
「静岡市国土強靭化地域計画（素案）」に対するパブリックコメントの実施結果 

 「静岡市国土強靭化地域計画」の策定にあたり、市民の皆様から多くのご意見をいただ

くために、令和２年９月 23 日に計画素案を公表し、パブリックコメントを実施したとこ

ろ、貴重なご意見、ご提案をいただきました。 

 このたび、実施結果と本市の考え方をとりまとめましたので公表します。 

１ パブリックコメントの実施概要 

（１）実施期間 

   令和２年９月 23 日（水）～10 月 23 日（金） 

（２）意見提出方法 

   郵送、FAX、直接持参、電子申請、その他（職員が受け取りに行く 等） 

（３）計画素案の周知方法 

  ・市ホームページへの掲載 

  ・各区役所の市政情報コーナー（葵区/静岡庁舎新館１階、駿河区/駿河区役所３階、

清水区/清水庁舎４階）への配架 

  ・生涯学習センター及び生涯学習交流館への配架 

  ・各区の自主防連絡会での周知や、自治会等への出前講座を活用した周知  

  ・静岡産業大学冠講座で開催した国土強靭化に関する講座での計画素案の配布 など 

２ パブリックコメントの実施結果 

（１）意見提出件数   128 件 

   （提出方法：電子申請 36 件 FAX８件 直接持参 47 件 その他 37 件） 

（２）意見提出者の属性 

  ① 意見提出者数  100 人 

  ② 性別      男性 71 人 女性 17 人 性別未回答 12 人 

  ③ 年齢       

19 歳以下 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 未回答 

25 人 13 人 ５人 14 人 16 人 ９人 ９人 ９人 

  ④ 居住地     葵区 34 人 駿河区 22 人 清水区 13 人 市外 25 人 県外２人 

未回答４人 

  ⑤ 職業      会社員 27 人 公務員 11 人 自営業３人 専業主婦（夫）２人 

            学生 37 人 パート・アルバイト５人 その他５人  

未回答 10 人 



（３）意見の内容 

意見の種類 件数 

計画全般への意見 27 件 

第１章 基本的な考え方 18 件 

第２章 静岡市の概要 ０件 

第３章 脆弱性評価 ６件 

第４章 国土強靭化の推進方針 ４件 

第５章 計画の推進 15 件 

第６章 重点プログラムの推進のための主要な取組 29 件 

第７章 先進取組と事業実施状況及び国土強靭化指数 ２件 

別紙 プログラムごとの脆弱性評価結果 11 件 

その他 16 件 

総数 128 件 

（４）ご意見への対応状況 

対応状況 意見数 

修正 御意見の趣旨を踏まえ計画の記載内容を修正したもの ４件 

賛同 素案に対して賛同していただいたもの 28 件 

参考 今後の取組の参考とさせていただくもの 53 件 

その他 感想や質問、意見など 43 件 

合計 128 件 

（５）主なご意見 

 ・自助、公助、共助の重要性と防災リーダーの育成 

 ・災害時の地域交通ネットワークの分断の回避 

 ・SDGｓを計画に位置付けることへの理解 

 ・緊急情報防災ラジオの販売方法 

 ・防災情報の発信力の強化 

 ・国土強靭化地域計画を市町が作成することへの異議 

 ・避難所の運営に関する対策方法 

 ・災害に強い市になってほしい       

 ・民間事業者が国土強靭化に資する事業に取り組むメリットはあるのか。 

 ・平易な文章、一般的な用語を意識して作成すれば、理解しやすい計画になると思う。 

 ・地籍調査は災害の復興に有効な事業であるため、遅延なく進めていただきたい。 

 ・重要物流道路及び補完路線整備事業とはどのような事業か。        

 ・新型コロナウイルス感染症との戦いという厳しい環境下であるからこそ、国土強靭化 

対策は重要である。     等 



№ 意見タイトル 意見概要 市の意見 反映状況

1 概要版について 全体的にわかりやすくまとめられていると思います。
多くの市民に理解していただくよう、わかりやすい表現に努
めました。

賛同

2
強靱性の定義が盛り込まれていな
い

別紙１に国土強靱化とはの16ページに、平時に活用できる工夫とあります。しかし、
全体を通して平時に活用できる視点が書かれていません。全て災害時の視点です。災
害発生時に安全に対応するために平時に何をするというのが、平時に活用できるとい
う視点ではありません。例えばですが、67ページの２－８は平時にはどのような方で
も気軽に施設を訪れ使うことができ、その際にそこが高機能な避難所としても機能す
るのだと常日頃から理解が浸透するようにして、災害時には安全に機能し避難者を守
る、ということだと思います。全体を通して、レジリエンス（強靱性）の本意を理解
しておられないように思います。

平時にも有効活用できる事例として、海岸沿いの防風林が挙
げられます。本市においては、三保松原が砂防と防風の役割
を果すとともに、富士山を背景にした景勝地としての役割も
果たしています。また、三保には「命山」という津波発生の
際の避難地がありますが、このような施設も住民のための公
園として活用することができます。
ご指摘いただいた防災施設等の平時活用についても、今後の
計画の進捗管理の中で検討してまいりたいと思います。

参考

3
５）計画の推進　４－２の高齢者
等の災害弱者について
マイタイムラインのプッシュ通知

国土強靭化を進めていく上で、ハードとソフトの両面からの対応が求められると思い
ます。マイタイムラインの自治会やＳ型デイサービス等でも更なる普及啓発が必要か
と思います。例えば、静岡市ＬＩＮＥ公式アカウントの中に、マイタイムラインを設
定し、実際の発災時には住んでいる地域ごとに避難開始をプッシュ通知をする等の工
夫をするなど、マイタイムラインの用紙の他、ラジオ、テレビ、無線と合わせた通知
が必要であると共に、災害弱者へのタブレットやスマホ講習も同時に進めていかねば
ならないと考えます。（デジタルミニマムの考え方の導入）

マイタイムラインについては、本市ホームページ等で周知し
ていますが、まだ十分に市民に浸透しているとは思えませ
ん。自主防災組織や自治会の会合などで地道にその必要性を
訴えていく活動が求められていると思っています。また、ラ
インなどのＳＮＳによる情報発信についても、今後の検討課
題とさせていただきます。

参考

4
静岡市国土強靱化地域計画の「見
せ方」について

静岡市地域防災計画は、ほとんどが長文で説明をしており、とっつきにくく良く読み
込まないと分かりにくい一面があるように感じます、その一方で国土強靭化地域計画
は、リスクシナリオの提示や取組内容の進捗管理など見やすく分かり易い工夫が多用
され、それらも「見える化」等で一目瞭然の感があります。
　地域防災計画と比べ防災上どちらが上で、どちらが下という議論ではなく、両方を
併せ持って進めていくことが重要ではないか、と考えます。

ご意見のとおりだと思います。地域防災計画は、災害対応の
バイブルと位置づけられており、そのアクションプラン的な
役割を果たすものが国土強靭化地域計画であると思います。
災害が起きる前にまず何をやらなければならないか、この点
を特に強調して計画を作成しました。

賛同

5 国土強靭化 放任竹林対策事業ありがたいです。どんどんすすめてください。
放任竹林対策事業などの山林の保全活動が、台風襲来時の土
砂崩れを防ぐことにつながることもあります。今後も当該事
業を計画の中に位置付け、推進してまいります。

賛同

6 計画の推進

大規模自然災害発生直後、橋・道路の大きな被害で地域分断された時に、地域（長田
南では丸子川、小坂川の橋の倒壊、土砂崩れによる道路寸断で小坂、用宗石部、広
野、青木、大和田と地域が分断された場合）の住民が仮に1週間生存できるための
ハード、ソフト両面の施策を講じた地区計画案を追加して欲しい。住民と行政のまち
づくりワークショップ方式を土台にして行政でとりまとめて欲しい。

大規模自然災害が発生し、孤立集落が発生することもありま
すが、その際には地域の集会所などが避難所となることもあ
ると思います。中長期間の避難においては、避難所の運営を
いかに適切に行えるかということが課題となり、避難所の運
営のあり方については、各区の地域総務課による出前講座の
ほか、静岡県が主催する避難所運営訓練の開催などがありま
すので、是非積極的にご活用ください。また、県が発行して
いる避難の際の手引きや、マニュアルなども是非ご一読くだ
さい。

参考



7

（６－１）自助、公助、共助、を
適切に組み合せる。
（６－３）防災、減災のリーダー
的人材を育成する。

地域の防災を考えるに当って、自助、公助、共助は必要な要素です。防災リーダーや
ボランティア組織を育てる上で各自治会組織の活用は非常に大事で有効と思います。
特に持家の若い人達の参加が大事です。

高齢化が進む中では、地域の若者に積極的に自主防組織など
に加わっていただく必要があります。そのような機運が醸成
されるよう、今後も出前講座などで防災活動のあり方を説明
してまいります。

