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令和４年度周南市防災会議会議録 

 

 

１ 開催日時  令和４年５月１８日（水） １０時３０分～ 

 

２ 開催場所  周南市役所 １階 多目的室 

 

３ 出 席 者  別紙のとおり 

 

４ 傍 聴 者  傍聴定員１０名のうち傍聴者０名 

        （報道機関２社） 

 

５ 議  題    周南市地域防災計画修正案について 

 

 

（事務局） 

定刻となりましたので、これより、会議を開催いたします。開会に先立ちまして、周南

市民憲章の唱和をいたします。恐れ入りますが、皆様ご起立いただき、お手元の市民憲章

をご覧下さい。最初に私がまず、市民憲章の前文と５つの本文の出だしとなる一つを読み

上げますので、引き続いて本文を御唱和願います。 

 

（市民憲章唱和） 

 

ありがとうございました。どうぞ御着席下さい。 

それでは、これより、令和４年度周南市防災会議を開催させていただきます。委員の皆

様には、ご多忙の折、本会議にご出席いただき、感謝申し上げます。 

 本日の委員のご出席は、総数４５名の内、代理出席７名を含めた３９名となっているこ

とを申し添えいたします。 

 私は、本日、事務局として会議の進行役を務めさせていただきます周南市防災危機管理

課の貞弘でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 なお、本日５月１８日は、国による全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を利用した全

国一斉情報伝達訓練が午前１１時頃実施される予定となっております。本庁舎屋上に設置

しています防災行政無線屋外拡声スピーカー及び館内放送からの１０時４０分頃に行う事

前放送を含め、吹鳴時には会議を一時中断させていただくことがございますので御了承下

さい。 

それでは、お手元にお配りしております次第に沿って進行させていただきます。 

 まず、周南市防災会議会長の周南市長、藤井律子がご挨拶申し上げます。 
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（市長） 

皆様おはようございます。周南市長の藤井律子でございます。 

本日は、大変お忙しい中、防災会議にお集まりいただきまして、誠にありがとうござい

ます。 

皆様方におかれましては、いつも本市の防災行政の推進に格別の御理解また御協力を賜

り、心から厚くお礼申し上げます。 

このたびの、防災会議は、コロナ禍のためにずっと開くことができませんでした。本日

３年ぶりにお集まりいただいての開催となります。お互いに久しぶりの方もありましょう。

どうぞよろしくお願いいたします。 

さて、近年、日本各地で地震や大雨等の自然災害が頻発し、甚大な被害がもたらされて

おります。本市におきましては、昨年７月９日短時間に強い雨が降り、遠石・久米地区な

どでは、床上・床下浸水また道路の冠水の被害が発生いたしました。 

災害はいつどこで起こるかわかりません。今後も地域、自主防災組織、企業、行政が一

丸となって防災行政の推進に取り組んでまいりたいと考えております。 

本日御出席いただきました皆様方におかれましては、それぞれの立場で、なお一層のお

力添えを賜りますように心からお願いを申し上げます。 

本日は、周南市地域防災計画の修正等について御審議いただきます。皆様方からの忌憚

のない御意見も頂戴いたしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

 

（事務局） 

 続きまして、委員の皆様の御紹介をさせていただきます。本日お集まりいただいており

ます皆様には、周南市防災会議条例第３条の規定により委員をお願いいたしております。

本来なら、お一人ずつお名前を読み上げて御紹介するところですが、資料の委員名簿を以

て、御紹介に代えさせていただきます。 

 それでは、次第４の議題に入りたいと思います。周南市防災会議条例第３条第３項で「会

長は、会務を総理する」となっておりますので、会長に議長をお願いしたいと思います。 

それでは、藤井会長よろしくお願いいたします。 

 

（会長） 

それでは、本日の議事に入りたいと思います。 

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

まず、議題（１）周南市地域防災計画の修正（案）について、事務局から説明をお願い

いたします。 

 

（事務局） 

今回の防災計画の修正案について、画面の資料に沿って御説明をさせていただきます。 

今回の地域防災計画の主な修正点としましては、昨年の災害対策基本法の一部改正に伴

うもの。山口県の地域防災計画の修正に伴うもの。災害対策本部体制等の見直しに伴うも

のが主なものとなっております。 
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順を追って説明いたしますと、まず、災害対策基本法の一部改正に伴うものについてで

