
　社会資本総合整備計画 事後評価書
計画の名称 津市における南海トラフ巨大地震に備えた防災まちづくりの推進（防災・安全）

計画の期間   平成２６年度 ～   平成３０年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 津市

計画の目標 　本市は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく東南海・南海地震防災対策推進地域（平成15年12月）に指定されている。このことから以下の項目について計画の目標と定める。

①津波浸水予測地域内に避難者を一時的に受け入れる津波避難施設を確保する。

②津波浸水予測地域外に避難者を受け入れる避難所を確保する。

③救援物資の輸送を円滑に実施する。

④市民の防災意識の向上を図る。

⑤避難所として指定されている小学校において、防災訓練および交通安全授業を実施し、防災意識および交通安全意識の向上を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 773  Ａ                 631  Ｂ                   0  Ｃ                 142  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）     18.36 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

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

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H26当初） （H28末） （H30末）

   1 ①津波浸水予測地域内の津波避難施設の収容人数を増加させる。

①津波浸水予測地域内の津波避難施設の充足率 76% 80% 80%

   2 ②南が丘地域の避難者数に対する避難所の収容人数を増加させる。

②南が丘地域の避難者数に対する避難所の収容人数の割合を算定 14% 18% 19%

   3 ③伊倉津地区公共ふ頭及び伊勢湾ヘリポートから物資拠点への輸送時間を短縮する。

③伊倉津地区公共ふ頭からの救援物資の輸送時間 68分 11分 11分

   4 ④自主防災組織の活動を活発化させる。

④三重県自主防災組織活動実態調査における自主防災活動の活性化率 67% 73% 77%

   5 ⑤南が丘小学校で終日安全に避難できる児童数を増加させる。

⑤南が丘小学校で終日安全に避難できる児童の割合 43％ 43％ 53％

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000286883



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

市街地整備事業

A13-001

都市防災 一般 津市 直接 津市 － － 都市防災総合推進事業（

地区公共施設等整備）（

津地区）

・避難所の整備（2施設）・

津波避難用外付け階段の設置

（3施設）・津波避難施設の

整備（1施設）・地震防災マ

ップの作成

津市  ■  ■  ■  ■  ■         630 －

A13-002

都市防災 一般 津市 直接 津市 － － 都市防災総合推進事業（

地区公共施設等整備）（

香良洲地区）

・地震防災マップの作成（2,

400枚）

津市  ■           1 －

 小計         631

合計         631

1 案件番号：  0000286883



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

市街地整備事業

C13-001

都市防災 一般 津市 直接 津市 － － 福祉避難所のガラス飛散

防止フィルム貼付整備事

業

ガラス飛散防止フィルム貼付

　２施設

津市  ■           2 －

都市防災総合推進事業（地区公共施設等整備）に併せて、福祉避難所のガラス飛散防止フィルム貼付整備を行うことで、災害時の避難生活の安全性の向上を図る。

C13-002

都市防災 一般 津市 直接 津市 － － 防災物流施設整備事業 防災物流施設　１施設 津市  ■         140 －

都市防災総合推進事業（地区公共施設等整備）津波避難施設に併せて、防災物流施設の整備を行うことで、災害時の救援物資拠点施設として、市内全域に円滑に救援物資の輸送が向上される。

 小計         142

合計         142

1 案件番号：  0000286883



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

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）

○特記事項（今後の方針等）

津市危機管理部において実施

事後評価の実施体制

0000286883案件番号：

令和3年3月

津市ホームページ

・津波避難施設（1施設）を整備し、指定避難所（2施設）及び指定緊急避難場所（1施設）に津波避難用外付け階段を設置し、津波避難ビル
　として指定したことにより、津波浸水予測地域内の津波避難施設の充足率が76%から80%に上昇し、地域の防災性の向上に寄与した。
・南が丘地域において避難所（2施設）を整備し、既存の1施設を指定避難所として指定したことにより、南が丘地域の避難者数に対する避難
　所の収容人数の割合が14%から19%に上昇し、地域の防災性の向上に寄与した。
・物資拠点として防災物流施設を整備し、伊倉津地区公共ふ頭から物資拠点への輸送時間が68分から11分に短縮したことにより、大規模災害
　時の緊急物資等の輸送時間の時間短縮に寄与した。
・ハザードマップを作成し配布する等した他、風水害の激甚化及び地震の頻発等により防災に対する関心が高まっているため、自主防災組織
　の活性化率が67%から83%に上昇し、地域の防災性の向上に寄与した。
・避難所（1施設）を整備したことにより、南が丘小学校で終日安全に避難できる児童の割合が43%から53%に上昇し、地域の防災性の向上に
　寄与した。

・効果促進事業により、既存の２施設に防災フィルムを設置したことにより、施設の安全性の向上に寄与した。

・津波避難施設の整備等により、津波浸水予測地域内の津波避難施設の充足率を高めることができたが、今後も引き続き民間事業者等と協定を締結する等し、津波避
　難ビル及び津波避難協力ビルの指定を進めていきたい。
・防災に関する啓発を行うため、本計画により整備した施設を活用し、防災学習会や避難訓練等を実施していきたい。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

津波浸水予測地域内の津波避難施設の充足率

最　終
目標値

80%

最　終
80%

実績値

 2

南が丘地域の避難者数に対する避難所の収容人数の割合

最　終
目標値

19%

最　終
19%

実績値

 3

伊倉津地区公共ふ頭からの救援物資の輸送時間

最　終
目標値

11分

最　終
11分

実績値

 4

三重県自主防災活動実態調査における自主防災活動の活性化率

最　終
目標値

77%
風水害の激甚化及び地震の頻発等により防災に対する関心が高まっているため

最　終
83%

実績値

 5

南が丘小学校で終日安全に避難できる児童の割合

最　終
目標値

53％

最　終
53％

実績値

1 案件番号：0000286883