賛同

8
効率的な地域交通ネットワークに
ついて

効率的な地域交通ネットワークの形成が、災害時の地域交通ネットワークが分断する
事態をどのように防ぐのか、不明です。平時の路線維持と被災時の対応は別かと思い
ます。

自然災害発生時には、道路が寸断されることがあるため、そ
の場合の道路啓開の方法を、国、県、市が一体となって検討
しています。さらに、そのための訓練も毎年行うなど、実効
性を伴った道路啓開ができるよう鋭意努力しております。

参考

9
解析している分野が多すぎて理解
しずらい。

第３章の16～17ページにリスクシナリオの一覧が載っており、44のリスクがあげられ
ている。そして、第５章の「計画の推進」の章の34ページで、44のリスクから重点化
すべきプログラムの選択として、22のリスクに絞られているが、その選択方法の記載
がないため、唐突に選択されているように思えるので、その根拠も記載してもらえる
と理解しやすい。さらに、50ページの⑥、⑦で、22のリスクのうち、１と２の枝番だ
けが抽出され、53、54ページで「見える化」された数値指標が示されている。ここ
も、すべてを示さず部分的に抽出した具体的根拠が不明である。様々な角度から解析
していただいているのは丁寧でいいが、若干、風呂敷を広げすぎて、まとめるのが困
難になっている感じもするので、素人が見ても迷わない程度のボリュームに抑えても
らえると受け入れやすいと思います。

当該計画は、国のガイドラインに従ったやり方で作成してお
り、ご指摘のようなリスクシナリオの絞り込みについても、
地域特性や県の計画との整合を図りながら選択しておりま
す。文章中には、その点を簡潔に表記しており、22のすべて
のリスクシナリオの選定理由までは紙幅の関係で表記してお
りません。

参考

10
４　災害発生直後からの情報通信
機能について

外国人住民が、災害時にパニックにならないよう、避難誘導情報の多言語化が必要。
同報無線、庁舎・公共施設でのアナウンス放送など

取組内容の「１－５」に、「外国人向け防災意識啓発セミ
ナーの実施」がありますが、そのような事業においても、わ
かりやすい日本語や多言語表示の在り方などを検討してまい
ります。

参考

11 計画に対する取り組みについて
学校、企業、自治会等で取り組みについて市民が理解し協力できる様に進めて欲しい
です。

防災啓発においては、わかりやすい説明に努めてまいりま
す。

参考

12 長尾川の氾濫が心配 川合のカバ公園の前あたりの長尾川の川底が浅いようにみうけられる。 関係課に情報提供します。 参考

13
行動が遅い、民間の方が共々の事をいろいろシュミレーションしている。期待はして
いない。想定外だったと言って終わるのがわかっている。

災害発生時の迅速な初動対応ができるよう、今後も実効性を
確保した防災訓練を行ってまいります。

参考

14 長尾川と巴川で液状化の情報がほしい。
液状化に関するハザードマップについては、静岡県の動向を
見据えながら検討してまいります。

その他

15 強風対策 年々強くなる風に対して、慣れていない為、自宅での対策
本市ホームページに掲載しております。ぜひ、ご覧くださ
い。

その他

16 避難について 長尾川の洪水。川合山周辺の土砂災害。 貴重なご意見ありがとうございます。 参考



17
広報の放送（緊急放送や同報無線）が聞きとりにくいです。（防災以外の時も）突
風、竜巻について静岡市の現状

同報無線による放送が聞き取りにくい場合には、同報無線で
放送した内容を電話で確認できる「防災情報電話案内サービ
ス」を実施しています。 ぜひご活用ください。

その他

18
・第３章　脆弱性評価
・第７章　先進取組と事業実施状
況及び国土強靱化指数

第３章において「９の事前に備えるべき目標」から、「44のリスクシナリオ」、「６
の貴重な課題と主な対応施策」まで、静岡市独自の特徴を踏まえた計画推進に必要な
課題等が体系的に整理されていて判りやすい。
　また、第７章に示されている「静岡市国土強靱化指数」の設定により、各施策の取
組状況が我々市民の側からでも容易に確認でき、事業の見える化により市全体の防
災、減災意識の向上につながってくると考えることから、単年度毎に公表をお願いし
たい。

計画に対する評価ありがとうございます。今後も毎年進捗管
理を行っていきますので、その内容は本市ホームページなど
で公表してまいります。

賛同

19

起きてはならない最悪の事態（44
リスクシナリオ）
１－１、１－２、３－２、５－
２、５－３、５－４、６－１

清水区の沿岸部に住む私としては、JR清水駅東口の整備状況が気になるところです。
静岡市は３－２に記載してあるとおり新しい清水庁舎を建設予定であり、静岡県は防
潮堤を整備する計画があると聞いているので、国土強靱化地域計画は人命にかかわる
問題であり行政の弊害が露呈することなく、市と県が連携した計画となるようにして
もらいたい。また、このエリアは市はサッカースタジアムを誘致し、県は駿河湾フェ
リーの船着き場を魚市場賑わいゾーンに建設予定があるとも聞いているので、大規模
津波を想定したペデストリアンデッキへの接続等も漏れなく検討してほしい。

計画に位置付ける取組については、国や県の事業を促進する
ものも含まれています。今後も県市一体となった防潮堤整備
促進などを推進してまいります。

参考

20 計画全般
役場内での計画として策定しているものと考えるので、仕方ないこととは思います
が、できればもう少し平易で一般的な文言も使用して記述していただければ、市民に
とっても馴染みやすいものになるのでは、と思います。

「国土強靱化」を始めとした専門用語が多用されており、市
民の皆様にとっては、わかりづらい内容となっているかもし
れません。計画概要の市民周知の課題とさせていただきま
す。

参考

21 第１章３「計画の位置付け」
図中に「地域の特性」という言葉が出てきますが、この計画において用いられる「静
岡市の特性」は、第２章「静岡市の概要」第３章「脆弱性評価」の２つで示されてい
ると考えてよろしいでしょうか。

第２章、第３章の他、「第１章　基本的な考え方」において
も、土砂崩れの発生や浸水被害などの脆弱性についても言及
しています。

その他

22 第１章３「計画の位置付け」

県と市町村の計画が調和を図ることは理解できるのですが、そうであれば、国の計画
に対して県と県内各市町村が共同して「〇〇県国土強靱化地域計画」を作成し、そこ
に市町村の内容も包含させて作成した方が、労力や時間の節約、その後の修正への対
応などに有利なのではないでしょうか。

国の方針としては、都道府県や政令市だけでなく、市町村単
位までの計画策定を求めています。国土強靭化は国、県、市
町が一体となって推進するという意図があると考えており、
県が計画を取りまとめるやり方を当初から想定していなかっ
たと思います。

その他

23
第１章８「静岡市国土強靱化地域
計画とＳＤＧｓ」

ＳＤＧｓが求める方向性などは理解しているつもりですが、この計画にＳＤＧｓを連
携させることで、市民に還元される何らかのメリットはあるのでしょうか。

本市が一体となって推進しているＳＤＧｓを国土強靭化地域
計画に取り入れることで、災害対応においても、持続可能性
の重要性を市民に認識していただけるようになると考えてい
ます。

その他



24 第１章３「計画の位置付け」

「本市総合計画に位置付ける各分野・各計画を横断し、連携を図り、・・・」との文
言は市民からの視点ではわかりにくいと思います。例えば、「市役所の各部署が連携
を図り、計画を作る段階から横断面的な視点もち、それぞれの意見を出し合って形と
内容を決めていく」などの表現ではいかがでしょうか。

「本市の各部署等が連携を図り、計画を作る段階から横断面
的な視点もち、それぞれの意見を出し合って形と内容を決
め、」という表記に改めます。

修正

25 第１章３「計画の位置付け」

最も核となる内容の１つである「事前に備えるべき目標とリスクシナリオの調和・整
合を図る」のであれば、県が市町村と調整・連携を図りつつ、その部分も包含した計
画を作成する考えもあるのではないでしょうか。そもそも、市民と直接つながってい
る市町村にこのような大きな計画を作る（継続して管理する）余力はあるのでしょう
か。

町や村などの人口の少ない自治体では、このような計画を策
定することは困難であると思います。国はそのような小さな
自治体は、近隣の市町が共同で計画を策定することも認めて
おり、そのようなやり方を採用する自治体も多いと考えられ
ます。

その他

26
第１章４「国土強靱化計画と地域
防災計画との関係」

表によって、それぞれの違いは何となく理解できますが、より大きな範囲のカバーを
想定している強靱化計画の実行においては、より大きなお金が必要とされるのではな
いでしょうか。この時、防災に使うお金とのバッティングが起これば、更にお金が必
要になると思いますが、大丈夫なのでしょうか。