すが、こちらは昨年の５月に災害対策基本法の見直しがありまして、主な見直し点として

は、避難情報が改正になりました。 

これは、ニュース等でも報道されておりましたけれども、５月に改正されたことで、実

際に運用は始めておるんですけれども、今回、地域防災計画の見直しで、修正点を反映す

るというものになります。具体的な内容としましては、避難勧告、避難指示とあったのが

避難指示に一本化されるというのがありました。その経緯といたしましては、今まで避難

勧告、避難指示など複数の情報の意味が分かりにくいということで、そういったものを一

本化したほうが分かりやすいのではないかというところや被害があった過去の事例を見て

も高齢者等に集中している事例がかなり増えているということもありまして、今回、国の

方で法律が見直しとなりました。 

この主な見直し点としては、今、お話したような避難情報の見直しというところと、あ

と避難行動要支援者という方がいらっしゃいまして、この方は自力で避難が困難な方にな

るんですけども、そういった方の個別避難計画というものが、なかなか作成が進まないと

いうこともありますので、市町村の努力義務化されたというところが主な改正点になりま

す。 

この避難の情報について何ですけれども、こちらは資料の右の方が今までの避難情報で、

避難準備、高齢者等避難開始というものと避難勧告、避難指示というのがありましたが、

避難準備、高齢者等避難開始というのが高齢者等避難という名称に変わったというところ

と避難勧告、避難指示というのが避難指示に一本化された。災害発生情報というのが緊急

安全確保という言葉に変わったというところがあります。 

これについては、昨年度の法律の改正の後から、実際に運用開始しておりまして、昨年

８月には避難指示を発令したという事例もございました。 

あとこちらも二番目のところ、個別避難計画の作成というものが、こちら市町村の努力

義務化されたところについてですけれども、これまでは、避難行動要支援者名簿というの

が東日本大震災を受けて、個人情報もあるんですが、あらかじめ登録をしていただける団

体さんに事前にお配りできるようになりました。その中で、最終的なゴールとして避難行

動要支援者の方々の個別の避難計画を作成するというものがありました。 

これまではどちらかというと、自主防災組織といわれる方を中心に個別避難計画を作成

しましょうというような流れではあったんですけど、なかなかハードルが高い部分があっ

て、作成が進まないということもありますので、市町村の努力義務化されたということで、

今年度、そういったこともありますので、モデル地区で、そういう事業を進めていって、

市としてもどういう形でこの個別避難計画の作成を進めていくかというのをまとめまして、

それを全地区に水平展開していければということで考えております。 

以上が災害対策基本法の改正に伴うものになります。 

続きまして、山口県地域防災計画の修正に伴うものです。新旧対照表にも記載しており

ますけれども、項目がかなりありますので、主なものを抜粋してこちらで紹介をさせてい

ただきたいと思います。 

こちらの新旧対照表の２ページになりますが、市民に対する防災知識の普及啓発の内容

を追記しておりまして、こちらを周南市の防災計画にも反映するようになります。主なも
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のとして、ハザードマップ等を用いた災害リスクの確認。災害リスクを踏まえた避難行動

