
   清水都心の成り立ち １ 
●「現在の清水区中心部は、元々、東海道の江尻宿（今の清水銀座を含む地区）と清水湊（今の次郎長通り 

 を含む地区）の2つのまちを出発点に発展していきました。明治になって、港の機能が巴川沿いから現在 

 の日の出地区へ移ったのを皮切りに埋め立てが進み、ふ頭や臨港鉄道（清水港線）が整備され、近代港湾 

 としての清水港が成長していきました。 

●港の発展と合わせて、市街地にも商業・業務・公共施設の集積、交通網の整備が進み、清水都心が形成 

 されました。 

（１）清水都心の歴史 

●清水駅東西の清水駅貨物 

 ヤード跡地を活用して、 

 区画整理や文化・福祉施設 

 整備、再開発を進めました。 

●駅東西の市街地を自由通路 

 で結び、バスローターリー 

 や駅舎の機能も高めること 

 で、回遊性の高いまちづくり 

 を推進してきました。 

清水駅周辺整備事業 

日の出地区再開発事業 

●清水都心の「みなと」と「まち」は、平成に入ってからも、港湾機能、鉄道機能などの時代の変化に 

 あわせて、集中的なまちづくりを進めてきました。 

駅西口の一体的整備 

文化施設「マリナート」の整備 

駅東西を結ぶ自由通路 

●近代清水港発祥の日の出  

 地区において、物流から 

 賑わいへの転換が図られ、 

 緑地整備や商業施設開発が 

 行われました。 

●街なかでは、日の出へつな 

 がるエスパルス通りや清水 

 港線跡自転車歩行者道の整 

 備、住宅を含む再開発事業 

 などが進められました。 

●「まち」「みなと」の一体 

 的な整備により、現在の 

 ウォーターフロントの礎が 

 築かれました。 

エスパルス通りの整備 

清水駅周辺整備事業 （平成５～２７年度） 

日の出地区再開発事業（平成５～１８年度） 

○開発前の日の出地区周辺（昭和62年撮影） 

○開発中の日の出地区周辺（平成11年撮影） 

日の出マリンパークの整備 

（２）清水都心の魅力や機能を高めるために進めてきた整備 

明治２２年 昭和５年 昭和４５年 昭和６０年 

江尻町と清水町の２つの

まちを中心に市街地が 

形成されていました。 

埋立てや鉄道整備が進み、

２つのまちを繋ぐ市街地

が形成されてきました。 

戦後の復興とともに、港

の発展と市街地の拡大が

進みました。 

高度経済成長期には、更

に市街地の拡大と都市機

能の集積が進みました。 

現在と同じ市街地が 

形成されています。 

清水町 

物流・産業の変化 

コンテナ化進展や 

臨港鉄道廃止 

波止場 

埋め立てや
鉄道の整備 

戦後の市街地 

復興と拡大 

江尻町 

貨物線 清水港線 清水港線 

昭和３０年 



   清水都心の現状 ２ 
●「清水都心」は、近代以降の港湾工業都市としての発展を経て、現在も、周辺の地区と比べて、商業・業務 

 施設、公共施設が集積しています。 

（３）清水都心の都市機能の集積状況 

（４）清水都心への公共交通アクセスの状況 

●「清水都心」は、「清水駅」「新清水駅」の２つの鉄道駅、そして、清水駅前のバスターミナルという交通 

 拠点もあり、公共交通で周辺からアクセスしやすい地区になっています。 

三保方面  梅蔭寺・ 
市立病院 
方面  東静岡方面  北街道方面  厚生病院方面  

梅ヶ谷・蜂ヶ谷 
・山原方面  庵原方面  

横砂・但沼方面  
桜橋駅・桜が丘高校前 

東進（清水駅方面） 
    ４１本／平日 

西進（市立病院方面） 
    ４１本／平日 

ＪＲ清水駅前 

  発 ４１１本／平日 

  着 ４２５本／平日 

※平成２９年１月末時点 時刻表に基づく 

バス100円均一区間 

（ＪＲ清水駅～波止場） 

清水区役所 

北進（清水駅方面） 
    ２３０本／平日 

南進 １９０本／平日 

●鉄道の運行状況 

 ①ＪＲ東海道本線 清水駅 

  興津方面 １０２本／平日 

  静岡方面 １０１本／平日 

 

 ②静岡鉄道 新清水駅 

  新清水方面 １５３本／平日 

  新静岡方面 １５１本／平日 

 

