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鈴鹿市地域防災計画（案）への意見募集結果について 

平成２７年１月５日（月）から２月４日（水）までの間に鈴鹿市地域防災計画（案）に対する意見募集を行った結果は，次のとおりでした。貴重な御意

見をいただきありがとうございました。 

意見提出者数・・・２名 

意見件数・・・・２７件 

 

番号 ﾍﾟｰｼﾞ 意見個所 御意見 回答 

１  意見公募手続について ・形だけの募集で形態を整えた感じがする。 

・意見の出やすい様，事前説明会を開いて堅苦しさをなく

す工夫（発言しやすい）がいるのでは？ 

・市民と行政の協業であり行政主導ではないはずだが？

Ｈ26 年度の第１回防災会議録を読んでそう思った。御苦

労様でした。 

本計画（案）の公表，意見等の募集

及び応募意見等の取扱いについては，

「鈴鹿市意見公募手続要綱」に基づき

対応しています。 

市民への周知は，市の広報やホーム

ページにより行い，問い合わせ等があ

れば，計画を理解していただくための

説明をしています。 

また，応募された意見等に対する市

の考え方については，当該意見等を十

分考慮して，意思決定しています。 

 

 

２  意見公募手続について 

 

 

 

意見募集の前に「説明会と質疑応答」会を設けてもいいの

ではないか？若干説明者の教育の事務，参加者が少なくて

も市民の目線を受けとめようとする姿を見せておくのは

どうか？  

３  意見公募手続について ・類型化できるとの思い込みあり？まとめる者の資質，感

性によるが発言者の意を果たして汲み取れるのだろう

か？できる場合とできない場合あり。特に発言者の不十分

（不可解）な表現は都合の良い解釈がおこりがち（解答し

やすい）。これは恐ろしい！？回答者が不満をいだくかも

相互コミュニケーション不足→片方向のコミュニケーシ

ョン伝えっぱなし。わからなければ尋ねる。 
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４  意見公募手続について 自助，共助，公助は行政がよく使う表現であるが，逆公

助はないのか？公助の逆過程での働きをさす。公助の順

方向過程での動きを考え，その逆方向からの動きの視

点。具体的には考えて下さい。 

 

 

計画（案）では，基本方針として，

「自助」「共助「公助」の有機的な連

携が図られる体制づくりを目指すこと

にしています。 

 

５ P１ 第１部第１章「総則」 鈴鹿市地域防災計画策定の目的がないが，良いのか。目

的を失念した検討，修正作業をしているのでは？この章

の最後に見直しの項もないようだが！？ 

第２部第１章第１節及び第３部第１

章第１節において，行政，防災関係機

関，市民それぞれが防災活動を総合的

に実施することにより，被害の軽減・減

災を図り，市民の生命，身体，財産を保

護することを計画の目的とすることを

明示しています。 

 

６ P２ 第１部第１章 

第３節「修正」 

検討会議とその結果は公表されるのか？（HP 上に）又，検

討メンバーに市民の立場での者は入っているのか？（行政

サイド者のみで検討？）その意味は，意見募集も形だけ。

意見が反映されていることがわかる工夫が読みとれな

い！？ 

 

災害対策基本法により，鈴鹿市地域

防災計画は，鈴鹿市防災会議が策定し，

修正しています。 

防災会議の結果と委員名は，鈴鹿市

のホームページで公表しています。  

防災会議の委員構成は，市の条例で

定めています。委員名簿は，別表のとお

りです。 

 

 

 

７ P６ 第１部第３章 

第１節「鈴鹿市防災会議」 

鈴鹿市防災会議のメンバー構成は？市の行政のみで構

成？お手盛りできるようにかな？ 
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８ P19 第１部第１章 

