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平成24年度春日井市防災会議議事録 

 

１ 開催日時  

平成24年10月18日（木）午後１時30分から午後２時９分まで 

 

２ 開催場所 

春日井市役所12階大会議室 

 

３ 出席者 

【会長】   

 春日井市 市長 伊藤 太 

【委員】   

 春日井警察署 署長 折小野 裕之 

 春日井市総務部 部長 加藤 達也 

 春日井市健康福祉部 部長 刑部 健治 

 春日井市産業部 部長 稲垣 勝彦 

 春日井市まちづくり推進部 部長 服部 比呂志 

 春日井市建設部 部長 波多野 睦 

 春日井市上下水道部 部長 坂野 智 

 春日井市教育委員会 教育長 木股 哲夫 

 春日井市消防本部 消防長 伊藤 敬 

 春日井市消防団 消防団長 伊藤 和弘 

 春日井市議会 議長 林 克巳 

 春日井市議会総務委員会 委員長 長谷川 則夫 

 春日井市議会建設委員会 委員長 熊野 義樹 

 愛知県春日井保健所  次長兼総務企画課長 

  犬飼 数己 

 愛知県尾張農林水産事務所 所長 丸山 修 

愛知県尾張県民事務所 所長 寺澤 義則 

 国土交通省中部地方整備局名古屋国道事務所 

  事務所長 岩崎 信義（代理 副所長 高島 久典） 

国土交通省中部地方整備局庄内川河川事務所 

 事務所長 宮本 健也 
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独立行政法人都市再生機構大曽根住宅管理センター 

 所長 北原 浩 

西日本電信電話株式会社名古屋支店尾張設備サービスセンタ 

 所長 岩田 登 

 中部電力株式会社春日井営業所  

 所長 高橋 理江（代理 営業課長 田中 義男） 

 東邦ガス株式会社春日井営業所  

 所長 杉崎 清志 

 一般社団法人春日井市医師会 副会長 福井 雅子 

 一般社団法人春日井市歯科医師会  

 会長 德丸 啓二（代理 会員 宮内 和子） 

 一般社団法人春日井市薬剤師会  

 会長 塚本 知男（代理 副会長 姜 在順） 

 春日井市区長町内会長連合会 会長 稲垣 睆永 

 社団法人春日井建設協会 会長 下田 秋吉 

 春日井市管工事業協同組合 代表理事 伊藤 賢三（代理 参与 友松 秀夫） 

 東海旅客鉄道株式会社春日井駅  

 駅長 宮田 安啓 

 春日井商工会議所 会頭 松尾 隆徳（代理 事務局長 山田 真平） 

 社団法人愛知県トラック協会尾東支部春日井地区部会 

 部会長 生川 慶一（代理 近藤 忠文） 

 社団法人愛知県エルピーガス協会尾張支部春日井分会 

 分会長 桑原 克彦（代理 桑原 大道） 

名鉄バス株式会社春日井営業所  

 営業所長 加納 博之 

 尾張中央農業協同組合 代表理事専務 

  岡島 務 

 春日井市小中学校長会 会長 木村 顯人 

 春日井市ボランティア連絡協議会 

 会長 勝川 智子 

 春日井市赤十字奉仕団 委員長 梶田 美登里 

 春日井市婦人会協議会 会長 横井 広美 

 春日井市安全なまちづくり協議会 安全・安心まちづくりボニター 

 代表 鈴木 保利（代理 副代表 青木 八束） 
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春日井市安全なまちづくり協議会 

春日井安全・安心まちづくり女性フォーラム実行委員会 

 委員長 村島 よしみ 

 春日井市保育連盟 会長 浅井 順子（代理 副会長 中島 せと） 

 春日井市私立幼稚園協議会 会員 野村 直代 

 

【事務局】 

 春日井市総務部市民安全課 課長 長江 雅至 

 課長補佐 冲中 浩 

 防災担当主査 村上 貴幸 

防災担当主査 長谷川 英輝 

防災担当主事 吉田 渚 

 春日井市建設部河川排水課 課長 伊藤 和也 

 課長補佐 柘植 忍 

 管理担当主査 西尾 保 

 春日井市消防本部消防総務課 課長 倉知 康雄 

 課長補佐 出口 忍 

 消防担当主査 犬飼 正人 

  

４ 傍聴人 

 ３人 

 

５ 議事次第 

(1) 会長（市長）あいさつ 

(2) 議題 

ア 平成24年度春日井市地域防災計画の修正について 

イ 平成24年度春日井市水防計画の修正について 

(3) その他 

平成24年度春日井市防災対策事業について 

 