●水上バス ８便／平日 

清水都心⇔清水区各方面をつなぐ  『バス』 ネットワーク 

ＪＲ清水駅 現清水庁舎 

新清水駅 

商業施設（赤色）が 
特に集まっている場所 港湾関連の業務施設（白地赤枠）

が特に集まっている場所 



   地震津波災害等の予測 １ 
（１）清水都心の主な災害リスク 

●静岡県第４次地震被害想定では、東海地震のように、発生頻度が比較的高く、発生すれば大きな被害をもたらす 

 地震・津波を「レベル1」、発生頻度は極めて低いが、発生すれば甚大な被害をもたらす、あらゆる可能性を考慮した  

 地震・津波を「レベル２」と想定しています。 

●ここでは、静岡市への影響が最大となる地震として、レベル２の「南海トラフ巨大地震」（マグニチュード 

 9.0程度）の場合に想定される災害リスクを示しています。 

① 津波浸水区域 

市全域の沿岸部で、レベル２の地震・津波により、

最大３ｍの津波浸水深が想定されています。 

② 津波到達時間 

沿岸部では、レベル２の地震・津波により、10

分以内に浸水が開始されると想定されています。 

●東日本大震災における被災状況と静岡県第４次地震被害想定による清水庁舎付近の想定浸水深 

都 市 沿岸部の浸水深 浸水深 

陸前高田市 １２～１８ｍ超 河川から約４㎞上流地点で浸水深10ｍ 

仙台市 ４～１２ｍ超 沿岸から約３㎞内陸地点で浸水深３～４ｍ  

清水区（江尻・日の出） 最大３ｍ 沿岸から約340ｍ（清水庁舎）想定浸水深 最大2.2ｍ 

③ 東日本大震災との比較  

東日本大震災における２都市との浸水深からみた被害の程度を比べると、東北地方を襲ったような浸水は

想定されていません。 

しかし、東日本大震災を教訓にあらゆる可能性を考慮した南海トラフ巨大地震（レベル２の地震・津波）

に対する防災対策を進めます。 



   災害に備える ２ 
●江尻・日の出地区にレベル１の地震・津波を防ぐ防潮堤

が県により建設されます。 

●この防潮堤は、レベル２の津波に対しても、浸水する区

域や深さを軽減したり、津波が到達する時間を遅らせたり

する「減災」の効果が期待されます。 

（１） 防潮堤の整備 

●新しい清水庁舎や新しいＪＣＨＯ桜ヶ丘病院は、レベル  

 ２の地震や津波も考慮した、十分な耐震性能を備えた建 

 物とします。 

 

●津波被害を想定し、ピロティ構造にすることや非常用 

 発電機などや災害対策本部を上階に設置します。 

 

●沿岸部に地震や津波に強い建物が増えると、建物内の人 

 の命を守るだけでなく、津波による流出物を食い止め、 

 火災の延焼も抑えるなど、地震や津波による被害が軽減 

 され、まち全体の早期復旧や復興につながります。 

（２） 地震や津波に強い建物の整備 

ピロティ構造のイメージ  ピロティ１階のイメージ          

最大浸水深 

 ２．２ｍ（清水庁舎） 

１階の高さを 

浸水深以上確保 

津波の力 

●津波避難ビルや津波避難タワーは、地震による津波から 

 一時的に避難するための耐震性を有した施設です。 

●地域全体の津波避難ビルを増やすため、多くの企業など 

 にも協力を働きかけます。 

●「清水港海岸江尻・日の出地区津波防護施設整備計画」では、 

 県により３箇所の津波避難タワー整備が予定されています。 

（３） 津波避難ビル等の増設 

電気設備などや
災害対策本部を
上階に設置 

津波対策のイメージ 耐震性能確保のイメージ 

制震構造などによる
耐震性能の確保 

●地域の皆さんが自ら正しい避難行動がとれるよう、各世帯  

 に津波避難マップを配布し、市政出前講座や小中学校での   

 防災教育に取組むと共に、津波避難訓練も実施しています。

●津波防災地域づくりを総合的に推進するため「津波防災地域 

 づくり推進計画」の策定作業を進めています。 

 この計画は、「安心・安全な暮らしと、活気・賑わいが両立 

 するまちづくり」を基本的な方針とし、民間事業者との連携 

 や避難施設の充実による安全な都市拠点の実現を目指します。 

（４） 津波防災地域づくりの推進 

津波避難ビル 津波避難タワー 

津波避難マップ 津波避難訓練の写真 

この整備例は、清水港海岸江尻・日の出地区津
波防災対策委員会で検討した津波防護施設整
備計画（委員会推奨案）の考え方を踏まえ、津
波防護施設を整備した場合のイメージであり、
施設の整備位置・構造等については、確定した
ものではない。 