国土強靭化計画は、地域防災計画のアクションプランとして
の役割も果たしていると思います。従って、地域防災計画と
国土強靭化計画は二律背反的な関係になるのではなく、同一
性を有する計画であり、この計画の策定により、事業費が増
大することには必ずしも結びつかないと考えています。

その他

27 第１章10「特に配慮すべき事項」

この部分の（２）に「民間事業者に対して国土強靭化に対する自主的な投資を促す」
旨の記述があります。考え方として正しく思うとともに、民側には「メリット、特に
営業上のメリット」が無ければ、なかなか動きにくい面もあるのではないかと思いま
すが、その点に関する説得材料などはありますか。

民間企業は、自社の利益を追求する活動だけでなく、ＣＳＲ
（企業の社会的責任）活動によって企業の付加価値を高める
取組も重要視しています。国土強靭化に資する活動も、その
ＣＳＲ活動の一環であることから、国内の大企業では、国土
強靭化に関する様々な取組に着手し、国からの認証を受けて
いる事例も数多く見受けられます。

その他

28

第６章１－４「大規模な土砂災害
による多数の死傷者の発生のみな
らず、後年度にわたり国土の脆弱
性が高まる事態」

表に示された５つの取組はその通りだと思いますが、中山間地に限界集落の予備グ
ループが多いこと、その中山間地の居住地が土砂災害警戒区域に指定されていること
が高いことなどを考え合わせると、今後、長期的な視点からも(非常に酷な選択肢で
あるとは思いますが、)居住地の変更（中山間地居住者の都市近郊への移設）も施策
として掲げておくべきものと考えます。

中山間地域の住民の集団移転については、過去にはダム建設
の際に行われていますが、１つのコミュニティが喪失するこ
とから、現実的には非常に難しい判断であると思います。

参考

29
第６章２－３「消防・警察・自衛
隊等の被災等による救助・救急活
動等の絶対的不足」

消防団員の確保が必要なことは理解できますが、そもそも、必要数の理論的な算定に
基づいて、消防職員の確保も併せて必要となるのではないでしょうか。それとも、現
在のメンバーで各種の事態に対応可能ということでしょうか。

消防団員数については、地域の実情に応じて、業務を円滑に
遂行するために必要な人員数を条令で定めています。また、
消防職員については、消防力の整備指針を参考に、必要な職
員数を条令で定めております。各種災害対応を行っていくう
えで条例定数確保は必須であり、現在、積極的な消防団員入
団促進、消防職員採用活動を行っております。

その他

30
第６章２－３「消防・警察・自衛
隊等の被災等による救助・救急活
動等の絶対的不足」

消防団員の増加数が令和４年度末までに＋30とのことですが、これは、必要性の上で
の何らかな数的な根拠に基づいた数字であるものでしょうか。人口比から考えて、よ
り多くの団員の方が必要なのではないでしょうか。

全国同様、本市も毎年消防団員が減少しており、まずは、増
員を目指し、二けた増である10人を目標値に掲げておりま
す。団員の増員対策は大変厳しい現状ですが、令和２年度か
ら導入した機能別団員制度を活用し、より多くの団員を確保
できるよう広報活動を行い、入団促進を図ります。

その他



31

（別紙）「プログラムごとの脆弱
性評価結果」２－２「多数かつ長
期にわたる孤立地域等の同時発
生」

「ヘリコプターが活動できる割合として、100％を維持できるよう」とのことです
が、パイロット（フライトエンジニアを含む。）の確保や機体の整備周期の長さなど
を考えると、100％の維持を目指すよりも、「運用できない場合の代替手段の検討
（例：他県・自衛隊との協力協定などの策定）」に努力を傾注する方向性も必要なの
ではないでしょうか。

本市は航空業務に関し、「静岡県内航空消防相互応援協定
書」にて静岡県・静岡市・浜松市の３機関で協定を締結して
おります。
また大規模災害発生時は、緊急消防援助隊航空小隊等が、隣
接する他県から被災地に対し応援出動するよう計画されてお
ります。

その他

32 リスクシナリオの設定について 必要と考えます。 貴重なご意見ありがとうございます。 賛同

33 重点プログラム推進について 早急な対応が必要で、進めて頂きたいと思います。 貴重なご意見ありがとうございます。 賛同

34
７）計画ＰＤＣＡサイクル、２計
画の見直し 

本計画の見直し時期は概ね５年を目安となっているが、新型コロナウイルス感染症対
策関連に関しては、国からの終息宣言や、収束に向けて何等かの指針が発表された時
点で見直しを行うことができれば良いと思います。

計画の見直し期間に拘らず、必要な見直しを適宜行ってまい
ります。

参考

35 全体
ＳＤＧｓを掲げることにより、より多くのステークホルダーにも自分ごととして感じ
られると思い、好印象をもった。防災・減災の観点から、一歩手前である災害を起こ
さない観点の気候変動対策への取り組みにも一層力を入れてもらえればと思います。

ＳＤＧｓの意義を理解していただき、ありがとうございま
す。本市は全庁挙げてＳＤＧｓを推進していく姿勢であり、
様々な機会をとらえて、その理念を周知してまいります。

賛同

36 計画全般
市役所の公文書として作成しているとのことで、記述要領などが定められているとは
思いますが、ある程度平易な文章・一般的な用語も意識して用いてくれれば、市民に
とっても理解しやすいものになると思います。

国土強靭化を始めとした専門用語が多用されているため、難
解な表現になっていると認識しています。今後の計画の改定
においては、なるべく平易な文書表現に努めるよう工夫して
まいります。

参考

37 第１章３「計画の位置付け」
　計画作成のスタートポイントとして重要な意味のある「静岡市の特性」は、第２章
「静岡市の概要」第３章「脆弱性評価」の２つで示されている内容であると理解して
よろしいでしょうか。

「第１章 基本的な考え方」の「１ 本市における国土強靱化
に向けたこれまでの取組」の中でも、本市の地域特性に つ
いて表現しています。

その他

38 第１章３「計画の位置付け」

　同じようなことを書いてすみません。県と市町村の間において「事前に備えるべき
目標とリスクシナリオの調和・整合を図る」のであれば、前に送らせていただいたよ
うに、県計画に市町村計画を取り込んだ計画を作成するやり方もあるのではないで
しょうか。それにより、市民と直接つながる業務を多くもつ市町村の負担を軽減しつ
つ、県の持つ企画・計画機能を活かすことができると思います。

国の方針としては、都道府県や政令市だけでなく、市町村単
位までの計画策定を求めています。国土強靭化は国、県、市
町が一体となって推進するという意図があると考えており、
県が計画を取りまとめるやり方を当初から想定していなかっ
たと思います。

その他

39 第１章３「計画の位置付け」

県と市町村の計画が調和を図ることが前提であるのならば、国の計画に対して県と県
内各市町村が共同して「〇〇県国土強靱化地域計画」を作成し、そこに市町村の内容
も含めた方が、労力や時間の節約、その後の修正への対応などに有利なのではないで
しょうか。

国の方針としては、都道府県や政令市だけでなく、市町村単
位までの計画策定を求めています。国土強靭化は国、県、市
町が一体となって推進するという意図があると考えており、
県が計画を取りまとめるやり方を当初から想定していなかっ
たと思います。

その他
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第１章８「静岡市国土強靱化地域
計画とＳＤＧｓ」

　ＳＤＧｓが目指すところなどについては賛同する部分もあるのですが、「世界的な
視点」からのＳＤＧｓとこの計画を連携させることで、市として、或いは市民とし
て、何らかのメリットを得ることができるのでしょうか。

現在の生活環境や自然を守るために、必要な公共事業を行う
ことが国土強靭化の目的であり、その目的は持続可能性を謳
うＳＤＧｓの理念と合致します。国土強靭化を推進する中
で、ＳＤＧsを意識づけることで、市民の成熟度が高まって
いくことが期待できます。

その他

41
第６章２－３「消防・警察・自衛
隊等の被災等による救助・救急活
動等の絶対的不足」

　消防職員と消防団員の違いが判っていないために素人的な意見だとは思いますが、
消防団員の確保を図る前に、正規の消防職員の増員を図る必要はないのでしょうか

消防職員と消防団員は、災害現場で共同する関係にあり、特
に常備消防署所から遠隔となる地域における消防団の存在は
不可欠なものとなります。また、大規模災害時においても、
地域に密着した消防団は欠くことのできない消防力であり、
消防団員と消防職員の確保を同時に進めていく必要がありま
す。

その他

42
第６章２－３「消防・警察・自衛
隊等の被災等による救助・救急活
動等の絶対的不足」

消防団員の増加数が令和４年度末までに＋30とのことですが、これは、必要性の上で
の何らかの数的な根拠に基づいたものなのでしょうか。全体が約2,300人おられる中
で約１％の増加で十分なのでしょうか。

