
 

 

Ｈ２２ 防災会議 

 
日時：  平成２２年５月１７日（月）   １３：００～１４：００ 
場所：  鈴鹿市役所 ５階 ５０３会議室 
出席者： 
（委員） 
・国土交通省三重河川国道事務所 計画課長        太田 富夫 
・三重県鈴鹿県民センター所長              杉野 周二 
・三重県鈴鹿建設事務所長                湊谷 信行 
・西日本電信電話㈱三重支店 設備部 災害対策室 主査  池山 茂 
・中部電力㈱鈴鹿営業所 営業課総務Ｇ 副長       小椋 仁 
・日本通運㈱四日市支店 
鈴鹿ロジスティクスセンター 重機建設課所長      末永 英夫 

・東海農政局三重農政事務所 地域第一課長補佐      田中 壽樹 
・三重県建設業協会鈴鹿支部長              田中 久司 
・鈴鹿管工事協同組合 理事長              三浦 道夫 
・三重県エルピーガス協会鈴鹿支部長           水野 和則 
・鈴鹿市防火協会長                   伊藤 吉輝 
・鈴鹿市医師会 事務長                 鈴木 紀郎 
・鈴鹿市自治会連合会長                 三谷 德尚 
・郵便事業㈱鈴鹿支店 業務企画室長           湯淺 正克 
・陸上自衛隊 第三十三普通科連隊 
 第一中隊 運用訓練幹部                近藤 洋 
・特定非営利法人 
 災害ボランティアネットワーク鈴鹿 理事長       南部 美智代 
・中日本高速道路㈱名古屋支社 
 桑名保全・サービスセンター              高本 篤雄 
・鈴鹿市議会 議長                   野間 芳実 
・鈴鹿市議会 建設水道常任委員長            小島 功也 
・鈴鹿市議会 生活産業常任副委員長           森田 治已 
・鈴鹿市消防団長                    藤田 充 
・鈴鹿市長                       川岸 光男 
・鈴鹿市 副市長                    松原 俊夫 
・鈴鹿市 副市長                    角南 勇二 
・鈴鹿市 水道事業管理者                宮﨑 守 



 

 

・鈴鹿市 教育委員長                  水井 健次 
・鈴鹿市 消防長                    児玉 忠 
・鈴鹿市 企画財務部長                 長谷川 正人 
・鈴鹿市 総務部長                   鈴木 良一 
・鈴鹿市 生活安全部長                 島村 悟 
・鈴鹿市 文化振興部長                 坂尾 富司 
・鈴鹿市 環境部長                   長田 孝雄 
・鈴鹿市 保健福祉部長                 松村 亮 
・鈴鹿市 産業振興部長                 林 治門 
・鈴鹿市 土木部長                   納永 栄一 
・鈴鹿市 都市整備部 次長               西山 哲也 

 
（幹事） 
・鈴鹿警察署 警備課長                 阿部 和彦 
・三重県鈴鹿建設事務所 保全室長            森 喜久夫 
・鈴鹿市 生活安全部 防災安全課長           青木 薫 
・鈴鹿市 社会福祉事務所長               森 光男 
・鈴鹿市 環境部 廃棄物対策課長            仲道 忠 
・鈴鹿市 産業振興部 農林水産課長           舘 隆克 
・鈴鹿市 産業振興部 耕地課長             河内 正成 
・鈴鹿市 土木部 道路保全課長             伊藤 辰雄 
・鈴鹿市 土木部 河川課長               坂下 正広 
・鈴鹿市 都市整備部 都市計画課長           谷口 誠 
・鈴鹿市 都市整備部 下水建設課長           大薮 文典 
・鈴鹿市 水道局 水道総務課長             清水 敏行 
・鈴鹿市 消防本部 消防課長              山口 伸夫 
・鈴鹿市消防団 団本部女性消防団員 部長        松家 美枝子 

 
（事務局） 
・鈴鹿市 生活安全部 防災安全課ＧＬ          石坂 健 

 
 
 
 
 
 



 

 

防災安全課長：  
本日は，皆さまには何かとお忙しい中，鈴鹿市防災会議にご出席をいただき

まして，誠にありがとうございます。 
私，事務局を担当させていただいております，防災安全課長の青木でござい

ます。 
よろしくお願い申しあげます。 

 
鈴鹿市防災会議の開催に先立ちまして，今回の防災会議より中日本高速道路

株式会社 桑名保全・サービスセンター所長の高本篤雄様に新たに防災委員と

してご就任いただきましたので，ご報告申し上げます。  

 

それでは，ただ今から，平成２２年度鈴鹿市防災会議を開催させていただき

ます。 
開催にあたりまして，鈴鹿市防災会議会長であります市長より，ご挨拶申し

上げます。 
 

 

会長（市長）：   

鈴鹿市防災会議会長を仰せつかっております鈴鹿市長の川岸でございます。 
鈴鹿市防災会議の開催にあたりまして，一言ご挨拶を申し上げます。 

 
各委員・幹事の皆さまには，平素より，鈴鹿市の防災対策の推進にご理解と

ご協力を賜り，心よりお礼申し上げます。 
また，本日は何かとご多忙の中ご出席いただきまして，誠にありがとうござ

います。 

 
さて，昨年は，伊勢湾台風から５０年の節目の年でもあり，１０月８日には，

台風１８号が接近いたしました。 

 

