
2-1災害に強いまちづくり 



施策の目的 

市民、市域 

対象 

災害から生命･
財産が守られて
いる 

意図 



✔東日本大震災の教訓を踏まえ、津波対
策を早急に進める必要がある。 
 
✔津波浸水想定区域においては、津波避
難ビルや避難タワーなどの津波避難場所を
早期に確保する必要がある。 

✔沿岸部の防潮堤や河口部の水門整備、
港における津波対策などを引き続き進める
必要がある。 

現状と課題 



 

✔ 建物の倒壊から命を守るため、市有公
共建築物の耐震化を早期に完了させる必
要がある。 

✔住宅などの民間建築物についても耐震化
を促進する必要がある。 
 

✔自助、共助の果たす役割は特に重要。市
民一人一人の防災意識をさらに高め自主
防災組織の充実強化を図る必要がある。 
 

 

現状と課題 



✔東日本大震災によってもたらされた原発
事故により原発災害対策は大きな見直しが
必要。 

✔UPZ（緊急時防護措置を準備.する区域）
に指定された本市においても原発災害に取
り組む必要がある。  
 

 

現状と課題 



 

✔治水安全度の低い地域は、中小河川の改修な
どの浸水対策を推進する必要がある。 
 
✔北部の東益津地区においては、土砂災害対策
を推進する必要がある。 
 
✔市内南部地区などの海岸においては、台風な
どの高波に対する、海岸保全対策が必要。 
 
✔消防・救急業務については、志太消防本部と
連携して、取り組みを進める必要がある。 
 

 

現状と課題 



✔静岡県第4次地震被害想定を踏まえ、地震・津波対策
を進める。  
✔民間建築物、市有公共建築物の耐震化を進める。  
✔津波避難場所の確保を図るとともに沿岸部の防潮堤
や水門などの整備を関係機関に働きかける。  
✔災害に備える意識の向上や地域の防災力の向上など、
自助、共助を高める。  
✔国・県と連携し原発災害対策を進める。  
✔水害に対しては、国・県と連携し河川整備を進める。  
✔土砂災害に関しては、県と連携して住民への周知を図
り、監視を強化。 

施策の方針 



成果指標 
後期基本計画（案） 

成果指標名 単位 現状値（Ｈ24） 目標値（Ｈ30） 

災害に備えている人の割合 ％ 52.7 59 

地域における防災活動を認知している市
民の割合 

％ 51.8 65 

焼津市は災害への備えができているまち
であると思っている人の割合 

％ 47.2 57 

住宅の耐震化率/市有建築物の耐震化
率※(住)は民間住宅、(市)は市有公共建
築物） 
 

％ 
（住）82.5  
（市) 85.9 

 

（住）90 
（市) 100 

 

防災訓練参加者数の割合 
（参加者数/総人口） 
 

％ 

(総合)34.9 
(地域)31.2 
(津波)30.7 

 

(総合)41 
(地域)38 
(津波)37 

 

水害による浸水戸数（床上） 戸 （床上）0 （床上）0 



2-2良好な住環境の 

実現 



施策の目的 

市民、市域 

対象 

住みやすくなる 

意図 



✔市街地では、狭隘道路や老朽化した住宅が残って
いる地域もあり、改善対策が求められている。 

✔津波の不安感から、市民及び企業等の沿岸部 
からの移転や市外への流出が発生している。 

✔土地区画整理事業は、良好な市街地形成と防災
性の向上から、早期完成が求められているとともに、
津波に対する不安解消や人口流出抑制対策として、
まちの魅力向上に努める必要がある。 

✔公園については、東日本大震災以降、避難地など
の防災機能を備えた公園整備が求められている。 

現状と課題 



✔市営住宅については、ストックの有効活用と住民
ニーズに合わせた居住環境の改善を図るとともに、 
住宅に困窮する高齢者などに対しては、民間賃貸 
住宅の借上げも含めた住宅の確保対策を図る必要
がある。 

