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小田原市防災会議・小田原市水防協議会 議事録 

 

１ 日  時 令和３年６月 24日（木）午前 10時 00分から 12時 00分まで 

 

２ 場  所 小田原市役所 ７階大会議室 

 

３ 出席委員 防災会議  31名 

水防協議会 19名 

 

４ 議  題 

（１） 協議事項  

ア 小田原市津波防災地域づくり推進計画について   

イ 小田原市国土強靭化地域計画について       

ウ 小田原市南海トラフ地震防災対策推進計画について  

エ 今後のワーキンググループについて（災害医療部会） 

  

（２） 報告事項  

ア 令和元年台風第 19号を受けての各機関の対応  

イ 令和３年度小田原市いっせい総合防災訓練について  

ウ 非常時通信システム基本計画の作成について  

 

（３） その他 

ア 川音川、森戸川、中村川洪水ハザードマップについて 

イ 早川洪水ハザードマップについて         

ウ 津波ハザードマップについて            

エ 各種警戒区域等の指定について        

オ 地域防災計画と水防計画の一体化について   

 

５ 会議内容 

 

 倉橋課長  

 皆様、こんにちは。 

本日はお忙しい中、ご出席いただき、ありがとうございます。 

私は、本日の進行を務めさせていただきます、 

小田原市 防災対策課長の倉橋でございます。 

よろしくお願いいたします。 
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また、本会はコロナ禍における開催ということで、消毒液の設置、換気の実施など、必

要な措置を取った上での開催といたしますので、その旨ご承知おきください。 

会議に入ります前に、お手元に配布しました資料の確認をさせていただきたいと存じま

す。 

まず、座席表、出席者名簿、防災会議・小田原市水防協議会名簿。続きまして、委員の

委嘱に関する依頼文・委嘱状、資料１の別添えとして「小田原市津波防災地域づくり推進

計画 修正箇所」を配布しております。 

また、事前に送付させていただきましたが、会議の資料としまして、次第に記載してあ

りますとおり、資料１から資料９まで、ハザードマップが３種類、資料１の別添えとして

「小田原市津波防災地域づくり推進計画の素案に対する市民意見の募集結果について」、

「小田原市津波防災地域づくり推進計画 素案」でございます。不足はございませんでし

ょうか。 

会議の途中でも構いませんので、不足の資料等がございましたら、事務局までお申し出

ください。 

また、議事録作成の都合上、お手数おかけしますが、発言の前には組織名とお名前を発

言するようよろしくお願いします。 

それでは、小田原市防災会議、並びに小田原市水防協議会を開催させていただきます。 

はじめに、本会議・協議会の委員については、小田原市防災会議条例第３条第６項、小

田原市水防協議会条例第４条に基づき、任期は２年となっております。今年度は委嘱替え

の年であり、令和３年４月１日から、令和５年３月３１日までの任期とするものでござい

ます。今期の委員といたしまして、小田原市防災会議・小田原市水防協議会 名簿のとおり

でございます。 

委員は新任、再任を含め、防災会議３７名、水防協議会２０名の委員となっております。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

次に、本日の委員出席者数につきましては、防災会議は３１人、水防協議会は１９人で

ございますので、小田原市防災会議運営要綱第２条第２項、及び小田原市水防協議会条例

第５条第２項の規定に基づく定足数を、それぞれ満たしておりますことをご報告申し上げ

ます。 

また、小田原市情報公開条例第２４条の規定に基づき、本日の会議は公開とさせていた

だいております。 

それでは、開会に当たりまして、本会議の会長であります守屋市長からご挨拶申し上げ

ます。 

 

（会長・守屋市長挨拶） 
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 倉橋課長  

続きまして、委員の皆様より自己紹介をいただきたいと存じます。出席者名簿の順番に、

国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所 田辺 様よりよろしくお願いいたします。 

 

（委員挨拶） 

 

 倉橋課長  

皆様、ありがとうございました。続きまして、事務局の紹介を防災部長の韮澤より行い 

ます。 

 

 韮澤部長  

（事務局紹介） 

 

 倉橋課長  

続きまして、会議に入るわけでございますが、小田原市防災会議運営要綱第２条第１項、 

及び小田原市水防協議会条例第５条第１項の規定により、会長が会議の議長を務めさせて

いただくこととなっております。 

 ここからの議事進行を、守屋会長よろしくお願いいたします。 

 

 議長（守屋市長）  

 それでは、要綱の規定に基づきまして議事を進めさせていただきます。議事が円滑に進 

行しますよう、皆様方のご協力をお願いいたします。 

 はじめに、（１）協議事項 ア「小田原市津波防災地域づくり推進計画について」に関し 

て事務局の説明を求めます。 

 

 池田主任  

（資料１、資料１別添えを説明） 

 

 議長（守屋市長）  

ただいま、事務局から説明がありましたが、何かご質問・ご意見等がございましたら、 

お願いいたします。 

意見も無いようですので、「小田原市津波防災地域づくり推進計画について」につきまし

て協議事項につきまして、承認していただいてよろしいでしょうか。 

 

