
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３１年２月５日（火） 

 午後２時から午後２時４５分まで 

開 催 場 所  市役所３階 研修室 

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３０年度 みよし市防災会議 会議録 

 

日 時／平成３１年２月５日（火）午後２時から午後２時４５分まで 

場 所／市役所３階 研修室 

出席者／委員１８名（市長、愛知県西三河県民事務所長（代理）、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、日本郵便㈱三好郵便局長、中部電力㈱豊田営業所長（代

理）、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（代理）、自主防災会代表、名古屋刑務所長（代理）、トヨタ自動車㈱総務部総

務室長（代理）、みよし市民生児童委員協議会副会長） 

欠席者／委員７名（愛知県豊田加茂農林水産事務所長、西日本電信電話㈱名古屋支店西三河フィー

ルドテクノサービスセンタ長、豊田加茂医師会代表、あいち豊田農業協同組合三好金融共

済ブロック長、みよし商工会建設部防災委員会委員長、豊川陸上自衛隊第１０特科連隊第

１大隊隊長、みよし市ボランティア連絡協議会監事） 

傍聴者／１名 

 

○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１８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 柘植久明（つげ ひさとし）様に受領を

お願いいたします。 

恐れ入りますが、柘植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 柘植委員へ委嘱状交付） 

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）】 

皆さま、改めましてこんにちは。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。また、日頃は本市の行政活動にわたりまして、格別なるご

理解とご協力を賜り、重ねてお礼を申し上げます。 

さて、平成３０年は全国的にも災害の多い年でございました。皆さまもご存知のとおり、６月に

は大阪府北部を震源とする震度６強の大地震が発生し、７月には、西日本から北海道まで広い範囲

で記録的な大雨となり、多くの地域が被災しました。 

また、９月には、北海道胆振地方中東部を震源とした最大震度７の地震が発生しました。本市に

おきましても、９月に上陸しました台風２１号・２４号の影響で農業施設への被害が報告されてお

ります。 

本市では、南海トラフなどの大地震やゲリラ豪雨などによる自然災害に強い、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。 

「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て、災害時の通信手段確保を目

的に、市内全避難所に「特設公衆電話」の整備を３ヵ年計画で実施しております。 

境川では、今年度４月１日から「福田第２雨水ポンプ場」が稼動いたしました。時間当たり６０

ミリの雨量に対応することができる施設でございます。 

また、市のホームページにおいて、境川の監視カメラ映像を公開し、市民の皆さま自ら次の行動

に備えられるよう整備いたしました。ここ３年ほど、「自助力」を高めるために市内の自然災害に

対応するための客観的なデータをホームページでお示しするようにいたしました。 

消防体制につきましては、消防の広域化により、平成３０年４月から、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・防災を担っております。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

を図っております。 

平成３０年５月に愛知県において防災会議が開催され、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、必要な修正をおこないました。 

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ます、

みよし市防災計画・みよし市水防計画について、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。 

本日はよろしくお願いいたします。 
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【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５まで確認） 

 なお、当日配布資料として（次第及び資料６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、皆さま

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Ⅱにあります「愛知県の取り組みに係る修正事項」 

続いて、２ページをお開きください。 

２つ目として、２ページのⅢにあります「水防法及び土砂災害防止法の改正等に伴う修正」 

最後３つ目として、３ページのⅣ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、Ⅱの「愛知県の取り組みに係る修正事項」として、２つの点におい
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て修正を行いました。 

１の「被災者生活再建支援に係る独自制度の創設」です。 

自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた世帯のうち、竜巻などの被災者生活再建支援法に

よる支援の対象とならない世帯の生活再建に資するため、市が当該世帯に被災者生活再建支援金を

支給する経費に対して、県が補助金を交付する制度を創設したため、その旨を追加いたしました。 

次に、２の「ボランティア団体等との連携のとれた支援活動の展開に関する修正」です。 

地域の防災関係者間が日頃から連携を進め、災害時にはボランティア団体等とともに、協力体制

を確保できるよう、県、市町村が情報をボランティア団体等と共有する場を設けるなどの記載を整

理・追加いたしました。 

 

