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平成１８年度第３回平塚市国民保護協議会 議事録 

 

日 時  平成１８年１２月４日（月） 午後２時～午後４時 

場 所  平塚市教育会館 ３Ｆ 大会議室  

出席者  会長、委員（３４名）、事務局（４名） 

     （別紙出席者名簿のとおり） 

傍聴者  ０名 

 

１ 事務局からの報告事項 

  ア 会議の成立について 

    平塚市国民保護協議会条例第４条の規定により、会議が成立することを報告いた

しました。 

イ 会議の公開について 

    第２回の議事録については、市ホームページにて既に公開させていただきました。

今回の協議会についてもあらかじめ委員に示させていただいた上で、同様に公開

させていただくこととします。 

 

２ 会長あいさつ（要旨） 

   ○国民保護法第３９条第３項の規定により、市町村の国民保護権核の作成に当たっ 

ては、国民保護協議会に諮問をすることとなっており、１２月１日付けで平塚市

長から協議会会長へ平塚市国民保護計画（案）について諮問を受けている。本日

は、その平塚市国民保護計画（案）について、ご審議いただくので、よろしくお

願いいたしたい。 

 

３ 議題 

  平塚市国民保護計画（案）について 

 【会 長】では、さっそく議事に入ります。まず、本日の議題となっております「平塚

市国民保護計画（案）について」事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局】それでは、内容のご説明の前に第２回から本日までの経過をご説明いたした

いと思います。 

第２回の協議会で作成いたしました平塚市国民保護計画素案をもとに１０月

１日から１０月２８日の期間でパブリックコメントを実施いたしました。結果

としまして、延べ２３人の方から３３件の意見をいただいております。（資料２）

このうち、計画案への反映をいたしましたのが１件となっております。続いて、

パブリックコメントの修正を含め事務局で修正をいたしまして、お手元の平塚
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市国民保護計画（案）を作成し、現在、それについて県と事前協議を行ってお

ります。本日は、まず、計画素案から計画案に至るまでの修正点（資料３）に

ついてご説明しまして、引き続き、県との事前協議で追加としていただきまし

た意見に対しての修正案（資料４）についてご説明したいと思います。 

（説明）平塚市国民保護計画（案）について、計画素案から計画（案）までの

修正点（資料３）と事前協議にかかる修正案（資料４）について資料に基づき

説明。 

【会 長】それでは、ただいま事務局から説明のありました、素案から諮問された計画

案までの修正点、それから、県との事前協議での修正点、これらにつきまして、

ご質問、あるいはご意見等をお受けしたいと思います。 

     

【会 長】ご意見等、特によろしいでしょうか。それでは、ご意見等ないようですので、

本日配布した修正案を含め、事務局の方で計画案の修正をしていただくという

ことでよろしいでしょうか。 

【委 員】細かい字句の修正ですがよろしいでしょうか。まず計画案１２ページ、人口

密度の項で、１キロ平方メートルとあるが、１平方キロメートルが正しいので

はないか。それと、３０ページの啓発の項で、災害時要支援者とあるが、他で

は、災害時要援護者と記述されており、整合をとるべきではないか。また同じ

項で、国民保護に関する住民への浸透を図るとあるが、国語的に国民保護に関

し、としたほうがよいと思われる。用語集の中の国際人道法について、ほとん

どの人はわからないと思われるので、もう少し記述がほしいと思う。 

     資料３の整理番号２番、基本指針の中の「国民保護措置についての訓練の実

施促進」も文中に盛り込むべきであるので検討してほしい。１３番の平塚市地

域防災計画に準じてというのは、曖昧な表現になってしまうので、「準拠して」

などの表現と用いた方がよいと思う。１５番の医薬機器は、医薬品および医療

機器ということのほうがよいのではないか。 

【会 長】事務局、いかがですか。 

【事務局】それでは、計画案に沿って順番に説明させていただきます。まず、１２ペー

ジですが、これについては、ご指摘どおり、１平方キロメートルに修正させて

いただきたいと思います。つづいて、資料３の整理番号２番、これは計画案の

２１ページですが「国民保護措置についての訓練の実施」についての記述です

が、これについては、県との事前協議の中で、対応を検討したいと思います。

次に、計画案３０ページ、災害時要支援者については、用語の統一ということ

で、災害時要援護者と修正をさせていただきます。同じ項の住民への浸透を図

るという部分についても、ご意見のとおり、「国民保護に関し、」と修正をさせ

ていただきます。次に、資料３の１３番、計画案の４６ページですが、「地域防
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災計画に準じて」という部分について、表現が曖昧であるというご指摘を受け

ましたので、はっきり方向性の見える形で「準拠して」というふうに訂正をし

たいと思います。それから、資料２の１５番、計画案の４８ページですが、こ

ちらについては、県との事前協議の中で、ご意見を踏まえまして検討させてい

ただきたいと思います。 

     それから、用語集の中で、もう少し詳しくというご意見がございました。こ

ちらについては、基本的な部分ですので、もう少し詳しく、わかりやすい形で

追加して記述したいと思います。 

【会 長】それでは、表現方法等については、事務局でそのように文言の修正をして、

内容の部分については、県との事前協議の中で検討をしていくということとい

たしたいと思います。その他に、ただいまのような、表現方法等についてお気

づきの点ありましたら、事務局の方へお申し出いただければと思います。 

【会 長】それでは、他に内容について何かございますでしょうか。 

    （その他、意見なし） 

【会 長】それでは、事務局から説明があった修正点については事務局で、このとおり

修正していただき、ご意見のあった部分については、県との協議等で検討し、

事務局で対応していただくということにしたいと思います。 

 

