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平成 26 年度

焼津市水防協議会会議録

１ 日 時

平成 26 年 4 月 25 日（金）午前 10 時～午前 11 時

２ 会 場

焼津市消防防災センター1 階 災害対策本部室

３ 議 題

（１）平成 25 年度水防活動及び水害発生状況について（報告事項）
（２）平成 26 年度焼津市水防計画書（案）について（審議事項）
（３）平成 26 年度焼津市水防演習について（連絡事項）

４ 出席者

会長 中野 弘道

（焼津市長）

委員 水谷 直樹

（国土交通省静岡河川事務所長）

委員 曽田 尚寿

（静岡県中部危機管理局長）

（代理出席 加畑 勝之 中部危機管理局技監）
委員 鎌田 眞人

（静岡県焼津警察署長）

委員 杉本 則尚

（静岡県島田土木事務所長）

委員 大石 勝己

（静岡県焼津漁港管理事務所長）

委員 小栁津 健二郎（焼津市議会議員）
委員 清水 栄男

（焼津市自治会連合会会長）

委員 橋本 喜史

（焼津市建設工業会会長）

委員 川村 篤三

（
（協）大井川建設業協会理事長）

委員

（焼津市消防団長）

岩本 操

委員 萩原 二郎

（焼津市大井川左岸水防団長）

委員 西尾 正巳

（志太広域事務組合 志太消防本部消防次長）

委員 岩谷 壽夫

（総務部長）

委員 池田 義之

（財政部長）

委員 秋山 藤治

（危機管理部長）

（代理出席 深澤 利則 危機管理部危機政策課長）
委員 寺尾 隆之

事務局 大野 領司
滝 昌明

（都市基盤部長）

（都市基盤部河川課長）
（都市基盤部河川課河川計画担当係長）

小長谷 雅彦 （都市基盤部河川課河川計画担当主任主査）
池谷 太輔

（都市基盤部河川課河川計画担当主査）
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５ 概要

○報告事項 平成 25 年度水防活動及び水害発生状況について

（事務局 大野課長）
平成 25 年度水防活動及び水害発生状況について事務局より報告致します。
（事務局 滝係長）
・ 平成 25 年度大雨・洪水・高潮注意報、警報の発表回数の報告
・ 平成 25 年度の主な気象状況、水防活動状況及び焼津市降雨記録の報告
・ 平成 25 年度の水害発生状況の報告
（事務局 大野課長）
この件につきまして、御質問等がございましたら挙手の上、御発言をお願い
致します。無いようですので議事に入らせていただきます。
焼津市水防協議会設置条例第７条により、
「会長は会議を招集し、その議長
となる。
」と規定されておりますので、議事進行は会長にお願い致します。
なお、本日の協議会は委員 17 人中 16 人の御出席をいただいており、設置
条例第 8 条に規定されている委員の 3 分の 2 以上を満たしているため、本協
議会は成立していることを御報告致します。

○議事 平成 26 年度焼津市水防計画書（案）について
（中野会長）
これより議事に入ります。平成 26 年度焼津市水防計画書（案）について事
務局の説明を求めます。
（事務局 滝係長）
・ 変更箇所について説明
① 市の水防組織、消防団員数の変更
② 国及び県管理の洪水予報河川における連絡系統図の変更
③ 津波水防警報の種類、発表基準の変更
④ 特別警報発表時の対応について追加
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⑤ 水防活動における河川管理者の協力内容を追加
⑥ 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水防止の
ための措置を追加
⑦ （資料編）重要水防箇所の変更
⑧ （資料編）水門等一覧中の水こう門管理人等の変更
⑨ （資料編）焼津市所有の車両等の変更
⑩ （資料編）焼津市水防協議会委員の交代等に伴う変更
⑪ （資料編）直轄河川・海岸、県管理河川の水防警報発表用紙の変更
⑫ （資料編）特別警報の種類・発表基準の追加
・ 平成 26 年度焼津市水防計画書（案）の要点について説明
（中野会長）
事務局の説明が終わりました。
御意見、御質問等がございましたら、御発言をお願い致します。
（小栁津委員）
第 9 章 避難判断水位の水位到達情報について、葉梨川が瀬戸川の支川と記
載されているが、朝比奈川の支川ではないのか。

（事務局 滝係長）
こちらの表現については、県の水防計画書に準じております。
（曽田委員 代理 加畑中部危機管理局技監）
朝比奈川、葉梨川いずれも瀬戸川水系の河川であることから、瀬戸川の支川と
して記載しています。

（中野会長）
その他、質問もないようですので、それでは事務局から提案がありました「平
成 26 年度 焼津市水防計画書（案）
」について承認される委員は挙手願います。
挙手、総員ですので「平成 26 年度焼津市水防計画書（案）
」につきましては承
認されました。
「案」を削除願います。
以上で議事は終了致しました。御協力ありがとうございました。
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（事務局 大野課長）
ただいま御承認をいただきました「平成 26 年度

焼津市水防計画書」に

つきましては、水防法第 33 条第 3 項の規定に基づき静岡県知事に届け出を行
い、今年度の水防計画書といたします。
○その他 平成 26 年度焼津市水防演習について
（事務局 大野課長）
次に次第の「平成 26 年度焼津市水防演習」につきまして、事務局より説明
を申し上げます。
（事務局 小長谷主任主査）
平成 26 年度水防演習の開催日時、会場、内容等について説明。
（事務局 大野課長）
全体を通して質問等ありましたらお願いいたします。
無いようですので本日、静岡河川事務所より配付いたしました追加資料につ
いて、水谷所長より御説明をお願いいたします。
（水谷委員 静岡河川事務所長）
・X バンド MP レーダーについて
メッシュが細かくゲリラ豪雨への対応も有効であり、スマートフォンでも
閲覧が可能である。平成 26 年度には浜松市にもレーダーを設置し、静岡県
全域が網羅される予定である。
・リアルタイムナウファスの Web サイトについて
国土交通省港湾局で設置した GPS 波浪計で波浪や潮位、津波観測に活用
しており、観測データは Web 上で閲覧できるようになっている。X バンド
MP レーダーと合わせて活用いただきたい。
（事務局 大野課長）
今の御説明に対し、御質問等ございましたらお願い致します。
御質問等無いようですので、以上をもちまして平成 26 年度焼津市水防協議会
を閉会させていただきます。本日は大変お忙しい中、御出席いただきまして
誠にありがとうございました。
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