
様式第3号(第9条関係) 

会議結果 

 次の附属機関等の会議を下記のとおり開催した。 

附 属 機 関 等 の 名 称  みよし市防災会議 

開 催 日 時 
 平成３０年３月２０日（火） 

 午後２時から午後２時５０分まで 

開 催 場 所  市役所６階 会議室 

出 席 者  別紙 

次 回 開 催 予 定 日   

問 合 せ 先 
 防災安全課 

 電話０５６１－３２－８０４６ 

下欄に掲載するもの 
○議事録全文 

・議事録要約 
要約した理由   

審 議 経 過  別紙 
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平成２９年度 みよし市防災会議 会議録 

 

日 時／平成３０年３月２０日（火）午後２時から午後２時５０分まで 

場 所／市役所６階 会議室 

出席者／委員２１名（市長、愛知県西三河県民事務所長、愛知県豊田加茂建設事務所長（代理）、

愛知県衣浦東部保健所長（代理）、愛知県豊田警察署長（代理）、副市長、教育長、消防団

長、尾三消防本部消防長（代理）、日本郵便㈱三好郵便局長、中部電力㈱豊田営業所長、

西日本電信電話㈱名古屋支店西三河フィールドサービスセンタ長、東邦ガス㈱豊田営業所

長、日本赤十字社愛知県支部事務局長（代理）、愛知中部水道企業団局長、自主防災会代

表、あいち豊田農業協同組合三好金融共済ブロック長、陸上自衛隊第１０特科連隊第１大

隊隊長（代理）、名古屋刑務所長、みよし市民生児童委員協議会副会長、みよし市ボラン

ティア連絡協議会監事） 

欠席者／委員４名（愛知県豊田加茂農林水産事務所長、豊田加茂医師会代表、みよし商工会建設部

防災委員会委員長、トヨタ自動車㈱総務部総務室長） 

傍聴者／なし 

 

○開会 

【司会（総務部次長）】 

本日は大変ご多忙の中、ご出席いただき、誠にありがとうございます。 

 定刻になりましたので、只今よりみよし市防災会議を開催します。 

 初めに、礼の交換をお願いしたいと存じます。皆さま、ご起立ください。 

（委員起立） 

一同、礼。御着席ください。 

（委員着席） 

本日の出席委員は２１名で、定員の過半数を超えており、みよし市防災会議条例第５条の規定に

よる定数に達しておりますので、本会議は成立しております。 

なお、本日の会議はみよし市附属機関の設置及び運営に関する要綱第６条に基づき、会議の全部

を公開としておりますので、予め御了承ください。 

 

１ 委嘱状交付 

【司会（総務部次長）】 

会議の次第に従いまして、初めに委嘱状の交付をさせていただきます。 

委員の皆様は各団体、企業等からの代表者の方にあたっていただいていますが、委員の中で、

人事異動等により交代がありました方に、本会議の会長であります市長の、小野田賢治より、委

嘱状を交付させていただきます。 

なお、委嘱状の交付につきましては、時間の都合上、代表受領とさせていただきます。 

それでは、代表としまして、みよし市自主防災会代表 原田一豊（はらだ かずとよ）様に受領

をお願いいたします。 

恐れ入りますが、原田委員は自席でご起立ください。 
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 （市長より自主防災会代表 原田委員へ委嘱状交付） 

他の委員の皆さまの委嘱状につきましては、あらかじめお手元に配付させていただいておりま

すので、ご確認いただきたいと存じます。 

 では、改めまして会議を進めさせていただきます。 

 開会にあたり、小野田会長よりごあいさつを申し上げます。 

 