全国同様、本市も毎年消防団員が減少しており、まずは、増
員を目指し、二けた増である10人を目標値に掲げておりま
す。
　団員の増員対策は大変厳しい現状ですが、継続的に広報活
動などの団員確保対策事業を行うとともに、令和２年度から
導入した機能別団員制度を有効に活用し、団員数を増加さ
せ、常備消防と連携しながら災害対応力の向上を図ります。

その他

43
８－３　地域コミュニティの崩
壊、治安の悪化について

●行政からの人的支援が重要と考えます。
  被災・減災を主体としたハード事業により深刻な被害を免れた後に発生する治安の
悪化などに対する治安維持の事前ソフト事業を公的機関が主体となって地域住民を支
援する仕組みが必要と考えます。
・被災後の防犯対策（夜間の安全性の確保、一般住宅や商店への人や動物などの侵入
の防止等）
・防犯となる団体の組織化、補助金導入の検討など団体の運営サポートや活動拠点と
なる施設・活動拠点となる敷地などの確保の支援（立地誘導施設促進協定などの導入
検討）
・国土強靭化とまちづくりに対する行政主体のモデル事業（のちに民間主体に移行。
実例を参考に各町内会などで活動化を目指す）
　公助→共助→自助　から　自助→共助→公助へ育てる。
地域ネットワークづくりが持続可能な地域づくりとなると考えられます。

貴重なご意見として参考にさせていただきます。 参考

44
８－３（２）復興まちづくり推進
に関する周知（Ｐ９１）について

被災後、国からの補助を得るためにも、短期間で都市復興基本計画を作る必要があ
る。復興事前対策は、重点的に取り組む課題であると考えます。
特に大きな被災を受けそうな地区で、「都市復興基本計画策定行動指針」周知するこ
とにより、住民がリスクを知ることにつながり、命を守る第一歩になると思う。

都市復興基本計画の策定など、速やかに復興に移行するた
め、復興体制や復興手順、基礎データの事前整理・分析な
ど、復興事前準備を進めております。
また、都市復興基本計画策定行動指針について、本市ホーム
ページやワークショップにて市民に周知しているところで
す。今後も被害の想定されている地域はもとより、より多く
の市民に意識を高めていただけるよう、周知を実施してまい
ります。

参考
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１－２　広域にわたる大規模津波
等による多数の死者の発生

静岡県が発表している津波浸水想定では、静岡市の津波の影響開始時間は、２分で
す。津波避難ビルや、避難タワーまで行く時間があるかは厳しい状況です。
今後、人口減少が進むことにより、宅地の余裕が生まれてくる。
家を新築する場合や建て替えを考えたときに、命を守る選択が必要と考えます。
　政策として、次のようなことを行い、大きな被災が予想される区域から居住人口を
減らしていく。
１．新築する場合、ハザードマップを確認することを義務付ける。
２．津波の危険が想定される地区に建築する場合は、垂直避難が可能な建物とするこ
とを推奨する。
３．立地適正化計画をもとに、安全と考えられる地区に建築する場合は、補助金をだ
す。
人命優先のための事業として取り組んでほしいと思います。

静岡市では、津波防災地域づくり推進計画を策定し、津波か
らの警戒避難体制を構築しています。
具体的には、津波避難ビル等の津波避難施設を確保し、ま
た、津波避難誘導施設を整備するとともに、津波避難マップ
や津波避難計画を作成し、津波避難訓練、津波防災教育を実
施しています。

参考

46
８－５　広域、長期にわたる浸水
被害及び液状化の発生により、復
旧・復興が大幅に遅れる事態

巴川流域貯留浸透施設整備事業について、静岡市のホームページを調べたが、よくわ
からなかった。重点的に取り組む事業であれば、簡単に調べられるようにしてほし
い。
また、液状化に対する対応策は、どのようなものがあるのか、わからなかった。

本市ホームページへの掲載方法についてわかりやすいように
見直します。既存インフラの耐震化や嵩上げについては液状
化対策などを考慮し実施しております。

参考

47 計画全体

１　国土強靱化計画は、起きてはならない最悪の事態を洗い出し、その事態に陥らな
いように、事前にハード、ソフトの事業を実施して備えることだと理解しました。例
えば、予防策を講じず、被災した後に崩壊した施設を構築し直すことを思えば、備え
ることにより被害が大分軽減されることから、結果的には、財政的にもかなり貢献で
きると考えます。もちろん人命を守ることが第一で、その面でも有効な計画だと考え
ます。生命、財産の保護や、財政的なことも考えても、是非、静岡のみならず、日本
全国で早期に進めていって欲しい。
２　計画全体を見たときに、予算的なことの記載がなく、全体の予算規模がつかめな
い。膨大な額になるのであろうが、示していただくとよりわかり易い。

国が示した国土強靭化策定のガイドラインにおいても、事業
費掲載までを求めていませんが、今後の検討課題とさせてい
ただきます。

参考

48
Ｐ56（別紙）プログラムごとので
脆弱性評価結果

実際にはここから計画の主体と感じられるが、44のリスクシナリオごとにまとめられ
ており、分かりやすいうえに、個々の内容についても今後の変更や追加などに個別に
対応できることから、大変良いと感じた。

貴重なご意見ありがとうございます。 賛同

49
Ｐ56　５－２とＰ17　６－１の表
内の書き方について

５内容的には５－２のほうにサプライチェーンという言葉を使うのは理解しやすいで
すが、６－１については、サプライチェーンというと何の？という感じがします、
「ＬＰガス等のライフライン」という表現の方がわかりやすい気がします。

「LPガス等のライフライン及びサプライチェーン」という表
現に改めます。

修正

50 Ｐ26＜水害対策＞について

一つ目の項目に河川の氾濫を防ぐためという表現はありますが、二つ目の項目以降は
内水氾濫対応についても影響することが書かれています。また、Ｐ58　１－３では都
市型水害について記載されているので、Ｐ26の水害対策の項目に都市型水害について
も記載した方が良いのではないかと感じました。

二つ目の項目（内水氾濫対応）は市街地における都市化の進
展等も考慮したもので、都市型水害に対する対応も含めたも
のです。

その他
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Ｐ32　重点化すべき22のプログラ
ムについて

44のシナリオのうち、第５章がすべて重点化から抜けてしまっていますが、５－６な
どは新型コロナウイルスで重要性が再認識されているとともに、地域防災計画にはな
い国土強靱化計画ならではの項目で非常に良い内容と感じますので、重点化できない
でしょうか。

次期計画策定時の検討課題とさせていただきます。 参考

52
Ｐ58　１－３＜被害想定＞　【風
水害】

昨年の伊豆地域や千葉県市原のゴルフガーデン倒壊等にもみられたように、風水害特
に台風では浸水害とともに木強風による被害も多数発生しているため、強風による被
害と倒木や看板等の損壊の対策などを盛り込んだ方がよいのではないでしょうか。

今後の計画の進捗管理の中で、必要となる事業を検討し、盛
り込んでまいります。

参考

53
Ｐ63　２－２　孤立地域における
救難支援体制

孤立地域の取り組み内容に、ヘリコプターによる救難救助体制確立のため臨時ヘリ
ポート（場外離着陸場）の整備を加えてはいかがでしょう。

災害発生時の対応として、孤立集落96箇所に対し、ヘリコプ
ター活動拠点124箇所を設定しており、現時点で100％の整備
状況となっております。

その他

54
Ｐ65　２－４　救助・医療活動の
ためのエネルギー供給の長期途絶

消防ヘリコプターの活動不可とならないための対策として、基地となるヘリポートの
他、葵区与一の河川敷のヘリポートを活用することも盛り込んだらいかがでしょう
か、この章でなくとも、与一のヘリポートの活用はどこかに盛り込めないでしょう
か。

今後の計画の進捗管理の中で、必要となる事業を検討し、盛
り込んでまいります。

その他

55
Ｐ67　２－８　避難所が適切に運
営できず避難所の安全確保ができ
ない事態

（４）として避難所を利用しない避難対策として、令和２年９月の台風でも注目を集
めた、ホテルなどの既存宿泊施設の利用や、親類縁者などへの縁故避難についても追
加したらいかがでしょうか。

今後の計画の進捗管理の中で、必要となる事業を検討し、盛
り込んでまいります。

参考

56
１－５（１）防災関連情報の伝達
の多様化について

防災関連情報を伝達するために、緊急情報防災ラジオを再販売するとありますが、ほ
とんどの人はスマホがあります。スマホに対応できない高齢者のみの世帯等には無償
で配布することも検討したほうがよいのではないかと思います。

