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平成２８年度第１回鈴鹿市防災会議録 

 

開催日時 平成２９年２月１３日（月） １４時から１４時４７分 

開催場所 鈴鹿市消防本部４階 

出 席 者         出席者名簿順  

委員 ３７名 

矢下委員，山口委員，亀井委員，宮﨑委員，中西委員，冨田委員，前

田委員，吉崎委員，澤井委員，藤田委員，川村委員（藤田氏代理出席），

島内委員，下村委員，伊藤委員（中村氏代理出席），山本委員，山本委

員，井関委員（若林氏代理出席），折原委員，松井委員，西城委員（樋

口氏代理出席），谷﨑委員，北川委員，山本委員，神山委員，中川委員，

髙木委員，齋藤委員，樋口委員，秋月委員，加藤委員，藤田委員，奥

村委員，真弓委員，林委員，渥美委員，髙野委員，皆木委員 

幹事 ７名 

井田幹事，日置幹事，竹本幹事（服部氏代理出席），西村幹事，白塚山

幹事（事務局），森川幹事，落合幹事 

欠 席 者  

委員 ６名 

上村委員，玉川委員，高橋委員，上條委員，南部委員，清水委員 

幹事 ２名 

山澤幹事，井東幹事 

傍 聴 者 ５名 

会議資料 添付書類のとおり 

議事概要  

 

（司 会） 

・平成２８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，鈴鹿市防災会議委員総数４３名中３７名が出席，欠

席者数６名であり，委員の過半数以上の出席であるため，本会議は「鈴鹿市防

災会議運営要綱」第４条第２項の規程に基づき成立する。 

・本会議は「鈴鹿市情報公開条例」及び「審議会等の会議の公開に関する指針」

に基づき，会議資料及び発言者を含む議事内容について，市ホームページ等で

公開する。 

・本日は５名の傍聴者がいる。 

・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。 
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（会 長） 

・本防災会議は，様々な分野や立場の方から広く防災に関する意見を聴く場であ

り，男女共同参画の視点から，女性委員の占める割合が前年度と比べ 1.5％増

の 38％となっている。 

・今年度，本市においては大きな災害は無かったが，昨年４月の熊本地震により

熊本県全域で甚大な被害が発生した。 

・全国的には毎年，地震や豪雨による自然被害が発生している。 

・本市でも他市の地震，洪水被害や土砂災害等の事例を踏まえ，国・県を始めと

する防災関係機関との連携体制について検証を重ね，防災力の向上につなげ

ていく必要があると考えている。 

・発生が懸念されている南海トラフ地震に対する対策の充実・強化についても喫

緊の課題であると認識している。 

・本日の協議事項として，本市の地域防災計画の一部改正案があり，主な改正点

は，南海トラフ地震の被害想定を基に，収容避難所等の整備方針の見直しをお

こなっており，熊本地震を受けた避難所運営と避難所への物資の配送等につ

いて追記している。 

・議事終了後には，稲生地区自治会連合会長岩波正夫会長から稲生地区における

防災活動について御講演いただくことになっている。 

・稲生地区は平成 27年度に「稲生地区自主防災委員会」を発足した。 

・その活動は災害からの地区内の被害を軽減するにあたり，地域住民の自助共助

が非常に重要であるということを，各住民と共有していくというもので，「稲

生地区防災計画」としてさらに，充実を図っていかれる予定である。 

・本市でも，昨年度には地域防災計画の中に地域防災計画制度を位置づけ，地域

での取組みを支援しているところである 

・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」第４条第１項の規定に基

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「鈴鹿市地域防災計画平成２８年度の一部修正」について，事務局からの

説明を求める。 
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（事務局） 

 次の点につき，資料に基づき，説明する。 

○鈴鹿市地域防災計画（平成２８年度）の一部修正について 

 

＜資料の説明＞ 

資料 鈴鹿市地域防災計画（平成２８年度）の一部修正の要点 

   鈴鹿市地域防災計画（平成２８年度）修正（案） 

   津波対応収容避難所の配置図 

   災害時協力井戸登録制度 

 

１．収容避難所などの整備方針に対応するための修正について 

・南海トラフ地震の被害想定により，それぞれの役割に分類した収容避難所の位

置づけを明確化した。 

・特に今回新たに津波対応収容避難所という文言を明記した。 

 

２．熊本地震の過大に対応するための修正について 

（１）耐震不足の建築物の改修促進について 

・鈴鹿市では鈴鹿市耐震改修促進計画に基づき一般住宅及び公共施設の耐震改

修を促進しており，それにあわせ，災害対策本部の機能支障時における代替機

能の維持方針を新たに明記した。 

・具体的には，災害対策本部の機能の維持が難しくなった場合は，消防本部の通

信施設の機能を代替として活用することを検討していくこととした。 

（２）車中避難者への対応について 

・車中の避難者の把握や健康維持方策などを新たに明記し，今後検討をしていく

こととした。 

（３）国によるプッシュ型支援の受け入れ先の設定について 

・プッシュ型支援とは，災害時，被災した自治体からの支援要請を待たずして必

要物資を押し込み型で緊急輸送することであり，熊本地震では，このプッシュ

型支援が行われた。 

・その結果，受け入れ場所や，荷を捌き各避難所へ配る人材の取得などが課題と

して挙げられた。 

・これらの状況を受け，本市においても，地域防災計画にプッシュ型支援の受入

れ施設に関する項目を設け，AGF 鈴鹿体育館及び西部体育館を受入れ先とし

て指定し，具体的な運用については今後検討をしていくこととした。 
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３．組織機構改革に伴う修正 

