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平成２５年度第１回国民保護協議会及び第１回加東市防災会議会議録 

第１回国民保護協議会 

１ 開会 

中村課長 

本日、会議の委員の出席についてご説明いたします。 

加東市国民保護協議会、加東市防災会議の２つの会議を同時に開催しており、両会議 

 は同一の委員構成となっております。 

両会議とも本年度第１回目の開催となっておりますが、条例では委員の委嘱期間が２ 

 年となっておりますので、会議に先立ちまして、事前に４月１日付けで委員の委嘱、あ

るいは任命を改めてさせていいただいているところであります。大半の委員さんについ

ては再委嘱、再任用ということでございますが、この４月１日付けの人事異動により変

更、または新たに委嘱・任命をさせていただいた委員さんがいらっしゃいます。 

最初に紹介をさせていただきます。 

農林水産省近畿農政局 鴨川・大川瀬ダム管理所長 小野様 

加東市企画部長 芹生委員 

加東市市民安全部長 阿江委員 

加東市教育部長 村上委員 

加東市民病院事務局長 中村委員 

加東市議会事務局長 大畑委員 

本日欠席の委員様は 

  加東市会計管理者 山本委員 

  加東市議会事務局長 大畑委員 

  加東市民病院院長 金岡委員 

  加東市教育長 藤本委員 

  一般社団法人小野市加東市医師会副会長 田渕委員から報告を受けております。 

まず、国民保護協議会から開催します、協議会条例第４条第２項の規定により、委員 

 の過半数の出席がございますので会議が成立いたします。 

会長からあいさつをお願いします。 

 

２ あいさつ 

 安田会長 

  ５月も終わりに入りまして、一昨日この近畿地方が梅雨入りしました。昨年は６月８ 

 日に梅雨入りし、７月１７日梅雨明けをしました。その前の年は５月２６日に梅雨入り 

し、梅雨明けは７月８日でありました。それから申しますと、少し短絡的ではあります 

が、今年の梅雨明けは、７月１０日前後かなと想像しております。 

我々はこの時期になると「水」に対して非常に敏感になり、怖いなと思っております。 

この４月以降もいろんな現実に事が起こっています。まず４月１３日には淡路島にお 

 いて震度６弱の地震が、また、４月２０日に中国四川省でマグニチュード７の地震が発

生し、その数日後には浜松市で大きな地滑りが起こりました。また幸いにして大きな問

題にはなりませんでしたが、鳥インフルエンザの問題もありました。 



現実にそのような災害が起こっている中で、加東市の大きなまちづくりの目標として 

 安全安心なまちづくりを掲げておりますが、今日のこの会がその一つの取り組みです。

委員の皆さん方については昨年の１２月、そしてこの２月の２回にわたってこの会議を

開催させていただき、その間いろんな意見をいただきました。その結果を受けまして、

今日この後いろいろと意見をいただくわけでございますが、いよいよ、加東市国民保護

計画、加東市地域防災計画(震災対策編)、加東市地域防災計画(風水害対策編)、加東市

水防計画の見直し、完成、実現を目指していきたいなと思っています。 

  ただ、先般、４月に兵庫県の方から発表がございました国の原発で、仮に事故が起こっ 

たらこんな状況が起きるとの報道もありました。そうなった場合、国の方からもどうす 

ればいいのかと具体的な方策が示されていない中で、また南海トラフの想定、そんなも 

のもあって、これまで色んな備蓄品、日用品等備蓄品は３日間という風にしておりまし 

たけれども、それでは到底少なすぎる。１週間以上対応できるように備蓄が必要と最近 

報道されてもございます。そういったことを踏まえる中で、今日のこの会議を進めてい 

きたいと思います。今までにかなり多くのご意見等を受け承りまして、そのご意見を反 

映する、そして我々も更に検討を加えまして、今日お手元の方にお届けさせていただい 

ております。慎重審議賜りますようよろしくお願いをいたしまして、開会にあたっての 

ご挨拶といたします。 

 

３ 議事 

 中村課長 

条例の規定に基づき、会議の進行は会長が進めることになっていますので、会長よろ 

 しくお願いします。 

 

 安田会長 

(１) 平成２５年度第１回加東市国民保護協議会計画の修正(案)について事務局より

説明をお願いします。 

 

 中村課長 

最初に国民保護計画の説明をいたします。 

平成２４年１２月、２５年２月に協議会を開催し、ご審議をしていただいた後、修正

をしたものであります。 

  その修正分を平成２４年４月１６日から１ヶ月間、市のホームページに修正(案)を掲 

 載し、市民の皆さんからパブリックコメントとしてお寄せいただくようにお願いをしま 

した。 

  結果といたしまして、１ヶ月間のパブリックコメントを募りましたが、ご意見が提出 

されませんでしたので、皆様方にご審議をいただきましたこの原稿の内容をもって、計 

画の承認をいただきたいと思います。 

  ＜加東市国民保護協議会計画新旧対照表の説明 省略＞ 

  加東市国民保護協議会計画の修正(案)のご承認をいただきますようお願いいたします。 

 



 安田会長 

只今、加東市国民保護協議会計画の修正(案)につきまして、新旧対照表により事務局 

 から説明を申し上げました。 

この案でございますが、これまでに委員さん方から頂戴した意見、そしてまた、それ

に手を加え検討し反映されたもの、さらにパブリックコメントを終えて今日最終案とし

てご提案をしてお示ししております。 

ご質問等ありませんか？ 

 

 福永委員（陸上自衛隊青野原駐屯地隊長） 

P８１－２ ２号駐屯地の場合、青野ケ原とは言わず青野原と言います。よって「ケ」 

は入りません。 

 中村課長 

  追加で合わせて修正させていただきます。失礼しました。 

 