や避難先の確認などです。あと防災気象情報、避難に関する情報、５段階の警戒レベルに

対応というところを追記しております。先ほどの法改正のところでもありましたけども、

それが５段階の警戒レベルになります。それぞれに紐づく情報がありまして、そういった

時にどういう行動すればいいかというマイタイムラインということを最近聞きますけれど

も、そういったところで、内容を追記しております。 

次に、新旧対照表の３ページになりますけれども、文化財防火対策の推進について内容

を追記しております。こちらの赤字の部分です。スプリンクラーなどの整備などです。あ

と防災防火設備の更新などの項目を追記しております。 

次に、新旧対照表の１６ページになりますけれども、避難指示の意味合いについて警戒

レベルというのを追記しています。先ほどの災害対策基本法の改正となりますけれども、

高齢者等避難という避難情報がレベル３相当。避難指示が警戒レベル４相当。緊急安全確

保が警戒レベル５相当ということとしております。 

次に、新旧対照表２１ページになりますけれども、避難所の管理・運営のところです。

新型コロナウイルス感染症の対策について追記をしております。こちらは避難所における

密を避けるというものと、あとコロナウイルス感染症対策に備えて、資機材の整備、そう

いったものも追加をしております。 

次に、新旧対照表の３０ページになりますが、こちらは食料の供給体制ということで県

のほうで、物資調達・輸送調達等支援システムというのがありまして、これを市町村も活

用しておりますので、そういったところを追記しております。 

次の３１ページになりますが、こちらが道の駅ソレーネ周南なんですが、このたび国交

省のほうで、防災道の駅というものに選定されまして、こちらは県内でここだけ、中国地

方で２ヶ所の内の１ヶ所がソレーネ周南になります。こういう形で選定をされております

が、こちらは広域で災害が発生したときの集結拠点などに使うということで、例えば近県

で災害が起きたときに、自衛隊の集結として道の駅を活用するというような形になってお

ります。こちらの位置付けを防災計画のほうにも反映をしております。 

あと、文化財保護対策の追記ということで項目など追加をしております。 

震災対策編のほうになりますが、続きまして、南海トラフ地震の防災対策推進計画の変

更点としまして、こちらが時間差発生等への対応ということで、これは新旧対照表の４６

ページになるんですけれども、こちらは気象庁のほうから南海トラフの地震の関係で発表

される情報が、一部内容が変わったということで、次のページになりますが、こういう形

で赤字の部分が追加されるということになりますので、これを防災計画のほうにも変更点

を追記しております。 

以上が、山口県地域防災計画の見直しに伴うものになります。 

次に、３番目として、災害対策本部体制の見直しに伴うものについて御説明させていた

だきます。こちらは新旧対照表でいえば８ページになりますが、主な見直し点としまして

は、指揮統制部などの体制を見直しました。 

これは、これまでの雨の事例を受けまして、班も複数あったものを統合し、より災害対

策本部体制にスムーズにしていこうということでの対応になります。 

２番目が災害対策本部体制、災害警戒本部体制の基準の見直しを一部行っております。
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現在の体制が、平成３０年の７月豪雨がありまして、その被害を経て、今の体制を敷いて

