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平成 28 年度

焼津市水防協議会会議録

１ 日

時

平成 28 年４月 28 日（木）午前 10 時～午前 11 時 10 分

２ 会

場

焼津市役所本館６階 ６０３号室

３

事

議

報告事項

平成 28 年度焼津市水防計画書（案）について
平成 27 年度水防活動及び水害発生状況について
平成 28 年度焼津市水防演習について

その他

４ 出 席 者

会長 中野 弘道

（焼津市長）

委員 犬飼 一博

（国土交通省静岡河川事務所長）

委員 藤原 和夫

（静岡県中部危機管理局長）

委員 伊藤 悟

（静岡県焼津警察署長）

（代理出席 中村 亮 警備課長）
委員 石垣 俊幸

（静岡県島田土木事務所長）

委員 奈木 邦夫

（静岡県焼津漁港管理事務所長）

委員 松本 修藏

（焼津市議会建設経済常任委員長）

委員 松島 和久

（焼津市議会議員）

委員 丸山 昭夫

（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 岩本 操

（焼津市消防団長）

委員 小田 雅弘

（焼津市大井川左岸水防団長）

委員 池田 憲晶

（志太広域事務組合 志太消防本部消防次長）

委員 寺尾 隆之

（危機管理部長）

委員 宮内 利幸

（総務部長）

委員 福與 直己

（財政部長）

委員 秋山 藤治

（都市基盤部長）

事務局 下家 時洋

（都市基盤部理事）

内山 吉裕

（都市基盤部河川課長）

滝 昌明

（都市基盤部河川課河川計画担当主幹）

池谷 太輔

（都市基盤部河川課河川計画担当主査）

加勢田賢治

（都市基盤部河川課河川計画担当主査）
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概要

（事務局 内山課長）
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いたします。
なお、本日の協議会は委員 17 人中 17 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
を御報告いたします。
それでは、議事進行をお願いいたします。

（中野会長）
これより議事に入ります。平成 28 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 滝主幹）
・ 平成 28 年２月の水防計画策定の手引きの改定に伴う構成の見直し及び内容の充実並
びに水防計画書の主な変更点及び変更箇所について説明。
① 総則の目的に内水を追加
② 用語の定義の変更
③ 水防組織図の変更
④ 水防事務分担の変更
⑤ 静岡県所管水位観測所の追加
⑥ 下水道管理者の協力を追加
⑦ 公用負担における排水用機器の使用を追加
⑧ 浸水想定区域等における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措
置を追加
⑨ （資料編）重要水防箇所の変更
⑩ （資料編）輸送経路図の追加
⑪ （資料編）水防団及び消防団の管轄地域等の追加
⑫ （資料編）洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある災害
時要配慮者関連施設の追加
⑬ （資料編）市内避難所一覧の変更
⑭ （資料編）平成 28 年度焼津市水防協議会委員名簿の変更
・ 平成 28 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。
ただいまの説明について、御意見、御質問のある委員は、御発言をお願いします。
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（石垣島田土木事務所長）
資料－４ 第６章

気象予報等の情報収集について、
（４）に静岡県の土木総合防災情報（サ

イポスレーダ）とＵＲＬの記載がありますが、サイポスレーダの中には気象情報、雨量・河川
水位、潮位・波高、天気予報等の全ての情報が含まれております。記載が可能であれば、静岡
県の後にカッコ書きで気象情報、雨量・河川水位、潮位・波高、天気予報等の関連する全ての
情報と記載していただけないでしょうか。

（中野会長）
だだいまの御提言について、事務局の意見をお願いします。

（事務局 滝主幹）
御提言ありがとうございます。そのように追記させていただきます。

（中野会長）
その他、御意見、御提言がありましたらお願いいたします。

（中野会長）
御意見がないようですので、事務局から提案がありました「平成 28 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をお願いします。
挙手、総員ですので「平成 28 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。
恐れ入りますが、表紙の「平成 28 年度焼津市水防計画書（案）」の（案）を削除願います。

次に、報告事項に移ります。
「平成 27 年度水防活動及び水害発生状況について」、
「平成
28 年度焼津市水防演習について」について、一括して事務局の説明を求めます。
（事務局 加勢田主査）
・ 平成 27 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。
① 平成 27 年度大雨・洪水・高潮注意報、警報の発表回数の報告。
② 平成 27 年度の水害発生状況の報告。
③ 平成 27 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 28 年度焼津市水防演習実施要領について説明。
（中野会長）
ただいまの説明について、御意見、御質問のある委員は、御発言をお願いします。
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（中野会長）
御意見、御質問がないようですので、続きまして、その他に移ります。静岡河川事務所
から説明をお願いします。
（犬飼静岡河川事務所長）
・ 中部地方整備局が保有する災害対策用機械について説明。
・ 水防災意識社会再構築ビジョンについて説明。
（中野会長）
ただいまの説明について、御意見、御質問のある委員は、御発言をお願いします。

御意見、御質問がないようですので、以上をもちまして、議事及び報告事項は、全て終
了しました。
これで、議長の職を解かせていただきます。御協力ありがとうございました。
（事務局 内山課長）
ありがとうございました。さきほど、御指摘をいただいた箇所を修正し、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、平成 28 年度 水防計画書といたしま
す。
以上をもちまして、
「平成 28 年度焼津市水防協議会」を終了いたします。
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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