
 

 

 

 

四日市市国土強靱化地域計画 

 

 

 

別冊 

 

地域計画に基づき実施する事業 

 

 

 

 

令和 3年 3月 

四 日 市 市 

 



- 1 - 

都市整備部関連（道路分野） 

事業名 事業主体 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

都市の発展と命を支える道づくり 

都市計画道路整備 
市 

三重橋垂坂線（L=0.6㎞） 

泊鵤線 日永八郷線（L=1.1㎞） 

四日市中央線（L=0.8㎞） 

金場新正線（L=0.8㎞） 

千歳町小生線（L=0.7㎞） 

─ 

避難路等の整備 

幹線道路整備 
市 小杉新町２号線、泊小古曽線、垂坂 1号線 ～Ｒ７ 

避難路等の整備 

歩道整備 
市 

曽井尾平線、富田 21号線、富田富田一色

線 
～Ｒ７ 

津波防災地域づくり、適切な情報提

供等 
市 情報提供施設の設置 ～Ｒ３ 

交通渋滞の回避 

交差点改良 
市 

西阿倉川62号線、赤堀小生線、阿倉川野

田線、霞ヶ浦垂坂線 
～Ｒ７ 

緊急輸送道路や代替ルート等の整備 

橋梁耐震化、長寿命化対策 
市 

塩浜跨線橋、三郎橋跨線橋、日永跨線橋、

海山道跨線橋等 

予防及び早期措置段階にある橋梁 

～Ｒ７ 

発災後の経済活動の機能不全を防ぐ

道路ネットワークの整備 

幹線交通分断の回避 

道路改築（再舗装） 

市 大沢中野線、西阿倉川万古線等 ～Ｒ７ 

落石等の危険がある要対策箇所の点

検と対策 
市 

アンダーパス（河原田町ＪＲほか 18 箇所）

の水位及び注意喚起の路面表示 

ポンプ点検 

R2施工 

点検：毎年 

近畿自動車道名古屋神戸線 

（６車線化） 
中日本高速道路㈱ 道路改築 L=13.0km R1～ 

国道475号東海環状自動車道（北勢

～四日市） 

国土交通省、中日本

高速道路㈱ 
道路改築 L=14.4km H2～ 

国道475号東海環状自動車道（養老

～北勢） 

国土交通省、中日本

高速道路㈱ 
道路改築 L=18.0km H19～ 

国道１号 北勢バイパス 国土交通省 道路改築 L=21.0km H4～ 

国道 23号 鈴鹿四日市道路 国土交通省 道路改築 L=7.5km R2～ 

国道１号三重１号電線共同溝 

（富士電線共同溝） 
国土交通省 電線共同溝 L=0.6ｋｍ H28～ 

国道１号三重１号電線共同溝 

（四日市海蔵電線共同溝） 
国土交通省 電線共同溝 L=1.3ｋｍ H13～ 

国道１号三重１号電線共同溝 

（四日市日永電線共同溝） 
国土交通省 電線共同溝 L=2.3ｋｍ H16～ 

県道四日市鈴鹿環状線 

（釆女北工区） 
三重県 道路改築 L=０．９ｋｍ - 

県道上海老高角線 三重県 道路改築 L=0.1ｋｍ - 

 

都市整備部関連（河川分野） 

事業名 事業主体 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

河川・海岸施設等の整備・耐震化及

び機能保全 
市 源の堀川、朝明新川、堀川 ～Ｒ１１ 

河川の整備 市 河川現況台帳作成 ～Ｒ７ 

準用・普通河川の河道掘削、河床整

備、堆積土砂撤去等 
市 緊急自然災害防止対策事業 ～Ｒ７ 
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事業名 事業主体 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

河川・海岸・港湾・砂防施設の点検と

対策 
市 日常的点検、維持修繕 ～Ｒ７ 

ため池の耐震化等 市 防災重点農業用ため池 44池 ～Ｒ７ 

二級河川三滝川（海蔵川）河川改修

事業 
三重県 河川改修（橋梁、井堰改築含む） H18～R17 

二級河川三滝新川河川改修事業 三重県 河川改修 R3～R8 

二級河川朝明川河川改修事業 三重県 河川改修（橋梁、井堰改築含む） H28～R27 

河川堆積土砂対策事業 三重県 
河川堆積土砂撤去 

 
Ｒ２～Ｒ６ 

一級河川改修事業 

鈴鹿川 
国土交通省 

堤防整備、堤防強化、河道掘削、横断工作

物改築、高潮堤防整備他 
H28～R27 

 

