
総合計画後期基本計画策定対照表                    施策名  災害に強いまちづくり   

前期基本計画                    後期基本計画（案）           9/2 時点 

◆施策の目的 

対   象 意      図 

市民、市域 災害から生命・財産が守られている 
 

◆施策の目的 

 

変更なし 

◆現状と課題 

●焼津市は、東海地震の地震防災対策強化指定地域に指定され、近い将来大地震の発生が予想されています。市民

一人ひとりの防災意識の高揚や自主防災組織の充実強化を図る必要があります。 

●市有公共建築物の耐震化については、学校施設の耐震化が完了後、早期に着手する必要があります。また、住宅

や民間建築物についても、耐震化を促進する必要があります。 

●海岸部においては、地震による津波や高潮による被害が想定されます。堤防、防潮堤、河川水門の整備や陸閘の

遠隔操作化などの対策を引き続き進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

●市内には治水安全度の低い地域があり、中小河川の改修などの浸水対策を推進する必要があります。 

●北部の東益津地区には、土砂災害が発生しやすい箇所が存在しており、土砂災害対策を推進する必要があります。 

●市内南部地区などの海岸では浸食が進み、台風などの高波による近隣住民への危険性が高まりつつあるため、焼

津・大井川海岸を保全する必要があります。 

●消防救急業務については、災害や事故の多様化・大規模化などに対応するため、出動体制、保有する消防車両、

専門要員の確保などが求められています。消防救急の広域化により、施設、人員、車両、資機材の適正な配置を

行うなど消防力を強化する必要があります。 

◆現状と課題 

●東日本大震災の教訓を踏まえた南海トラフ巨大地震の被害想定が公表され、焼津市においては、津波浸水区域が大幅に

拡大し津波到達時間も短いことから、これまでの東海地震対策に加え「津波から逃げる」「津波に強い地域をつくる」津

波対策を早急に進める必要があります。 

●第 4次地震被害想定を踏まえ、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

確保するとともに、避難路、緊急輸送路の整備を引き続き進める。また、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ります。 

● 建物の倒壊から命を守るため、建物の耐震化について市有公共建築物の耐震化を早期に完了させるとともに、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ります。 

●これまでの大規模災害に見られるように自助、共助、公助の役割分担のなかで震災直後における自助、共助の果たす役

割は特に重要であることから、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ります。 

● 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となりました。あらたに 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対応する取り組む必要があります。した取

り組みが必要であります。 

●修正なし。 

●北部の東益津地区には、土砂災害の発生のおそれがある箇所が存在しており、土砂災害対策を推進する必要があります。 

●市内南部地区などの海岸では侵食が進み、台風などの高波による近隣住民への危険性が高まりつつあるため、海岸を保

全する必要があります。対する海岸保全の対策が必要であります。 

●平成 25 年 3月 31日に発足した志太消防本部の体制に基づき、火災予防や迅速・的確な消防活動、災害時における被害

の軽減、救急救命活動を円滑に遂行するため消防・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

必要があります。 

 

◆施策の方針 

●平成 27 年度末までに「焼津市は災害への備えができているまちである（災害に強いまちづくりに取り組んでい

る）と思っている人の割合」（平成 21 年度 47．4％）を 75％（4 人に 3 人）にします。  

●平成 27 年度末の耐震化率を、住宅 90％、市有公共建築物 100％とします。 

●平成 27 年度末までに県の推測による東海地震被害想定の死者 283 人（うち建物倒壊で 248 人、津波 18 人）を

半分にします。 

●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、共助を高めます。 

●水害に対応するため、県と連携して河川の整備を進めます。 

●土砂災害に関しては、県と連携して住民への周知を図り、監視を強化します。 

◆施策の方針 

●危機管理体制のもとに、地震・津波などの災害に強い「命を守る、安心・安全なまちづくり」を進めます。 

 

●静岡県第 4 次地震被害想定における被害を軽減するため、地震・津波対策を進めます。 

●住宅をはじめとした民間建築物、市有公共建築物の耐震化を進めます。 

 

●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ます。 

●市民一人一人の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、共助を高めます。 

●国・県と連携し原発災害対策を進めます。 

●水害に対応するため、国や県と連携して河川の整備を進めます。 

●土砂災害に関しては、県と連携して住民への周知を図り、監視を強化します。 



◆成果指標 

成果指標名 単位 
現状値 

（平成 21 年度） 

目標値 

（平成 26 年度） 

災害に備えている人の割合 ％ 45.2 55 

地域における防災活動を認知している市民の割合 ％ 51.9 62 

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 
％ 47.4 65 

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）77.6  

（市) 78.7 

（住）88.0 

（市) 95.0 

人口１万人あたりの出火率 

％ 3.3 3 

水害による浸水戸数（床下/床上） 戸 （床下）0（床上）0 （床下）0（床上）0 
 

◆成果指標 

成果指標名 単位 
現状値 

（平成 24 年度） 

目標値 

（平成 30 年度） 

修正なし ％ 52.7 59 

修正なし ％ 51.8 65 

修正なし 
％ 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(いずれも建

て替えを含む）） 

％ 
（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 

 

 



◆目標達成のための基本的な取り組み（基本事業） 

基本事業名 取り組み方針 

①防災意識の向上 

●地域の自主防災組織の活動に積極的に参加するよう市民に働きかけます。 

 

●防災訓練や広報紙などにより、地域の災害に関する情報を認識してもらい、普段

から災害に対する備えをしてもらえるよう市民に働きかけます。 

②防災情報の収集伝

達の充実 

●国からの防災情報を瞬時に市民に提供できるシステムの整備を行います。 

●地域防災無線や同報無線のデジタル化に伴い、焼津地区と大井川地区のシステム

を統合します。 

 