６ 会議配付資料 

(1) 次第 

(2) 平成24年度春日井市防災会議出席者名簿 

(3) 〔資料１〕平成24年度春日井市地域防災計画修正（案）の要旨 
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(4) 〔資料２〕平成24年度春日井市地域防災計画（地震災害対策計画）新旧対照表 

(5) 〔資料３〕平成24年度春日井市地域防災計画（風水害等災害対策計画）新旧対照  

表 

(6) 〔資料４〕平成24年度春日井市水防計画新旧対照表 

(7) 〔資料５〕平成24年度春日井市防災対策事業について 

 

７ 参考資料 

(1) 春日井市地域防災計画（地震災害対策計画‐平成23年修正‐） 

(2) 春日井市地域防災計画（風水害等災害対策計画‐平成23年修正‐） 

(3) 平成23年度春日井市水防計画 

 

８ 議事内容 

【総務部長加藤】 

お待たせいたしました。本日は、お忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとう

ございます。 

私は、司会進行を行います、春日井市総務部長の加藤でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

会議に入ります前に、ご報告いたします。今年度は新たに２団体にご参画いただきま

したのでご紹介させていただきます。春日井市保育連盟様、春日井市私立幼稚園協議会

様です。これにより、委員数は46名となりましたのでよろしくお願いします。 

この防災会議は公開で行っており、本日は３名の方が傍聴をされ、また、会議終了後

には、議事録を作成いたしますことをご承知おきください。 

なお、本日の会議は、委員総数の２分の１以上のご出席をいただいておりますので、 

春日井市防災会議条例第５条第２項により、成立しております。 

それでは、只今から、平成24年度春日井市防災会議を開会いたします。 

はじめに、春日井市防災会議の会長でございます、伊藤 太春日井市長からご挨拶申

し上げます。 

 

【伊藤市長】 

 本日は、お忙しい中、防災会議にお集まりいただきましてありがとうございます。 

 今回の防災会議は、昨年の３月11日に起きました東日本大震災や、南海トラフを震源

とする巨大地震等の状況についても見直しが行われているということも含めた防災会

議であると理解しております。 

春日井市においても、いつゲリラ豪雨や台風が来るか分からない状況をいかに対応し
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ていくかが重要です。昨年の９月に春日井市を襲った台風15号について、従来いろいろ

な準備をしていても、実際には反省点が多々あったのも事実であります。 

ハード面では、国、県の協力で、すばやく掘削工事、補強工事等をしていただきまし

た。また、訓練におきましても、従来から行っている水防訓練、あるいは総合防災訓練

の内容を見直し、実際に即した形での訓練に切り替えつつあります。 

先日、青森県の青森市との間で防災協定を結んでまいりました。８月には福岡県の春

日市と、昨年は岐阜県の大垣市と結びました。東海地方全体が被害を受けたときには遠

いところから支援を受ける必要があるため、いざというときに互いに助け合える体制に

しております。 

昨年の台風15号を受けまして、今年は、災害時用の備品の準備として指定避難所40か

所にテレビを買い、備蓄品も見直しをしている状況であります。 

毎週のように発生するゲリラ豪雨や時期的な台風を含め、皆様の知恵をお借りしなが

ら、防災会議を開催することによって、それぞれの役割、対応をもう一度見極めていた

だきたいと思っております。 

最後に、東日本大震災の被災地の応援には、春日井市からは宮城県七ヶ浜町に現在４

名の職員を派遣しているという状況であることを報告し、挨拶とさせていただきます。 

 

【総務部長加藤】 

 これより議事に入らせていただきます。進行につきましては、春日井市防災会議条例 

第５条の規定に従い、会長の伊藤市長にお願いいたします。 

 

【伊藤議長】 

 それでは、議長を務めさせていただきます。議事の進行が円滑に進みますよう、皆様

方のご協力をお願い申し上げます。 

 最初に、議事録署名人の選出を行います。署名人は議長が指名いたしたいと思います。

議事録署名人は、下田 秋吉委員と梶田 美登里委員を指名いたしますのでよろしくお

願いいたします。 

それでは、議題(1)「平成24年度春日井市地域防災計画の修正について」を議題とし

ます。事務局より説明してください。 

 

【事務局（市民安全課長長江）】 

 今回の地域防災計画の修正は、主に、昨年11月28日及び本年６月１日に開催されまし

た愛知県防災会議における愛知県地域防災計画の修正内容と整合を図るもの、また、本

市の災害対策本部組織の見直し内容を反映させるものです。 
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 本年８月には、南海トラフの巨大地震発生時の被害想定の中間報告として、春日井市