２ あいさつ 

【会長（市長）】 

本日は、公私とも大変お忙しいところ、本市の防災会議にご出席いただき、深く感謝を申し上げ

ます。 

さて、本市では、東海・東南海地震などの大地震やゲリラ豪雨などによる自然災害に強く、安全

なまちづくりのために、地域の防災力を高めるとともに、総合的な防災対策の推進、消防体制の充

実などをさらに進めております。 

今日は小学校の卒業式がございまして、参加をさせていただいたのですが、来賓の前には５年生

が座っていて、後半の卒業生のお別れの言葉に５年生の男の子二人が涙している姿をみて、こうし

た子どもたちのためにも市民、我々、そして関係機関団体の皆様に自助、共助、公助の役割をしっ

かり担うなかで、我々行政が公助として対策しっかり進めていかなくてはいけないと改めて、強く

思った次第です。 

さて「公助」といたしまして、今年度は、防災対策の充実強化策とし、災害情報等を伝達する防

災行政無線を補完し、市民へのより確実な情報伝達を図るため、各家庭への「防災ラジオの整備普

及」を行いました。２９年度としましては３００台を配布予定でしたが、市民の皆様の防災対策へ

の関心の高まりにより、希望者が予定数を上回ったため、更に４６０台を追加でご用意し希望され

たすべての方へ配布しました。この防災ラジオの配布事業は来年度も引き続き、行っていきます。 

また、ゲリラ豪雨等の浸水被害に備えるための福田第２雨水ポンプ場につきましては、今年４月

から稼働いたします。第２ですから、第１、第３があるわけですがまず第２を作って稼動させてい

きます。境川流域の浸水被害が軽減されるものと考えております。 

昨年８月２日だったと思いますが、私はしおみの丘におりまして、夕方すごい雨でして。そこで、

どのくらいの雨量だったかと思い、市のホームページの雨量を確認したところ、北部小の雨量計で

は８４㎜だったのに、自宅に帰るため打越を通り南部の方へ帰るのですが、打越は降っておらず、

南部小の雨量計は０㎜でした。みよしの狭い地域においても、今の暴雨はこれだけの差があるのか

と実感しました。しっかりした対応をしていかないといけないなと思ったわけです。 

消防体制につきましては、消防の広域化により、平成３０年度から尾三消防組合に豊明市と長久

手市が新たに加わり、５市町が一体となり、この地域の消防・防災を担うこととなります。広域化

によるスケールメリットを十分に生かし、地域における消防防災組織の強化と住民サービスの向上

を図ってまいります。 

また、東海学園大学の大学生に市内のいろいろなことで協力してもらっている。その一つに消防

団機能別分団があります。市内小学校で防災学習を行いました。来年度につきましては、全校で実

施することにより、子どもたちへの防災教育をさらに推進してまいります。 

さて、本日お集まりいただきました皆様には、毎年度内容を検討し改訂をさせていただいており
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ます、みよし市防災計画についてご審議をお願いいたします。 

修正の主な内容としましては、熊本地震の教訓や各種法令改正を踏まえ愛知県地域防災計画が見

直されたことに伴い、本市の地域防災計画などについて、必要な修正をし、案として取りまとめま

した。 

また、みよし市水防計画についても、修正がございますので、ご審議いただきたいと思います。 

最後なりますが、今後とも、本市の安全・安心のために、ご出席の皆さまのご支援、ご協力をお

願い申し上げ、あいさつとさせていただきます。 

 

【司会（総務部次長）】 

本日の議事に入ります前に事前に送付させていただきました資料の確認をさせていただきます。

（資料１から７まで確認） 

 なお、当日配布資料として（資料８と資料９を確認） 

 資料が無い方はお申し出ください。 

では、議事に入らせていただきます。 

本会議の議長につきましては、みよし市防災会議条例第３条第３項の規定に基づき、小野田会長

に議長の職をお願いさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 

３ 協議事項 

【議長（市長）】 

それでは防災会議条例の規定により、私が議長とのことですので、お手元の次第に沿って、議事

を進めさせていただきます。皆さまのご協力をお願いいたします。 

初めに、協議事項（１）「みよし市地域防災計画の修正について」、事務局より一括して説明をお

願いします。 

 