✔密集住宅市街地においては、危険な老朽住宅の
除却や改善に向けた取り組みが必要である。 

✔県の第４次地震被害想定を踏まえた、津波対策と
しての土地利用の見直しなどが求められている。 

現状と課題 



✔良好な市街地形成と防災性の向上が図られる土地 
区画整理事業の早期完成を目指す。 

✔密集住宅市街地に関しては、重点整備地区の早期 
完成を目指す。 

✔災害時の避難場所ともなる防災公園や一時避難地と
なる地域の公園の整備を推進する。 

✔開発行為などの土地利用の適正な誘導行う。 

✔高齢者の居住安定確保とともに、密集住宅市街地に
おける危険な老朽住宅などの解消に努め、居住環境の
向上を図る。 

✔県の第４次地震被害想定を踏まえ、地震・津波被害 
など災害リスクに対応した土地利用の見直し等を行う。 

施策の方針 



成果指標 
後期基本計画（案） 

成果指標名 単位 現状値（Ｈ24） 目標値（Ｈ30） 

住宅の住みやすさに満足している人
の割合 

％ 70.7 71 

良好な街並みだと思っている人の割
合 

％ 57.8 60 

市街地整備率（＝区画整理、住宅市
街地総合整備事業、比較的大規模
な開発行為の実施済面積/市街化
区域面積） 

％ 36.2 38 

身近に花や緑が多いと思っている市
民の割合 

％ 64.3 65 

市民一人あたりの公園面積 ㎡/人 4.8 5.2 



2-3移動しやすい交通 

ネットワークの充実 



施策の目的 

市民、市域 

対象 

移動しやすくなる 

意図 



✔幹線道路は、道路整備事業等により、整備率が向上。 

✔しかし、国道150号三和交差点付近などの慢性的な渋

滞の解消、新東名高速道路と現東名高速道路のアクセ
スなどの向上のために、国・県に対して事業推進を要望
していく必要がある。 
 
✔生活道路は、依然として狭小な道路が多い。 

✔市民からは安全で安心な道路整備等の要望が多い。 
 
✔道路橋などの道路施設は、今後急速に老朽化が進む
ことが予想。 

✔長寿命化修繕計画に基づく適切な維持管理を実施し
ていく必要がある。 

 

現状と課題 



✔バスの利用に関しては、持続可能な交通ネット
ワークの再編に取り組む必要がある。 

✔災害発生に備え、交通事業者（ﾊﾞｽ、ﾀｸｼｰ、鉄
道）や行政等関係機関が相互に連携・協力し、災
害に強い公共交通ｼｽﾃﾑの構築を図る必要があ
る。 
 

✔東名高速道路（仮称）大井川・藤枝スマートイン
ターチェンジの設置は、計画的な事業費の確保
に努めていく必要がある。 

 

現状と課題 



✔道路の整備は、優先度の高い路線から整備を進める。 
 
✔ （仮称）大井川・藤枝スマートインターチェンジの平成
28年3月の供用開始目標に向け、着実に事業を進める。 

✔インターチェンジへのアクセスの確保や幹線道路ネット
ワークの充実により利便性の向上を図る。 
 
✔安全に安心して利用できる道路の整備を進める。 
 
✔道路橋等の道路施設の長寿命化対策を進める。 
 
✔公共交通機関に関しては、自主運行バスの路線の再編
を含め検討し、利便性の高い移動手段の確保を目指す。 

施策の方針 



成果指標 

後期基本計画（案） 
成果指標名 単位 現状値（Ｈ24） 目標値（Ｈ30） 

幹線道路の整備が進み、車やﾊﾞｲｸで移
動するときに円滑に道路を通行できる
ようになったと思う市民の割合 

％ 55.3 60 

生活道路の整備が進み､車やﾊﾞｲｸで移
動するときに円滑に道路を通行できる
ようになったと思う市民の割合 

％ 45.1 46.3 

市内の道路を徒歩や自転車で通行す
るとき､安心して快適に通行できている
と思う市民の割合 

％ 36.0  37.2 

市内のバスが利用しやすいと思ってい
る市民の割合 

％ 21.2 24 

市内の駅が利用しやすいと思っている
市民の割合 

％ 56.0  57.2 



2-4安全な水の安定供給 



施策の目的 

市民、 

市域（給水区域） 

対象 

安全な水道水を
安定的に使用
する事ができる 

意図 



✔水道施設の老朽化に伴い、施設の更新・耐震
化を計画的に進めていく必要がある。 

✔将来の人口動態により、水需要の伸びが期待
できない中、効率的な経営を心掛けるとともに、
適正な財源の確保を図る必要がある。 

 

✔水質等の環境意識が高まる中、水道水の安全
性や節水の必要性などを市民に伝える必要があ
る。 

現状と課題 



✔施設の老朽化に対応し、施設の更新・耐
震化を進める。 

 

