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平成２６年度第１回鈴鹿市防災会議録 

 

開催日時 平成２６年１０月８日（水） １４時４５分から１５時５５分 

開催場所 鈴鹿市役所 本館１２階 １２０３会議室 

出席者 ３７名      出席者名簿 順  

委員 

神戸委員，幸阪委員，高嶌委員（堀内幹事代理出席），大森委員，宮﨑

委員，林委員，松下委員，玉田委員，松井委員（和田幹事代理出席），

内藤委員，谷口委員，尾﨑委員，坂委員，長谷川委員，酒井委員，藤

田委員（市川氏代理出席），南部委員，高木委員，齋藤委員，中川委員，

高橋委員（米田氏代理出席），森本委員（和田氏代理出席），坪井委員

（垂水氏代理出席），加藤委員，増田委員（藤井氏代理出席），栂原委

員，井関委員（山崎氏代理出席），折原委員(堀内氏代理出席），中林委

員，松井委員，西城委員（樋口氏代理出席），秋月委員，松岡委員，神

山委員，木村委員，山本委員，樋口委員  

幹事 

青山幹事，藤田幹事，下和田幹事，杉澤幹事（米倉氏代理出席），和田

幹事，中西幹事（事務局），竹嶋幹事(事務局)，矢橋幹事，河村幹事，

杉本幹事，前田幹事，落合幹事，松家幹事，奥村幹事 

欠席者 ３名(北川委員，石橋委員，水谷委員) 

傍聴者  なし 

会議資料 添付書類のとおり 

議事概要 

 

（司 会） 

・平成２６年度第１回鈴鹿市防災会議を開催する。 

・本日の出席報告であるが，委員総数４０名中３７名が出席，３名が欠席，委員

の過半数以上出席であるため「鈴鹿市防災会議運営要綱」に基づき成立する。 

・本会議の議事の内容及び資料については，市ホームページ等で公開する。 

・議事に先立ち，本協議会の会長である末松市長が挨拶を行う。 

 

（会 長） 

・平成２３年３月に発生した東日本大震災を受けて，南海トラフ地震などの巨大

地震に対する対策の充実，強化が喫緊の課題となっている。 

・先月，広島市で発生した土砂災害をはじめ，台風や集中豪雨による浸水被害な

ど，風水害への備えも怠ることはできない。 
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・平成２４年から２５年にかけて，災害対策基本法が改正され，国のレベルで防

災対策の強化が図られている。 

・三重県においても，平成２５年度に国の動向を踏まえ，地域防災計画を修正し

ている。 

・本市においても，南海トラフ地震により，甚大な人的，物的被害が発生するこ

とが想定されるため，国や県と整合を取り，防災・減災に向けて，体制の充実，

強化を図る必要がある。 

・防災対策は，自助，共助，公助の連携によって最大の効果が得られることが，

阪神・淡路大震災や東日本大震災での事例で示されている。 

自助，共助の取組を考え，実行するうえでは，女性の視点を含め，様々な角度

から総合的な判断をし，効果的な防災対策を講じる必要がある。 

・本市の男女共同参画基本計画に基づき，防災会議において，本年度から１０名

の女性の委員に就任を依頼した。その結果，女性委員の比率は，従来の２.６％

から２５.０％となった。 

・本市の防災対策の基本となる地域防災計画は，本会議で作成し，修正するため，

忌憚のない意見をいただき，今後の防災対策に活かしたい。 

・本日，委員には，本市の総合的な防災力を高めるため，それぞれの視点から意

見を頂き，災害に強い，安全で安心なまちづくりに向けた協力をお願いする。 

 

（事務局） 

・本日の議事に移る。 

・議事の進行については，「鈴鹿市防災会議運営要綱」に基づき，会長である市

長が，会議の議長を務める。 

 

（議 長）（以下，議事の間「会長」を「議長」と表記する。） 

・事項書に従い議事に移る。 

・議事１の「鈴鹿市地域防災計画の修正案について」事務局からの説明を求める。 

 

