
厚木市国土強靱化地域計画（案）に対するパブリックコメント実施結果について 

 

１ 意見募集期間 

令和３年２月１日（月曜日）から令和３年３月３日（水曜日）まで 

 

２ 意見の件数等 

(1) 意見をいただいた人数  ２人 

(2) 意見の件数       11 件 

 

３ 意見の反映状況 

No 反映区分 件数（件） 

1 条例・計画等に反映させたもの 1 

2 意見の趣旨が既に条例・計画等に盛り込まれているもの 0 

3 今後の取組において参考にするもの 1 

4 条例・計画等に反映できないもの 0 

5 その他（感想・質問） 9 

 合計 11 

 

４ 意見と市の考え方 

№ 意見の概要 市の考え方 反映区分 

１ 

資料マトリクス表につい

て見直しを希望します。 

概要版の当該ページは、と

てもとても閲覧できる文字

の大きさではありませんで

した。（紙面Ａ４サイズ）ホ

ームページに公開されてい

る計画案を拝見しましたが

同様です。まるで見てほしく

ないかのようですし、表自体

も何のためにまとめたのか、

わかりません。意味があるな

ら文字だけではなく表の作

り自体をもっと見やすく、不

要であれば削除したほうが

良いと思います。 

資料のマトリクス表につい

ては、起きてはならない最悪

の事態（リスクシナリオ）に

対する施策の位置付けを分野

別に把握するためにまとめた

ものになります。 

御意見を踏まえ、全体のバ

ランスを調整して文字を大き

く修正します。 

【137 ページ～140 ページ

資料マトリクス表】 

１ 

 

 

 

 



№ 意見の概要 市の考え方 反映区分 

２ 

複合施設を災害時の第一

次避難場所にふさわしい施

設とすること。 

駅周辺は昼間人口も多い

ため、巨大地震時には安全な

避難場所が必要となります。

複合施設の２階広場を避難

場所に指定し、地震による火

災への対処も想定しておく

こと。電力がストップしても

対応可能な再生エネルギー

の活用で、市民への災害時の

避難指示、広報などの情報が

発信できるように対応する

こと。 

市庁舎を含む複合施設につ

いては、災害時には災害対策

本部が設置され、災害対応の

中枢拠点となることから、現

在の本庁舎が指定避難所等で

はないことと同様に、複合施

設を指定避難所等とすること

は考えていません。 

しかしながら、複合施設利

用者の安全を確保するための

避難場所については、厚木バ

スセンターの活用を含めて敷

地内に避難広場の設置を検討

していきます。また、本厚木

駅周辺の帰宅困難者の受入れ

施設については、近隣のアミ

ューあつぎや東町スポーツセ

ンター、レンブラントホテル

厚木を指定しています。今後

は、更なる帰宅困難者対策の

推進に当たり、本厚木駅に直

結する本厚木駅前東口地下道

等の既存インフラの活用も検

討します。 

災害時の電力確保について

は、太陽光発電、蓄電池、ガ

スコージェネレーション等の

電力の多重化への取組や環境

に配慮したエネルギーの有効

活用について、検討していき

ます。また、電力が途絶した

場合の避難情報等について

は、広報車や消防車等を活用

し迅速かつ的確に情報発信を

します。 

 

 

 

３ 

 

 



 