４ その他（次回協議会について） 

【会 長】それでは、次第の３、「その他」に入りたいと思います。「次回の協議会につ

いて」事務局からお願いいたします。 

【事務局】次回の協議会については２月を予定していますが、まず、次回の協議会まで

の進行についてご説明させていただきます。先ほどご説明しましたとおり現在、

県との事前協議が継続中であり、１２月１２日に最終の意見をいただく予定と

なっていますが、それに伴って今後さらに修正箇所が出る可能性がありますの

で、そちらについての修正案と、本日承認いただきました修正案を含めて修正

した計画案を１９年１月末までに各委員のお手元にご郵送させていただきます。 

     次回の協議会は２月５日を予定しております。次回は、今後出てきた修正点

がある場合に、まず、そちらについてご審議いただき、その上で、答申をいた

だきたいと考えております。２月５日のその他の詳細については、改めまして

後日追ってご連絡いたします。 

【会 長】それでは、１月末までに委員の皆様に諮問案の修正を送らせていただく。そ

して最終の国民保護協議会を２月５日に予定している。以上のことにつきまし

てご質問等はございますか。 

    （な し） 
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５ 閉会あいさつ 

【会 長】それでは、本日予定してありました議題は全て終了いたしました。 

     以上をもちまして、第３回平塚市国民保護協議会を終了といたします。今後

とも、本市の国民保護の推進につきまして、ご指導、ご協力をいただきますよ

うお願い申し上げます。本日は、お忙しい中をご出席いただきましてありがと

うございました。 

 

                                  以 上 



　　平成１８年度第３回平塚市国民保護協議会出席者名簿

№ 職名 機　関　名　称 役職名 氏　名

会長 平塚市 市長 大藏　律子

1 委員 関東農政局神奈川農政事務所地域課 地域課長 柏木　正行

2 〃 湘南海上保安署 署長 柏崎　喜重

3 〃 陸上自衛隊第４施設群
第3科
国民保護担当

中川　正弘 ２号

4 〃 神奈川県湘南地域県政総合センター 安全防災課長 山崎　仁

5 〃 神奈川県平塚土木事務所 道路維持課長 池田　泰久

6 〃 神奈川県平塚保健福祉事務所 副所長 田中　友規

7 〃 神奈川県企業庁平塚水道営業所 副所長 山本　茂樹

8 〃 神奈川県警平塚警察署 警備課長 木原　正昭

9 〃 平塚市 助役 落合　晋一

10 〃 平塚市 助役 小川　雅彦

11 〃 平塚市教育委員会 教育長 宮川　利男

12 〃 平塚市消防本部 消防長 出縄　高昭　

13 〃 平塚市 収入役 前田　義光

14 〃 平塚市 防災安全部長 飯田　靖二

15 〃 日本郵政公社平塚郵便局 局長 中村　保成

16 〃 ㈱ＮＴＴ東日本－神奈川 災害対策室課長 福原　勉

17 〃 東京電力(株）平塚支社 支社長 町田　和義

18 〃 東京ガス(株）湘南導管ネットワークセンター 所長 菊池　優

19 〃 神奈川中央交通(株） 平塚営業所長 鳥海　敏克

20 〃 (社）神奈川県トラック協会平塚地区支部 平塚支部長 梅原　謙司

21 〃 平塚市議会 議長 伊藤　裕

22 〃 平塚市議会 副議長 高梨　孝治

23 〃 平塚市自治会連絡協議会 会長 長谷川　芳久

24 〃 平塚商工会議所 副会頭 成瀬　正夫

25 〃 (社）平塚市医師会 副会長 武川　慶孝

26 〃 (社）神奈川県エルピーガス協会湘南支部平塚中郡部会 部会長 駒見　直喜

27 〃 平塚市漁業協同組合 代表理事組合長 後藤　勇

28 〃 湘南農業協同組合 常務理事 原　二郎

29 〃 平塚市消防団 団長 冨田　富男

30 〃 西湘地域労働者福祉協議会 事務局長 岩田　裕之

31 〃 （株）湘南平塚コミュニティ放送 取締役副社長 中尾　幸夫

32 〃 湘南ケーブルネットワーク（株） 代表取締役社長 柏手　茂

33 〃 東海大学 文学部教授 松村　孝雄

34 〃 神奈川大学 人間科学部教授 寺沢　正晴

防災課　桐生課長

防災課　平田課長代理

５号

市町村
の助役

教育長及び
消防長

８号

６号

７号

市町村
の職員

指定公共機関
又は指定地方
公共機関の役
員又は職員

国民の保護の
ための措置に
関し知識又は
経験を有する

者

自衛隊に
属する者

都道府県
の職員

３号

４号

１号

区　分

指定地方行政
機関の職員

市町村長

防災課　西山主任

防災課　小林主査
事務局 事務局