続いて、２ページをお願いします。 

Ⅲの「水防法及び土砂災害防止法の改正等に伴う修正」です。 

１として、「予想される水災の危険性の周知」です。 

水防法の改正に伴い、市長は、区域内にある河川のうち洪水時に避難を確保することが特に必要

と認められる河川について、過去の浸水状況等を把握することに努め、予想される水災の危険を住

民等に周知させることとなったため、記載を追加いたしました。 

次に、２の「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施」です。 

水防法及び土砂災害防止法の改正に伴い、要配慮者利用施設の所有者等は、利用者の円滑かつ迅

速な避難の確保を図るため、必要な訓練その他の措置に関する具体的計画の作成、市長への報告及

び訓練の実施を行うことになったため、必要な修正を行いました。 

次に、３の「避難確保計画を作成しない要配慮者利用施設の管理者に対する指示」です。 

水防法及び土砂災害防止法の改正に伴い、市長は、地域防災計画にその名称及び所在地を定めら

れた要配慮者利用施設が作成する避難確保に関する計画について、計画が作成されていない場合は、

所有者等に必要な指示をすることができ、正当な理由なく指示に従わなかった場合はその旨公表す

ることができることとされたため、記載を追加いたしました。 

次に、４の「水防活動を行う民間事業者による緊急通行等」です。 

水防法の改正に伴い、水防団等に加え、水防管理者から委任を受けた者が緊急時に一般交通や公

共用に供しない空地や水面を通行することができ、水防管理団体はそれにより損失を受けた者に対

し損失を補償しなければならないなどの記載を追加いたしました。 

 

続いて、３ページをお願いします。 

Ⅳの「防災基本計画の修正や法令の改正等に伴う修正事項」です。 

１として、「避難勧告等に関するガイドラインの改正に伴う記載の整理」です。 

「避難勧告等に関するガイドライン」の改正に伴い、いざというときに市長自らが躊躇なく避難

指示等を発令できるよう、具体的な区域を設定することや立退き避難を原則とすることとしたため、

必要な修正、記載の追加を行いました。 

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。 



5 

 

 

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。 

 御意見よろしいですか。 

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きましたので、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、引き続き説明させていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

資料３みよし市水防計画の修正（案）要旨をご覧ください。 

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、ご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の主な修正事項でありますが、 

１ 水防管理団体、市防災会議及び市長の責任の明記です。 

水防法の改正及びみよし市地域防災計画に準じ、必要な修正を行っております。資料４みよし市

水防計画新旧対照表をご覧ください。具体的な変更点につきましては、２ページから４ページにあ

ります内容となりますのでご確認ください。 

資料３に戻りまして、Ⅱ－２ 浸水実績等を活用した水害リスクの周知です。 

区域内に存する河川のうち洪水時の避難を確保することが特に必要と認められる河川について

過去の浸水状況等を把握することに努め、予想される水災の危険を住民等に周知するよう修正して

おります。 

次に、３ 要配慮者利用施設の避難確保計画作成等の義務化です。 

地域防災計画でも説明をさせていただきましたが、市長が地域防災計画に定めた施設による避難

確保計画作成・訓練義務と、計画を作成しない場合における市長の必要な指示について修正してお

ります。 
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次に、４ 民間を活用した水防活動の円滑化です。 

水防管理者から委任を受けた業者等の一般道以外の土地の通行及び水防活動に必要な土地・資機

材の現場での使用権限の付与について、修正をしております。 

次に、５ 大規模氾濫減災協議会制度の創設です。 

国、県の管理河川を対象に各流域・圏域ごとに関係市町村、気象台等とともに円滑な避難や水防

活動等を行うため、平成 29年２月 13日に矢作川圏域水防災協議会、平成 30年５月 23日に矢作川

圏域大規模氾濫減災総合協議会が設立されました。 

本市は両協議会の構成員であり、中小河川等における氾濫特性及び治水事業の現状を踏まえ、円

滑かつ迅速な避難的確な水防活動等、大規模氾濫時の減災対策として各機関と計画的・一体的に取

り組むことを記載する修正をしております。 

最後に、６ ホットラインの運用です。 

市町村長が行う避難勧告等の発令の判断を支援するための情報提供の一環として、建設事務所長

が氾濫の恐れがあるときなどに、自ら市町村長本人へ直接情報を伝える仕組みを構築したため、修

正しております。                                                              

以上で「みよし市水防計画」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（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 