・平成２８年４月１日付の本市の組織機構改革に基づき，各所属の名称等が変更

になったことをうけ，鈴鹿市地域総合防災計画についても関係箇所を修正し

た。 

 

４．その他 

（１）災害時協力井戸登録制度の活用について 

・昨年７月から新たに災害時協力井戸の登録制度を開始したことに伴い，鈴鹿

市地域防災計画にも新たに明記をした。 

・現在の登録数は３６箇所である。 

・御登録いただいた方には鑑札を２枚渡し，玄関と井戸の場所に掲げるような

形をとっている。 

・今後も，様々な方法で広報しながら登録数を増やしていきたい。 

（２）避難所などを管理する指定管理者との事前協議の実施について 

・災害時に避難所として使用する施設に，鈴鹿市が指定管理者として指定して

いる事業所があるため，災害時での連絡体制や施設の開設などについて指定

管理者と事前協議を行う旨の文言を明記した。 

（３）避難指示及び避難準備情報の名称変更に伴う修正について 

・平成 29 年 1 月 31 日，内閣府から避難勧告等に関するガイドラインが改正

され，「避難準備情報」という名称が「避難準備・高齢者等避難開始」へ，

「避難指示」も，「避難指示（緊急）」へと変更になったため，地域防災計画

に反映した。避難勧告は変更無し。 

 

・以上が，今回の修正の内容である。 

 

（議 長） 

・鈴鹿市地域防災計画の修正について，意見，質問等を求める。 

 

＜意見＞ 

（鈴鹿大学 齋藤委員） 

・津波対応収容避難所の配置図について，地図に縮尺が載っていないため載せる

べきである。 

 

（事務局） 

・配置図は，本編には反映させることを考えていないが，資料編の中で縮尺等も

含め反映させたい。 
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（三重県危機管理統括監兼三重県鈴鹿地域防災総合事務所長 矢下委員） 

・配備体制の第２非常配備について，市内に震度４の地震が発生したときとある

が，震度４以上の誤りではないか。 

 

（事務局） 

・第２非常配備の初動体制は震度４の地震が発生したときであり，震度５強以上

の地震が発生したときは第４非常配備となる。 

・そのため，地震に関する非常配備の基準として，一番低いレベルでは震度４と

いう考えである。 

 

（三重県危機管理統括監兼三重県鈴鹿地域防災総合事務所長 矢下委員） 

・もう一点，組織名称について，東海農政局津地域センターの名称が変わってい

ると思うので，確認をお願いしたい。 

 

（事務局） 

・確認し，修正する。 

 

（議長） 

・関連して，ご指摘いただいた震度４のところはよいが，非常体制の第４非常配

備で震度５強以上の地震が発生したときとあるが，この場合，震度５弱の場合

はどうなるのか，簡潔に説明を求める。 

 

（事務局） 

・第２非常配備には初動体制と本体制がある。 

・第２非常配備の初動体制とは，比較的被害が少ない場合であり，震度４の地震

が発生したときとなっている。 

・第２非常配備の本体制については，第３非常配備というのが間にあり，市長が

第２非常配備の拡充を必要と認めた場合，第３非常配備となる。 

・さらに第４非常配備という基準があるが，それは，市内に震度５強以上の地震

が発生したときとなっている。 

 

（議長） 

・第３非常配備で対応するということで理解してよいか。 

 

（事務局） 

・はい。 
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（議長） 

・部長，何かあるか。 

 

（危機管理部長） 

・第２非常配備，初動体制と本体制があり，第４非常配備で震度５強以上である

ということだが，わかりにくいところがあるかと思うので，わかりやすい表記

に整理をさせてもらう 

 

（事務局） 

・事務局側で今一度精査し，後日報告をさせてもらう。 

 

（社会福祉法人 鈴鹿市社会福祉協議会 地域福祉課長 樋口委員） 

・災害ボランティアセンターの設置及び運営について，「鈴鹿市社会福祉協議会

は本部の要請を受け」となっているが，私どもは設置運営についての運営委員

会を開くと決定をしているため，要請という言葉はここでは合わないのでは

ないか。 

・保険活動の栄養食生活の支援について，高齢者，障がい，難病患者，妊婦とあ

るが，この「障がい」は「障がい者」の方がいいのではないか。 

 

（事務局） 

・障がい者と表現したほうが適当かと思うので，そのように修正する。 

・災害ボランティアセンターの設置及び運営についても，災害ボランティアセン

ターの設置要綱の文面に合わせるよう修正する。 

 