（事務局） 

 次の点につき，資料に基づき，説明する。 

 

○防災会議と地域防災計画の関係について 

 

・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に設置されている。 

・地域防災計画は，地域の防災活動を総合的，計画的に実施するために，市域で
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発生する災害の「予防と応急対策，復旧対策」を定めている。 

・地域防災計画は，法により，毎年検討を加え，必要があると認める時は，修正

を行うことになっており，修正にあたっては，県の地域防災計画と整合を図る

必要がある。 

・修正案を本会議に諮り，委員各位の意見を反映した上で，最終案のとりまとめ

を進めていく。 

 

＜資料の説明＞ 

資料 平成 26年度鈴鹿市地域防災計画修正の概要 

  鈴鹿市地域防災計画 平成 26年度修正(案) 

  鈴鹿市地域防災計画 平成 26年度修正(案) 新旧対照表 

 

○防災計画修正の目的と経緯について 

・平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災を受け，根本的な防災体制を見

直す必要性から，災害対策基本法が大きく改正された。 

・それに伴い，国の防災基本計画，三重県の地域防災計画についても平成２６年

３月に大規模な修正が行われた。 

これらは，災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることを認めたうえで，

災害時の被害を最小化し，被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方を，防災

の基本理念としている。 

・本計画では，行政だけではなく，企業や地域住民が行う対策を明確にし，市全

体で大規模災害に対する被害の軽減，すなわち，「減災」の効果が発揮できる

体制の構築を目指すこととする。 

今回の修正は，平成２２年度に修正した鈴鹿市地域防災計画のうち，震災対策

編を中心に修正を行うが，風水害対策編との共通事項については修正する。 

・風水害対策編の修正については，現在，三重県で風水害対策編の修正作業が進

められていることから，平成２７年度に抜本的な修正作業を予定する。 

 

○平成２６年度鈴鹿市地域防災計画修正の概要について 

・主な修正事項を，１０項目に分類した。 

 

○計画の改訂と名称変更について 

・東日本大震災の発生を受け，本市では，南海トラフ地震の発生に伴う津波対策

が求められている。これまでの「震災対策編」を「地震・津波対策編」と改め

て，津波からの避難場所の確保や，市民，地域が実施する対策を拡充していく。 

・現在の計画では，第２部が「風水害等対策編」，第３部が「震災対策編」であ
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るが，これらを「震災対策編」を「地震・津波対策編」に改めた。 

第２章「災害予防計画」を「災害予防・減災対策計画」に，第４章「災害復旧

計画」を「災害復旧・復興計画」に改めた（「風水害等対策編」「地震・津波対

策編」共通事項）。 

第３章の東海地震警戒宣言発令時の緊急応急対策計画については，第５章とし，

第６章に南海トラフ地震防災対策推進計画を新たに設けた。 

 

○三重県の新被害想定への対応 

・平成２６年３月に，三重県が発表した，三重県地震被害想定結果にあわせて，

想定される地震及び被害の想定を修正した。 

・地震想定は，陸域の活断層を震源とする地震に，布引山地東縁断層帯と頓宮断

層帯を追加した。現計画の東海・東南海・南海地震の地震規模マグニチュード

8.7については，地震規模を過去最大クラスの南海トラフ地震の東海・東南海・

南海地震の３連動に修正し，地震・津波対策を実施することを示した。 

 

○自助・共助を推進する対策の充実 

・災害対策基本法の一部改正において，地域コミュニティにおける共助による防

災活動を推進する観点から，市内の一定の地域の居住者及び事業者が行う自

発的な防災活動である地区防災計画が新たに制度化された。 

・本計画に，地域における防災・減災力の向上を目指すため，地区防災計画の位

置付けと，当該計画の作成が促進されるよう市の支援について定めた。 

・三重県地域防災計画において，自助・共助・公助の連携を目的とし，災害予防，

災害応急の各対策に地域や県民が実施する対策が明示されたことから，市民

や地域が実施する対策を明記した（「風水害等対策編」「地震・津波災害対策編」

共通事項）。 

 