 

ご意見よろしいでしょうか。 

 それでは、特に無いようですのでご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。全員賛成ですので、協議事項（２）「みよし市水防計画の修正につい

て」は承認されました。 

 

続きまして、協議事項（３）「みよし市防災会議運営要綱の制定について」、事務局より説明をお

願いします。 

 

【事務局（防災安全課長）】 

それでは、みよし市防災会議運営要綱の制定について、ご説明させていただきます。 

本日お配りいたしました資料６の要綱（案）をご覧ください。 

これまで、防災会議を運営する上での項目が定められておりませんでしたので、第１条の趣旨に

ございますとおり、みよし市防災会議条例第６条の規定に基づき防災会議の議事、その他防災会議

の組織及び運営に関しまして、必要な事項を定めるものであります。 

主な制定事項といたしましては、 

第２条として、会長の代理を副市長とすること 

第３条として、委員が会議に出席できない場合は、代理者が出席できること 
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第６条として、３項目について専決処分することができること、また、専決処分した場合は次の

防災会議で報告すること 

第７条として、事務局の設置に関することなどです。 

附則として、施行日は、平成３１年４月１日としています。 

なお、みよし市防災会議条例第６条において、「防災会議の議事、その他防災会議の組織及び運

営に関し必要な事項は会長が防災会議に計って定める」とありますので、本日、皆様方にご協議を

いただくものです。 

以上で「みよし市防災会議運営要綱の制定について」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（３）「みよし市防災会議運営要綱の制定について」ご質

問等がありましたら、挙手のうえご発言ください。 

鈴木委員お願いいたします。 

 

【鈴木委員（副市長）】 

 委員の代理を認めるという中で、具体的に代理を出席させる場合に、提出するような書類は考え

られておられるのでしょうか。 

 

【事務局（防災安全課長）】 

 特に委任状というかたちではございませんが、出欠をとる際に代理者の職、所属、氏名等を記載

するような様式でご案内の方をさせていただきたいと思っております。 

 

【議長（市長）】 

他にご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ご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。 

全員賛成ですので、協議事項（３）「みよし市防災会議運営要綱の制定について」は、承認され

ました。 

 

これで議事を終了いたします。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。 

本日ご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）】 
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続きまして、報告事項に移らせていただきます。 

それでは、報告事項「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５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３０年度は、本日までに新たに１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。 

２ページの下の方になります。 

あいち豊田農業協同組合と「災害時等における施設利用等に関する協定」を、平成３０年９月７

日に締結いたしました。 

この協定は、大規模災害が発生した際に、本市が、あいち豊田農業協同組合の施設、具体的には、

三好町地内にあります「グリーンステーション三好」を災害支援物資の拠点施設として利用するに

あたり、その内容を定めたものです。 

災害時に、国や県、協定支援団体などから本市へ送られてくる救援物資を「グリーンステーショ

ン三好」に集約し、ここで仕分けを行い、市内の各避難所へ運びこみます。 

これまで、支援物資の拠点施設は「文化センター サンアート」を指定しておりましたが、ホー

ルなどの貸館施設であるため、使い勝手が余り良くありませんでした。一方、「グリーンステーシ

ョン三好」は野菜や果物の集配施設であり、大型トラックを受け入れるための屋根付き駐車場や、

フォークリフトの利用などもできるため、これまでより格段に使い勝手が向上します。 

なお、２月２４日の日曜日には「グリーンステーション三好」において、防災会議の委員でもあ

ります「あいち豊田農業協同組合 様」「トヨタ自動車㈱ 様」などと協力して、物資の荷役訓練

を予定しております。 

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「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。 