都市整備部関連（用地分野） 

事業名 事業主体 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

地籍調査の推進 市 

国土調査法に基づいて、一筆ごとの土地

の所有者、地番、地目を調査し、境界（筆

界）の位置及び面積についての測量を実

施し、その成果として地籍図と地籍簿を作

成する。 

Ｒ2～Ｒ7 

 

都市整備部関連（市街地整備・公園分野） 

事業名 事業主体 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

狭あい道路の整備促進 市 狭あい道路の整備 Ｒ元～Ｒ5 

公園施設の長寿命化整備 市 

公園施設の老朽化に対する安全管理およ

び改築・更新を進める。 

別山団地内公園、伊坂台団地内公園、釆

女が丘団地内公園、中里緑地ほか 

～Ｒ７ 

避難地機能を有する大規模公園の整

備 
市 

災害時の避難地としての機能を確保する

ため、垂坂公園・羽津山緑地の整備を進め

る。 

垂坂公園・羽津山緑地 

～Ｒ７ 

都市公園の集約・再編 市 

公共施設の活用転換に伴い発生した公共

用地や民間の未利用地を利用し、新たな

公園を整備すると共に、周辺の利用が見

込めない小規模公園を廃止する。 

坂部が丘団地内公園、高花平団地内公

園、笹川西公園ほか 

～Ｒ７ 

都市公園の賑わい創出 市 

Park－PFI を活用し、都市公園内に飲食

施設等を整備する。 

中央緑地、笹川西公園ほか 

～Ｒ７ 

中心市街地の都市機構高次化 市 近鉄四日市駅周辺等整備事業 Ｒ２～Ｒ8 

北勢中央公園 三重県 公園整備 Ｈ28～Ｒ7 

北勢中央公園 三重県 施設更新 H25～R4 
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都市整備部関連（住宅・建築分野） 

事業名 事業主体 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

市有施設等の整備 市 

四日市市営住宅等長寿命化計画に基づ

き、既存ストックの長寿命化を図る。（公営

住宅等ストック総合改善事業、住宅地区改

良事業等（改良住宅ストック総合改善事

業）等） 

Ｒ元～Ｒ７ 

住宅・建築物の耐震化 市 
住宅・建築物の耐震診断、補強設計、補強

工事その他耐震化に係る事業全般 
Ｒ3～Ｒ７ 

ブロック塀等安全対策事業 市 

地震などの災害時にブロック塀等が倒壊

し、人に危害が及んだり、避難の妨げにな

ることを防止するため、道路に面する危険

なブロック塀等を撤去する所有者に対して

支援を行う。 

R3～ 

大規模盛土造成地における宅地の耐

震化 
市 

大規模盛土造成地に対し調査を行い、滑

動崩落の恐れがある大規模盛土造成地が

判明した場合は対策を実施し、被害の軽

減を図る。 

R3～ 

被災宅地危険度判定士の養成 市 

宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合

に、危険度判定を実施し宅地の被害状況

を迅速かつ的確に把握し、二次災害の防

止または軽減し、住民の安全の確保を図

る。 

継続 

エレベーター閉じ込め事故対策の促

進 
市 

地震時管制運転装置の設置を促進するた

め、ホームページ等により周知を行う。 
継続 

土砂災害特別警戒区域等対策の推

進 
市 

建築物の構造規制にかかる相談及び危険

住宅に対する移転等の支援を行う。（がけ

地近接等危険住宅移転事業） 

継続 

被災建築物応急危険度判定コーディ

ネーターの確保 
市 

応急危険度判定コーディネーターの必要

人数確保のため、養成講習会への参加の

促進を行う。 

継続 

被災建築物応急危険度判定士の養

成 
市 

三重県被災建築物応急危険度判定士の

必要人数確保のため、登録講習会等の周

知の徹底を図る。 

継続 

住宅・建築物安全ストック形成事業 三重県 
住宅・建築物の耐震診断、補強設計、補強

工事その他耐震化に係る事業全般 
R3～R7 

 