防災ラジオは、台数にも限りのあることから、購入を希望す
る方に対して安価で販売しております。高齢者への無料配布
については、今後の検討課題とさせていただきます。

その他

57
８・８境界情報の損失…復旧・復
興が大幅に遅れる事態

地籍調査は、災害時の復興にとても有効な事業ですので遅延することなく進めていっ
てください。個人的には、線より面的に進めた方がよいかと考えます。

今年度、静岡市地籍調査基本計画を改定する予定であるた
め、その中で調査手法は検討させていただきます。

参考

58
（別紙）プログラムごとの脆弱性
評価・・Ｐ93

「重要物流道路及び補完路線整備事業」とは余り聞き慣れない言葉ですが具体的にど
のような路線で、どのような事業ですか。

「重要物流道路」とは、平常時、災害時を問わない安定的な
輸送を確保するため、物流上重要な道路輸送網として指定し
た道路であり、具体的には（国）150号、（主）山脇大谷線
等が該当します。「補完路線」とは、重要物流道路の脆弱区
間や災害時拠点（備蓄基地・総合病院等）への路線を補完す
る道路であり、具体的には（市）丸子池田線、（市）宮前大
谷線等が該当します。

その他



59
〈重要な課題と重点化すべき22の
プログラム〉・・Ｐ32

「廃棄物集積所選定進まず」と最近の新聞報道で大きく掲載されいるのを見ました。
昨年の台風19号の被害で県内市町も苦慮しているとありました。静岡市にとっても大
きな課題であり早急に対策を講ずる必要があると思います。因って、８－１「大量に
発生する災害廃棄物処理の停滞・・」は重点プログラムに入れるべきであると思いま
す。（重要な課題（４）生活・経済活動への影響を最小化するための機能を確保する
に●が付くのでは）

重点リスクシナリオは、県の計画とも整合を図りながら選定
しており、現時点では廃棄物処理問題を選定していません
が、自然災害発生時の廃棄物問題は令和元年の台風第19号の
際にも社会問題となりましたので、次回計画改定時には検討
させていただきます。

参考

60
第６章重要プログラムの推進のた
めの重要な取組

災害発生後の迅速な復旧・復興を担う人材・資機材等の確保は、とても重要な課題で
あると思いますが記載された２つの取組は余りにもお粗末な気がします。特にイン
ターシップ学生受人数を増やす（行政職員だけ）ことが「建設業の担い手確保・育
成」になるのか甚だ疑問です。もっと、真剣に官民連携しての担い手確保・育成の施
策を考えてください。

インターンシップは建設業に興味を持ってもらえるきっかけ
として、建設業の担い手確保における取り組みとして有効で
あると考えます。この他にも、「静岡市女性就業環境改善事
業」や「工事現場の週休２日」などの就労環境改善の取組み
を行っています。

その他

61
重要プログラムの推進のための重
要な取組８－８
地籍調査事業・・Ｐ46

地籍調査は、基本目標の「迅速な復旧復興を果たす」ためにも重要な事業であると思
います。当計画での指標は「完了している面積」としていますが、完了面積ではなく
静岡市域の実施率にした方が分かりやすいのでは（１－４急傾斜地崩壊対策事業の促
進では整備率％となっている）
【静岡市の進捗率は３％：国交省ｗｅｂサイト】

今年度、静岡市地籍調査基本計画を改定するため、その中で
目標となる指標を明確にする予定です。

その他

62 Ｐ23
４つの基本目標を達成するために、９つの「事前に備えるべき目標」を設定している
とあるが、９つの目標が４の基本目標のどれに繋がるのかよく分からない。（全てに
つながるということで良いか？）

４つの基本目標は、国の国土強靭化基本計画では「国土強靭
化の理念」とされており、事前に備えるべき９つの目標は４
つの基本目標のすべてに関連していると考えています。

その他

63 防災情報の伝達手段の強化

緊急情報防災ラジオについて各世帯への販売ではなく、家や会社に無償提供するほう
がよい。
災害時にはプッシュ型の情報伝達の方が有効と考える。しかし、台風の時など家の近
くのスピーカーで広報を行っている
が、何を言っているのか全く分からない。スピーカーでの広報は今できる事として早
急に改善の必要があると思う。数を
増やすとか音を大きくするとか。緊急情報防災ラジオであれば、正確な情報が伝わる
と思う。
静岡市は南海トラフ地震や富士山の噴火など災害による被害が甚大なものになると想
定されるので、防災のソフト面にっ
いてもっと強化するべきだ。ＬＩＮＥ公式アカウントでのプッシュ通知にっいても広
報を積極的に行い市民に周知しないと
いけないと考える。（市民に知られていない）

防災ラジオは、台数にも限りのあることから、購入を希望す
る方に対して安価で販売しております。また、ご指摘のよう
なＳＮＳを利用したプッシュ型の防災情報の発信についても
検討しております。

参考



64 全般

由比地区は、日本の大動脈である国道1号、東名高速道路、JR東海道線の重要な交通
網が集中している。平成26年台風18号の土砂崩れでJR東海道線が長期間不通になった
のは記憶に新しいが、「南海トラフ巨大地震」が起き地震、津波が発生した際、東西
の交通網が寸断されることによって生じる経済被害、人的被害は計りしれないが、静
岡市の当計画では、この対策について、どこに記されていますか。

Ｐ70 「高規格道路の整備促進」として、興津・由比地区の
災害時の脆弱性が弱点であり、国と連携した整備促進、早期
事業着手を目指しているという記載を掲載させて頂いており
ます。
また、実施の事業としては静岡市施行事業ではありません
が、Ｐ35に記載している別冊「静岡市国土強靱化地域計画推
進のための取組」（パブリックコメントHP非掲載）の中で、
具体的に「国道１号富士由比バイパス整備」、「由比地すべ
り対策事業」を掲載しております。

その他

65

国土強靭化を推進する上での基本
方針、10特に配慮すべき事項
（３）リスクコミュニケーション
と人材育成・・Ｐ８～９

国の「国土強靭化基本計画」の特に配慮すべき事項として、（３）リスクコミュニ
ケーション・国土強靭化の担い手は市民一人ひとりであり、市民と行政とが双方向に
あらゆるリスクに関するコミュニケーションを図り、市民自らが地域の強靭化につい
て考え…とあるが静岡市の当計画では、この考え方、対応施策について、何処に記さ
れていますか。

「４　脆弱性評価を踏まえた強靭化に向けた課題」の「６－
１　「自助」「公助」「共助」を適切に組み合わせる」や
「６－３　防災・減災のリーダー的人材を育成する」の中
で、自分たちの地域を自分たちの力で守るこのと意識醸成
や、地域の防災リーダーの資質向上のための取組など、行政
と住民がリスクに関する情報交換を通じて防災への意識を高
めることを課題として提起しています。

その他

66

第６章重要プログラムの推進のた
めの重要な取組
２－９　緊急輸送路等整備事業
(道路事業)・・Ｐ40

ＩＣアクセス道路整備率の令和１年度末実績が28.0%になっていますが、第２次静岡
市のみちづくり【中間評価】では、平成30年度末の実績が34.4%になっています。1年
後の実績の方が低くなっているのは、緊急輸送路の指定を受けていない路線が「みち
づくり」の計画にはカウントされているので、整備実績の率が高いということでよろ
しいでしょうか。
ただ、取組内容が緊急輸送路等となっているので、指定されていない路線区間等も含
まれているとも考えられ理解に苦しみます。また、Ｐ78では「30年度末時点ＩＣアク
セス道路の32.8%・・」とあり数字が錯綜していて、どれが正解か良く分かりませ
ん。

令和元年度末実績28.0％を算出の対象路線は、第２次静岡市
のみちづくり【中間評価】に記載のある「高速道路ＩＣのア
クセス道路整備率」の実績値を算出するための対象とした路
線と異なっております。1年後の実績値が低くなっているの
は、緊急輸送路の指定を受けていない路線が、国土強靭化地
域計画の対象路線に含まれているためです。

その他

67

第６章重要プログラムの推進のた
めの重要な取組
１－２　緊急情報防災ラジオの販
売・・Ｐ36

緊急情報を正確かつ確実に伝えるための施策の一つであると思うが、指標の普及率
（34,200台）は静岡市の世帯数32万（令和２年10月）に対して少ないように感じま
す。販売台数の根拠と今後の追加販売の予定、また、より広く市民に情報伝達するた
めの他の施策もあれば教えてください。（他の施策があるのであれば取組に追加）

現在までの防災ラジオの販売台数は、他都市の実績等を考慮
して需要を予測した上で、販売台数を決めております。ま
た、防災ラジオ以外にも同報無線のデジタル化やポータルサ
イトの検討など、新たな情報発信手法についても検討してお
ります。

その他

68

第６章重要プログラムの推進のた
めの重要な取組
１－１　感震ブレーカーの設置推
進事業・・Ｐ36

令和元年度末の普及率実績が36%で、令和４年度末の数値目標が３％となっているの
は何故ですか。

令和４年度末には100％を目指しております。修正させてい
ただきます。

修正



69 全般
新型コロナウイルス感染症との戦いという厳しい環境下であるからこそ、国土強靭化
対策は重要であると思います。着実な推進をお願いします。

貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただき
ます。

賛同

70 リスクシナリオー覧・・Ｐ16
５－４基幹的交通ネットワーク(陸上・海上)の機能停止は重大なリスクシナリオであ
ると思うが、重点的に取組む22のリスクシナリオに入っていないのは何故ですか。