市内の一部住宅においては，床下浸水や停電などの被害が発生しましたが，

幸い甚大な人的被害などはありませんでした。 

 

また，本年３月には，北海道 南西沖地震以来１７年ぶりとなる大津波警報が

三陸沿岸に発表され，本市の位置する伊勢湾沿岸にも津波警報が発表されまし

た。この津波は，南米チリで発生した地震によるもので，日本国内で揺れを感

じることがなくとも津波がやってくることの恐ろしさを改めて教えてくれたと



 

 

いえます。 

このように，いつ，どこで，起こるかわからない災害に備えて現在，本市で

は，デジタル防災無線の整備や主要な河川の浸水想定区域・避難所などを記載

した防災マップの配布等を計画し，防災体制の強化を推進しているところでご

ざいます。 

また，東海地震，東南海地震などの巨大地震についても，発生が懸念されて

いる状況でございますので，防災関係機関や団体の皆様と連携いたしまして，

今後も一層，防災対策を充実させてまいりたいと考えております。 

 

本日は，本市の防災対策の基本となります，鈴鹿市地域防災計画の修正を行

うということで皆様にお越しいただきました。 

皆様より忌憚のないご意見をちょうだいして，今後の防災対策に生かして参

りたいと考えております。 

 

災害に強い，安全で安心なまちづくりに向けまして，皆様のご協力を賜りま

すよう，よろしくお願い申し上げます。 

 

 

防災安全課長：   

それでは続きまして，議事に入る前に，防災会議と地域防災計画の関係につ

いてご説明申し上げます。 

 

鈴鹿市防災会議は，災害対策基本法に基づき，「鈴鹿市地域防災計画」の作成

及びその実施の推進のため設置されております。 

地域防災計画は，鈴鹿市域の防災活動を総合的，計画的に実施するために，

風水害等対策編と震災対策編に区分し，本市で発生する災害の予防と応急対策

そして復旧対策を定めております。 

 

地域防災計画は，法により，毎年検討を加え，必要があると認められるとき

は，修正することになっており，修正にあたりましては，県の地域防災計画と

整合性を取ることとなっております。 

そうしたことから，今回の修正案につきましては，事前に県と協議を行って

おりまして，その意見も盛り込んでございます。 

本日，修正案を本会議におはかりして，皆様のご意見を反映したうえで，最

終案を県に提出することにいたしておりますので，ご理解いただきますようお

願い申し上げます。 



 

 

それでは，議事に入りたいと存じます。 

なお，会議の議長は，慣例によりまして会長が行うことになっておりますの

で，よろしくお願いします。 

 

 

議長（市長）： 

それでは，お手元の事項書に従いまして，進めて参りたいと存じます。 

まず，事項書１の「鈴鹿市地域防災計画・水防計画の修正について」を，事務

局より説明願います。 

 

 

事務局（石坂）：  

皆さま，平素よりお世話になっております。 

私，防災安全課のＧＬを務めております，石坂と申します。よろしくお願い

いたします。 

それでは，地域防災計画・水防計画の修正点についてご説明申し上げます。

全ての修正点を挙げると，時間もかかりますし，また軽微な点もございますの

で，本日は主な修正点をまとめたお手元のパワーポイントの資料をご覧になっ

ていただきながら，説明を進めていきたいと思います。 

 

まず最初に，「デジタル移動系無線システムの整備について」でございます。

平成２２年度中に，デジタル移動系無線の整備をいたします。整備箇所につき

ましては，市の各部署，市内の防災関係の各機関等に整備をさせていただき，

平成２３年度より運用を開始する予定です。 

また，同報系無線の整備についてご説明申し上げます。同報系無線とは，屋

外（電柱等）にスピーカーを設置するタイプのものです。そういったものを，

市といたしましては，平成２３年度から海岸線を中心に，また津波・浸水想定

地域等を中心に順次整備を計画いたしております。 

 

続きまして，「災害時要援護者の避難対策について」でございます。４６ペー

ジ風水害等対策編 自主防災組織育成計画の活動内容に「災害時要援護者の避

難対策」の項目を追加いたしました。なお，同じ内容で１７８ページ震災編 自

主防災組織育成計画には既に記載がなされています。災害は予告なくやってき

ます。その中で，要援護者の方にとって，「遠くの親戚より近くの他人」という

言葉もあるように，一番助けになってくれるのは近所の方です。そのことから，

今回の修正で，地域の方々で結成されている自主防災隊の活動の中に，項目を



 

 

追加いたしました。 

また，平成２１年度に保健福祉部のほうで，民生委員からの協力をいただき，

災害時要援護者台帳を作成いたしました。その名簿の活用方法につきましては，

現在検討中でございます。 

 

