災課

環境省 自然環境局
自然環境計画課生物多様性地球戦略
企画室、野生生物課

内閣府 防災担当 普及啓発･連携担当
警察庁 警備局 警備課災害対策室
消防庁 消防庁 地域防災室

大臣官房文教施設企画部 施設企画課
生涯学習政策局 社会教育課
スポーツ・青少年局 学校健康教育課

経済産業省 資源・燃料部 石油流通課
経済産業省 産業技術環境局 認証課

農林水産省 農村振興局
設計課計画調整室、防災課、農地資源
課

林野庁 森林整備部 森林利用課
大臣官房 技術調査課
水管理・国土保全局 防災課
道路局 国道・防災課

住宅局
建築指導課建築物防災対策室、市街地
建築課市街地住宅整備室

港湾局 海岸・防災課
※　今後、検討状況に応じ、担当課室の変更がある。

（５－５）太平洋ベルト地帯の
幹線が分断する等、基幹的陸
上海上交通ネットワークの機
能停止

（５－８）食料等の安定供給の
停滞

リスクコミュニケーション

（７－６）農地・森林等の荒廃
による被害の拡大

文部科学省

国土交通省

農林水産省

（６－１）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

国土交通省

農林水産省

経済産業省

国土交通省

経済産業省 資源・燃料部 石油精製備蓄課

国土交通省
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