上下水道局関連 

事業名 事業主体 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

雨水排水対策整備事業 市 浜田通り貯留管整備事業等 R２～R７ 

上水道施設の耐震化推進 市 基幹管路の耐震化、施設の耐震化 R２～R７ 

水道施設の耐震化推進 市 施設の耐震化 R２～R７ 

下水道施設の耐震化 市 

総合地震計画 

（重要管路の耐震化、日永浄化センター、

等） 

R２～R７ 

下水道施設の老朽化対策 市 ストックマネジメント計画（管渠、施設） Ｒ２～Ｒ７ 

四日市市業務継続計画(BCP)の策

定 
市 

四日市市上下水道局発災時対応マニュア

ル等による体制の整備 
R2～Ｒ７ 
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事業名 事業主体 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

広域的な応援体制の整備 市 

三重県水道災害広域応援協定、日本水道

協会「地震等緊急時対応の手引き」等によ

る各行政機関との広域的な連携 

Ｒ２～Ｒ７ 

広域的な応援体制の整備 市 

三重県市町災害時応援協定、下水道事業

における災害時支援に関するルール（全国

ルール）等による各行政機関との広域的な

連携 

Ｒ２～Ｒ７ 

北勢沿岸流域下水道（南部処理区）

南部浄化センター 
三重県 処理場施設増設 H30～R7 

北勢沿岸流域下水道(北部処理区) 三重県 管渠、処理場耐震対策 R3～R7 

北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 三重県 管渠、処理場耐震対策 R3～R7 

北勢沿岸流域下水道(北部処理区) 三重県 管路、ポンプ場、処理場改築・更新 R2～R6 

北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 三重県 処理場改築・更新 R2～R6 

 

商工農水部関連（漁港分野） 

事業名 事業主体 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

漁港施設の防災・減災対策 市 楠漁港海岸堤防の改修工事 R1～R3 

漁港施設の防災・減災対策 市 礒津漁港泊地浚渫工 H28～R3 

 

健康福祉部関連（介護保険分野） 

事業名 事業主体 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

地域介護・福祉空間整備等施設整備

交付金を活用した施設整備関係補助

事業 

市 
高齢者施設等への非常用自家発電設備

整備事業等の防災改修等への支援 
― 

地域医療介護総合確保基金を活用し

た施設整備関係補助事業 
市 

認知症高齢者グループホーム、小規模多

機能型居宅介護事業所等の創設、改築等 
― 

民間社会福祉施設等施設整備費補助

金事業 
市 特別養護老人ホーム等の創設、改築等 ― 

 

環境部関連 

事業名 事業主体 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

スマートシティ構築促進事業 市 

太陽光発電設備や蓄電池など「創エネ」

「蓄エネ」「省エネ」によるスマートなエネル

ギー利用に資する設備の導入補助 

H30～ 
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教育委員会関連 

事業名 事業主体 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

小中学校校舎等整備事業 市 
小中学校における老朽化対策（校舎等の

改築、大規模改修、長寿命化改修） 
R2～R7 

防災機能強化事業 市 小中学校における防災機能強化 ～R7 

 

消防本部関連 

事業名 事業主体 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

分団車庫整備事業 市 

地域の消防防災活動拠点である消防分

団車庫について、経年等により老朽化が

著しい車庫の改築整備を行う。 

R２～R11 

消防車両整備事業 市 

消防力の強化を図るため、老朽化した消

防車両を最新型の消防車・救急車に更新

するとともに、高機能化車両や機動性の

高い車両を導入する。 

また、必要な車両のオーバーホールや資

機材の整備を行う。 

R2～R１1 

消防出張所整備事業 市 

地区市民センターに併設している北消防

署北西出張所及び南消防署西南出張所

について、消防活動拠点としての機能強

化を図るため、独立した消防出張所庁舎

の整備を行う。 

R２～R１1 

消防指令システム整備事業 市 

平成２８年度から運用を開始している消防

指令システムは運用開始から１０年を迎え

る令和７年度に更新を行うと共に、次世代

高速通信等の最先端技術の導入を行い、

システムの機能強化を図る。 

R６～R８ 

防災教育センター整備事業 市 

設備の老朽化が進んでいる北消防署併

設の防災教育センターについて、VR 等の

最新技術を活用するなど、市民が災害を

身近に感じることができ、実践的な対応を

学ぶことができる機材の導入や施設の改

修等を行う。 

R３～R１1 

先端技術を活用した救急業務高度化

事業 
市 

次世代高速通信５G とＩｏＴを活用し、現

場や傷病者の状況をリアルタイムで消防

指令センターや救命救急センターへ伝送

するためのシステムを整備し、迅速な対応

を図るための連携体制を構築し、更なる

救急高度化への強化充実を図る。 

 また、救急出動のデータに気象条件など

を加味して、ＡＩが傷病者の発生を予測す

ることにより、救急車をいち早く現場へ到

着させるシステムの調査研究を行う。 

R3～R１1 

 