【事務局（防災安全課長）】 

失礼いたします。防災安全課長の山田です。よろしくお願いいたします。 

それでは、着座にてご説明させていただきます。 

資料１みよし市地域防災計画の修正（案）要旨をご覧ください。 

始めにⅠの地域防災計画修正の根拠でありますが、災害対策基本法第４２条により、市町村の地

域防災計画は毎年検討を加え、必要があると認めるときは、修正しなければならないとされており

ます。また、計画の作成、修正は市町村防災会議の所掌事務とされておりますので、本日、皆様方

にご協議いただくものであります。 

地域防災計画の修正につきまして、ご承認いただけましたら、後日、県に報告を行います。 

なお、この修正内容は、事前に県で確認をいただいております。 

続きまして修正事項についてご説明をさせていただきます。 

修正は３つの視点から行っております。 

１つ目として、１ページの２にあります「平成２８年熊本地震の課題検証報告を踏まえた修正事

項」 

続いて、３ページをお開きください。 
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２つ目として、３ページの上段の３にあります「愛知県の取り組みに係る修正事項」 

最後３つ目として、その下の４にあります「防災基本計画の修正や法令の改正等に伴う修正事項」 

以上、３つの視点から修正を行いました。 

それでは、具体的な修正内容について、ご説明いたします。 

１ページにお戻りいただき、２の「平成２８年熊本地震の課題検証報告を踏まえた修正事項」と

して、６つの点において修正を行いました。 

１の「支援物資の円滑な受援供給体制の整備に伴う修正」です。 

熊本地震では、国がプッシュ型支援を実施しましたが、物流体系が整わない等の理由により、被

災地周辺から被災者の手元まで支援物資が届かなかったことを踏まえ、市が、災害時に国等からの

支援物資の受入・供給を円滑に行うことができるよう、物資拠点の見直しや、作業体制等について

検討を行う記載や、市及び県が連携して物資拠点等における訓練を行う記載を追加するなど、必要

な修正を行いました。 

次に、２の「広域応援訓練の実施に伴う修正」です。 

迅速な派遣の実現と効果的な応援を行うために、市が被災し、十分な災害応急対策の実施が困難

な状況に陥った場合を想定し、県と他の市町村が連携し、広域的な応援を行う防災訓練を実施する

記載を追加いたしました。 

次に、３の「車中、テントなどでの避難生活を余儀なくされる住民への支援に伴う修正」です。 

熊本地震では、車やテントなど、指定避難所以外に避難した被災者が多数発生し、実態の把握が

困難であったり、車中泊等の長期化により、エコノミークラス症候群の患者が発生したことを踏ま

え、避難所の運営にあたり、現に避難所に滞在する住民だけでなく、在宅や車中、テントなどでの

避難生活を余儀なくされる住民への支援も念頭に置いた運営体制を検討する記載を追加するなど、

必要な修正を行いました。 

次に、２ページをお開きください。 

４の「防災拠点となる市庁舎の耐震化に伴う修正」です。 

防災拠点となる市庁舎等について、発災後に果たす機能を勘案し、建築物の構造の強度の確保や

非構造部材の耐震対策等により、地震後に継続使用できるための改修を促進する記載を追加いたし

ました。 

次に、５の「学生等が日常生活で災害について学ぶ機会の充実に伴う修正」です。 

熊本地震の被災地では、体制が充分でないままボランティアセンターが立ち上がったり、ゴール

デンウィークを過ぎた頃にボランティアの数が急激に減り、ボランティアを安定的に確保すること

が困難となりました。 

これを踏まえ、ＮＰＯ等との連携体制の整備に努める記載を追加いたしました。また、被災地で

の活動において、若年層の活動がとりわけ期待されていることから、学生等が日常生活で災害につ

いて学ぶ機会を充実させることとする記載を追加いたしました。 

次に６の「民間事業者等と連携した防災意識の啓発活動に伴う修正」です。 

熊本地震では災害に備えた住宅の耐震化や家具等の転倒防止対策などの取組みが不十分であっ

たことを踏まえ、災害発生時に市民が的確な判断に基づき行動できるよう、民間事業者等と連携し

て家具等の転倒防止対策等の情報発信を行う記載を追加するなど、必要な修正を行いました。 

続いて、３ページをお願いします。 
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Ⅲの「愛知県の取り組みに係る修正事項」です。 