の最大震度階が、今までの震度６弱から震度６強へ上がると公表されました。市町村ご

との詳細な被害想定は、来年の６月に愛知県が公表する予定であると聞いておりますの

で、それを受けてから本市においても計画を修正する予定です。 

（会議配付資料「〔資料１〕平成24年度春日井市地域防災計画修正（案）の要旨」、「〔資

料２〕平成24年度春日井市地域防災計画（地震災害対策計画）新旧対照表」、「〔資料３〕

平成24年度春日井市地域防災計画（風水害等災害対策計画）新旧対照表」に基づき、修

正内容を説明。） 

２か所訂正をお願いします。「〔資料２〕平成24年度春日井市地域防災計画（地震災害

対策計画）新旧対照表」16ページ、及び〔資料３〕平成24年度春日井市地域防災計画（風

水害等災害対策計画）新旧対照表」14ページに共通して記述があります、災害時相互応

援協定締結地方自治体の岐阜県大垣市の担当部署名、住所、連絡先が間違っておりまし

た。後ほど正しい記述をご連絡させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 

【伊藤議長】 

 只今、議題(1)の説明がありました。この会議は、円滑な議事進行のため、事前に資

料と意見書を送付させていただいております。意見書の提出があれば、事務局より説明

してください。 

 

【事務局（市民安全課長長江）】 

 特にございません。 

 

【伊藤議長】 

ほかにご質問がございましたら、ご発言ください。 

 

【伊藤議長】 

無いようですので、お諮りします。 

議題(1)「平成24年度春日井市地域防災計画の修正について」は、原案のとおり承認

することにご異議ありませんか。 

 

【委員】 

異議なしの声 
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【伊藤議長】 

 ご異議が無いようですので、議題(1)については原案のとおり承認されました。  

 続きまして、議題(2)「平成24年度春日井市水防計画の修正について」を議題としま

す。事務局より説明してください。 

 

【事務局（河川排水課長伊藤）】 

 修正の主な内容は、組織改正によるものや、愛知県水防計画との整合を図るものであ

ります。 

（会議配付資料「〔資料４〕平成24年度春日井市水防計画新旧対照表」に基づき、修

正内容を説明。） 

 

【伊藤議長】 

 只今、議題(2)の説明がありました。 

事務局への意見書の提出がありましたら事務局より説明してください。 

 

【事務局（河川排水課長伊藤）】 

 特にございません。 

 

【伊藤議長】 

ほかにご質問がございましたら、ご発言ください。 

 

【伊藤議長】 

無いようですので、お諮りします。 

議題(2)「平成24年度春日井市水防計画の修正について」は、原案のとおり承認する

ことにご異議ありませんか。 

 

【委員】 

異議なしの声 

 

【伊藤議長】 

ご異議がないようですので、議題(2)については原案のとおり承認されました。 

続きまして、３のその他でございます。平成24年度春日井市防災対策事業について、

事務局より説明してください。 
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【事務局（市民安全課長長江）】 

（説明に先立ち、誤記のあった「〔資料２〕平成24年度春日井市地域防災計画（地震災

害対策計画）新旧対照表」16ページ、及び「〔資料３〕平成24年度春日井市地域防災計

画（風水害等災害対策計画）新旧対照表」14ページにおける、災害時相互応援協定締結

地方自治体の岐阜県大垣市の担当部署名、住所、連絡先について、正しい内容を連絡。） 

（記載の７項目の防災対策事業について、現状及び今後の予定を会議配付資料「〔資料

５〕平成24年度春日井市防災対策事業について」に基づき、説明。） 

 

【伊藤議長】 

 只今、説明がありました、「平成24年度春日井市防災対策事業」に関して、ご質問等

がございましたら、ご発言ください。 

 

【伊藤議長】 

 無いようですので、この件に関しましては、実状を踏まえて変更や充実をしていると

ご理解いただければと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

以上をもちまして、本日予定いたしました議題は、すべて終了いたしました。 

ここで議長の職を降りさせていただきます。議事の進行にご協力いただき、誠にあり

がとうございました。 

 

【総務部長加藤】 

詳細に渡り、ご審議いただき、誠にありがとうございました。これをもちまして、「平

成24年度春日井市防災会議」を終了いたします。 

 本日は、ありがとうございました。 
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上記のとおり、春日井市防災会議の議事の経過及びその結果を明確にするためにこの

議事録を作成し、議長及び出席委員のうち２名が署名する。 

 

 

平成24年11月16日 

 

 

議長   伊藤 太 （自筆） 

 

 

 

 

署名人  梶田 美登里 （自筆） 

 

 

 

 

署名人  下田 秋吉 （自筆） 

 