③消防・防災体制の

整備 

●消防救急の広域化により、消防力の強化を図ります。 

 

●自主防災組織が保有する資機材の充実を図り、災害発生時の活動に加え、避難所

づくりなど復旧活動に対応できるようにします。 

●地域での防災活動を担う組織や人材を育成します。 

●災害時に必要な資機材の更新・整備を行います。 

 

 

④耐震化の推進 

●公共施設の耐震化を進めます。 

●民間の建物については、耐震に関する補助を引き続き行います。 

 

⑤防災インフラの整

備 

●災害発生後の市民生活の安全確保のため、避難施設を整備します。 

 

 

●中小河川を改修し、治水安全度を高めます。 

●津波対策として、航路水門の設置を引き続き県に働きかけます。 

●急傾斜地における土砂災害対策を推進します。 

●緊急輸送路、避難路の改修・整備を進めます。 

⑥火災の予防 

●春季・秋季の年 2 回の「全国一斉火災予防運動」に合わせ、火災予防啓発活動を

実施します。 

●高齢者を火災から守るため、高齢者住宅に対し、住宅防火診断を実施します。 

●ホテルなど多数の収容人員が見込まれる施設での避難訓練に対して、訓練指導を

実施します。 

●住宅火災による死傷者を防ぐため、住宅用火災警報器の設置を、各戸訪問などに

より、市民に働きかけます。 

 

◆目標達成のための基本的な取り組み（基本事業） ★市長公約関連 

基本事業名 取り組み方針 

①修正なし 

●広報紙や防災訓練、防災講座の開催などにおいて、普段から災害に対する備えをして

もらえるよう市民に働きかけ、自助の意識の向上を図ります。 

●★地域の自主防災組織の活動の活性化を図るとともに、活動に積極的に参加するよう

市民に働きかけ、共助の意識の向上を図ります。 

②修正なし 

●★地域防災無線や同報無線のデジタル化を進めます。 

●★災害情報を市民に伝える防災メールの普及に努めます。 

●★災害時における情報伝達手段の多重化を図るためテレビ等を通じて情報提供しま

す。 

③地域における防災

体制の整備防災体制の

整備 

●★土砂災害や水害、地震・津波、原子力災害対策としての防災訓練の充実をはかりま

す。 

●災害時に必要な資機材の更新・整備を行います。 

●修正なし。 

●★自主防災組織が保有する資機材の充実を図り、災害発生時の人命救助等の活動に加

え、避難所開設など復旧活動に対応できるようにします。災害発生時の人命救助や避難

所開設など地域の災害対応力の向上を図ります。 

●★災害に備えた仕組みづくりや、国・県・他地域との連携を図ります。 

④修正なし 

●修正なし。 

●★民間の建物については、耐震に関する補助を引き続き行い、耐震化を進めます。 

●緊急輸送路、避難路における橋梁の耐震化を進めます。 

⑤修正なし 

●★津波対策として、河岸海岸や河川の堤防整備及び河口や港口への水門設置防潮堤や

航路水門の整備等を国・県に働きかけます。河口や港口への航路水門等の整備を国・県

に働きかけます。 

●★災害発生後の市民生活の安全を確保するため、避難施設を整備します。 

●中小河川を改修し、治水安全度を高めます。 

●修正なし。 

●修正なし。 

⑥消防・救急体制の整

備 

●★消防・救急体制については、迅速で適切な対応を円滑に遂行するため、志太消防本

部と連携し取り組むとともに消防団活動の活性化に取り組みます。 

 

 



 
◆市民と行政の役割分担 

【市民】 

■災害に備え、日頃から各家庭でできる防災対策を実施します。 

 

 

 

【地域】 

■日頃から災害に備え、防災活動を行います。また、災害発生時には、自主防災会など地

域住民の力を結集し、災害活動と復旧活動に努めます。 

 

 

【事業所】 

■災害に備え、各事業所内での防災対策を講じるとともに、災害発生時には、地域におけ

る災害活動、復旧活動に協力します。  

 

 

■市民の生命と財産を守るとともに、市が管理する各種公共施設を安全な施設とするため

の施策に取り組みます。 

■災害後の復旧活動に市民、地域、事業所とともに取り組みます。 

■県と連携して、市民に防災情報を提供することにより、市民の防災意識を啓発します。 

  

■国や県と連携して、河川、港湾、海岸などの施設を整備し、維持します。 

 
◆市民と行政の役割分担 

【市民】 

■災害に備え、日頃から各家庭でできる耐震補強や家具の固定、食料の備蓄などの防災対策を実

施します。 

■津波避難経路の確認をするとともに防災訓練への参加など自主防災会の活動に参加します。 

 

【地域】 

■災害に備え、日頃から防災活動を行います。地域の自主防災会の活動を活発化するとともに防

災訓練等を実施し、住民の参加を求めます。また、災害発生時には、自主防災会など地域住民の

力を結集し、災害活動と復旧活動に努めます。 

 

【事業所】 

■ 災害に備え、日頃から各事業所内での防災対策を講じるとともに、災害発生時には、地域に

おける災害活動、復旧活動に協力します。  

 

 

■修正なし。 

 

■修正なし。 

■県と連携して、市民に防災情報を提供するとともに防災訓練や防災講座の開催などにより、市

民の防災意識を啓発します。 

■修正なし。 

 

行 政 

 

市 民 

行 政 

 

市 民 