第４編「災害復旧・復興」に復興方針及び復興計画の策定に係る記載を追加し、第１章として「復

興体制」を新設しました。 

南海トラフ地震などの大規模災害が発生した場合、市は速やかに復興に向け、県及び国等との連

絡・調整を行うとともに、復興への取組を円滑かつ迅速に推進するために、必要な記載を追加いた

しました。 

次に、４の「防災基本計画の修正や法令の改正等に伴う修正事項」の、１として、「住家被害認

定調査に関する体制の強化に伴う修正」です。 

罹災証明書の交付の迅速化を図るため、住家被害の調査や罹災証明書の発行体制及び県による応

援体制に係る記述の拡充や、業務支援システムの活用検討に関する記述を追加するなど、必要な修

正を行いました。 

次に、２の「近隣市町村における指定緊急避難場所の指定に伴う修正」です。 

平成２７年９月の関東・東北豪雨災害における教訓を踏まえ、自市内で避難場所を確保できない

場合や、自市内の避難場所への避難が危険と想定される場合には、近隣の市町村の協力を得て、指

定緊急避難場所を近隣市町村に設ける記載を追加いたしました。 

時間の都合上、資料１の１ページから３ページにて、修正事項や内容について説明させていただ

きましたが、詳細につきましては、資料１の４ページ以降と、資料２-１、資料２-２のみよし市地

域防災計画新旧対照表にて、ご確認をお願いします。 

以上で「みよし市地域防災計画」の修正についての説明を終わります。 

 

【議長（市長）】 

ただいま説明がありました、協議事項（１）「みよし市地域防災計画の修正について」ご質問等

がありましたら、挙手のうえご発言ください。 

 御意見ございませんでしょうか。 

 では、自分から一つ 

改正の要旨の８ページの、第２編第１０章 防災訓練及び防災意識の向上のところですが、新旧

対照表に、現行が「ソ」となっていて、改正案が「タ」となっているが、一つ項目が増えているよ

うに見えるが、（略）のところに記載しなくていいのか。 

 

【事務局（防災安全課長）】 

（略）のところに、「オ」として、「市内や近隣地域の活断層や活断層地震への対策に関する知識」

が追加されておりまして、段ずれをおこしています。大変申し訳ございませんが、（略）とすべき

ではなく、記載漏れでした。 

資料２の２の地震災害対策計画新旧対照表の１３ページに記載されておりますのでご確認くだ

さい。 

 

【議長（市長）】 

 他に御意見はございませんでしょうか。 

それでは、特に無いようですので御承認いただける方は挙手をお願いします。 



6 

 

（委員全員挙手） 

ありがとうございました。全員の挙手をいただいたということで確認させていただきました。 

それでは、協議事項（１）「みよし市地域防災計画の修正について」は承認されました。 

続きまして、協議事項（２）「みよし市水防計画の修正について」、事務局より一括して説明をお

願いします。 

 