出典：静岡県ホームページ 「静岡県清水港海岸 江尻・日の出地区津波防護施設整備計画」  

１階部分を柱だけの空間として 

２階以上に居住空間などを建築する方法 

出典：静岡県ホームページ「レベル1津波対策の施設整備による減災効果」 

出典：国土交通省ホームページ 

   「津波浸水のおそれがある地域における庁舎整備の計画例」 
   （www.mlit.go.jp/common/000217021.pdf）を加工して作成 

http://www.mlit.go.jp/common/000217021.pdf


 

 

   発災後の対策 ① ３ 
①上水道 

 ●水道施設には地震発生時に大規模漏水などの二次被害を防ぐため、自動的 

  に水の供給を止める装置が取り付けられています。想定される南海トラフ 

  巨大地震時（震度６弱以上）では、市内のほぼ全域で断水が発生します。 

 ●市内10箇所の救護病院（静岡7箇所、清水3箇所）について、優先的に給 

  水車による応急給水を実施します。 

  新しい病院や庁舎は３日分以上の水の備蓄を行います。 

 ●日本各地からの水道事業体からの応援により、避難所等で給水活動が可能 

  となるまでには、地震発生から４日から７日間程度かかる見込みです。 

  このため、市民の皆さんには、人間の生命維持に必要な１人１日３リット 

  ルの水を、７日分の備蓄をお願いしています。 

 ●市内には、耐震性貯水槽を40箇所（静岡26箇所、清水8箇所、蒲原3箇所、 

  由比3箇所）設置して、地震発生時の飲料水の確保にも備えています。 

  また、給水栓が設置されている小中学校の受水槽（静岡48箇所、清水22 

  箇所、由比1箇所）の水も、非常時用に使用することができます。 

（１） ライフラインの復旧 

●本市の沿岸部は、津波の避難対象地域に指定されており、津波警報が発表されている間は避難指示が継続することになります。 

●東日本大震災では、地震発生から津波警報が解除されるまで最長で約４１時間を要したことから、想定される最大クラスの 

 南海トラフ巨大地震が発生した場合、同程度の期間の立ち入りを制限することになります。 

②下水道 

 ●下水道施設は被害状況を把握するため、発生後から概ね１週間以内に、 

  管路、施設の緊急点検を実施します。併せて、下水道管の破損による緊急 

  輸送路等の道路陥没、道路への上下水流出、液状化によるマンホールの 

  浮上などが発生した場合、緊急措置又は応急復旧により道路の安全確保・ 

  衛生環境の保全に努めます。 

 

 ●本復旧の完了までに相当の期間を要する場合は、仮設配管の設置や処理場 

  での汚水の簡易処理などにより、汚水処理の維持に努めます。 

 

 ●緊急輸送路下の埋設管路や浄化センターと防災拠点（避難所、病院等） 

  をつなぐ管路施設から優先的に防災対策を実施しています。 

  浄化センターなどの建物の耐震対策は平成２０年度に完了しています。 

 