○津波対策の強化について 

・東日本大震災以降，津波避難対策の重要性が求められている。平成２６年３月

三重県地震被害想定結果により，本市の津波浸水予測区域が見直され，南海ト

ラフ地震対策として，推進計画を作成するとともに，津波災害への対応を強化

することを明記した。 

・「都市の防災化」では，津波対策計画の充実，避難路の整備について明記した。 

 

○市民の円滑・安全な避難の確保について 

・災害対策基本法の一部改正により，避難行動要支援者名簿の作成及び名簿の情

報提供等による規定が設けられた。 
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・本計画の災害時要援護者対策計画の中に，市が実施する対策として，災害時に

配慮が必要な住民の円滑な避難に関する対策を位置付けるとともに，市民や

地域の取組について明記した。 

・津波や水害等の際，避難場所で避難者が被災した例もあることから，災害対策

基本法が改正され，緊急避難場所等が指定されることとなった。 

・本計画において，災害の種類に応じた適切な避難地や収容場所を指定すること

を明記した。 

・多様なニーズに配慮する対策の推進として，避難所での女性の参画や男女双方

の視点に配慮した避難所運営マニュアルの策定を支援していくことや災害時

要援護者に対する配慮やペット同行避難への対応など，多様なニーズに対応

した対策に取り組み，避難所や応急仮設住宅における良好な生活環境の確保

を行うことを明記した。 

 

○災害時における受援体制等について 

・協定を活用したボランティアとの連携強化として，災害救援ボランティア活動

が円滑に行われるよう，ボランティアセンターの設置運営に関して，鈴鹿市社

会福祉協議会と関係団体との連携，協力体制の整備を図ることを明記した。 

・受援・応援体制の整備計画を新たに新設し，大規模災害発生時における受援・

応援体制の整備を図るために，県内外の関係機関や応援協定団体との連携し

た取組を実施することを明記した。 

 

○被災者保護対策について 

・大規模災害時に，総合的かつ効果的に避難者を支援するため，被災者台帳の整

備を検討するとともに，東日本大震災において，あらゆる支援策の根拠資料と

なった罹災証明を迅速に交付すること等を明記した。 

 

○防災啓発，防災教育の推進について 

・災害発生時に，市民が的確な行動を取るため，平素から災害への対応等の防災

に関する正しい知識を身につけておく必要がある。 

・防災活動への女性の参画についての理解を深めるとともに，時代に即した情報

提供手段として，ソーシャル・ネットワーキング・サービスを活用した啓発活

動を行うことを明記した。 

・学校の児童・生徒に対して，県が作成した「防災ノート」を活用した防災教育

を実施することや，公民館等の施設において防災講座を開催するなど，防災意

識の向上を図ることを明記した。 
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○その他の予防，応急対策について 

・市内に所在する文化財の保護に関する，予防及び応急対策を明記した。 

・災害廃棄物への対応として，大規模災害時に大量発生する瓦礫や津波堆積物の

処理に関する「鈴鹿市災害廃棄物処理計画」の策定や「災害廃棄物処理対策計

画」の策定を明記した。 

 

修正点については，以上のとおりである。なお，修正案における誤字・脱字，

あるいは語句の修正，また，軽微な修正については，今後，事務局で必要に応じ

て修正することを了承願いたい。 

 

（議 長） 

・鈴鹿市地域防災計画の修正案について，意見，質問等を求める。 

 

（齋藤委員） 

・インドネシアで津波被災地を調査していることもあり，自分が近鉄を利用して

通勤をしていると，いつも伊勢若松駅のあたりで津波が来たらどうしようか

と思ってしまう。この周辺には，津波避難ビルがないように思う。場所によっ

ては，避難できる高い建物が無いところがあるが，そういう場所ではどう避難

するのか。 

・地震が発生し，津波が来るまで，１時間あるとのことだが，例えば，近鉄に乗

っている老人，障がい者，妊婦等は，とても１時間では内陸部へは避難できな

いと思う。 

・鈴鹿市の場合，地域によって地形に差があるが，こうしたことは，修正案にど

のように反映されているのか。 

 