【事務局（防災安全課長）】 

失礼いたします。それでは、説明させていただきます。 

よろしくお願いします。 

資料３みよし市水防計画の修正（案）要旨を御覧ください。 

始めにⅠの水防計画修正の根拠でありますが、水防計画は水防法第３３条第１項により、毎年検

討を加え、必要があると認めるときは、変更しなければならないとされております。また、市町村

水防計画を変更する場合は、市町村防災会議に諮ることとされておりますので、本日、皆様方に御

協議いただくものであります。 

修正の内容につきまして、本会議にて御承認いただけましたら、後日、県に報告を行います。 

なお、この修正の内容は、事前に県で確認をいただいております。 

次にⅡの主な修正事項です。 

１の「みよし市職員初動マニュアルに準じた修正」です。 

非常配備の基準につきまして、第１非常配備の前の参集体制として、非常配備準備体制を追加し、

また、非常配備の伝達要領につきまして、情報の入手手段、非常配備本部連絡会等について、必要

な事項を追記する修正をしております。 

次に、２の「水位周知河川の水位設定の見直しに伴う修正」です。 

国のガイドライン等において、避難勧告の発令判断基準の目安となる水位が、避難判断水位から

氾濫危険水位へ見直されたことに伴い「第４章 水位周知河川における水位到達情報」において、

水位到達情報の種類及び通知基準を追加しております。 

また、愛知県が逢妻女川の水位設定を見直したことに伴い、水位到達情報を通知する基準水位を

修正しております。 

時間の都合上、資料３にて、説明させていただきましたが、詳細につきましては、資料４のみよ

し市水防計画新旧対照表にて、ご確認をお願いします。 

以上で「みよし市水防計画」の修正について説明を終わります。 

 

【議長（市長）】 

ただいま説明がありました、協議事項（２）「みよし市水防計画の修正について」ご質問等があ

りましたら、挙手のうえご発言ください 

【議長（市長）】 

 他に御意見ございませんでしょうか。 

 それでは、特に無いようですので御承認いただける方は挙手をお願いします。 

（委員全員挙手） 

ありがとうございました。全員の挙手をいただいたということで確認させていただきました。 
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以上で議事を終了しました。事務局お願いします。 

 

【司会（総務部次長）】 

 ありがとうございました。 

本日御承認いただきました地域防災計画の地震災害対策計画、風水害等災害対策計画及び水防計

画につきましては、この後、愛知県に報告いたします。 

  

３ 報告事項 

【司会（総務部次長）】 

続きまして、報告事項に移らせていただきます。 

初めに、「南海トラフ地震に関連する情報」（臨時）発表時の参集体制について 事務局よりご説

明させていただきます。 

 

【事務局（防災安全課長）】 

失礼いたします。それでは、説明させていただきます。 

資料５「南海トラフ地震に関連する情報」（臨時）発表時の参集体制を御覧ください。 

１の変更までの経緯であります。 

・従来、東海地震は予知できるということを前提に、国や県、また本市におきましても東海地震

に関連する情報に基づいた地震防災対策を定め、東海地震に備えてきました。しかしながら、近年、

現在の科学技術では、確度の高い地震予測はできないとの知見が示され、気象庁では平成 29 年 11

月から、当面の間、１の（１）にありますように、「南海トラフ地震に関連する情報」を発表する

こととなりました。 

・この南海トラフ地震に関連する情報は、大きく分けて、表の右側部分の丸印に示す３つの場合

に発表されます。 

・１つ目としまして、南海トラフ沿いで、マグニチュード７以上の地震が発生した場合や東海地

域に設置されたひずみ計に有意な変化を計測した場合などの異常な現象が観測され、その現象が南

海トラフ沿いでの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した場合、または調査を継続してい

る場合 

・２つ目としまして、観測された現象を調査した結果、大規模な地震発生の可能性が平常時と比

べ、相対的に高まった場合 

・３つ目としまして、南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が相対的に高まった状態でな

くなったと評価された場合でございます。 

本市としましては、今申し上げました１つ目、２つ目の情報が発表された場合、３のとおり職員

参集を行ってまいります。 

・（１）として１つ目の情報である、南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を

開始した旨の臨時情報が発表されたときは、総務部長、次長、防災安全課長、防災安全課職員によ

る非常配備準備体制をとります。 

・（２）として、２つ目の情報である、南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時と

比べ、相対的に高まったと評価された旨の臨時情報が発表された場合は、本部連絡会を開催し、災
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害対策本部を立ち上げ、必要に応じて、本部班と非常配備班の１箇から２箇班を参集する第１非常

