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平成２５年第１回富津市防災会議会議録 

発言者 発言内容 

三富課長 

佐久間市長 

大変、お待たせしました。 

皆様には御多忙中にもかかわらず、御出席を賜り誠にありが

とうございます。 

ただ今より平成２５年度第１回富津市防災会議を開会させ

ていただきます。 

委員の紹介につきましては、お手元の出席者名簿に代えさせ

ていただきます。 

（事務局の紹介） 

本日の会議は公開で行われます。 

なお、傍聴希望者はおりませんでした。 

また、会議録作成のため録音いたしますので御承知おきくだ

さい。 

それでは、会議開会に当たり、本会議の会長であります、富

津市長 佐久間清治より御挨拶申し上げます。 

本日は公私共にお忙しい中、富津市防災会議に御出席いただ

きまして誠にありがとうございます。 

皆様方には、日頃より本市の防災行政はもとより、市政全般

にわたり御協力を賜り深く感謝申し上げます。 

さて、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災によ

り、東北地方を中心に今までの震災の規模をはるかに超える大

きな災害にみまわれ、その影響は全国、全世界に及ぶものであ

ったことは皆さんの記憶に新しいものと思われます。 

また、台風による災害では先月の台風２６号の直撃を受け、

大島町では土石流により甚大な被害が発生しました。 

このような不測の事態に備え、被害を最小限に食い止めるに

は、あらかじめ災害に備える対策を講じておく必要がありま
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三富課長 

佐久間会長 

各委員 

佐久間会長 

各委員 

す。 

後ほど御審議を願います地域防災計画は、市の総合的な災害

対策の基本であり、その運営に当たっては、関係機関の皆様方

との協力体制が最も重要となります。 

本日は、富津市の安全安心な街づくりのため、充実した防災

対策の構築を図るために皆様の御意見を賜り、なお一層の御協

力をお願いするところでございます。 

最後に関係機関の、より一層の御発展と、御臨席の皆様方の

今後のご活躍を御祈念申し上げるとともに、今後とも御理解と

御協力を賜りますことを併せてお願いしまして、挨拶とさせて

いただきます。 

本日はご苦労様です。 

続いて議事に入ります。これからの進行につきましては、富

津市防災会議条例第３条第３項の規定により、佐久間会長にお

願いいたします。 

ここで「会議録の署名委員」を決めたいと存じますが、私に

一任させて頂いて、御指名する方にお願いすることで御承認頂

けますか。 

異議なし 

ありがとうございます。今回は「君津地域振興事務所長」齊

藤委員と「学識経験者」大草委員の２名の方々にお願いしたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

異議なし 
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佐久間会長 

宇山主幹 

佐久間会長 

齋藤委員 

それでは、齊藤委員と大草委員を署名委員と致しますので、

よろしくお願い致します。 

早速議事を進めさせて頂きます。 

議題第１号「富津市地域防災計画修正素案」を議題といたし

ます。 

事務局の説明を求めます。 

富津市地域防災計画修正素案について資料の富津市地域防

災計画（平成 25 年度）修正素案の要旨及び富津市地域防災計

画（修正素案）により御説明いたします。 

今回の資料につきまして、膨大な量であるにも関わらず、皆様

への配布が会議当日となりましたことについて、お詫び申し上

げます。 

また、修正の概要につきましては、本日この席上で説明をさ

せていただきますが、修正に対する意見は後日提出いただき、

その内容を皆様に再度送付させていただく予定でありますの

で御承知置きいただければ幸いです。 

説明に当たり、該当するページをお知らせいたしますので、合

わせて確認していただきたいと思います。 

(以下、会議資料「富津市地域防止計画（平成 25 年度）修正素

案の要旨」「富津市地域防災計画（修正素案）」に基づき説明) 

事務局の説明は終わりました。続いて質疑に入ります。 

何か御質問等ございますか。 

災害時の避難についてですが、市境に居住している方が富津

市の避難場所に避難するより、隣接する他市の避難場所に避難

する方が安全に避難できる場合は他市の避難場所に避難する

ことは可能ですか。あらかじめ協定を結ぶ考えはありますか。
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事務局 

佐久間会長 

各委員 

佐久間会長 

宇山主幹 

緊急避難の場合は可能ですが、隣接市と協議し必要に応じて

協定を検討します。 

他に御質疑等はございませんか。 

（特になし） 

御質疑等がなければ、後日提出いただく意見を反映後に素案

として御承認いただくということで、異議はございませんか。

異議なし 

それでは、次に議題第２号「その他」を議題といたします。

その他といたしまして、委員の方々何かございましたらお願

いいたします。 

（特になし） 

特にないようですので今後のスケジュールについて事務局

の説明を求めます。 

それでは、今後のスケジュールについて御説明いたします。

この後、今回配布した資料をお持ち帰りいただき、別紙依頼

文書にも記載しておりますが１１月２２日までに防災課まで

意見を出していただきたいと思います。 

意見がない場合におかれましても「意見なし」として送付い

ただきたくお願い申し上げます。 

その後、皆様から提出された意見につきまして、再度とりま

とめ、修正案を添付したうえで、書面により審議をお願いする

こととなります。 

書面審議の結果、承認されましたら、現在の予定ではありま

すが、１２月２日から１月６日までの約１箇月間パブリックコ

メントを行います。 
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佐久間会長 

三富課長 

パブリックコメント実施後の最終案について、２月中旬に開

催予定の第２回富津市防災会議により皆様にお諮りしたいと

考えております。 

なお、第２回の防災会議にて承認をいただければ、同日をも

ちまして富津市地域防災計画の修正が完了するものでありま

す。 

その後印刷を行い、年度内に完了させようとするものであり

ます。 

以上、簡単ではありますが、スケジュールの説明といたしま

す。 

ただいま事務局より説明のあったことにつきまして、皆様か

らの御質問等がございましたらお願いいたします。 

（特になし） 

特にないようですので、これを持ちまして、本日の議題を終

了いたします。 

御協力ありがとうございました。 

以上をもちまして、平成２５年度第１回富津市防災会議を終

了いたします。 

本日は、ありがとうございました。 


