
 

蒲郡市防災会議 会議録 

開催日時 
令和２年２月１４日（金） 

午前１０時００分から午前１１時００分まで 

開催場所 蒲郡市役所本館３階 ３０３会議室 

出席者 

【議 長】 蒲郡市   
      蒲郡市長         鈴木 寿明 
【委 員】 三河海上保安署 

      署長（代理） 

次長           原田 竜二 

      愛知県東三河総局 

      総局長（代理） 

防災安全課長       川島 洋和 

      愛知県東三河建設事務所   

所長           川上 晃一郎 

      愛知県三河港務所      

所長           浅井 仁司 

      愛知県豊川保健所 

      所長（代理） 

蒲郡保健分室長      佐々木 秀樹 

      愛知県蒲郡警察署      

      署長（代理） 

警備課係長        金田 敏史 

      陸上自衛隊第１０特科連隊 

      第 2大隊長（代理） 

第 2大隊第 3中隊長    森本 健夫 

蒲郡市議会 

議長           伊藤 勝美 

蒲郡市議会 

総務委員長        大竹 利信 

蒲郡市 

副市長          井澤 勝明 

蒲郡市 

総務部長         平野 敦義 

蒲郡市民病院 

院長（代理） 

市民病院事務局長     中神 典秀 

蒲郡市教育委員会 

教育長          大原 義文 

蒲郡市消防本部 

消防長          小田 竹利 

蒲郡市消防団 

団長           倉橋 直樹 

 



      日本郵便株式会社蒲郡郵便局 

      局長（代理） 

課長           山口 勝子 

      西日本電信電話株式会社名古屋支店 

設備部東三河フィールドサービスセンタ 

センタ長         松井 邦夫 

東海旅客鉄道株式会社蒲郡駅 

駅長           中神 浩明 

中部電力株式会社岡崎営業所 

所長           高井 優 

一般社団法人愛知県 LPガス協会 

東三河支部蒲郡分会 

分会長          宮地 清史 

蒲郡市総代連合会（大塚地区） 

稲石 房道 

蒲郡市総代連合会（三谷地区） 

             廣中 康人 

蒲郡市総代連合会（東西北部） 

             小田 密義 

蒲郡市総代連合会（塩津地区） 

             榊原 幹尚 

蒲郡市総代連合会（形原地区） 

             三田 隆之 

蒲郡市総代連合会（西浦地区） 

             壁谷 亮二 

蒲郡商工会議所 

会頭（代理） 

専務理事         山下 英孝 

一般社団法人蒲郡市医師会 

会長           井野 佐登 

蒲郡建設業協同組合 

理事長          鈴木 正 

蒲郡土木建設業協同組合 

代表理事         上村 義美 

公益社団法人愛知県水難救済会 

所長           佐奈田 隆義 

      蒲郡市女性防火クラブ 

      会長（代理） 

副会長          吉倉 千恵子 

【事務局】 総務部防災課 
      課長           鳥居 昭裕 
      課長補佐         中井 悦衣 
      主事           酒井 優一 
      主事補          天野 秀俊 



議 題 

１ 会議録の作成について 
２ 蒲郡市地域防災計画修正（案）風水害等災害対策計画について 
３ 蒲郡市地域防災計画修正（案）地震・津波災害対策計画につい 
 て 
４ 蒲郡市地域防災計画修正（案）原子力災害対策計画、蒲郡市地

域防災計画修正（案）津波避難計画、蒲郡市水防計画修正（案）

について 
５ 地区防災計画（案）について 

会議資料 

蒲郡市防災会議次第 
出席者名簿（裏面：配席表） 
資料１ 蒲郡市地域防災計画の修正要旨 
資料２ 令和元年度蒲郡市地域防災計画修正（案） 
    －風水害等災害対策計画（新旧対照表）－ 
資料３ 同（案） 
    －地震・津波災害対策計画（新旧対照表）－ 
資料４ 同（案） 
    －原子力災害対策計画（新旧対照表）－ 
資料５ 同（案） 
    －津波避難計画（新旧対照表）－ 
資料６ 蒲郡市水防計画修正（案）（新旧対照表） 
資料７ 拾石町防災計画（案） 
資料８ 南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対策ガイド