配備体制をとります。 

また、この本市の体制につきましては、２の変更内容にありますように、非常配備動員計画を平

成 30 年４月１日から改正して、運用を始めます。なお、これは国の新たな防災対応が決まるまで

の暫定措置とします。 

現在、内閣府では、静岡県、高知県などをモデル地区として、地震予知を前提としない防災対応

の検討を進めております。本市におきましても、国、モデル地区の動向に注視するとともに、今後、

国からの新しい指針などが示されれば、それに即した対応をしてまいりたいと考えております。 

以上で「南海トラフ地震に関連する情報」の説明を終わります。 

 

【司会（総務部次長）】 

ただいま説明いたしました、報告事項（１）『「南海トラフ地震に関連する情報」（臨時）発表時

の参集体制について』にご質問等がありましたら、挙手のうえご発言ください。 

それでは、特に無いようですので次の事項に移ります。 

それでは次に、報告事項（２）「市及び関係団体等における協力協定について」事務局よりご説

明させていただきます。 

 

【事務局（防災安全課長）】 

それでは、引き続き今年度新たに締結しました協定の内容などについて、ご説明させていただき

ます。 

資料６みよし市の災害相互応援協定の締結状況一覧表をご覧ください。 

平成２９年度は、本日までに新たに３つの協定を締結しておりますので、その内容についてご説

明いたします。 

始めに１ページの上の方になります。 

熊本県益城町と「災害時における相互応援に関する協定」を、平成３０年２月９日に締結いたし

ました。 

御存じのとおり、益城町は、平成２８年４月に発生しました熊本地震において、とても大きな被

害を受けた自治体であり、みよし市からは、今年度より職員１名を復興支援として派遣しておりま

す。派遣された職員は危機管理課に配属され、防災業務に従事しており、そうした縁もあり今回締

結の運びとなりました。 

協定の内容は、災害発生時における水や食料といった生活必需品や車両、医療物資等の提供、職

員派遣、ボランティアのあっせんなどを行います。 

また、益城町はみよし市と同様に内陸部にあり、みよし市が大地震に見舞われた場合、益城町の

経験や知識をいかした支援も大いに期待できるところでございます。 

次に２ページの１番下になります。 

愛知県行政書士会豊田支部と「災害時における被災者支援のための行政書士業務に関する協定」

を、平成２９年９月１日に締結いたしました。 

協定の内容は、被災者支援制度や罹災証明書の申請手続きといった、被災者への行政書士業務の

支援や、災害時において、市民の皆さんがいち早く生活再建ができることを目的に、市が開設する
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被災者相談窓口において無料相談業務を行っていただけます。 

最後に３ページの１番下になります。 

市内のひばりケ丘にあります名古屋刑務所と「大規模災害時における周辺住民の避難場所使用等

に関する協定書」を、平成２９年１０月１６日に締結いたしました。 

協定の内容は、災害時におきまして、名古屋刑務所内の武道場と職員グランドを避難場所等とし

て提供していただけるとともに、周辺住民の皆さんの受入れ支援をしていただけるものです。 

武道場には、畳敷きの部分やトイレ、風呂もあり、およそ２５０人を収容することができます。

また、グランドは、防災関係機関の活動拠点などに利用することを想定しています。 

先ほどもお話しさせていただきました、熊本地震においては、熊本刑務所が自主的に施設の一部

を開放して、周辺住民の受入れや刑務所で備蓄している食料や水などを提供したことを契機に、全

国的に刑務所などの矯正施設と地元の自治体がこうした協定を締結するケースが増えており、今回

の締結は全国で３１カ所目となるものです。 

以上で、今年度新たに締結しました協定の内容等についての説明を終わります。 

 

【司会（総務部次長）】 

ただいま説明いたしました、報告事項（２）「市及び関係団体等における協力協定について」に

ご質問等がありましたら、挙手のうえご発言ください。 

質問もないようですので、それでは、以上をもちまして、みよし市防災会議を終了させていただ

きます。 

最後に礼の交換をいたしますのでご起立ください。 

一同、礼。ありがとうございました。 