５－４ のシナリオについては、事前に備えるべき目標とし
て「５　大規模自然災害発生後であっても、経済活動を機能
不全に陥らせない。」に基づくリスクであり、主に経済活動
の点を重視した民間事業者に関する施策等を想定しており、
主に市が取組む事業と区分しております。市としての交通機
能確保に関する記載については、「２－９　緊急輸送路等の
途絶により緊急・救命活動や支援物資の輸送ができない事
態」、「６－４　地域交通ネットワークが分断する事態」で
掲載しています。

その他

71
〈重要な課題と重点化すべき22の
プログラム〉・・Ｐ32

44のリスクシナリオの中から22の重点化すべきプログラムに重要な課題【６つ】の●
が付いた理由と残りの22項目に●が付かない理由が分からない。

44のリスクシナリオと重要な課題を整理した結果として、該
当「●」、非該当と区分させて頂きましたが、見直し時に
は、例えば点数化する、客観的な根拠、理由等を整理する、
検討会議により選定するなど、重点化をより明確に示すよう
検討します。

その他

72 全般
今回のパブコメとは別に地域の課題を一番理解している地域住民の意見を聞き計画に
反映させていく予定はありますか。

市民意見については、パブリックコメントの募集のやり方の
みを実施しております。

その他

73
２・３救助・救急活動の絶対的不
足

細部の話ですいません。市街地以外の地域では、災害時の地元住民の頼りは、「消防
団」「水防団」と思いますが、団員の高齢化と団員数の減少が問題となっています。
少しでもその問題を防ぐため、地域事情を考慮した活動内容や援助等の見直しが、ま
だまだ必要と考えます。

貴重なご意見をありがとうございます。参考にさせていただ
きます。

参考

74
６－４　地域交通ネットワークが
分断する事態

山間地集落の災害時の孤立化を防ぐため、林道整備事業などで集落をつなげること
は、とても良いことだと思います。

貴重なご意見をありがとうございます。参考にさせていただ
きます。

賛同

75
目次最下段　11本計画の全体構
成・・Ｐ９　概要版・・Ｐ３

具体的な箇所名簿を別冊「静岡市国土強靭化地域計画推進のための取組」へ明記とあ
りますが、具体事業箇所が見れる別冊はどこにありますか。(ＨＰには公表されてい
ません)

別冊については、本編に記載している事業名を個別、具体的
（道路事業であれば、路線名、箇所等）に記載したものであ
り、概要版、本編に比べ意見を頂く内容は少ないと考え、パ
ブリックコメント上は掲載しておりません。今後、策定計画
を本市ホームページに掲載する際は、公表する予定です。

その他

76
・静岡市地域防災計画の概要
・ＳＤＧｓ

・東海地震がいつくるか分からないから来てないうちに復旧がはやくできるように準
備しておくことが大事だと思います。
・ＳＤＧｓは、静岡であまり行っているところはないから、もっとＳＤＧｓを広めた
方がいいと思いました。

貴重なご意見をありがとうございます。ＳＤＧｓの推進にも
ご協力ください。

参考



77 感想
今まで静岡で育ってきたが学校で定期的に行う防災訓練の大切さが分かった。他県で
も行ったほうがいざというとき大きな差が出てくると思う。災害の怖さを忘れないた
めにも防災への意識をもっと発信したほうが良いと思った。

貴重なご意見をありがとうございます。地域の防災訓練など
にも積極的にご参加ください。

参考

78 防災訓練の実施など
地域参加型の防災訓練は過去の教訓からも、より多く実施すべきだと思った。危機管
理にあたる要員を対象とした訓練は、市民一般にも公開してほしいです。

貴重なご意見をありがとうございます。９月に実施される本
市の総合防災訓練や、12月の地域防災訓練などの積極的な広
報にも努めてまいります。

参考

79 静岡市の計画をはじめて知れた

・静岡市が具体的にどのようなことをしていくのかを詳しく知ることができた良い機
会でした。
・２－３の取組内容にある消防団員の確保のことなんですが、小・中・高とあまり消
防団と密接に関わったことがないので、どのようにして消防団の魅力を伝えるのかが
気になりました。（防災訓練にも参加していました）
・全ての資料に目を通したつもりですが多くてしっかり１つ１つ考えられなかったの
で家で読み直します。

貴重なご意見をありがとうございます。是非、計画の内容を
理解していただくよう読み直してください。

参考

80
25ページ（１）行政の機能＜地域
防災力の強化＞

高層マンションなど多くの人が住む集合住宅が増えている。このような人達が避難所
へ行けば避難所がいっぱいになってしまう。集合住宅の場合の行動や基準を明確にす
べき。今の防災訓練は一戸建てや小さなアパート向けの内容だと感じる。

本市は、市が指定する避難所だけでなく、マンションの上層
階への避難や安全な親戚宅などへの避難なども本市ホーム
ページなどで推奨しています。

参考

81 感想　ＳＤＧｓ
災害について様々な活動計画がされていて、知らないことが多くあった。その活動の
一つとしてＳＤＧｓの取り組みをもっと意識して国土強靱化を図りよりよい街作りが
できたら良いなと思いました。

貴重なご意見をありがとうございます。ＳＤＧｓの推進にも
ご協力ください。

賛同

82 避難訓練
避難訓練などで備えのしかたなどどの年代にも聞けるようなことをもっと教えていっ
た方がより参加すると思いました。また、ネットなどを使って若い年代の人にも興味
を持ってもらえるようにした方がいいと思いました。

本市は、防災情報の発信が課題である認識しており、本市
ホームページの改良なども検討しております。

参考

83 情報伝達について
外国人の私にとって、街のアナウンスの理解が難しいです。
引き継ぎ頑張りましょう。

津波避難看板への多言語標記など、外国人向けの災害情報の
発信にも努めています。

参考

84 44のリスクシナリオについて
施策分野と重点化すべき２つのプログラムと関連について細かく知れた。施策分野の
推進方針１つ１つにたくさんの重点的に取組むプログラムがあることで44のリスクが
検討できる。

貴重なご意見ありがとうございます。 賛同

85
国土強靱化計画は初めて聞いた言葉でした。最初は聞いていて内容がよくわからず地
域防災計画とあまり違いがわからず混乱しましたが計画案のほうを読んで違いが明確
に書いてあるためとてもわかりやすかったです。

貴重なご意見ありがとうございます。地域防災計画との違い
は理解が難しいところですが、「事後対策」と「事前対策」
の特徴などを市民に懇切丁寧に説明してまいります。

賛同



86 地域交通ネットワークについて
長距離通学、通勤をしている人の災害を受けた時の避難場所や対処について明確にし
てほしい。

防災アプリ等を活用することで、移動中であっても、そのエ
リアにおける緊急情報を入手することが確認できます。

その他

87
重要な課題と重点化すべき22のプ
ログラム

避難所が適切に運営できず避難の安全確保ができない事態。避難所の管理人がお年寄
りな場合が多いのでなるべく若い人や中年の人に変える。

特に長期にわたる避難所生活では、避難者自らが中心となっ
て避難所を運営していただくことになりますす。その際に
は、ご指摘のように若い人たちが中心となって避難所の運営
に携わっていただくことを期待しております。

参考

88
地震による建物等の倒壊や火災に
よる死傷者の発生

私の学校では町内会と協力し数カ月に一度、家で災害が起きた場合どこに避難するか
などをうやっており、小学生でも避難場所を知っていました。こうすることでいち早
く多くの人が避難することができると感じました。

今後も引き続き地域の防災訓練などへの積極的な参加をお願
いします。

賛同

89 静岡市中心部避難所誘導強化計画
静岡市中心部いわゆるお街のエリアは静岡市民のみならず中部地域の買い物客、全国
規模の企業の静岡支店、官庁が多く集まる。そのため土地勘が無い人が多い。そこ
で、避難所までの誘導看板を増設すべき。

貴重なご意見をありがとうございます。今後の検討課題とさ
せていただきます。

参考

90
第４章　国土強靱化の推進方針の
＜防災情報の伝達手段の強化＞

緊急情報防災ラジオの各世帯への販売とあるが、配布ではなく販売となるとラジオを
持たない世帯が出てくるため、市の税金でどうにかするのは不可能なのか。また、静
岡市ＬＩＮＥ公式アカウントは災害時にアクセス集中によるサーバーダウンはおこる
ことがないのか気になった。速度が低速時のユーザーにはＬＩＮＥを開くことが難し
いため、メールでのアクセスを可能とすることはできないのか。

防災ラジオは、台数にも限りのあることから、購入を希望す
る方に対して安価で販売しております。また、ご指摘のよう
なSNSを利用したプッシュ型の防災情報の発信についても検
討しております。