ライン 
資料９ 蒲郡市国土強靭化地域計画の策定について 
資料 10 防災会議までの意見等 

会議内容 

（要旨） 

１ 会議録の作成について 

【事務局】会議録につきましては蒲郡市防災会議運営要綱第７条を

準用。会議録署名委員に関しては蒲郡市消防団団長 倉橋様と蒲郡

市総代連合会副会長 壁谷様にお願いしてはどうかと提案。 
【議長】蒲郡市消防団長 倉橋様、蒲郡市総代連合会副会長 壁谷

様を指名。 
２ 蒲郡市地域防災計画修正（案）風水害等災害対策計画について 
【事務局】計画については災害対策基本法１６条及び４２条に基づ

き修正させて頂きます。 
 愛知県の取り組みに係る修正事項の説明に移りますが、「風水害

等編」は議題２、「地震津波編」は議題３、「津波避難計画」は議題

４で説明させて頂き、内容が重複する部分は説明を省略させて頂き

ますのでご了承下さい。 
（１）『愛知県の取り組みに係る修正事項』 
  ア 市町村防災支援システムの運用 
    新旧対照表８頁参照、「第２編 第８章 ２ 県における措

置」について、市町村の災害対応業務を支援することを目的

とした、市町村防災支援システムの運用について必要な記載

を追加。 
  イ 災害時健康危機管理の全体調整 



    新旧対照表１９頁参照、「第３編 第６章 第２節 ８ 災

害時健康危機管理の全体調整」について、県の計画と整合を

とり、被災自治体が保健衛生対策を円滑に実施できるよう、

必要な記載を追加。 
（２）『国の防災基本計画やガイドライン等の修正に伴う修正事項』 
  ア 避難勧告等に関するガイドラインの改定（警戒レベルの運

用等） 
    新旧対照表１頁参照、「第１編 第２章 第２節 ３ 住民

等の円滑かつ安全な避難に関する事項」 
新旧対照表６頁参照、「第２編 第３章 第２節 １ 県

における措置」、「２ 市における措置」 
新旧対照表９頁参照、「第２編 第９章 基本方針」、「第

１節 ２ 市における措置」 
新旧対照表１２頁参照、「第２編 第９章 第５節 市及

び県における措置」 
新旧対照表１４頁参照、「第２編 第１２章 第３節 １ 

市、県及び私立各学校等管理者における措置」 
新旧対照表１５頁参照、「第３編 第２章 第１節 １ 

名古屋地方気象台における措置」、「３ 土砂災害警戒情報

（名古屋地方気象台及び県における措置）」 

新旧対照表１６頁参照、「第３編 第２章 第２節 １ 

市における措置」について、国の「避難勧告等に関するガイ

ドライン」の改正に伴い、必要な記載を修正及び追加。 

  イ 重要物流道路の指定 
    新旧対照表２０頁参照、「第３編 第７章 第２節 １ 

中部地方整備局における措置」、「２ 県における措置」、「４ 

市における措置」について、道路法の改定に伴い、物流上重

要な道路輸送網の指定に関する必要な記載を追加。 
（３）『蒲郡市の取り組みに係る修正事項（主要なもの）』 
  ア 防災上重要な施設・設備等の追加 
    消防施設・設備等において、消防団の人員に支援団員の欄