 第三に，「災害ネットワーク道路の整備について」でございます。 

このことについて，風水害等対策編では４８ページ，震災対策編では１４９ペ

ージに記載をしております。 

 三重県により，東名阪自動車道や国道１号線等が緊急輸送道路に指定されて

おります。その緊急輸送道路から市の主な防災拠点（例えば，避難所や給水拠

点）を結ぶ道路を災害ネットワーク道路と位置付けました。 

災害時に円滑に物資の輸送等を行うため，今後は災害ネットワーク道路の補

強等，整備を行っていきますので，今回記載をいたしました。 

 

続きまして，「緊急避難所・収容避難所・避難地等の見直しについて」であり

ます。このことに関しては，風水害等対策編５０ページ，震災対策編１６８ペ

ージに記述いたしております。 

 これまで指定されていた緊急避難所の中には，寺社仏閣といった民間の建築

物も入っていました。それを，今回の見直しでは，緊急避難所につきましては，

地域で管理をしていて，緊急時にすぐに開放が可能な施設ということで，地区

の集会所を中心に指定いたしました。 

 また，地震や火災等の場合に一時的に避難を行う場である避難地につきまし

ても，従前は子ども広場や運動公園，民間駐車場等も避難地として指定してお

りましたが，今回の修正に伴い，市の管理する公園に限定して指定をいたしま

した。 

 ちなみに，避難する期間が長引いた場合は，収容避難所に避難をすることに

なります。収容避難所に関しましては，小学校や地区市民センターといった市

の施設のみを指定しております。 

 また，避難所では様々な人が同時に生活を行うため，男女のニーズの違い等

を考慮した避難所の運営が必要となります。このことについては，今後の検討

課題ということで，今回記述を行いました。 

 さらに，平成２２年度には防災マップを全戸配布いたします。この防災マッ

プには，収容避難所・緊急避難所・避難地等も記載します。また，各地区にあ

る病院や市内の河川の浸水想定区域等についても記載いたします。 

 

 次に，「避難勧告・避難指示等の基準について」です。このことについて，風



 

 

水害等対策編の５２ページ，震災対策編の１７０ページに記載を行っておりま

す。 

平成２１年度７月に山口県において，福祉施設を巻きこむ土砂災害が発生し

ました。そのことをうけ，当市では土砂災害警戒避難検討会の設置を行いまし

た。その後，土砂災害だけでなく，他の災害時における避難についても検討を

行う必要があるとして，鈴鹿市避難勧告等の判断伝達マニュアル作成委員会と

名称を変更し，平成２１年度３月３１日にマニュアルを作成いたしました。 

その中で，避難準備情報・避難勧告・避難指示の基準の設定を行いましたの

で，そのことについても，今回の地域防災計画の中に明記をいたしました。 

 

また次の修正点についてですが，「コミュニティＦＭ，エリアメールによる周

知について」であります。従来の地域防災計画では，災害時の情報伝達手段に

ついてケーブルテレビのみの記載となっておりましたが，そこにコミュニティ

ＦＭ，エリアメールによる周知を追記いたしました。 

平成２１年の３月に，コミュニティＦＭとは防災協定の締結を行い，市から

発信した災害情報を放送していただくようになりました。 

また，平成２２年度中に，国からの緊急情報（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）の情報が届

くようになります。Ｊ－ＡＬＥＲＴとは，緊急地震速報や津波警報，他国から

のミサイル等の攻撃といった国民保護の情報を伝達するものです。これらの情

報についても，今後コミュニティＦＭと協力をし，ラジオを通じて市民の方に

情報を発信していく予定です。 

また，三重県内では鈴鹿市が初めて平成２２年度４月にＮＴＴドコモと契約

を行い，エリアメールの導入を行いました。現在はこのサービスを行っている

のはＮＴＴドコモのみです。今後は，このサービスをより充実したものにする

ため，鈴鹿市としても周知を行っていきます。 

 

それでは，最後に「堀切川・避難判断水位（特別警戒水位）の設定について」

です。このことについては，鈴鹿市水防計画の２８３ページに記述されていま

す。 

堀切川の避難判断水位（特別警戒水位）が設定されたことから，水防警報が

発せられるようになりました。現在，水防警報が発表される河川は，国では鈴

鹿川，安楽川，鈴鹿川の派川，また県では中ノ川，堀切川となります。 

 

これにて，鈴鹿市地域防災計画・水防計画の修正点についての説明を終了い

たします。なお，今後は本日の内容を基に，三重県と本協議を行っていきます。

本協議には約１ヵ月程度の期間が必要となります。本協議終了後に，製本をい



 

 

たしますので，それを皆さまに送付させていただきます。その際に，本日説明

をいたしました緊急輸送道路や避難所についてまとめてあります資料編も一緒

に配布いたします。 

これにて，事務局からの説明を終了させていただきます。ご清聴ありがとう

ございました。 

 

 

議長（市長）： 

 ただ今の説明につきまして，何かご意見・ご質問がございましたら，お願い

いたします。 

 それでは，ご意見もございませんので，本修正案のとおり県へ提出したいと

存じます。よろしくお願いをいたします。 

 本日の会議の審議事項は以上でございます。 