 安田会長 

  他にございませんか？ 

  その他になければ駐屯地の箇所以外は、原案のとおり承認させていただいてよろしい 

 でしょうか？ 

  特に意見が無いようですので、この修正案でもって最終決定とさせていただきます。

ありがとうございます。 

 

 中村課長 

それでは国民保護協議会の次第３議事の(２)をその他としておりますが、その他の追 

 加報告事項がありませんので、国民保護協議会を終了させていただきます。 

 

 

 

第１回加東市防災会議 

３ 議事 

 中村課長 

  続きまして、加東市防災会議を開催させていただきます。 

  この会議につきましては、国民保護協議会と同一の委員で構成されております。 

  あいさつにつきましては省略させていただき、引き続き会長の方から議事の進行をさ 

せていただきます。 

 

 安田会長 

  それでは只今から、平成２５年度第１回加東市防災会議を開催いたします。 

  議事につきましては、加東市地域防災計画修正（案）震災対策編・風水害対策編、そ 

 して加東市水防計画修正(案)、でございます。それでは加東市地域防災計画修正（案） 

 震災対策編を事務局から説明をお願いします。 



 

 中村課長 

＜加東市地域防災計画(震災対策編)の新旧対照表による説明 省略＞ 

以上が震災対策編の説明でございます。 

 

 中村課長 

  残りの風水害対策編、水防計画につきましても、先にご説明をさせていただいた後に 

 ご審議を賜りたいと思います。 

  ＜加東市地域防災計画(風水害対策編)による説明 省略＞ 

  以上が風水害対策編の説明でございます。 

 

 安田会長 

  只今、議事の１番目として、加東市地域防災計画の修正案についてご説明を申し上げ 

 ました。まず、震災対策編につきましてご質問、ご意見等ございましたらお受けしたい 

 と思います。なければ、原案のとおりご承認を頂けますでしょうか？ 

ご異議ございませんでしょうか？ 

ないようですので震災対策編については原案のとおり承認させていただきます。あり 

 がとうございました。 

 次に風水害対策編につきましてもご質問、ご意見等ございましたらお受けしたいと思 

います。 

ございませんか？ 

それでは風水対策編につきましても原案のとおり承認させていただきます。ありがと 

 うございました。 

  それでは議事の（２）の加東市水防計画修正（案）について事務局の方からご説明を 

申し上げます。 

 

 中村課長 

＜加東市水防計画（案）の新旧対照表による説明＞ 

ご審議いただきまして、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

 安田会長 

  只今、加東市水防計画修正(案)についてのご説明をいたしました。この修正案につい 

 ての、ご質問、ご意見等ございましたらお受けしたいと思います。 

いかがでしょうか？ 

ご意見がなければ水防計画修正案についても、原案のとおり承認させていただきます 

 がいかがでしょうか？ 

ありがとうございます。それでは加東市水防計画の修正案につきまして原案のとおり

承認させていただきます。 

 

 中村課長 



  ご承認ありがとうございました。 

  それでは最後の議事になります。その他ということで、事務局からのお願いというこ 

とになりますが、これは冒頭市長があいさつで申しあげましたが、この４月以降になり 

ましても、新たな災害が次々と発生しております。新型インフルエンザ、海外ではコロ 

ナウィルス、また連日新聞で報道されています南海トラフの地震対策の見直し、兵庫県 

から報道されました原子力災害についての対応が、毎日のように報じられている状況で 

ございます。これにつきましては国の方で改めて指針、方針、行動計画のようなものが 

今後、次々と見直しがされることが予想されます。また今後、年内あるいは、今年度以 

降につきましてもそういった見直しに併せましてその内容をしかるべく、検討していた 

だくために、また皆様方にこの国民保護協議会、防災会議をご参集させていただいて、 

ご審議をさせていただく機会がまた出てこようかと思います。その折は今後ともご協力 

を賜りますようお願いいたします。 

 

 

 安田会長 

せっかくの機会ですので、何か情報提供などをしてほしいなど、全般を通じて何かご 

 意見、ご質問などありましたら、是非ご発言いただきたいのですが、何かございません

か？ 

  ＜質問なし＞ 

 

 安田会長 

  ないようですので、私の方から閉会にあたりまして、一言お礼を申し上げたいと思い 

 ます。本日は大変出にくい時間帯であったと思いますが、ご出席いただきました。あり 

がとうございました。只今、ご審議いただきましたそれぞれの修正案は、原案通りご承 

認いただいたということで、いつも思うんですが、こういった計画を策定時には非常に 

一生懸命取り組みをしておるんですが、策定後は、実際にいろんなことが起こった時に 

どのように対応できるのか、その時に真価が問われる。そんな風に思っています。この 

計画をもとに市民の安全安心のために、努めてまいりますので、関係機関の皆様にも是 

非ご協力、ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  実は一昨年５月２９日でございましたか、台風２号によりまして、東条中学校の法面 

が崩落したことがありました。この後いろんな形で雨、風などの情報があるわけでござ 

いますが、私はいつもいろんなところで申しあげておりますが、大雨や台風というもの 

は早い段階から精度の高い情報が入ってくる。しかし現実に至ってきた時には、なかな 

か全てがマニュアルどおりにいかないことが多い訳であります。それが地震となります 

となかなか予測が難しくなり、そういった中でも対応をしていかなければなりません。 

今日ご承認いただいた修正案を基に進めてまいりますので、是非、今後ともご協力の 

 程お願い申し上げまして、閉会のごあいさつとさせていただきます。ありがとうござい 

 ました。 