（株式会社ケーブルネット鈴鹿 代表取締役社長 秋月委員） 

・さきほど説明のあった津波対応収容避難所の表記について，P217 の基幹収容

避難所の１１施設の表記が誤っているのではないか。 

 

（事務局） 

・事務局でのチェックの際に小中学校の表記に誤りがあることが判明したため，

訂正した。 

 

（議 長） 

・意見，質問等を求める。 

 

＜意見，質問なし＞ 
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（議 長） 

・鈴鹿市地域防災計画の修正については，本会議として承認する。 

・本会議での指摘部分については，事務局の方で精査する。 

・３の「その他」について事務局からの説明を求める。 

 

（事務局） 

・地震等の災害発生時の避難における鉄道踏切遮断機について，説明を行いた

い。 

 

○地震等の火災避難時における鉄道踏切遮断機について 

・地震等の災害時において，津波浸水区域にいる住民が徒歩で避難する際，鉄道

の踏切の遮断機がおりたままになり通行ができない状況が考えられる。 

・防災会議委員の中に鉄道事業者の方々がいるので，このような状況になったと

きの対応について，意見を求める。 

 

（近畿日本鉄道株式会社 谷﨑委員） 

・当社のシステムは，地震計が震度４以上，もしくは緊急地震速報により震度４

以上を受信した場合，電車に対して停止する旨の無線が自動的に流れ，その情

報を受け，運転士が手動で非常ブレーキをかけて停止をすることになってい

る。 

・その後，気象庁の発表を受け，震度４では，前方の見通しの範囲で異常がない

ことを確認しながら前方の電車があった駅まで 25ｋｍ/ｈ以下の速度で注意

運転をする。 

・震度５弱以上のときは，線路の徒歩点検を行い，異常がないことを確認し，運

転再開となるが，その場合時間を要する。 

・踏切道に停止した場合や，踏切道をまたいで停止した場合においては，東日本

大震災時に人や車が通れないといった事案が発生したため，前方の見通しの

範囲で異常がなければ 15ｋｍ/ｈ以下の速度で踏切道を避けて停止，移動をす

る。 

・遮断機がおりている踏切を渡ってもらうと，人身事故に繋がることにもなる。 

・大地震が発生した際には，電車が接近する方に向かって停止した電車の運転士

に踏切を渡ってよいか確認していただきたい。 

・鈴鹿線・名古屋線については大津波警報発令の場合は，電車の運転は休止し，

津波警報については注意運転を行う。 

・大津波警報については一刻を争うので，鈴鹿市で，防災ラジオや防災無線など

の情報提供をきっちり行ってもらいたい。 
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・大津波警報時には電車は動かないことになっているが，電車が来ないことを確

認し，避難していただくことになる。 

・その場合は，非常押しボタンを押し，電車が停止していることをしっかりと確

認して，避難していただきたいと思う。 

・むやみに非常押しボタンを押されたり，踏切に入り込んだりすると，鉄道営業

法や列車妨害となることもある。 

 

（事務局） 

・非常ボタンは近鉄日本鉄道の鈴鹿市内の各踏切に設置されているのか，参考ま

でにわかる範囲で説明願いたい。 

 

（近畿日本鉄道株式会社 谷﨑委員） 

・鈴鹿市内の全ての踏切に設置されている。 

・非常ボタン以外には踏切障害物検知装置というのがあり，光線の所に立てば無

線がかかるというものがある。 

・市内のほとんどの場所で設置されている。 

 

（事務局） 

・伊勢鉄道に意見を求める。 

 

（伊勢鉄道 神山委員） 

・指令から指令員が情報を列車運転士へ送ることになるので，（近鉄さんに比べ

情報伝達に）若干のタイムラグが発生する。 

・私どもの線区については，（鈴鹿市内では）津波の危険地域に入ってないとい

うことと，踏切が山の神踏切の一箇所のみであるため，非常ボタンが付いた踏

切ではあるが，できれば渡ってもらいたくない。 

・４００ｍほど移動すれば跨線橋もあり，津波浸水区域外であるため，時間的な

猶予を考えても渡ってもらいたくないという見解である。 

 

（事務局） 

・意見，質問等を求める。 

＜意見，質問なし＞ 

 

（事務局） 

・電車が来ているかどうかの確認をしっかり行い，自己責任で渡るということを

教えていただいた。 
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（議 長） 

・以上をもって，第 1回鈴鹿市防災会議を閉会する。 

・一同に会する機会であるので，防災全般に関する意見，質問等を求める。 

 

＜意見，質問なし＞ 

 

＜議事終了＞ 

 

（司 会） 

・第１回鈴鹿市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お礼。 

・地域防災計画の修正に関する承認について謝辞。 

・地域防災計画は毎年検討を加え，継続的に修正を行っていく必要がある。 

・これらの計画に関して意見等があれば事務局まで伝えてほしい。 

・今後も，鈴鹿市の防災行政の推進について協力いただきたい。 

 

（司 会） 

・以上をもって，平成２８年度第１回鈴鹿市防災会議を閉会する。 

 