③通信 

 被災時にはおいて、市の災害対策本部や地区支部などは、防災行政無線、衛星携帯電話、災害時優先電話などで通信を確保し 

 て対応いたします。また、通信事業者には早期復旧をお願いします。 

④電力、都市ガス  

 事業者に早期復旧を要請します。なお、新しい庁舎や病院では、自家発電設備の設置と３日分以上の燃料の備蓄を行います。  

給水活動 

耐震性貯水槽 

下水道管の耐震継手設置 

下水道施設の応急復旧のイメージ 



   発災後の対策 ② ４ 
（１）緊急輸送路と道路啓開 

① 緊急輸送路（きんきゅうゆそうろ） 

  ●地震直後から速やかな避難や救援救護、物資支援などを行う 

     ため、通行をいち早く確保する重要なルートです。 

   主に高速道路、一般国道及びこれらを連結する幹線道路など 

   が位置付けられています。 

 ●市では、緊急輸送路が確保できない場合に備え、事前に緊急 

    輸送路に代わる「優先ルート」を複数選定しています。 

●清水都心における緊急輸送路 

 ・国の緊急輸送路（中部版くしの歯ルート） 

  ⇒ 国道150号、国道149号、袖師臨港道路、清水インター線 

        ※国土交通省ではくしの歯ルートの名称を使用しています。 

 ・市の緊急輸送路 

  ⇒ 国道150号、国道149号、駒越富士見線、入江富士見線 

 ・優先ルート 

  ⇒ 静岡草薙清水線（南幹線など） 

  ② 道路啓開（どうろけいかい） 

   ●災害などによりガレキや土砂で道路が塞がれた時、緊急車両等の通行のために早急に最低限の 

   幅（１車線程度）を確保するため、道路を切り啓くことです。 

  ●道路啓開の考え方 

   ・様々な活動支援を行う事が出来る様に、「緊急輸送路」を通行できるようにします。     

   ・計画目標は3日以内に実施します。 

   ・ガレキや土砂の撤去作業に時間を要する場合は、緊急輸送路に代わる「優先ルート」の通行が 

    できるように道路啓開を行います。 

●清水区の災害対策本部は、清水区役所に設置されます。 

●津波警報等発表時には、浸水想定区域外の清水消防署にその代 

 替機能を設けることとしています。  

●様々な災害を見据え、耐震性能を万全に備えると共に、沿岸部 

 での津波災害にも対応した最大限の設備や機能を備えます。 

（２） 区役所の災害対策本部機能 

災害対策本部 



   防潮堤の整備イメージ 「清水港海岸 江尻・日の出地区津波防護施設整備計画」  ５ 
出典：静岡県ホームページ「清水港海岸 江尻・日の出地区津波防

護施設整備計画  



   JCHO桜ヶ丘病院の概要 １ 
●開設者  独立行政法人 地域医療機能推進機構（JCHO） 

●所在地  静岡市清水区桜が丘町１３番２３号 

●病床数  １９９床（一般病床） 

●診療科目 内科 外科 整形外科 泌尿器科 眼科 歯科口腔外科 放射線科 

●建築年  昭和３４年～３９年 

（１）病院の概要 

（２）桜ヶ丘病院の移転をめぐる経緯 

年 内         容 

1994（平成6）年 社会保険庁が旧清水市に対し、病院移転改築のための 

適地確保を要望 

1996（平成8）年 旧清水市が大内新田を適地として協議 

2001（平成13）年 旧社会保険庁が大内新田の土地約３ヘクタールを取得 

2002（平成14）年 国が社会保険庁病院の整理合理化計画を発表 

2006（平成18）年 

 

清水区自治会連合会などが13万人の署名を集め、厚生労働省に病院存続と 

早期改築を要望 

2014（平成26）年 病院の運営が、地域医療機能推進機構（ＪＣＨＯ）に移行 

2015（平成27）年 ＪＣＨＯが大内新田への移転を白紙に戻し、静岡市に新たな移転候補地の 

選定を依頼 

2016（平成28）年 静岡市が、ＪＣＨＯに対して移転候補地２箇所を情報提供 

静岡市が、清水庁舎を優先候補にするとＪＣＨＯに伝達 

2017（平成29）年 

 

ＪＣＨＯが、清水庁舎への移転が適切であると表明 



   静岡市の医療救護体制の概要 ２ 
（１）医療救護施設の区分と役割 

（２）救護所の役割、医療救護活動 

区 分 主な機能 

救護所 ・軽症患者の受入れ 

救護病院 ・中等症患者の受入れ ・重症患者の搬送対応 

災害拠点病院 ・重症患者の受入れ ・広域搬送対応 ・DMAT等の受入れ 

●設置場所 

 指定避難所となっている学校等 

 のうちから事前に指定 

●救護所の役割 

・医療救護対象者の重症度・ 

 緊急度の判定（トリアージ） 

・軽症患者の受入れ及び処置 

・中等症患者及び重症患者の救護病院 

 及び災害拠点病院への搬送手配など 

清水東高等学校（秋吉町） 入江小学校（追分） 第二中学校（神田町） 

船越小学校（北矢部） 第四中学校（村松） 三保第二小学校（折戸） 

第六中学校（天王西） 有度第一小学校（有度本町） 第七中学校（草薙） 

庵原小学校（庵原町） 興津中学校（興津中町） 小島中学校（但沼町） 

両河内中学校（和田島） 由比中学校（由比） 蒲原中学校（蒲原） 

蒲原西小学校（蒲原新田）     

●医療従事者 

・医師会等との協定により、近隣の開業医などが救護所へ参集 

（３）救護病院の役割、医療救護活動 

●設置場所 

・公的病院等のうち、主に中等症患者に迅速な対応が 

 可能である病院を指定 

●清水区内の救護所（１６か所） 

区 病院名 
葵区 静岡県立総合病院（拠点） 

静岡県立こども病院 
静岡市立静岡病院（拠点） 
静岡赤十字病院（拠点） 
ＪＡ静岡厚生連静岡厚生病院 

駿河区 静岡済生会総合病院（拠点） 
静岡徳洲会病院 

清水区 静岡市立清水病院（拠点） 
ＪＡ静岡厚生連清水厚生病院 
JCHO桜ヶ丘病院 
共立蒲原総合病院（富士市） 

（４）災害拠点病院の役割、医療救護活動 

●設置場所 

・災害拠点病院は、救護病院で対応できない重症患者や 

 広域搬送患者への対応が可能な病院を県知事が指定 

・市内の災害拠点病院は、現在５病院、すべて市の 

 救護病院 