（異議無し） 
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 議長（守屋市長）  

ご異議ございませんので、本協議事項につきまして、決定とさせていただきます。 

続いて、協議事項 イ 「小田原市国土強靭化地域計画について」に関して事務局の説 

明を求めます。 

 

 中村管理監  

（資料２を説明） 

 

 議長（守屋市長）  

ただいま、事務局から説明がありましたが、何かご質問・ご意見等がございましたら、 

お願いいたします。 

 

 鈴木委員代理(小田原箱根商工会議所)  

 避難所について、ほぼ小中学校が指定されておりますが、そこの安全性については地域に 

よって異なりますが、どう扱うのでしょうか。 

 

 中村管理監  

 学校の避難所のあり方についてですが、具体的な場所等の検討の内容が計画内には含ま 

れませんが、リスクがある事項としては捉えており、それに関して今後見直しを行ってい 

く必要があるというような記述が計画内になされます。 

 

 議長（守屋市長）  

質疑も尽きたようですので、「小田原市国土強靭化地域計画について」につきまして、承 

認していただいてよろしいでしょうか。 

 

（異議無し） 

 

 議長（守屋市長）  

ご異議ございませんので、本協議事項につきまして、決定とさせていただきます。 

続いて、協議事項 ウ 「小田原市南海トラフ地震防災対策推進計画について」に関し 

て事務局の説明を求めます。 

 

 松田主事  

（資料３－１～３－７を説明） 

 

 議長（守屋市長）   
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ただいま、事務局から説明がありましたが、何かご質問・ご意見等がございましたら、 

お願いいたします。 

（意見無し） 

 

 議長（守屋市長）  

意見も無いようですので、「小田原市南海トラフ地震防災対策推進計画について」につき 

まして承認していただいてよろしいでしょうか。 

 

（異議無し） 

 

 議長（守屋市長）  

ご異議ございませんので、本協議事項につきまして、決定とさせていただきます。 

続いて、協議事項 エ 「今後のワーキンググループについて（災害医療部会）」に関し 

て事務局の説明を求めます。 

 

 大木危機管理係長  

（資料４を説明） 

 

 議長（守屋市長）   

ただいま、事務局から説明がありましたが、何かご質問・ご意見等がございましたら、 

お願いいたします。 

 

（意見無し） 

 

 議長（守屋市長）  

意見も無いようですので、「今後のワーキンググループについて（災害医療部会）」につ 

きまして承認していただいてよろしいでしょうか。 

 

（異議無し） 

 

 議長（守屋市長）  

ご異議ございませんので、本協議事項につきまして、決定とさせていただきます。 

次に、（２）報告事項 ア「令和元年台風第 19 号を受けての各機関の対応」について事 

務局から説明を求めます。 

また、こちらは事前に提出していただいた各機関からも報告していただきますので、ま 

ず、小田原市防災部の対応を事務局から報告した後、順番に指名いたしますので、各機関
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２，３分でご報告頂くようよろしくお願いいたします。 

 

 韮澤部長  

（資料５－１を説明） 

 議長（守屋市長）  

それでは、引き続き、海上保安庁湘南海上保安署 安藤 様 ご報告をお願い致します。 

 

 安藤委員（海上保安庁湘南海上保安署）  

（資料５－２を説明） 

 

 議長（守屋市長）  

 東京電力パワーグリッド株式会社 倉橋 様 ご報告をお願い致します。 

 

 倉橋委員代理（東京電力パワーグリッド（株）小田原支社）  

（資料５－３を説明） 

 

 議長（守屋市長）  

小田原ガス株式会社 樋口 様 ご報告をお願い致します。 

 

 樋口委員（小田原ガス（株））  

（資料５－４を説明） 

 

 議長（守屋市長）  

東海旅客鉄道株式会社 田村 様 ご報告をお願い致します。 

 

 田村委員（東海旅客鉄道(株)）  

（資料５－５を説明） 

 

 議長（守屋市長）  

中日本高速道路株式会社 高取 様 ご報告をお願い致します。 

 

 高取委員（中日本高速道路(株)）  

（資料５－６を説明） 

 

 議長（守屋市長）  

小田原市社会福祉協議会 小野 様 ご報告をお願い致します。 
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 小野委員（小田原市社会福祉協議会）  

（資料５－７を説明） 

 

 議長（守屋市長）  

神奈川県県西土木事務所小田原土木センター 千葉 様 ご報告をお願い致します。 

 

 千葉委員（神奈川県県西土木事務所小田原土木センター）  

（資料５－８を説明） 

 

 議長（守屋市長）  

神奈川県県西地域県政総合センター 藤澤 様 ご報告をお願い致します。 

 

 藤澤委員（神奈川県県西地域県政総合センター）  

（資料５－９を説明） 

 

 議長（守屋市長）  

神奈川県西部漁港事務所 荒井 様 ご報告をお願い致します。 

 

 荒井委員（神奈川県西部漁港事務所）  

（資料５－１０を説明） 

 

