
「第２次牧之原市環境基本計画等改訂（案）」についての 

御意見・御質問への回答 

 

№ 御意見・御質問 回答（市の考え方） 

１ 

字体が堅くて読みにくい感じがします。一

般廃棄物の計画の字体は柔らかくて読み

やすい。ユニバーサルデザインに配慮した

字体にしてみてはいかがでしょうか。 

御意見のとおり、ユニバーサルデザインに

配慮した字体に変更します。 

２ 

10〜11 ページにかけての内容と 105 ペー

ジの内容が、同じことが書いてあるので、

どちらかを削除するとか、どちらかの内容

を短くするとか、工夫が必要ではないでし

ょうか。 

頂いた御意見を参考に、10～11 ページに

かけての内容を再検討して修正させてい

ただきます。 

３ 

第４章の個別目標に、写真が入っていない

ところがあります。写真ではなくてもイラ

ストなどでも良いから、読んだ人にわかり

やすく訴えるビジュアル面の工夫が必要

ではないでしょうか。個別目標 13 にデマ

ンド乗合タクシーの写真が載っています

が、もっと市民に身近なテーマ（例えばエ

コドライブなど)の写真（なければイラス

ト）などを載せてはいかがでしょうか。 

頂いた御意見を参考に、読んでいただいた

方にわかりやすく伝わるよう、ビジュアル

面の工夫をします。 

４ 

意見よろしくお願いします。地頭方から建

設されている防潮堤についてです。防潮堤

ができても高台に逃げる事は津波経験か

ら多くの専門家が訴えています。防潮堤よ

り、まず高台への避難経路の整備をしてく

ださい。地頭方も、私の住む細江地区も、

夜中に地震が来て電気が全て消えたら真

っ暗で避難経路がわかりません。うちの近

くの龍目山も津波の避難指定場所ですが、

真っ暗で災害時に迅速な避難ができるか

不安です。もちろん避難訓練は毎回参加し

ています。高齢者、赤ちゃん、障害者、土

地勘のない観光客、すべての人が災害時、

迷う事なく避難できるような避難経路の

御意見ありがとうございます。 

避難路や津波避難タワー等の津波から逃

げる施設の整備箇所については、最大クラ

ス（レベル２）の浸水域や浸水時間などを

基に、市民との協働により合意形成を図

り、策定された「津波防災まちづくり計画」

により決定し、令和元年度までに 20 箇所

の避難路及び 12 箇所の避難施設の整備が

完了しています。 

津波から安全に避難するためには、家族な

どとの話し合いや日頃から訓練を行い、安

全な避難経路や避難場所、そして必要な物

の準備や気をつけることなどを確認して

おくことが大切ですので、引き続き命を守



整備をしてください。非常用のソーラーの

街灯など、夜間でも安全に迅速に避難でき

るように考えてください。防潮堤では大津

波は防げません。全員がどんな状況でも迅

速に避難できるようにしてください。防潮

堤があっても、絶対に高台に逃げなくては

助かりません。そして、海の近くにはもっ

と津波避難タワーが必要です。災害時、走

って避難タワーに逃げられる人ばかりで

はありません。高齢者もたくさんいます。

できる限り避難タワーを建設し、住民のす

ぐそばに高台がある安心できる街にして

ください。津波が来たら防潮堤では防げま

せん。まず高台に避難です。予算の使い道

を検討してください。 

る取り組みをお願いします。 

５ 

防潮堤の造成について。現在、サーフィン

で牧之原市や吉田町を訪れていて、目の前

で工事を見ていて思うのですが… たかだ

か 50 センチほど上げただけの防潮堤に市

民の税金を投入して本当に勿体無いと思

います。南海トラフの予想津波高さは最大

30m/到達時間は２分と情報がある中で、こ

んな無駄な物を作るより津波避難タワー

の数を増やしたり、高台へ避難する道路を

整備したりする方がよっぽど人命を救え

るのではないかと思います。せっかくの素

晴らしい景観も無機質な人工物で駄目に

してしまいますし、百害あって一利なしと

思います。市民の声、抗議の声、署名に真

摯に向き合わない牧之原市の土木事業に

対して憤りを覚えます。関係者たちの利益

の事ばかりが先行していて、大人のお金に

対する汚さが露呈しているように思いま

す。自然が長年かけて作り上げた素晴らし

い景観を未来に残そうという気持ちはな