を追加。 
    宮成水防倉庫について、老朽化に伴う解体の為、一覧表か

ら削除。 
    指定緊急避難場所として、港町東公園を追加。 
    福祉避難所として大塚デイサービスセンター及び三谷デイ

サービスセンターを削除。形原眺海園ぬくもりの家、特別養

護老人ホーム楓の杜、特別養護老人ホーム百華苑、特別養護

老人ホームさくらの木、グループホームはっぴい、けあビジ

ョンホーム蒲郡、グループホームなばな苑、グループホーム

すずらんを追加。 
  イ 協定書・覚書の追加 
    平惣米穀店様、竹内七五三司米穀様、三浦米店様、有限会

社丸京商店様、尾﨑米店様、大和産業株式会社様と「災害時

における米穀類の供給協力に関する協定書」、幸田町様、西尾



市様と「災害時相互応援協定」、三協フロンテア株式会社様と

「災害時における救援物資（ユニットハウス等）の供給に関

する協定」、有限会社はっぴい様、株式会社ビジュアルビジョ

ン様、社会福祉法人寿宝会様、社会福祉法人昇人会様との「福

祉避難所の指定に関する協定」の１３協定を追加。 
社会福祉法人不二福祉事業会様との「福祉避難所の指定に

関する協定」において、三谷デイサービスセンター様、大塚

デイサービスセンター様を削除し、グループホームなばな苑

様、グループホームすずらん様、形原眺海園ぬくもりの家様

を追加。 
  ウ 参考 
    台風等風水害時に開設する地域避難場所において、開設及

び運営を行う職員の選任方法等を定めた、「蒲郡市地域防災

計画に定める地域避難場所の開設担当職員に関する要綱」

（平成３１年４月１日施行）を追加。 
  エ 資料 10「防災会議までの意見等」について 
    資料２「令和元年度蒲郡市地域防災計画修正（案）風水害

等対策計画新旧対照表」１４ページ下から９行目から１５ペ

ージ上から４行目、資料３「令和元年度蒲郡市地域防災計画

修正（案）地震・津波災害対策計画新旧対照表」１１ページ

下から３行目から１２ページ上から１０行目について、不適

切に繰り返されていた記述を修正。 
＜質疑等＞ なし。 
＜審議の結果＞ 異議なく了承された。 
 
３ 蒲郡市地域防災計画修正（案）地震・津波災害対策計画につい  

 て 
【事務局】  
（１） 『愛知県の取り組みに係る修正事項』 
  ア 津波災害警戒区域の指定 
    新旧対照表８頁参照、「第２編 第８章 第２節 市、県及

び社会福祉施設等管理者における措置」、「第１０章 第１節 

２ 津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波浸水想定

の設定」 
    新旧対照表９頁参照、「第２編 第１０章 第２節 ４ 

津波災害警戒区域の指定に係る事項」について、津波防災地

域づくりに関する法律に基づき、津波災害警戒区域及び基準

水位の公示を行うことについて記載を追加。 
  イ 耐震対策の推進（重要文化財、ブロック塀等の付属物） 
    新旧対照表５頁参照、「第２編 第２章 第４節 ３ 重要