第３節「防災機関の業務大綱」 

災害対策基本法第２条の２ ３項はどこに記載あるのか？

災害に備えるための措置を（組み合わせて…絶えず改善を

図ること）※現状の課題を直視し明示して改善の計画に反

映させる意。 

災害対策基本法第２条の２第３項

は，災害対策の基本理念を示していま

す。計画（案）では，法の趣旨を踏まえ

て，毎年，検討を加え，計画の修正及び

対策の改善を図ることにしています。 

９ P２ 第１部第１章 

第３節「修正」 

修正という言葉には，できるだけ的（まと）に近づける意

味ありととれるが是正という語を使うならダメだから入

替るというニュアンスがあり〇×が明確になる。（自己評

価時ついお手盛になりがち。あいまいさをさける意味で直

されてはどうかな？ 

内部＝自立できるよ。外見から＝自立になる 

災害対策基本法第 42 条に「市町村防

災会議は，（中略）必要があると認める

ときは，これを修正しなければならな

い。」と規定されています。 

１０ P６ 第１部第３章 

第１節「鈴鹿市防災会議」 

①台風 11 号の検証記録を読む限り，課題抽出を終えこう

したいとの記述はあるが，果して検証を終えたのであろう

か。避難指示の判断基準があって（旧基準）これをもとに

発令したが多数問い合わせがあった由。新基準に変わった

ら発令はどうなった（発令時刻，発令の種類（準備情報，

勧告，指示） 

②地域指定の範囲（市内全域ｏｒ一部）であろうか？ 

③結果のまとめ（問い合わせの内容，収集する仕組み）が

できる体制が出来ていた？ 

④この結果を活かし，計画に反映するしくみは動いたの

か？市民自らの反応（応答）があって活きる。行政主導で

は一方通行にならないか？追いてこないよ。 

台風 11 号の対応を検証した結果，

多くの課題，問題点が確認できまし

た。 

その中で，現在，避難指示等を発令

する判断基準を見直しています。 

また，避難指示等の発令にあたって

は，市民が安全かつ迅速に避難できる

よう，発生が予想される災害の種類や

避難方法等きめ細かな情報を提示する

ことにしています。 

今後，市民の意見を聞いたうえで，

新しい判断基準を計画に位置づけるこ

とにしています。 

 

１１ P212 第３部第２章 

第 12 節「防災訓練計画」 

訓練だから検証し，課題を明らかにし，改善策を講ずるの

はわかるが，2014 年台風 11 号の検証では，元の生データ
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を入れ災害対応の妥当性を検証し（改善前後の検証結果）

それは市民に示して意見を求める。これが検証だろう！？

課題を明らかとし改善等を講じるだけでは検証を完了し

たとは言えない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２  意見公募手続について 

 

※行政の仕事ぶりを誇る計画（案）であってはならないし，

市民の満足が得られる行政サービスを期待したい。少なく

とも，台風 11 号（2014 年）対応では，四日市市に市内全

域の避難指示発令で 70 分遅れ（四日市 8/9 17：20 発令，

鈴鹿市 8/9 18：30 発令）津市では河川単位での早期対応

している。鈴鹿市も本来こちらの対応だったはず。なぜか

対応書通りにしなくなってしまったようです。隣市間の行

政サービス競争に遅れをとったのではないか？ 

１３  計画全般 

 

進めるべき方向と行政の進めたい方向とのズレ（３軸タン

デムあり）について 

（1）今回の防災計画（案）に昨夏の台風 11 号対応結果を

反映させるシステムが織り込まれたのだろうか？→見つ

けられなかった。前にも記したが，行政サービス面から見

れば四日市市，津市に遅れをとったと受けとれる（私的に）

一般市民むけの潜在要望に沿った計画（案）ではなく，行

政部門として納得のしやすい対応手順書（マニュアル）と

なっているととれる。 

（2）台風 11 号の検証結果と言いながら，けんしょうでき

ていないおかしさ？この矛盾が変更（案）に反映できない

おかしさ？→第１部第１章第３節修正かもしれないが…

これも？ 
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台風１１号に関する市長メッセージ（H26 年 8 月 13 日）

によれば，最後段部に「今回の市内全域を対象とした避難

指示の発令につきましては，…避難情報発令の判断と情報

提供の方法また市民の皆様が具体的にどう行動してゆく

かについては，今後検証をしっかりとおこない，改善に努

めてまいります」とある。その後に台風 11 号の災害対応

検証結果を公表します（2014 年 9 月 25 日）では，後段に

「…今日の災害対応の課題や改善点の検証作業を行って

きました。この度検証結果がまとまりましたので公表しま

す」とあるが，この内容を見るに検証作業など終わったと

言えない。これは課題，問題点の洗い出しであり，行政サ

イドが進めたい改善策の提示にすぎない。ちなみに対応状

況は，改善する+対応中が 53 件/全 56 件で完了とは言えな

い。私の思っていた検証とは次の通り。手順書（旧）で課

題を洗い出し，新手順書（案）で元のデータを入れ，新手

順での応答を評価し，その結果を市民に公表し，意見募集

にて是非を問うことかなと思っていた。テストも終えない

手順書で，新しい手順に変ったかどうかもわからない手順

書で（そのうち変る？）検証したことになるのだろうか？

→こういった検証結果のシステム手順反映を変更（案）の

どこに織り込んだのか見いだせない。 

（3）台風 11 号（2014 年 8/9）の災害対応に関し，“避難

勧告等の発令基準”に基づいた動きを災害対策本部が出来

なかったのではないだろうか？だから検証の結果の課題

の中に（No5 辺り）“発令基準通りできなかった（ルールを
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守らない？）” 