いのでしょうか？？上記に上げたような

意見に対する、真剣な応答を広報を通じて

発表してください。 

50cm 程嵩上げした海岸堤防については、

比較的発生頻度の高く、大きな被害を受け

る津波（レベル１）に対応するため、海岸

管理者である県が整備をしているもので

す。今後、整備する予定の相良・波津・須々

木地区においては、地域や関係者の皆様と

の意見交換会の開催を予定しております。 

南海トラフ巨大地震については、想定され

る最大クラスの津波（レベル２）に対応す

るため、市が基本計画（牧之原減災計画）

を策定していますが、整備に当たっては地

区ごとに意見を聞きながら進めて行く予

定です。 

頂いた御意見を参考に、整備を行う際に

は、生物の成育、生息地の確保や景観への

配慮、海浜の適切な利用の確保に配慮して

行います。 

また、避難路や津波避難タワー等の津波か

ら逃げる施設の整備箇所については、最大

クラス（レベル２）の浸水域や浸水時間な

どを基に、市民との協働により合意形成を

図り、策定された「津波防災まちづくり計

画」により決定し、令和元年度までに 20 箇

所の避難路及び 12 箇所の避難施設の整備



が完了しています。 

６ 

※うみ みどり しぜんの街づくり。自然

と共生する街づくりにしては、防潮堤に関

する景観への配慮が欠け、計画遂行までの

過程、地域住民への説明不足などが否めま

せん。国や県から補助金が出るからという

だけの理由で自然破壊をするのは時代錯

誤ではないでしょうか。所詮、人類は自然

に逆らうことはできません。不安な方は富

士山型の街づくりの際に高台に移転して

いただければいいじゃないですか。観光で

訪れた方々が避難できるような場所、避難

路の確保、暗い中でも避難ができる環境づ

くりなどやれることはたくさんあるはず

です。Ｌ２に関しても費用対効果が出され

ていますが、これができたときにどれだけ

の住民がこの地を去るか、観光業にダメー

ジを受けるかのマイナス面は配慮されて

いないように感じます。前回、資料を全て

読み込んでパブリックコメント書かせて

いただきましたが、このコメントはどこに

行ってしまうのですか？ 

平成 26 年度に地区ごとに開催した「命を

守る防潮堤について考える会」における意

見を反映し、海岸堤防の整備を進めていま

す。 

レベル２津波堤防につきましては、市が基

本計画（牧之原減災計画）を策定していま

すが、整備に当たっては地区ごとに意見を

聞きながら進めて行く予定です。 

頂いた御意見を参考に、整備を行う際に

は、生物の成育、生息地の確保や景観への

配慮、海浜の適切な利用の確保に配慮して

行います。 

７ 

牧之原市の生活環境について。自然との共

生、生活のゆとり、安らぎ、人と自然との

ふれあいの場、景観資源について【防潮堤

が出来ることによって失われるであろう

牧之原の生活環境と自然】行政の皆さん

は、人間の便利さのために失われ続けてい

る牧之原の自然の価値をどの程度考えて

おられますか？ ①将来都市像としてあげ

られている 「豊かな自然を活かしたアク

ティブな暮らしが実現できるまち」まずこ

れはなくなります。海の自然がどれほどこ

この魅力かご存知ですか？それを求めて

移住してきてる人たちも多くいます。②自

然とのふれあい、安らぎ 「水辺や公園、

自然観察地点など自然とのふれあいの場」 

これも激減します。③ビーチクリーンの消

津波、高潮対策の１つとして、海岸堤防の

整備を進めています。 

頂いた御意見を参考に、整備を行う際に

は、生物の成育、生息地の確保や景観への

配慮、海浜の適切な利用の確保に配慮して

行います。 

今後、整備する予定の相良・波津・須々木

地区においては、地域や関係者の皆様との

意見交換会の開催を予定しております。 



滅。砂浜があり、そこを大切にしている人

たちによって毎月行われているビーチク

リーン、防潮堤により人と海を隔てたらビ

ーチクリーンする場所も人もなくなりま

す。ここを好きで守りたくて遠方からビー

チクリーンに通う人たちもいます。④景

観、観光資源である海岸。完成した地頭方

の防潮堤が高すぎます。危険な高さです。 

落ちたら怪我だけでは済みません。砂浜も

なくなりました。落居の今後の計画地は残

り少ない砂浜の上です。さらに砂浜がなく