市立四日市病院関連 

事業名 事業主体 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

救助・救急、医療活動のためのエネル

ギー供給の長期途絶 
市 

非常用発電機が適正に稼働できるように

保守を継続して行う 
R元～R７ 
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四日市港管理組合関連 

事業名 事業主体 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

四日市地区（千歳運河） 四日市港管理組合 護岸改修（L=0.54㎞） H23～R6 

霞ヶ浦地区 22号岸壁 四日市港管理組合 下部工補修（L=0.28㎞） R1～R6 

霞ヶ浦地区 60～62号岸壁 四日市港管理組合 防食対策（L=0.39㎞） R1～R6 

四日市地区第 2埠頭 11号岸壁 四日市港管理組合 防食対策（L=0.2㎞） R5～R12 

霞ヶ浦地区霞ヶ浦南埠頭 70～73号

岸壁 
四日市港管理組合 防食対策（L=0.3㎞） R6～R12 

四日市地区第 1 第 2 埠頭間 6 号岸

壁 
四日市港管理組合 防食対策（L=0.18㎞） R3～R12 

四日市地区第 2埠頭 12号岸壁 四日市港管理組合 防食対策（L=0.14㎞） R4～R12 

四日市地区第３埠頭 16号岸壁 四日市港管理組合 防食対策（L=0.11㎞） R3～R12 

四日市地区第 3埠頭 17号・18号岸

壁 
四日市港管理組合 防食対策（L=0.16㎞） R3～R12 

霞ヶ浦地区霞ヶ浦南埠頭 30号岸壁 四日市港管理組合 防食対策（L=0.06㎞） R3～R12 

霞ヶ浦地区霞ヶ浦南埠頭 74号岸壁 四日市港管理組合 防食対策（L=0.13㎞） R4～R12 

浜園地区浜園埠頭 50～59号岸壁 四日市港管理組合 防食対策（L=0.58㎞） R3～R12 

四日市地区ひき船さん橋 四日市港管理組合 防食対策（L=0.18㎞） R3～R12 

1号地地区 

四日市港管理組合 耐震対策（L=2.1㎞） H29～R6 

四日市港管理組合 老朽化対策 R3～R12 

富田港地区 

  

四日市港管理組合 耐震対策（L=0.6㎞） H15～R6 

四日市港管理組合 高潮対策（付帯設備(排水機場等)N=1式 H30～R12 

富洲原港地区 

  

四日市港管理組合 耐震対策（水門補強 N=1基） R2～R6 

四日市港管理組合 老朽化対策（附帯設備（水門等）N=1式) R7～R12 

富双地区 四日市港管理組合 老朽化対策（附帯設備（水門等）N=1式) R7～R12 

運河地区 

  

四日市港管理組合 耐震対策（水門補強 N=1基） R3～R5 

四日市港管理組合 老朽化対策（附帯設備（水門等）N=1式) R7～R12 

2号地地区 

  

四日市港管理組合 老朽化対策 R3～R12 

四日市港管理組合 老朽化対策（附帯設備（防潮扉）N=1式) R3～R6 

塩浜地区 

  

─ 耐震対策（L=2.3㎞） R6～R14 

四日市港管理組合 老朽化対策（附帯設備（樋門）N=1式) R1～R6 

石原地区 ─ 耐震対策（L=2.4㎞） R6～R14 
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事業名 事業主体 
事業概要 

（事業箇所、事業量等） 
事業期間 

霞ヶ浦地区 27号岸壁 四日市港管理組合 岸壁改良工（L=0.33㎞） H27～R6 

外港地区東防波堤 四日市港湾事務所 老朽化対策（L=2.45㎞） － 

霞ヶ浦地区 24号岸壁 四日市港湾事務所 老朽化対策（L=0.24㎞） － 

 

 

※本資料に掲載の各事業は、事業未着手箇所も含めた国土強靱化地域計画に基づき実施する

事業の一覧であり、事業期間等の事業内容については、事業進捗、社会・経済情勢の状況等

を踏まえ、今後、修正していくことがあります。 
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