この点の疑念を次に示す。 

・小田町（一部）での発令は，元々の発令基準書になし。

発令の臨機応変での対応は当然であるが，ルール破りであ

ることを検証に明示すべし→状況を的確に記し，その改善

策を検証することは大切。 

・寺家七丁目，八丁目へは避難準備情報発令されたが，マ

ニュアルによれば寺家 4-8 丁目とある。なぜ絞り込みをし

たのか？（たぶん現状報告を受けて）マニュアル通り実施

できなかったのか？ 

・察するに，発令基準が当時の実状況に合わず（即応でき

ず）各地からの催促に抗しきれず混乱の様相を呈してい

た？災害対策本部も未熟で実戦力不足，事前の演習や体制

作りの不備がうかがわれる。もしそうならば（発令基準通

りできなかった，ルールを守れなかった）その点を明示的

に示し，原因を究明して改善策を示し机上テストで，その

応答の妥当性を市長に問う。この為に，組織的学習（市外

対策本部他）に至る仕組みが今回の計画（案）のどこに織

り込まれたのか追記して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４  計画全般 

 

内部疾患の自己診断とその対応処置の記述を！前に記載

の scheme としては，標題のようなイメージの「内部疾患

の…対応処置編」として編立てでの枠組みを乞う。国，県

の指導にも従い（則り），災害対策基本法の２条の２ ３

項（一体的措置…科学的知見…教訓）を入れ，毎年見直し

修正を加えていけば良いものになるでしょう。すくなくと
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も裏面にあるような身内ないでの決裁にある組織内での

都合による勝手な決裁は避けられるはず（最終的には人の

識見によるが…）。又，H26 年度の防災会議録も読まして頂

いたが，検証結果（新旧比較への言及なし）に誰も疑問を

はさんでいない（言及していない）。出席者の識見を疑う。

台風 11 号検証結果とあるが，呼称のみ内実，検証は完了

していないことを示す。いかに国，県の指導に則ったとは

言え，読み込み不足，理念反映不足もあるかもしれないと

して，地域防災計画（案）の内部疾患を疑い（例として台

風 11 号対応での防災対策本部の応答妥当性を評価し（即

ち診断）新対応案での妥当性評価を加え（説明会ののち）

市民に評価をいただくような手順を願う。今は，行政サイ

ドの仕事が楽になる進め方であり個別のプロセスで論理

矛盾の問題があっても気にもとめず事が運ばれていくこ

とに問題あり（裏面のこと）。どのような具体的処置をと

れば良いかは No1～15 の中で個々に述べてきたし，話もし

た。了解（理解）されていると思うので紙面もあり述べな

い。是非なる反映を入れ隣市に遅れをとらない→他市ほこ

れる防災計画案にして頂くことを切に願う。 

・一応検証会議と称するものも市幹部を集めておこなわ

れたが，検証（新旧）は（2014.8.27 14：00-15：00）終

わっていない。すなわち未完である。 

・H26 年度第一回防災会議もおこなわれたが上記の検証結

果が地域防災計画案の中の１年間毎の見直しに際し，この

ような不具合事象をシステムとして検出し織り込むスキ
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ーム（scheme）が読みとれない。防災基本法二条二項三の

反映がされていない。（一体的措置，科学的知見，教訓の

とり入れ）検証会議録（H26.8.27 14-15：20）総務班班

長の声に，災害の種類ごとに地域を特定，避難指示の判断

基準を…，市民の周知方法…とあるが見直しをされた形跡

もなければ，検証された跡もない。市長のいう検証とはな

っていない（2014.8.13 付）→どこを見て検証したのか承

認（決裁）したのか知りたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５  計画全般 

 

