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平塚市国民保護協議会 議事録 

 

日 時  平成２０年３月２６日（水） 午前９時３０分～午前１０時００分 

場 所  消防庁舎２階 屋内訓練室  

出席者  会長、委員（３２名）、事務局（４名） 

     （別紙出席者名簿のとおり） 

傍聴者  なし 

 

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 

    この会議の議事録についてはあらかじめ委員にお示しした上で、市ホームページ

に公開させていただくこととします。 

  ウ １９年度中に別紙のとおり委員の交代がありましたのでよろしくお願いいたしま

す。 

 

２ 会長あいさつ（要旨） 

   ○ 本日は、年度末のお忙しい中、平塚市国民保護協議会に御出席いただきまして、

ありがとうございます。 

   ○ 平塚市では、１９年４月に策定いたしました平塚市国民保護計画をもとに、１

９年度は、庁内体制の整備や啓発を行ってまいりました。 

   ○ 武力攻撃災害はあってはならないことですが、市民の生命、身体、財産を守る

という行政の責務を全うするために、この国民保護計画と自然災害についての地

域防災計画という２つの基本計画をもとに、万一の場合の体制作りを推進するこ

とが重要であると考えております。 

   ○ ２０年度については、湘南ひらつか七夕まつりと同時期に洞爺湖サミットが開

催されることもあり、予期せぬ混乱や事件も考えられることから、本日は、市内

での突発的な事案についてのパターンを議題とさせていただきました。 

 

３ 議事 

  避難実施要領のパターン（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「避難

実施要領のパターン（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、事前にお配りしている資料の確認からお願いいたします。お手元
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に事前にお送りいたしました資料１と資料２はございますでしょうか。 

     それでは、資料１と資料２をもとに御説明いたしたいと思いますが、まず、

議題の内容の説明に先立ちまして、近隣市の作成の状況について御説明したい

と思います。近隣の７市に対しまして作成の状況を照会いたしましたところ、

現時点で作成済みの市が２市、未着手が２市、作成中が３市との状況でござい

ます。このうち、未着手と作成中の５市につきましては、２０年度中に完成さ

せるとの状況でございます。 

    （説明）避難実施要領のパターン（案）の内容について、資料１及び資料２に

より説明。 

【会 長】それでは、ただいま事務局から説明がありました。これについて何か御意見・

御質問はありますでしょうか 

【委 員】資料１の５ページ（２）についてだが、屋外避難ではなく、屋内避難ではな

いか。 

【事務局】屋内避難が正しいので、お詫びして訂正いたします。 

【委 員】同じ箇所で市内避難とあるが、市外避難ではないのか。 

【事務局】市内の安全な場所への避難又は市外への避難を行うことになりますので、そ

の箇所については、市内避難又は市外避難となります。訂正いたします。 

【会 長】その他にございますか。 

【委 員】こういった事態が起こるとすると、鉄道や駅などが攻撃対象になる可能性も

高いと思われるが、そういった場合の避難はどうなるのか。 

【事務局】そういった場合も当然に考えられるケースでありますが、今回お示しした２

パターンには、状況として想定をしておりません。避難実施要領のパターンに

ついては状況を設定して複数作成することとなっておりますので、今後、そう

いった状況設定を含め、検討していきたいと思います。 

【会 長】その他にございますか。 

【会 長】それでは、この場では御意見がない場合でも、この避難実施要領を実際に策

定するのは今後でございますので、今後、御意見、御質問がありましたら事務

局の方に御連絡いただきたいと思います。そういった形での対応でよろしいで

しょうか。 

【委 員】（異議なしの声） 

【会 長】それでは、意見についてこの場では以上とさせていただきます。事務局では、

この他に文章上の表現等に過不足な部分等あれば、きちんとするようにしてく

ださい。では、皆さまから今後、いただいた御意見も参考にしながら避難実施

要領のパターンを作成するということにしたいと思います。ありがとうござい

ました。 

【会 長】それでは、議題については以上とさせていただきます。 

     では、３のその他の協議会委員の委任について事務局から説明をお願いいた
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します。 

【事務局】それでは御説明いたします。本協議会の任期ですが２年となっております。

任命をさせていただきましたのが１８年の５月ですので２０年５月に任期が満

了となります。平塚市国民保護協議会委員は常設の委員ですので、皆さまには

引き続き委員をお引き受けいただきたいと考えております。つきましては、来

月以降、こちらから別途御通知させていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。以上です。 

【会 長】では、ただ今の協議会委員の委任についての説明につきまして御質問等ござ

いますか。 

【委 員】なし 

【会 長】それでは、委員の委任について皆さまには後日御通知させていただきますの

で、委員をお引き受けいただきたいということで以上といたします。 

それでは、本日の次第につきましては以上でございますが、この際、皆さま

から特に何かございましたらお願いいたします。 

【委 員】なし 

【会 長】では、御協力ありがとうございました。では議事については以上ですので事

務局に進行をお願いいたします。 

【事務局】それでは、御審議ありがとうございました。これをもちまして平塚市国民保

護協議会を終了させていただきたいと思います。どうもありがとうございまし

た。 

      

以 上 



　　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 平塚統計・情報センター長 袖山　清人

2 〃 湘南海上保安署 署長 木村　豊

3 〃 陸上自衛隊第４施設群 副群長 尾﨑　弘道 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 佐々木　春男

8 〃 神奈川県警平塚警察署 警部補 保阪　令

9 〃 平塚市 副市長 鍵和田　政美

10 〃 平塚市 副市長 中戸川　崇

11 〃 平塚市教育委員会 教育総務部長 髙田　謙治

12 〃 平塚市消防本部 消防長 出縄　高昭　

13 〃 平塚市 防災安全部長 栗原　英俊 ６号

14 〃 郵便事業（株）平塚支店 支店長 中村　保成

15 〃 ㈱ＮＴＴ東日本－神奈川 災害対策室 課長 福原　勉

16 〃 東京電力(株）平塚支社 支社長 小俣　明

17 〃 東京ガス(株）湘南導管ネットワークセンター 所長 菊池　優

18 〃 神奈川中央交通(株） 運転課 上原　正人

19 〃 (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

20 〃 平塚市議会 議長 落合　克宏

21 〃 平塚市議会 副議長 松﨑　清子

22 〃 平塚市自治会連絡協議会 会長 長谷川　芳久

23 〃 平塚商工会議所 副会頭 石原　健次

24 〃 (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

25 〃 平塚市漁業協同組合 代表理事組合長 後藤　勇

26 〃 湘南農業協同組合 常務理事 原　二郎

27 〃 平塚市消防団 副団長 二宮　高見

28 〃 西湘地域労働者福祉協議会 事務局長 岩田　裕之

29 〃 （株）湘南平塚コミュニティ放送 取締役副社長 中尾　幸夫

30 〃 湘南ケーブルネットワーク（株） 代表取締役社長 柏手　茂

31 〃 東海大学 文学部教授 松村　孝雄

32 〃 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　和田課長代理

５号

市町村
の副市長

教育長及び
消防長

８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