（議 長） 

・事務局に，説明を求める。 

 

（事務局） 

・津波避難については，本市の場合，地震発生から津波到達までに１時間程度の

余裕があることから，基本的には津波浸水予測区域外に避難することが原則

である。 

・災害時要援護者や身体の不自由な方は，緊急的に避難ができる施設が必要なこ

とは十分認識している。 

若松地区には，避難ビルが無いのではとの指摘だが，若松小学校を「津波避難

ビル」として指定している。津波避難ビルの詳細については，「地域防災計画
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（資料編）」の修正の中で明記する。 

・避難路等については，修正案の 178ページ避難路の整備に表記をしている。 

・避難対策計画の中で，津波避難ビルにおける外付け階段等の高さ，幅，構造に

留意し，把握に努めることを明記した。 

・東日本大震災において，避難ビルについては，火災を起こした車両などが，ビ

ルに漂着あるいは漂流したことにより火災が発生し，そこに避難をされた方

が犠牲になった事例もある。 

基本的には，津波浸水予測区域外へ逃げていただく行動を第一と考えている。 

 

（議 長） 

・伊勢若松駅周辺も含め，本市では，南北に沿岸部が長い距離となるため，準備

のできるところから，対策を取りたいと考えている。 

・先ほどの事務局の説明のとおり，新旧対照表の 56ページ，64ページに，津波

との関係について表記しており，これに基づき，施策を進めていきたい。 

 

（齋藤委員） 

・ありがとうございました。 

 

（議 長） 

・他に，意見，質問等を求める。 

 

＜意見，質問なし＞ 

 

（議 長） 

・それでは，本修正案を承認について，意見等を求める。 

 

＜意見，質問なし＞ 

 

・意見がないので，鈴鹿市地域防災計画修正案については，本修正案を承認する。 

・議事２の「鈴鹿市地域防災計画の修正スケジュールについて」事務局からの説

明を求める。 

 

（事務局） 

＜資料「鈴鹿市地域防災計画修正スケジュールに」基づき説明＞ 

 

（議 長） 
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・意見，質問等を求める。 

 

＜意見，質問なし＞ 

 

（議 長） 

・鈴鹿市地域防災計画の修正スケジュールについては，本会議として承認する。 

・議事３の「その他」に移る。 

・防災全体に関して，意見，質問等を求める。 

 