文化財の耐震対策」について、国の通知及び第３次あいち

地震対策アクションプランの改訂に伴い、耐震対策の推進

に係る記載を追加。 
（２） 『蒲郡市の取り組みに係る修正事項（主要なもの）』 
   防災上重要な施設・設備等 



    新旧対照表２５頁参照、「第５編 第４章 第１４節 ８

緊急輸送道路」について、国道２４７号が開通したことに伴

い、資料３別添１旧から資料３別添２新に修正。 
＜質疑等＞ なし。 
＜審議の結果＞ 異議なく了承された。 
 
４ 蒲郡市地域防災計画修正(案)原子力災害対策計画、蒲郡市地域

防災計画修正(案)津波避難計画、蒲郡市水防計画修正（案）につ

いて 
【事務局】議題４につきましては、三つの計画を一括上程させてい

ただきます。 
（１） 『原子力災害対策計画』 

新旧対照表４頁参照、「第１編 第１章 第５節 表１－１、

表１－２、表１－３ 原子力事業者、国、地方公共団体が採る

ことを想定される措置等」について、国の原子力災害対策指針

の修正に伴い、資料４別添１旧から資料４別添２新に修正。な

お、令和元年７月３日に国の原子力災害対策指針は一部改正が

行われておりますが、上位計画である愛知県の計画におきまし

ては、平成３０年１０月１日版を反映させたものとなっており

ますので、本市におきましても上位計画に合わせたものといた

しております。 
（２）『津波避難計画』 
   新旧対照表１頁参照、「第１章 第２節 ２ 津波災害警戒区

域」 
新旧対照表２頁参照、「第２章 南海トラフ地震等に係る津

波浸水想定区域等、表、南海トラフ地震等の津波浸水想定区域

等、津波災害警戒区域の基準水位」について、津波防災地域づ

くりに関する法律による津波災害警戒区域の指定及び基準水位

の公示に基づき、必要な記載を追加。 
   新旧対照表４頁参照、「第３章 第３節 ３ 避難対象地域」

について、津波災害警戒区域の指定に基づき、津波警報と大津

波警報を一つにまとめるよう修正。 
（３）『水防計画』 
  ア 新旧対照表４頁参照、「第８章 第３節 ３ 気象情報の

受領伝達系統」について、資料６別添１旧から資料６別添２

新へ、凡例の表記を一部修正。 
  イ 新旧対照表４頁参照、「第９章 第１節 水防災協議会」に

ついて、水防法第１５条の１０に基づく大規模氾濫減災協議

会として水防災協議会を設立した旨を記載。 

ウ 新旧対照表４頁参照、「第１０章 第２節 ２ （１）公

用負担権限」について、水防管理者等から委任を受けた者が

権限を行使できる旨の記載を追加。 

＜質疑等＞ なし。 
＜審議の結果＞ 異議なく了承された。 
 



５ 地区防災計画（案）について 
【事務局】拾石町における自発的な防災活動に関する計画として、

拾石町防災計画（地震津波避難編、避難所運営編、防災ガイドマッ

プ）が作成され、地区防災計画の素案として市防災会議に提案を受

けたことについて、「蒲郡市地域防災計画 風水害等災害対策計画

及び地震・津波災害対策計画 第１編及び第２編 第１章 第１節 
（１）及び（２）」に基づき、拾石町と蒲郡市が連携して防災活動を

行うため、拾石町防災計画等を地区防災計画として定めたいと考え

る。 
＜質疑等＞ 
【蒲郡商工会議所 山下】今後地区防災計画の作成は他の総代区に

も広めていく方針か。 
【事務局】今後拾石町を先進事例として他の総代区にも広めていき

たいと考えている。 
【蒲郡市医師会 井野】拾石町の地区防災計画について、印刷して

各戸に配布するとそれなりに経費がかかると思うが、経費を負担す

るのは拾石町か。 
【事務局】拾石町が自発的に作成したものであるため、経費は拾石

町が負担している。拾石町はまちづくりの観点から補助金を受けて

いるため、その補助金を活用すると聞いている。 
＜審議の結果＞ 異議なく了承された。 
 
６ その他 
【事務局】 
（１） 災害対策本部の設置状況 

令和元年度は２回災害対策本部を設置。内、台風第１９号で

は市内全域に高齢者等・避難開始を発表し、避難場所１３か所

に５１世帯７０名が避難。 
（２） セミナー等の実施状況 

 いのちを守る防災展「地震災害に備えて」を始め、１月２５

日には防災セミナー「電気自動車（ＥＶ）が停電時に活躍！？」

等、各種セミナーを開催。 
（３） 訓練等の実施状況 
   職員向けに、被災地である岩手県釜石市、当時防災担当課長

であった佐々木様を招き「東日本大震災～自治体職員の体験と

教訓を伝える～」を実施。市民向けに「警戒レベルを利用した

避難行動等の地域別説明会」などを実施。 
（４）他市町村等への支援状況 
   令和元年台風第１９号では、長野県長野市へ保健師１名を派

遣し、避難所での健康相談や家庭訪問等の保健衛生活動を行う。

栃木県栃木市へは職員１名を派遣し、被災者への「り災証明書」

の交付等、住家の被害状況の調査を実施。 
  なお、防災セミナーの中で、この職員２名による被災地派遣

活動報告を実施。 
（５）出前講座の実施状況 



   平成３１年４月１日から令和元年１２月３１日までで、合計