その他

91
静岡市内の強靭化計画地域計画の
概要

大規模自然災害等えるため事萌防災、減災と迅速な復興に資する施策です。それに自
分にとって自助という癖があって、だから多分これから先で自助で行きます。

防災の基本は「自助」であると考えます。そのための備えを
日頃から学んでいただくことをお勧めします。

賛同

92 耐震工事について
道路の工事などはよく見かけたりするけれど学校など公共施設の耐震工事は少しずつ
進むイメージだったり、トイレがなかなか洋式にならないところも、耐震工事をした
のに体育館に水道がなかったり、いろいろ矛盾しているなと思います。

貴重なご意見をありがとうございます。今後の検討課題とさ
せていただきます。

参考

93 静岡市国土強靱化地域計画
大規模自然災害等に備えるため事前防災や減災に資する施策を、まちづくり政策や産
業政策も含めた総合的な取組として計画的に実施すると思う。防災のとき家が無く
なった人はどうなる？

家が倒壊した世帯などへの支援として、仮設住宅の整備を行
政が行うこととなっています。

その他

94 先進取組について 説明以外でも他に取り組んでいるものはありますか？
計画の「（別紙）プログラムごとの脆弱性評価結果」におい
て、様々な取組が明記されています。改めてご一読くださ
い。

その他



95 避難所生活でのジェンダー

避難所で生活をすることになった時、女性の着替えや洗濯の下着などが過去の災害で
問題になっていました。また、生理などの男性の性の知識がなく、生理ナプキンを一
枚しか渡さなかったことが問題になった。ＳＤＧｓのＳのジェンダーを考えるのなら
災害時のジェンダー問題と事前に考える必要がある。洗濯をどこで干すのか、着替え
の場所、また子供や赤ちゃんの泣き声もある。小学生のうちから性教育を充実させる
ことで、いざという時に動くことができる。

避難所生活におけるプライバシーの確保などは、静岡県が策
定している「避難所運営マニュアル」に記載されており、本
市においても大きな課題であると認識しています。

参考

96 ハザードマップ、リスクシナリオ

多くのリスクシナリオが考えられているとは知らなかった。
大地震がおこったあとの対応の重要性を知った。
いつ、どこにいるときに地震が起こるかわからない為、自分自身の住んでいない市町
以外のハザードマップも見ておく必要があるように（重要性）感じた。

本市ホームページでも各種のハザードマップを掲載していま
す。是非、ご確認ください。

賛同

97 大雨、台風
近年、大雨と台風が発生します。特に山が多いところと、海の近くのところは引き続
きけいかい。

貴重なご意見をありがとうございます。 参考

98 自助、共助、公助 早くみんなに普及するべき（一番はこどもたち） 貴重なご意見をありがとうございます。 賛同

99 感想、意見
お話を聞いて確かに静岡市民は災害への意識が高いなど改めて感じた。せっかく好条
件がそろっている土地なのでこういったインフラ整備の延長で国土強靱化だけではな
く魅力的な町づくりをしてほしい。

安全・安心なまちづくりのための国土強靭化と、魅力的なま
ちづくりを両立させることが本市が目指すまちの姿でありま
す。

賛同

100
台風と地震による沿海岸付近の被
害と交通について

台風などの高波、高潮の際、特に東名高速（由比ＰＡ区間）では、海と道路の距離が
かなり近くて、今のところ意見は出せないですが講義中に思い出し、かなり心配で
す。

地震が居住している地域のハザードマップなどを改めてご確
認ください。

参考

101 講義の感想
消防士がこの計画にどのように携わっているのかもう少し詳しく知りたいと思いまし
た。私の夢が消防士になることで将来、私が消防士として静岡の安全を守るためどの
ような活動をしているのか知りたいと感じました。

重点リスクシナリオの「２-３　消防・警察・自衛隊等の被
災等による救助・救急活動等の絶対的不足」において、消防
士や消防団等の取組を位置付けております。

その他

102 重点プログラムについて

Ｒ６.12年度末って書いてある所が数ヶ所あるが、基本耐震についてだった。その部
分は時間がかかるのは分かるが今現在も地震は多いですしトラフの方も注目されてい
るが、間に合うのかなと思いました。コロナの検討中が多いが１年度未設定だが間に
合うのかなと。時期が長いものと検討中のものがあるのは正直恐いです。

貴重なご意見ありがとうございます。本市の住宅の耐震化率
は平成30年度末で92.9%を達成するなど、全国的にも高い数
値を示しており、今後も公共建築物の耐震化を継続的に実施
してまいります。

その他

103 静岡の防災の意識の高さ

まず、静岡県の国土強靱化地域計画と地域防災計画の違いについて。前者は災害が発
生してもすぐに対処できる計画であると理解したが後者は規模が縮小するにあたって
まわりとの信頼関係に基づく地域の連携により、対応が早いか遅いかが確定すること
がわかりました。地域防災についてはたくさん聞いているので自分から積極的に参加
して自分の地域にどんな人がいてどうやって助けるのか日頃から考えていきたいと思
いました。

貴重なご意見ありがとうございます。自助だけでなく、共助
の力も非常に重要です。お住まいの地域にどのような人が住
んでいるのかなど、日頃から関心を持っていただくことをお
勧めします。

賛同



104
第3章　４（６－１）「自助、公
助、共助」について

災害が起きた際に、自助、公助だけでなく、共助も必要ということはわかります。し
かし、少子高齢化により、地域の行事がなくなっていき、近所の方々との付き合いや
関係が薄れていく中で、いざ災害が起き自分や家族の命が危ぶまれる中で、名前も知
らないような近所さんのことを考えられるのかと言われたら正直考えられません。だ
から、少子高齢化の中でも共助がしやすい環境をつくっていってほしいです。

本市は、自主防災組織への支援を通じて共助の強化にも取り
組んでいます。お住いの地域の防災訓練にも積極的に参加す
るなど、顔の見える関係づくりに努めていただきたいと思い
ます。

参考

105 自然災害が発生した 自然災害が発生した時の部分を気にしている。 貴重なご意見ありがとうございます。 参考

106
なぜ大きな災害は起きてしまうの
か

静岡市国土強靭化地域計画（案）を読み、講義を聞いたうえで感じたことは、ここま
で徹底した対策が行われているのにもかかわらず、なぜ大きな災害は生まれてしまう
のかという疑問である。おそらく「仕方がない」ということなのだと思った。いつ自
分たちの身に大きな災害が襲ってくるのかは極論分かることではない。だから、一人
一人が徹底した防災意識を持つことが大切だと思った。

貴重なご意見ありがとうございます。 参考

107 国土強靭化の推進方針 ポリシーは非常に具体的です。この計画は非常に詳細で非常に効果的です。 貴重なご意見ありがとうございます。 賛同

108
国土強靭化地域計画の認知につい
て

この計画について知ったのは今日でした。また、この計画は災害対策の準備を行うこ
とが分かりました。また、この計画で知らず知らずのうちに支えられていることもわ
かりました。ですが、このことはまだ広がっていないと感じました。広がらないと地
域でつながりにくくなってしまうと考えました。そこで、この計画の認知から行うこ
とが大切だと感じました。

今後も国土強靭化の需要性について、市民に周知されるよう
広報してまいります。

参考

109 リスクシナリオ
最悪の事態、被害を少しでも最小限に抑え込むために具体的な案を出すという素晴ら
しい計画だと思いました。自分も家族で書類に書かれている以外の案を家族で考えた
いと思いました。

計画の内容についてご家族で話し合っていただくなど、災害
への備えについて意識を高めてもらうことを期待していま
す。

賛同

110 （無題） 生活、経済活動への影響等を最小化するための機能を確保する。 貴重なご意見ありがとうございます。 参考

111
防災・減災の取組は市民にとって
安全感が上がる。

国土強靭化地域計画は、災害時に必要だと思います。医薬品等の調達及び供給につい
てとても重要です。

貴重なご意見ありがとうございます。 賛同

112 防災、減災意識感を高める 災害発生時の観光客の避難誘導、帰外支援、子どもから安全意識を勉強します。 貴重なご意見ありがとうございます。 賛同

113
静岡市国土強靭化地域計画のこれ
までの取組について

「静岡市地震津波アクションプログラム」や「静岡市津波防災地域づくり推進計画」
などの対策を取っていることを今回どのようなことを行ってくださるのかを具体的に
理解することができ、改めてこのような取組を行っていることに感謝し、自分たちが
これから行っていくべきことを理解できました。

貴重なご意見ありがとうございます。 賛同



114
よくまとまっていると思います。
今後の計画実施に期待します。

静岡市国土強靱化地域計画(案)拝見させて頂きました。
短くまとめるのは大変だと思いますが、よくまとまっていると思います。
特に最近全国的に被害の多い、土砂災害、急傾斜地対策、洪水対策について、今後の
具体策の実施を期待しています。