（秋月委員） 

・私どもケーブルテレビは，日々，鈴鹿で発生する色々な出来事やニュース，災

害，交通等の情報をお届けしている。 

・１０月１日に，国土交通省三重河川国道事務所と協定を締結し，鈴鹿川を含む

一級河川，鈴鹿，津，松阪の計４河川に設置されている約 100 箇所の監視カ

メラ（河川ＣＣＴＶ）の映像が，ケーブルテレビから配信可能となった。 

・昨今は，大水害や台風など非常に厳しい状況も起こる。 

「市民の皆さんが本当に大丈夫なのか」，「避難勧告等が出ているが，多分大丈

夫なんじゃないかな」等と，事実がよく分からない状況の中で，自身の判断で

避難をされていたものを，今後は，鈴鹿市災害対策本部と連携をしながら，テ

レビで河川の状況を夜間でも見られるよう，数を増やしてしていきたい。 

・将来的には，現在工事を進める白子の海岸線を，固定カメラの映像で収め，い

ち早く，情報を市民の皆様に提供していきたい。 

・常々，私自身が感じることは，命を守るうえでは，逃げるのが一番である。 

とにかく，危険な場所から逃げるということが第一であるが，「いつ逃げたら

良いのか」，「逃げ方をどうすれば良いのか」，「どこに逃げたら良いのか」が，

良く分からないというのが現状であると思われる。 

私が，病院に入院していたとき，そこの掃除員の方が「私は，若松に住んでい

るが，津波の時にどこに逃げたら良いのか分からない，学校へ逃げるという話

を人から聞いたが，その学校に逃げる時に海岸道路を通ることになる。どう考

えても，海岸道路は津波に襲われる場所なのに，その道を通って逃げて良いの

か。」といわれた。 

そこが一つのポイントで，誰がどこにいるか，どこに逃げたら良いか，そのタ

イミングが非常に難しいのかなと思う。 

・津波到達までに１時間あるが，普段から，きちんと練習が出来ていれば，逃げ

られる方も多いのではないか。 

・要介護者の方々に対しては，「誰がその方を助けて避難をするのか」までを含
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めて，普段の準備が必要である。 

・防災の基本は，逃げることであり，逃げるためには，普段の避難訓練がとても

大切であると感じている。 

・今年も，鈴鹿市総合防災訓練に出席したが，来年は，是非その防災訓練の中で，

避難訓練を実施してはどうか，また，「山の方」と「海の方」と「川の近辺の

方」では状況が異なるので，毎年地域を変えて訓練を実施してはどうかと考え

る。 

・広島で，土砂崩れがあったが，避難指示等が出されて避難していたら，亡くな

った方は助かったのかもしれない。 

場所によって，被害が異なるので，その場所に応じた避難のあり方をあらかじ

め，住民の皆さんに説明や理解を得た上で，避難方法を検証することが大事で

ある。 

・先日，当社で災害を想定した安否確認を行ったが，２割以上の人が安否の連絡

回答が無かったというお粗末な結果であった。100 パーセント情報が伝わり，

情報を受けた本人から必ずレスポンスがあって，それを確認することが必要

である。 

・防災の基本は逃げることであり，その逃げるための情報の提供は，必ず正確に

行わなければならないこと，そのための訓練をしっかりやっていきたい。 

・鈴鹿市や防災会議に出席の委員各位に，いかなる協力もしていきたいと思って

いるので，宜しくお願いしたい。 

 

（議 長） 

・意見ということで，他に，意見，質問等を求める。 

 

（齋藤委員） 

・近鉄，ＪＲ，伊勢鉄道の各社には，連携をとってもらいたい。何年か前に近鉄

に乗っている時，緊急地震メールが入り，もの凄い勢いで携帯電話が鳴った。

しばらくして，電車は，伊勢若松駅で停止したが，その時，立っている乗客も

いるほど大勢の人がいたのだが，この人たちを駅員は，どうやって誘導するの

かなと疑問であった。 

・近鉄は，時間帯によって，かなりの人が乗っているので，その時に地震や津波

が発生することを想定した駅員の対応とか，通勤客に対する啓発等をしてい

かないと，かなりの混乱が起きるのではないかと思っている。是非，いろいろ

な公共交通機関と連携をとってほしいと思う。 

 

（議 長） 
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・事務局に，回答を求める。 

 

（事務局） 

・各事業者との連携が必要であると考えている。 

・行政としても，駅から避難地へ避難をさせる誘導方法等を検討していきたい。 

 

（議 長） 

・本日の会議に出席している鉄道関係の皆様方には，是非，協力をいただきたい。 

・他に，意見，質問等を求める。 

 

＜意見，質問なし＞ 

 

（議 長） 

・本日，頂いた意見を参考にし，今後もしっかりと防災・減災に努めていきたい

と考えているので，宜しくお願いする。 

・本日の議事は終了とする。(議長降壇) 

 

<議事終了> 

 

（司 会） 

・第１回防災会議の閉会にあたり，会長より挨拶を行う。 

 

（会 長） 

・各委員及び各幹事に対する審議のお礼。 

・地域防災計画の修正に関する承認について謝辞。 

・今回いただいた意見を反映するとともに，地域防災計画の修正スケジュールに

基き，パブリックコメント，修正作業を進める旨を伝える。 

・今後も，鈴鹿市の防災についての協力依頼。 

 

（司 会） 

・以上をもって，第１回鈴鹿市防災会議を閉会する。 