４７回の出前講座を実施。 
（６）ハザードマップ等の作成状況 
   「蒲郡市避難勧告等の判断・伝達マニュアル」を、広報がま

ごおり７月号で全戸配布。 
（７）南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイ

ドライン 
  ア 資料８ ２頁参照、「１ ガイドライン策定の目的」につい

て、国が南海トラフ沿いの地域において地震の発生可能性が

高まっている旨の情報を発表した場合には、その情報を活用

し被害軽減につなげていくことが重要と説明。 
  イ 資料８ ２頁参照、「２ 防災対応の基本的な考え方」 

資料８ ２頁参照、「３ 南海トラフ地震に関連する情報」

について、地震の発生可能性が高まっている旨の情報とは、

「南海トラフ地震に関連する情報」の表にある「南海トラフ

地震臨時情報」の「調査中」「巨大地震警戒」「巨大地震注意」

等であり、「半割れケース」、「一部割れケース」「ゆっくりす

べりケース」等の情報が発表された場合であると説明。 
  ウ 資料８ ４頁参照、「１ 事前避難対象地域の設定（現在愛

知県が検討中）」について、蒲郡市の考えとして、事前避難対

象地域を「地震発生から３０分以内で３０㎝の浸水が想定さ

れる地域」とすると説明。 
  エ 資料８ ４頁参照、「２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地

震警戒）が発表された場合」について、蒲郡市の考え方とし

て、災害対策本部を設置し、第３非常配備体制（全職員参集）

をとる。津波浸水想定区域に対し避難指示（緊急）を発令し、

後発地震に対して１週間の警戒措置を行う。防災行政無線、

安心ひろめーる、広報車等で地震への備えの再確認を呼びか

ける。「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」に切り替

わった場合は、避難準備・高齢者等避難開始を発令し、日頃

からの地震の備えを再確認するなど、さらに１週間は地震に

備えるように呼びかける。後発地震が発生しないまま１週間

が経過した場合は、避難準備・高齢者等避難開始を解除し、

大規模地震発生の可能性がなくなったわけではないことに十

分注意して、通常の生活に戻ると説明。 
  オ 資料８ ４頁参照、「３ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地

震注意）が発表された場合」について、蒲郡市の考え方とし

て、災害対策本部を設置し、第２非常配備体制をとりながら、

上記「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）に切り替わ

った場合」と同じように周知すると説明。 
  カ 資料８ ５頁参照、「４ 南海トラフ地震臨時情報（調査

中）が発表された場合」について、蒲郡市の考え方として、

災害対策本部（防災課対応）を設置し、情報収集の実施及び

「安心ひろめーる」による情報提供、今後の政府や自治体か

らの情報に注意するよう呼びかけると説明。 



  キ 資料８ ５頁参照、「５ 蒲郡市に津波警報・大津波警報が

発表された場合」について、蒲郡市の考え方として、大津波

警報、津波警報のいずれにおいても、発表直後に災害対策本

部を設置する。事前避難対象地域及び津波浸水想定区域に対

して、避難指示（緊急）を発令し、指定緊急避難場所へ住民

を避難させ、そして指定避難所を開設すると説明。 
  ク 資料８ ５頁参照、「６ 蒲郡市に津波警報・大津波警報が

津波注意報に切り替わった場合」について、蒲郡市の考え方

として、事前避難対象地域及び津波浸水想定区域内の住民に

対し、避難準備・高齢者等避難開始を発令すると説明。 
    なお、これは中間報告であり、蒲郡市地域防災計画への取

扱いについては、愛知県が方針を決め「愛知県地域防災計画」

等を見直す際、蒲郡市地域防災計画も見直すこととなると説

明。 
（８）蒲郡市国土強靱化地域計画の策定について 
    蒲郡市国土強靱化地域計画の令和２年度末策定を目標に、

検討委員会を設ける。国土強靭化地域計画の策定には防災に

対する幅広い知識と意見が必要となってくるため、本日お集

まりの防災会議委員の皆様にも、お声掛けさせていただくこ

とがあるかもしれないと協力を依頼。 
（９）その他 
    令和元年度蒲郡市国民保護計画の変更について、「武力攻

撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（国

民保護法）」第３５条第５項の規定により、令和元年１２月１

２日付けで愛知県に事前協議を実施したところ、令和２年１

月２８日付けで軽微な変更に該当する旨の回答を頂いた。 
軽微な変更の場合、国民保護法第３９条第３項の規定によ

り、蒲郡市国民保護協議会への諮問の必要はないので、本年

度は蒲郡市国民保護協議会及び幹事会について、開催しない

旨を連絡。 
 

 

 