№ 意見の概要 市の考え方 反映区分 

３ 

介護施設や病院等の設置

は、浸水被害が起きない箇所

に移転を図ること。 

この間の集中豪雨災害や

土砂災害では、特別養護老人

ホームや介護施設、障がい者

施設での被害が起きていま

す。施設の設置計画段階か

ら、安全性の高い場所への立

地のみを認めること。 

現在、策定中の「厚木市コ

ンパクト・プラス・ネットワ

ーク推進計画」において、洪

水浸水想定区域など、災害リ

スクの高いエリアに立地する

高齢者施設等の移転促進に向

けた検討を進めることとして

います。また、施設の立地制

限等については、先進事例等

について研究していきます。 

５ 

４ 

今後人口が減少すること

を想定し、コンパクト化して

いくこととすること。 

旧来の市内の都市計画区

域では、人口減、空き家の増

加が進んでいます。 

本市においては、人口減少

社会への対応として、コンパ

クト・プラス・ネットワーク

型の都市づくりを推進してい

きます。コンパクト・プラス・

ネットワーク型の都市づくり

とは、中心市街地周辺に居住

などの都市機能を全て集約す

る一極集中型のコンパクトシ

ティを目指すものではなく、

交通利便性の高いバス路線沿

線に居住や生活サービス施設

を緩やかに誘導し、居住と生

活サービス施設の距離を短縮

することにより、市民の皆様

の生活利便性を高め、誰もが

快適に移動でき、地域で暮ら

し続け、働き続けることがで

きる人にやさしい都市を目指

すものです。 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 意見の概要 市の考え方 反映区分 

５ 

市街化調整区域での「50

戸連たん」制度を廃止して、

適切な住宅地を図ること。 

50 戸連たん制度について、

本市においては、都市計画法

第 34 条第 14 号に基づく既存

宅地制度を運用しています

が、これは、市街化調整区域

が指定される前から立地する

住宅等の既得権を認めるもの

であり、現時点において廃止

は考えていません。 

５ 

６ 

災害避難場所での電力は、

再生可能エネルギーを活用

し、供給可能とすること。 

災害時に避難場所におい

て、電力と水の供給がストッ

プすることは、避難者の生命

にかかわります。太陽光パネ

ルなどの再生エネルギーを

最大限に活用し、蓄電池も設

置し、必要な電力を常日頃か

らまかなえるように整備す

ること。同時に、EV のスタ

ンドも設置するとともに、市

の公用車全車の EV 化もすす

めること。 

災害時の電力確保につい

て、指定避難所となる小・中

学校においては、新たに建設

する建物は、太陽光発電及び

蓄電設備の設置を進めてお

り、それ以外の箇所について

は、昨年度、大規模災害によ

る停電時の電力確保を目的

に、体育館の照明、医療機器、

電子機器に対応可能な発電機

及び非常用電源切替設備を整

備しました。 

また、指定緊急避難場所と

なる公民館については、今年

度、電気自動車から電力供給

を受けるための非常用電源切

替設備を整備しました。なお、

公用車のＥＶ化については、

「地球温暖化対策実行計画」

に基づき、進めていきます。 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 意見の概要 市の考え方 反映区分 

７ 

道路整備について高齢者

や子供にやさしい道づくり

をすすめる。 

今後、高齢化がさらに進め

ば、車もＥＶ化するだけでな

く、高齢者の２人世帯、１人

世帯が広がります。そうなる

と、２人乗りの電動カート程

度の乗り物となり、速度も時

速 10 キロ程度のものとなる

ことも予想されます。その

時、速度 60 キロ以上のトラ

ックやバスが走る現在の道

路網では大混乱、事故増発と

なります。住宅地内の道路で

は、速度を規制したり、一方

通行などの新たな対応が求

められます。児童・幼児・障

がい者の安全確保の道路整

備計画の見直しと歩道の整

備なども必要となります。 

現在、策定中の「厚木市交

通マスタープラン」及び「あ

つぎの道づくり計画」におい

て、「安心で安全に移動できる

道路整備」を方針とし、誰も

が安全かつ快適に利用可能な

バリアフリー整備、歩道整備

及び住宅地内や通学路等の安

全対策を位置付けており、計

画的に整備を推進します。 

なお、速度 10 キロ程度の乗

り物に関しては、交通法規等

の動向を見ながら対応してい

きます。 

 

５ 

８ 

ハザードマップ内の住宅

の移転補助を大胆にすすめ

ること。 

ハザードマップ内の住居

を速やかに移転できるよう、

従来の計画を見直し、補助金

の大幅引き上げ（１０００万

円程度）を行うこと。 

令和３年度から「厚木市居

住誘導区域（がけ地近接等危

険住宅）移転事業」を実施し

ます。本事業は、土砂災害特

別警戒区域（レッドゾーン）

等に存する住宅を移転する市

民の方に対し、既存住宅の除

却費の一部、移転先での建設

等に要する資金の借入金利子

の一部を補助するものです。

この様な事業を通じて、災害

リスクの高いエリアからの移

転を促進していきます。 

５ 

 

 

 

 

 

 



№ 意見の概要 市の考え方 反映区分 

９ 

水田、農地の整備で保水機

能を強化すること。 

耕作放棄地の荒廃が集中

豪雨時には被害をさらに広

げてしまいます。市街化調整

区域でも、物流倉庫群の建設

が進められているようです

が、SDGsの実現を目指すの

であれば、逆行する政策で

す。ソーラーシェアリング

（営農発電）などで緑地保全

を図りつつ保水機能の向上

を図ること。 

農地の保全については、現

在、策定中の「第５次厚木市

環境基本計画」において、農

地の水源涵
かん

養や保水・遊水機

能、オープンスペースとして

の防災機能等多面的機能が発

揮できるように取組を進める

こととしています。 

 

５ 

10 

厚木秦野道路などの高規

格道路整備より、市道の整備

を進めていただきたい。 

高規格道路の整備よりも

日常の生活道路での安全を

図ることが重要です。避難路

の確保などで、渋滞や集中を

緩和するための道路整備に

変えること。同時に電柱の地

中化なども推進すべきと考

える。 

現在、策定中の「あつぎの

道づくり計画」において、基

本方針Ⅰスムーズな移動環境

づくりとして、都市計画道路

や幹線道路等の整備、交差点

改良を推進し、交通混雑解消

などに取り組みます。また、

電柱の地中化については、今

後、「無電柱化推進計画」を策

定し、進めていきます。 

 

５ 

11 

資料の配布について計画

案についても用意してほし

いです。公民館では配布資料

として概要版が用意されて

いました。計画案について

も、配布先や貴課に希望に応

じて用意して頂けると、館内

の滞在時間を気にすること

なく閲覧できます。 

概要版だけではなく、計画

案についても、希望に応じて

用意するなど配慮をしていき

ます。 

 ５ 

 

５ お問い合わせ先 

（１）担当課名    危機管理課 

（２）連絡先     ２２５－２１９０ 

 

６ 結果公開日 

令和３年３月 23 日 公開 
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