 議長（守屋市長）  

国土交通省 関東地方整備局 横浜国道事務所 田辺 様 ご報告をお願い致します。 

 

 田辺委員（国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所）  

（資料５－１１を説明） 

 

 議長（守屋市長）  

ただいまの報告につきまして、何かご質問等がございましたら、お願いいたします。 

 

 植村委員（豊川地区自治会連合会）  

台風 19号の時の避難について、お願いがあります。豊川小学校には 400名ほど避難しま 

した。当日は、パソコンを使って河川の監視カメラで酒匂川の水位を見ておりました。水

位が中州の樹木を越えたらまず足腰が弱い方を垂直避難させようとしており、実際避難さ

せました。 
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ですが、監視カメラを見ていると、水位が中洲の樹木を越えた時に、水位が分かりませ 

んでした。河川には水位の標識があると思います。そこを映してもらえたら、今どのぐら

いの水位になっているか、と言うのが分かります。 

また、河川の水位グラフのページについて、警戒レベルの情報とリンクされた色分けに

なれば、垂直避難をする目安になります。このようなことをお願いしたい。 

また、監視カメラを見ているパソコンについても個人所有のパソコンでしたので、各学校 

の方にも避難時に使用できるパソコンを配備してほしい。 

 

 矢島地域防災担当課長  

パソコンの件については、例えば Wi-Fi 環境が使えるかどうかと関係する話になります 

が、学校と調整していきます。 

また、VACAN という混雑状況を市民がインターネットで見られるという協定を結びまし 

たので、パソコンの環境は必要と考えており、今すぐに配備出来るという訳ではありませ

んが、今後の検討課題と考えております。 

 

 中村管理監  

河川の水位に関して、防災部は台風や大雨の時は、市町村向けの県の河川に関するホー 

ムページで監視しております。 

こちらは既に検索して見られるような状況になっており、基本設定が広角の設定になっ

ているので、広角のボタンの横にある望遠のボタンを押して確認してください。監視カメ

ラで見られるのは、富士道橋付近の水位を見ることが出来ます。 

なお、水位グラフの警戒レベルに即した色分け表示については、県と調整していきたい 

です。 

 

 議長（守屋市長）  

質疑も尽きたようですので、「令和元年台風第 19 号を受けての各機関の対応」につきま

しては、以上とさせていただきます。 

続いて、報告事項 イ「令和３年度小田原市いっせい総合防災訓練について」事務局か 

ら説明を求めます。 

 

 矢島地域防災担当課長  

（資料６を説明） 

 

 議長（守屋市長）  

ただいま、事務局から説明がありましたが、何かご質問等がございましたら、お願いい 

たします。 
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（意見無し） 

 

 

 議長（守屋市長）  

質疑も無いようですので、「令和３年度小田原市いっせい総合防災訓練について」につき

ましては、以上とさせていただきます。 

続いて、報告事項 ウ「非常時通信システム基本計画の作成について」事務局から説明

を求めます。 

 

 大木危機管理係長  

（資料７を説明） 

 

 議長（守屋市長）  

ただいま、事務局から説明がありましたが、何かご質問等がございましたら、お願いい 

たします。 

 

（意見無し） 

 

 議長（守屋市長）  

質疑も無いようですので、「非常時通信システム基本計画の作成について」につきまして 

は、以上とさせていただきます。 

次に、（３）その他の事項に関しましては、一度に事務局から全てを説明させていただき、

後ほどまとめて質問を頂ければと思います。まず、ア、イ、ウに関する各種ハザードマッ

プについて、事務局から説明を求めます。 

 

 矢島地域防災担当課長  

（各種ハザードマップについて説明） 

 

 議長（守屋市長）  

次に、（３）その他 エ「各種警戒区域等の指定について」事務局から説明を求めます。 

 

 大木危機管理係長  

（資料８について説明） 
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 議長（守屋市長）  

次に、（３）その他 オ「地域防災計画と水防計画の一体化について」事務局から説明を 

求めます。 

 

 

 松田主事  

（資料９について説明） 

 

 議長（守屋市長）  

ただいま、事務局からまとめて説明がありましたが、何かご質問等がございましたら、 

お願いいたします。 

 

（意見無し） 

 

 議長（守屋市長）  

質疑も無いようですので、その他の事項につきましては、以上とさせていただきます。 

また、せっかくの機会でございますので、皆様から、ご意見やご質問等、何かございま 

したらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（意見無し） 

 

 議長（守屋市長）  

特に無いようですので、これをもちまして、本日の議題は以上とさせていただきます。 

 本日は、ご多忙の折、ご出席を賜りまして、誠にありがとうございました。 

 議事が終了いたしましたので、進行を終わらせていただきます。 

 

 倉橋課長  

会長、ありがとうございました。 

 なお、本日の会議におきまして、発言されました委員におかれましては、別途、作成い 

たします議事録のご確認をお願いしたいと存じます。 

 後日、関連資料を送付させていただきますので、お手数ではございますが、ご協力のほ 

ど、よろしくお願いいたします。 

 長時間にわたりまして、大変ありがとうございました。 

 

（閉 会） 