2014年８月９日台風11号に関し亀山市は避難指示発令特

に無し（…と思う。HP 上の市長宣言で確認した。）四日市

は 17：20 発に避難指示発令。津市 15：30 発安濃川流域の

一部で 15：55 雲出川流域の一部で避難指示を発令してい

る。間にはさまれた鈴鹿市 18：30 発令で隣市に住民サー

ビス情報の意味合いで遅れをとった。市民ニーズと行政の

したいこと（サービス）とのズレが発生している。行政サ

ービスの競争意識無なしととられるよ。先般の台風 11 号

検証記載を読む限り，市の一所懸命ぶりはわかるが組織業

務最優先で市民サービスへつながっているとは思えない

が。 

１６  計画全般 

 

避難勧告等の発令基準に従って果して実行されたもので

あろうか？ルール（規則）どおりに実行されたのか？の意

味（事実の認識が重要） 

１７  計画全般 

 

指示は私権の制限をすることになり（生命や財産が損なわ

る場合に限定的に使われる），2014 年の台風 11 号避難指

示（8/9 18：30 発令）に関し，誰が（部署）上申し（市
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長が発令した）かの記録がない（教えてくれない）回答な

ら発令が妥当であったかどうか検証不能になっている。こ

の歯止めは出来ているのか？（記載箇所提示下さい）会議

体で決めたというが，上申者の自覚（責任）があったかど

うか疑問？私権の制限があるも命の危険を知らせる指示

であり，承知するという前提のもとで書き込みならば“始

めてなので…”は遊び半分か？との問いにもなる。 

１８ P22 第２部第２章 

「災害予防・減災対策計画」 

 

結果を収集し，計画に反映する仕組み（scheme ありか？）

が働いているか？check→action→plan→do であり P→D

→C→Aでない。 

防災訓練は，定期的に実施し，その

都度検証し，次の訓練につなげていく

ことにしています。 

このため，前回実施した訓練の検証

結果を前提としたうえで，訓練を企画

し実施することを記載しています。 

 

 

 

 

１９ P45 

 

 

 

 

第１部第２章 

第 11 節「防災訓練計画」 

第２項「市が実施する対策」 

 

 

何度も指摘することになるが，最初にすることではない

の？check（現状確認）→action→P→D３→１へ？（表現

は変える必要あり）防災逆訓練も…〇〇訓練にははいって

いるのだろうが？一方向のみの訓練？災害対策基本法２

条の２ 第３項の書き込みは？ 

２０ P45 第２部第２章 

第 11 節「防災訓練計画」 

第２項「市が実施する対策」 

 