近年は風水害が頻発しておりますので、特に治水や土砂災害
に関する事業については重点的に推進してまいりたいと考え
ています。

賛同

115
重点的に取組む22のリスクシナリ
オについて

意見の内容:
１－５ 情報伝達の不備や防災意識の低さ等による避難行動の遅れ等で死傷者多数の
シナリオですが、対応施策が自主防災組織による地域防災訓練実施では少し弱く感じ
ます。聴覚障害者への取り組みはあるようですが、足の悪い高齢者や身動きのとれな
い他の障害者、自治会に加入しておらず訓練等の情報も入りにくい若年層などへの取
り組みが特に不足していると思いますので、例えばテレビ、ラジオやsns等情報発信
にもっと力を入れるなど取り組みを増やすべきかと考えます。
また、２－７ 被災地における疫病、感染症の大規模発生について、重要な課題に●
が一つもありません。２－８で新型コロナ感染症等への対応を施策としているため、
それで十分との判断かもしれませんが、私としては重要なシナリオにしても良いので
はないかと考えます。

本市の重要な課題として情報発信力の強化を挙げており、特
に防災情報の発信においては、ポータルサイトの検討や同報
無線のデジタル化など新たな取組を検討しております。

その他

116
第６章　重点プログラムの推進の
ための主要な取組について

別冊「静岡市国土強靭化地域計画推進のための取組」は、静岡市のホームページで確
認できますか？できれば、すぐに見つかるところに示すことを希望します。進捗状況
を知るために必要です。

Ｐ35　１－１
　地震による建設等の倒壊や火災による死傷者の発生表の見方を示して下さい。
　併せて、数値目標の表現の仕方を統一したほうが良いと思います。
例
２　住宅・建築物耐震改修事業
　住宅の耐震化率は、H30年度末の実績は92.9％、目標はＲ４年度末までに96.9%とす
る。
４　感震ブレーカー設置推進事業
　市内住宅への感震ブレーカー普及率は、令和元年度末36％　目標はＲ４年度末まで
に３％増やす、という表現になっている、と思われる。

・別冊については、本編に記載している事業名を個別、具体
的（道路事業であれば、路線名、箇所等）に記載したもので
あり、概要版、本編に比べ意見を頂く内容は少ないと考え、
パブリックコメント上は掲載しておりません。今後、策定計
画を本市ホームページに掲載する際は、公表する予定です。
・感震ブレーカー設置推進事業については、令和４年度末の
目標数値を100％に修正します。

修正

117
大規模地震災害が発生した時で
も、人命の保護が最大限は図られ
る。

大規模地震が起きたとき、建物等の倒壊は避けられないと思う。その際必要なのは、
仮設住宅であり事前に用地の保護が必要と考えます。仮設住宅用地について、どのよ
うな考えをしているのでしょうか。

本市においては、被災者が早期に入居できるよう、「建設型
仮設住宅」の用地について、津波浸水域以外の公園、スポー
ツ施設等を建設候補地として事前に選定し、必要戸数（第４
次地震被害想定により静岡県にて算出）を確保しておりま
す。
なお、静岡県内においては、民間賃貸住宅の空き住戸を活用
する「借上げ型応急住宅」を先行して提供することを想定し
ており、不動産関係団体と協定を締結し、提供可能な物件の
情報提供がされることとなっています。

その他



118
同計画の基本目標の2番目を達成
するための施策について

同計画の基本目標の二番目に、「市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化を図る
こと」とありますが、その目標を達成するためには、現清水庁舎の津波浸水危険地域
への移転はあり得ないと思います。

貴重なご意見として参考にさせていただきます。 参考

119 計画の推進
22の重点プログラムの選定について、６つの重要な課題で整理されているが、根拠が
曖昧で不明確ではないかと思います。「●」の数によって重点の中でもランク付けす
るなど、次回見直し時には再度整理をした方が、より分かり易いと思います。

貴重なご意見として参考にさせていただきます。 参考

120
事前に備えるべき目標の５（リス
クシナリオ５－１～５－６）

事前に備えるべき目標の５（リスクシナリオ５－１～５－６）について、22の重点プ
ログラムとなっているものが1つもなかったが、経済活動も災害後に重要なものであ
ると感じるため、重点プログラムとするリスクシナリオがあっても良いのではないか
と感じた。

事前に備えるべき目標の５「大規模自然災害発生後であって
も、経済活動を機能不全に陥らせない。」は、主に経済活動
の点を重視した民間事業者に関する施策等を想定しているこ
とから、主に市が取組む事業と区分しております。

参考

121 国土強靭化計画に関する意見

・国土強靭化指数を用いて定量的に見える化するという点は、進捗がわかり非常にわ
かりやすいと思います。
・計画ＰＤＣＡサイクルは、一般的に時間がかかるという指摘が多いと聞いていま
す。スピード感をもって方向性を決めるのも状況によっては必要ではないでしょう
か。

貴重なご意見として参考にさせていただきます。 賛同

122 全体
海に近く山を持つ市なため、様々な災害に対し事前から対策をし、いつ何があっても
迅速に対応できるような市となってほしい。

山、川、海を有する本市は自然豊かである一方、様々な自然
災害に見舞われる脆弱性を有しています。その脆弱性を克服
するための計画として当該計画が存在するとご理解いただき
たいと思います。

参考

123 全体 災害に強い市になってほしい。 貴重なご意見ありがとうございます。 参考

124 計画の推進について

ハード対策とソフト対策を分けてもらうと、もっとわかりやすいです。ハード対策は
それなりの予算措置が必要ですが、ソフト対策は取り組み次第で進むものもありま
す。個人的には、自然のダムである山林を守るための予算・人材の確保、また、担い
手の不足からか、田畑が宅地化され、茶畑だった山の上のほうまで宅地化されていく
と平地で浸水が起こる、浸水が起こると排水路の整備が必要になる、安全になるとま
た宅地化が進む…の悪循環なので開発の抑制が事前防災に最も必要なことと思いま
す。

貴重なご意見として参考にさせていただきます。 参考
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第３章脆弱性評価
３　リスクシナリオ設定　リスク
シナリオ一覧　２、大規模自然災
害発生直後から救助・救急、医療
活動が迅速におこなわれる。

江尻地区において地震発災において重症患者の緊急搬送病院は桜ケ丘病院と指示があ
り、過去の防災訓練にてたびたび搬送訓練を実施してまいりました。
しかるに清水区役所および桜ケ丘病院の移転予定先は海抜２メートル以下の０メート
ル地域に等しい地域であります。
地震発災直後病院に至る道路は津波による瓦礫の山や液状化により到底通行不可能で
す。
東海地震における清水港内における予想津波高は4.2メートルとされていますがそれ
より増大することがあります。（静岡新聞社発行「静岡の大規模自然災害の化学」第
Ⅱ部静岡県の地震・津波第５章Ｐ114　７行目には「地震」と「海底地すべり」が連
動され、2009年８月11日に発生した駿河湾の地震（Mｊ6.4）では、焼津市の海岸から
約５㎞の場所で幅450m、高さ10-15mの海底地すべりが起き、津波高を増大させるとと
もに駿河湾深層水取水施設の684m深層取水管を切断し２km流した。と記されておりま
す。以上から江尻地区の住民が搬送できる病院を至急変更し宗旨徹底させていただき
たいです。

貴重なご意見として参考にさせていただきます。 参考

126
第7章　先進取組と事業実施状況
及び国土強靱化指数

国土強靱化指数によって事業進捗を「見える化」することで、計画終了時に達成度を
確認する上で重要な指標になると思われます。
また、ＳＤＧｓを組み込んだことについても、静岡市の施政方針とリンクしており、
評価できます。内容を確認したところ、適正な分野を設定しており、懸念されるＳＤ
Ｇｓウォッシュの可能性も低いと思われます。職員の皆様には、国土強靱化地域計画
を意識して業務に従事していただきたいです。

貴重なご意見ありがとうございます。今後も全庁一丸となっ
て、国土強靱化に取り組んでまいります。

賛同

127 個別の事業計画の見直しについて
静岡市の「全体計画」としては、良いと思いますが、個々の計画には策定以後時間が
経過しているものもあると思いますので、状況にあわせて見直しをしてほしいと思い
ます。

次期改定時の検討課題とさせていただきます。 参考

128 国土の強靱化と脆弱性

日本の国土のほとんどが山野である。今、山から人が消えようとしております。
本当の国土強靱化は荒れはてた山野に人々を呼び戻し治山治水と施し国土の環境を取
り戻すことが先決と考える。河川工事に当たっては、かなり上流までの堤防の整備等
進んでいるが、治山においては林野庁の奥地の事務所が廃止されてから時間が流れて
いる。少子化の問題もあるのだろうが静岡の名産である林業、茶、しいたけ等産業も
衰退し茶畑、耕地は荒廃している。

貴重なご意見として参考にさせていただきます。 その他