✔水の安定供給に必要な財源を確保する。 

✔効率的な経営の実現に取り組む。 

施策の方針 



成果指標 

後期基本計画（案） 

成果指標名 単位 現状値（Ｈ24） 目標値（Ｈ30） 

水道水が安全と思っている人の割合 ％ 80.1 83 

断水もしくは給水制限があった時間 時間 62 50 



2-5交通事故のないまちづくり 



施策の目的 

市民、市域 

対象 

交通事故にあわない、
起きないようにする 

意図 



 

✔交通事故発生件数は、常にワーストの上位。 

✔追突事故と出合頭事故、高齢者事故、自転車
事故や児童・生徒の事故が多い。 

✔事故の分析や検証結果を基に、関係機関と連
携して対策を行う必要がある。 
 
✔市民一人ひとりの交通ルールの遵守と交通安
全意識の高揚を図る必要がある。 
 
✔交通安全施設の整備や適切な維持管理を行う
必要がある。 

 

現状と課題 



✔ 市民一人ひとりが交通ルールとマナーを
遵守することを働きかける。 

 

✔交通事故が多発している区域については、
事故分析や検証を行い重点的に交通安全

対策を実施する。 
 

施策の方針 



成果指標 
後期基本計画（案） 

成果指標名 単位 現状値（Ｈ24） 目標値（Ｈ30） 

交通事故発生件数 件 1,452 1,100 

交差点事故件数(「交通事故発生件
数」の内訳) 

件 633 512 

高齢者事故件数(「交通事故発生件
数」の内訳) 

件 444 361 

児童・生徒事故件数（「交通事故発
生件数」の内訳） 

件 183 130 

交通ルール・マナーを常に守ってい
る市民の割合 

％ 51.2 60 

交通ルール・マナーをたいてい守っ
ている市民の割合 

％ 45.5 40 



2-6犯罪のないまちづくり 



施策の目的 

市民、市域 

対象 

犯罪被害にあわない、
犯罪がおきないよう
にする 

意図 



 

✔犯罪の発生件数は減尐傾向にあるが、
発生率は近隣に比べ高い。 

✔犯罪の中で最も多いのは窃盗犯。（自転
車盗、車上ねらい、万引き） 
 
✔市民一人ひとりの防犯意識を高める対策
が必要。 
 
✔個人での防犯対策だけでなく、地域が一
丸となって防犯活動に取り組む必要がある。 

 

現状と課題 



✔「自分のまち、自分の身は自分で守る。」
という意識啓発を図る。 

 

✔子どもや女性、高齢者など犯罪被害者と
なりやすい人を地域ぐるみで守る防犯活動
を強化する。 
 

施策の方針 



成果指標 

後期基本計画（案） 

成果指標名 単位 現状値（Ｈ24） 目標値（Ｈ30） 

犯罪件数（1/1～12/31の1年間） 件 1,231 1,000 

家庭で防犯対策を行っている市民
の割合 

％ 18.2 35 

地域の防犯活動を行っている市民
の割合 

％ 8.7 10 



2-7消費者の自立と保護 



施策の目的 

市民 

対象 

賢い消費者となる 

意図 



 

✔東日本大震災以来、市民の消費行動は、個人
の満足から地球環境などを意識したものに変化。
今後はこのような意識の高揚を図る必要がある。 
 

✔増加する高齢者の消費者被害を防止するため
に、さまざまな機会をとらえて意識啓発を実施し
ていく必要がある。 
 

✔インターネットでの消費者被害など高度化、多
様化に対応できるよう、相談員の研修など人材育
成を図る必要がある。 

 

現状と課題 



✔「消費者市民社会」を築くための、情報提
供を行うとともに、消費生活講座などの消
費者教育を充実する。 
 
✔消費生活相談センターの体制充実を図る。 
 
✔悪質商法の被害防止の啓発と地域にお

ける見守り体制づくりを促進。 

施策の方針 



成果指標 
後期基本計画（案） 

成果指標名 単位 現状値（Ｈ24） 目標値（Ｈ30） 

消費生活講座等参加者数 人 2,305 3,000 

消費生活相談件数 件 631 1,000 

消費者被害にあわないよう心掛け
ている市民の割合 

％ 84.3 89.5 

クーリングオフ制度を知っている市
民の割合 

％ 83.0  84.0  