検証の意味合いが，理解されているのか？検証できる

scheme をこの変更（案）の中に組み入れるべき。 

２１ P42 第２部第２章 

第 10 節「防災知識の普及計画」

第２項「市が実施する対策」 

この点の大切さは認めるが（その点は承知で）行政サイド

が市民から受ける啓発（指摘かな）もある。行政指導が万

能ではなく市民ニーズに応える（合わせる，優先順位？）

のが高い評価を受けるのではないか？行政優先の発想で

は市民の心は開かない？ 

防災啓発に際しては，市民の意見を

聞き，地域の実情を把握して，それぞ

れの地域の特性に応じた防災活動の促

進を図ります。 
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２２ P45 第２部第２章 

第 11 節「防災訓練計画」 

第２項「市が実施する対策」 

逆訓練がこの前の稲生地区での訓練計画の中に含まれて

いなかったよ！逆訓練いれるべきでは？逆方向の訓練，指

導者（行政サイド）が受講者（市民）からどの程度わかっ

たのか体得しているのか教えてもらい（つかみ）教え方（講

習）に活かす。逆訓練（訓練であり逆訓練である。） 

市が実施する防災訓練は，参加者か

ら意見を聞いて検証を行い，次回の訓

練に活かしていきます。 

２３ P95 第２部第３章 

第 10 節「避難計画」 

第２項「市が実施する対策」 

避難勧告等の説明（文）書が内容の強弱を示すものであり，

指示と他とはその意味合いが異なることを行政サイドも

理解しているとは思えない。或いは承知で都合の良いこと

だけ述べている？  

避難勧告と避難指示については，計

画（案）に記載しているように，災害

が発生する危険度，緊急度に応じて使

い分け，適切な避難誘導を行います。 

２４ P101 第２部第３章 

第 10 節「避難計画」 

第４項 

「市民や地域が実施する対策」 

避難指示が発令されている中，避難所から自宅へ帰る者も

あるかも？（2014 年８月９日台風 11 号鈴鹿市発令）行政

が，生命の危険があるとして，避難の指示を発令したもの

であり，上記の如く自己判断で帰宅することがありえる場

合は，指示と自己判断（４節１-（１））どちらが優先する

のか？それとも両者整合の取れる事項なのか？ 

１避難指示（ドケ）と２安全確保措置（２F避難）≒自己

判断の優先順位が指示者側と受側双方に理解されていな

い※優先順位というより順次の判断案件かな。だから避難

指示が出ているにもかかわらず避難所から帰るものもい

る（自己判断）避難指示解除になった頃（時刻）には少な

い人（20 人前後）であった。 

（3）「早期退出への協力」は，避難

指示等解除後の対応として記載してい

ます。 

本文の頭に「市が避難指示等を解除

後，」を追記します。 

２５ P213 第３部第２章 

第 12 節「防災訓練計画」 

第３項 

「市民や地域が実施する対策」 

「地域・近隣・自主防災の為，その実状（特性）に応じた

ニーズを行政に打上げ，実現させる行動を伴う実技演習」

はこの案文に組み入れられないか？地域まちづくりの進

展に伴い先取りしておかないと遅れをとる恐れあり？ 

計画（案）に記載する地域が主催す

る防災訓練については，要望に応じて

市が訓練の内容を検討するとともに，

人的な支援をしています。 
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２６  計画全般 防災危機管理課では、気象災害時にはウェザーニューズ社

と提携して、気象情報を基にアドバイスを受けていると聞

きますが、計画案にはどこにも触れていません。 

ウェザーニューズ社との関わりについて教えてください。

本計画（案）は，行政，防災関係機

関，市民が講じる対策を定めたもので

あるため，個別の業者名については記

載していません。 

なお，本市では，ウェザーニューズ

社と，業務委託契約を締結し，気象情

報や水防対策に関する情報提供を受け

ています。  

２７  計画全般 ウェザーニューズと「すずか減災プロジェクト」に取り組

んでいるはずですが、計画案にはどこにも触れられており

ません。 

「すずか減災プロジェクト」は、どのような位置づけで続

けていくおつもりですか？ 

すずか減災プロジェクトについて

は，災害情報の発信手段として，39 ペ

ージ，81 ページ，200 ページ，230 ペ

ージ，239 ページに記載しています。 
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別表 

鈴鹿市防災会議委員名簿 

国土交通省中部地方整備局 三重河川国道事務所長 鈴鹿市民生委員児童委員協議会 副会長 

三重県鈴鹿警察署長 学校法人鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部鍼灸学科教授 

三重県鈴鹿地域防災総合事務所長 学校法人享栄学園鈴鹿国際大学 国際人間科学部観光学科准教授 

三重県鈴鹿建設事務所長 社会福祉法人 鈴鹿市社会福祉協議会 地域福祉課長 

西日本電信電話株式会社三重支店設備部長 株式会社ケーブルネット鈴鹿 代表取締役 

中部電力株式会社 鈴鹿営業所営業課(総務 G)スタッフ課長 鈴鹿商工会議所 女性部 会長 

三重交通株式会社 中勢営業所長 株式会社鈴鹿メディアパーク 社長付 経営企画室長 

日本通運株式会社 三重支店長 鈴鹿市消防団長 

農林水産省東海農政局津地域センター長 鈴鹿市副市長 

三重県鈴鹿市ＬＰガス協議会 鈴鹿市副市長 

一般社団法人鈴鹿市医師会 会長 鈴鹿市水道事業管理者 

鈴鹿市自治会連合会 会長 鈴鹿市教育長 

日本郵便㈱鈴鹿郵便局 総務部長 鈴鹿市消防長 

陸上自衛隊久居駐屯地 第３３普通科連隊第一中隊長 鈴鹿市防災危機管理監 

中日本高速道路㈱名古屋支社桑名保全サービスセンター所長 鈴鹿市総務部長 

特定非営利活動法人 災害ボランティアネットワーク鈴鹿 理事長 鈴鹿市保健福祉部長 

近畿日本鉄道株式会社名古屋輸送統括部運輸部白子駅長 鈴鹿市産業振興部長 

東邦ガス株式会社導管部三重センター北勢導管課長 鈴鹿市土木部長 

一般社団法人鈴鹿市観光協会 理事 鈴鹿市監査委員事務局長 

伊勢鉄道株式会社 取締役 総務部長 鈴鹿市男女共同参画課長 

 