なります。自然と、人が海から離れること

になります。牧之原市の観光資源が、自分

たちの手によって消されていきます。海

が、海岸が、危険な場所になります。⑤静

岡県のみずべ 100 選。防潮堤に囲まれた海

岸は、みずべ 100 選とは言い難いです。⑥

絶滅の恐れのある動植物のさらなる減少。 

すでに護岸工事やコンクリートにより減

少していることはパブリックコメント資

料より明らかです。さらにそれを推し進め

ることになります。◆上記は環境に関係の

ある事ですが、環境以外にもまだまだたく

さんの（防潮堤が出来ることによる）牧之

原市の損失があります。◆今ならまだ、豊

かな自然をなくさずに済むかもしれない

こと、真剣に考えてください。よろしくお

願いします。私は将来牧之原市民になりた

い人の 1人です。毎日牧之原市に通ってい

ます。ここの海と自然がとても好きなので

す。どうか、今のこのとても素敵な場所を

無くさないでください。 

８ 

44 ページ 

アースキッズ＊事業 

＊印がありますが、この＊印の意味が分か

りません。おそらく（用語集）が抜けてい

ると思いますので、追記をお願いします。 

また内容は用語集に記載された「小学校高

学年が対象で、ワークブックを使った家庭

御意見のとおり、「（用語集）」が抜けてい

ましたので、「アースキッズ＊（用語集）事業」

と訂正します。また、取組内容につきまし

ても、用語集に記載の文章に差替えをいた

します。 



での取り組みと、学校での体験学習等を通

して、地球温暖化について学び、自分たち

にできることを考え実践する。」の方が表

現として正しいので、こちらに入れ替えを

お願いします。 

９ 

144 ページ（用語集） 

アースキッズ 

静岡県が行う子どもたちがリーダーとな

って家庭で地球温暖化防止に取り組むプ

ログラム。となっていますが、現在は静岡

県が行う事業ではありませんし予算措置

もありませんので、実態に合わせて修正を

お願いします。 

頂いた御意見を参考に、「牧之原市と学校、

静岡県地球温暖化防止活動推進センター

の３者が連携して行う、子どもたちがリー

ダーとなって家庭で地球温暖化防止に取

り組むプログラム」に修正します。 

10 

67 ページ 

４Ｒの表現について、▼環境の現状・課題

の箇所では、拒否（リフューズ）、発生抑

制（リデュース）、再利用（リユース）、再

資源化（リサイクル）のように、日本語表

記でカッコ内をカタカナ表記にしていま

すが、▼市が推進する取組内では、カタカ

ナ表記でカッコ内が日本語表記となって

いて統一されていません。分かりにくいの

で文書全体での統一をお願いします。 

御意見のとおり、「日本語表記でカッコ内

をカタカナ表記」に統一します。 

11 

第５章 区域施策編 について 

中小企業の取り組みは「静岡県企業脱炭素

支援センター」との連携を明記しています

が、家庭部門は静岡県地球温暖化防止活動

推進センターとの連携はしないのでしょ

うか？ 

家庭部門におきましても、これまでと同様

に静岡県地球温暖化防止活動推進センタ

ーとの連携をしてまいります。産業部門や

家庭部門において、他にも連携する国や県

の関係機関がございますので、取組の内容

について表現を修正いたします。 

 

12 

83 ページ 

水質・土壌保全対策 

ネオニコチロイド等の農薬は使用を控え

る取り組みをして欲しい。 

御意見ありがとうございます。【市が推進

する取組】の『取組方針』として 84 ペー

ジに「有機農業や減農薬・肥料を推進し、

化学農薬・肥料の使用量を抑制します。」

との記載があるように、減農薬の取組を 

推進していきます。 



13 

62 ページ 動植物の保全 

山を崩して道路や建物を造る事は、動物の

生息地を無くすことになり農作物被害の

原因にもなっているのでやめて欲しい。も

う充分整っていると思うので自然を壊さ

ないで欲しい。 

御意見ありがとうございます。牧之原市 

環境基本条例第３条第３項の「環境の保全

及び創造は、郷土の多様な風土と文化を継

承しつつ、人と自然との健全な共生が確保

されるように推進しなければならない」 

との基本理念に基づき、適切に対応してま

いります。 

 


