
平成 28 年 9 月 15 日　様式３

1
　平成23年度～平成27年度（５年間） 静岡市

・津波対策区域内における津波避難困難者の割合　7.0%から6.2%

① 消防団庁舎の耐震化率

② 津波避難困難者の割合

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　基幹事業

事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H23 H24 H25 H26 H27

1-A-1 防災 一般 静岡市 直接 5,204

合計 5,204

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接
種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

1-B-1 街路 一般 静岡市 直接 750

1-B-2 街路 一般 静岡市 直接 300

1-B-3 街路 一般 静岡市 直接 1,000

合計 2,050

番号 一体的に実施することにより期待される効果 備考

1-B-1

1-B-2

1-B-3

71.0%

7.0% 6.2%

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

5.95%

事業者

静岡市

備考

備考番号

静岡市

津波避難タワー新設13基、
耐震性貯水槽33基、
公園整備3箇所 合計A=3ha、
道路整備2箇所 合計L=890m
等

事業者

静岡市

静岡市

静岡市

（都）日の出町押切線（北脇工区）

街路築造L=740m

街路築造L=541m 静岡市

静岡市

（都）清水港三保線 静岡市

番号 要素となる事業名
事業内容

1-A-1と一体となって整備することにより、緊急時の輸送路のネットワークを構築・確保し、災害発生時における迅速な対応を可能にする。

1-A-1と一体となって整備することにより、災害発生時における避難路を確保することができる。

1-A-1と一体となって整備することにより、災害発生時における避難路を確保することができる。

都市防災総合推進事業

交付対象事業

要素となる事業名 市町村名
港湾・地区名

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

事後評価の実施体制 事後評価（中間評価）の実施時期

　学識経験者等の第三者で構成される静岡市公共事業評価委員会による審査を実施する。

　平成28年度

公表の方法

　委員会での審議結果等を市のホームページに掲載する。

市町村名
港湾・地区名

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）（延長・面積等）

（都）中吉田瀬名線 街路築造L=285m

社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

Ｃ 459百万円
効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
全体事業費

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

Ａ Ｂ7,713百万円 5,204百万円 2,050百万円

災害に強いまちづくりの推進

本市は、東海地震による甚大な被害が予想される地域であるため、震災被害から都市を守るために災害リスクを分析し、市庁内での防災情報を一元的に整理し防災体制を整える。また、東日本大震災の被害状況から
公園内の避難路及び避難経路となる道路の拡幅等により円滑な避難の推進を図り、発生時に迅速な対応を行えるよう、耐震性貯水槽等の新たな整備を進めることにより災害に強いまちづくりを推進する。

・耐震化された消防団庁舎の整備率の増加　65.3％から71.0％

（H23当初） （H27末）

65.3%



Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

1-C-1 防災 一般 静岡市 直接 17

1-C-2 防災 一般 静岡市 直接 60

1-C-3 防災 一般 静岡市 直接 13

1-C-4 防災 一般 静岡市 直接 59

1-C-5 防災 一般 静岡市 直接 227

1-C-6 防災 一般 静岡市 直接 45

1-C-7 防災 一般 静岡市 直接 16

1-C-8 防災 一般 静岡市 直接 22
合計 459

番号 備考

1-C-1 1-A-1と一体となって整備することにより、災害発生時における連絡手段の確保を確実にし、被害を最小限にとどめるとともに早期復旧を図る。

1-C-2

1-C-3

1-C-4

1-C-5

1-C-6

1-C-7 1-A-1と一体となって推進することにより、災害発生時における復興体制を確保し迅速な対応を可能にする。

1-C-8
※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する

　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 71.0%
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値 73.3% (H27年度末）

74.4% (H28年度末）

最終目標値 6.2%
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 5.3% (H27年度末）
5.2% (H28年度末）

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

指標②（津波避
難困難者の割
合）

基幹事業である都市防災総合推進事業の変更により、津波避難施設として、津波避難タワーの整備に加え、
津波避難ビルの追加指定等を行った。その効果により、津波避難困難者の割合は、目標値と実績値に差が生
じている。
なお、津波避難タワー13基及び命山１基のうち、平成27年度末に完成済は津波避難タワー10基、命山１基
で、残り津波避難タワー３基は平成28年度末に完成予定である。

指標①（消防団
庁舎の耐震化
率）

基幹事業である都市防災総合推進事業の変更により、耐震化を図る消防団庁舎を10基から16基に増加した。
このため、耐震化率の最終実績値は、目標値より高くなっている。
なお、耐震化を図る消防団庁舎のうち、13基は平成27年度末に完成、残り３基は平成28年度末に２基、平成
29年度末に１基が完成予定である。

・津波避難については、津波避難施設の整備や、避難地、避難路となる公園・道路事業を継続し、残存する津波避難困難地区の解消に努める。
・本計画で整備した公園、道路や津波避難施設等については、有事に、市民がその機能を最大限発現できるよう、ハザードマップ等による施設整備の周知や、防災訓練等での活用を図る。

・災害危険度判定調査や津波避難計画の策定により、地域の災害リスクが明らかになるとともに、その対策方向が示された。
・各種道路事業により、有事における避難路機能が確保され、地域の安全性向上が図られた。
・各種公園事業により、有事における避難場所が確保され、地域の防災機能が強化された。
・防火用井戸や（飲料用）耐震性貯水槽の整備により、地域の防火性の向上や、緊急時における住民への飲料水確保が図られた。
・その他、有事における防災拠点間の確実な連絡手段や、市民に迅速な避難行動を促す情報伝達手段が確保された。

・災害危険度判定調査により示された災害リスクに対し、防災都市づくり計画を策定し、具体の事業を位置付け、ハード・ソフト組み合わせた災害に対し安全なまちづくりを推進する。

1-A-1と一体となって整備することにより、沿岸部の無線放送難聴地区が減少し、災害発生時における迅速な避難行動が可能な災害に強いまちづくりが推進される。

1-A-1と一体となって用地買収を促進することにより、大地震の防災活動の拠点を確保し、災害発生時における迅速な対応を可能にする。

1-A-1と一体となって整備することにより、災害発生時における避難地までの避難路を確保することができる。

静岡市

静岡市

静岡市

静岡市

静岡市

静岡市

静岡市

大谷地区崖対策事業

(仮)登呂二丁目公園

老朽消防団庁舎解体

防災体制衛星携帯電話等配備事業

復興まちづくりの体制強化

整備面積A=1,030㎡

普及啓発活動の実施

(仮)由比室ヶ谷公園

避難路確保に伴う法面擁壁工A=2,200㎡

10棟

衛星携帯電話及び関連機器32台、アンテナ・発動発電機

静岡市

静岡市

静岡市

静岡市

1-A-1と一体となって整備することにより、災害発生時における地域拠点として活用することができる。

1-A-1と一体となって整備することにより、災害発生時における地域拠点として活用することができる。

同報無線整備事業

消防団庁舎用地買収事業

同報無線子局新設５箇所

用地買収A=1,070㎡

静岡市

静岡市

一体的に実施することにより期待される効果

1-A-1と一体となって整備することにより、大地震の防災活動の拠点を確保し、災害発生時における迅速な対応を可能にする。

事業者

静岡市

整備面積A=1,850㎡

静岡市

静岡市

定量的指標に関連する交付対象事業については、消防団庁舎の耐震化により、有事における地域の防災拠点機能の維持・向上が図られたとともに、津波避難施設の整備に
より、津波に対する安全な避難場所が確保された。この結果、本計画が目標としている「災害に強いまちづくり」が推進された。

番号 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）