おります。その時に主に変わった点としましては、災害警戒本部体制というのを新しく災

害対策本部体制に準ずる体制ということで設けたというところと、基準の表になりますが、

このイのところの周南市に土砂災害警戒情報が発表されたときに災害対策本部体制になる

というのを平成３０年７月豪雨の後で基準を追加しております。 

これから３年が経ちまして、複数の大雨の事例などを受けまして、より実態に即した体

制に見直す必要があるということで、今回基準の見直しをさせていただくことになりまし

た。主な基準の変更点としましては、次のページになりますが、今のイの土砂災害警戒情

報が発表された時という基準を一つ前の災害警戒本部体制の基準にするというところと、

一部文言の分かりにくい部分を具体的な項目だとか、台風も台風の上陸が明らかな時とい

うのがあったんですけれども、実際に台風というのは上陸しなくても、近くを通っている

ほうが影響が大きい場合などもありますので、語弊がないように台風が接近または上陸の

恐れがありという形で文言を一部修正させていただいております。 

この中で一番のポイントとしましては、今回、周南市土砂災害警戒情報が発表されたと

きの基準を変更してるところになりますけれども、これは実際に昨年度の事例などを踏ま

えて紹介させていただきたいと思います。 

これは昨年の９月にあったものなんですけれども、この時は、０時４５分に大雨警報が

発表になりました。警報が発表になると、市では第二警戒体制という体制を敷きまして、

関係する部署は防災危機管理課を含めて出勤するようになっております。その後、１時１

０分に土砂災害警戒情報が発表になりまして、この時に、災害対策本部体制に移行したん

ですけれども、雨が局地的でかつ一時的な雨でしたので、３時５５分に土砂災害警戒情報

が解除されたというような事例でした。 

この資料は、山口県の土木防災情報システムの土砂災害警戒情報システムという土砂の

危険度を表すもので、この紫になったときが土砂災害警戒情報の基準を超過するというも

のになります。こちらを見ていただくと、０時ではこういう段階で、まだ赤の警報クラス

だったのが、０時５０分になって紫の部分が一部出てきた。ただ２時になったらもうそれ

が消えていたという状況になっております。１時間のうちにめまぐるしく情報が変わった

ような形になっております。 

この中を詳しく見ると、土砂災害の危険度の観点をどういうふうに表されてるというの

が分かります。その中のものなんですけれども、基準としては土壌雨量指数と呼ばれるも

のを基準に算定をしております。これは、実際にこれまで降った雨が土壌に貯まったもの

プラス今後、目先３時間でどれぐらい雨が降るかというので判定をしまして、この黄色い

ライン、赤いライン、紫のラインがあって、これが例えば黄色を超えると注意報の基準超

過。赤を超えると警報の基準を超過。紫を超えると土砂災害警戒情報の基準を超過する。

この時は、一時的に超えてという形になっていたという状況になります。 

変更になった経緯としては、まずこの土砂災害警戒情報というのが土砂災害の危険性が

高まった場合に気象台と県の方で発表する情報ということで、影響範囲が例えば市の全体

なのか、一部なのかというのにかかわらず１ヶ所でも先ほどのメッシュが紫の基準を超過

したら市全体に発表されるような状況になります。もちろんこの情報というのは、避難情

報発令の判断に大変重要な情報の一つになります。８月２０日にも、９月８日と同じよう
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な事例がありまして、一時的に基準を超過したというような事例がありました。 

一方で７月の１０日朝、かなり激しい雨がありまして、短時間の雨で市内でも道路冠水

や浸水の被害が発生したような事例になりますけれども、この時は逆に、雨が降った時間

帯というのは特に情報が発表されずに、雨が降った後に大雨の警報が発表されたような事

例です。 

ですので、災害対策本部体制というのは、市も総力を挙げて災害対策に取り組む体制に

なります。一つの情報に今の場合は、土砂災害警戒情報の発表で規模の大小にかかわらず

即災害対策本部体制を敷くという体制になっておりまして、これが例えば９月４日の事例

なんですけれども、災害警戒本部体制という災害対策本部に準ずる体制があるんですけれ

ども、この場合は土砂災害警戒情報が発表された時点で、間の体制を飛ばして第二警戒体

制から災害対策本部体制に移行したものになりますが、実際は雨の状況なども一時的で局

地的なものが予測されていましたので、全庁的に体制を取る必要があったかといいますと

必ずしもそうではなかったということもあります。 

そういったことを踏まえて今回、体制見直しを図るということで、一つの気象情報に言

葉は悪いですけど、振り回されるような形になった事例も複数ありますので、そういった

ところで、まず一つ判断をして、色んな情報を踏まえて災害対策本部体制というのを判断

していく必要があるということで今回、見直しを図りまして、この一段階前の災害警戒本

部体制の基準で土砂災害警戒情報の発表の基準を入れまして、そこで規模の大小などを踏

まえて、必要があれば災害対策本部体制に移行する。必要がなければ、一旦災害警戒本部

体制として推移するというそういう判断をしっかりしていこうということで変更しており

ます。 

そういう基準の見直しと加えて、色んな情報を踏まえて体制の判断をしていく必要があ

ります。特に災害対策本部体制というのは市の全体にかかわる大きな体制ですので、今年

度からもそういった補完する情報として、民間の気象会社の情報を入手するようにしてお

りまして、そういったものも踏まえて判断したいと考えております。 

あと職員の研修でこういった一つ一つの気象情報など正しく理解して、体制の判断に繋

げていく必要がありますので、そういったものを今、市の方で職員対象に研修を実施した

いということを続けておりまして、そういったことを総合的に踏まえて今回体制を見直し

て、災害対策本部体制にしっかり繋げていければということで、平成３０年７月豪雨を受

けて３年が経って、また更に進化する形で体制を見直して、またこれも時間の経過ととも

に、随時しっかり検証して、事務局を中心に体制等を見直していきたいということを進め

ていきたいと考えております。 

以上が３番目のものになりまして、最後にその他になりますけれども、その他は色んな

他の市の計画などや、あと関係機関さんにも照会をさせていただきまして、修正点があれ

ばそういったものを修正しております。あと市の組織改編に伴って課名の変更などそうい

った軽微な修正なども実施をしております。 

以上、簡単ではございましたけれども、私の方からの説明とさせていただきます。 

 

（会長） 

ありがとうございました。ただいまの説明について御意見、また御質問等ございません
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でしょうか。 

 

（委員） 

よく市民センター、公民館なんですけれども、公民館に避難所と書いてあります。ここ

に避難すればいいんだなと思いますが、全ての人が避難するということは、我々はなかな

か困難だろうと思います。というのは専門的な部分があると思うんです。つまり、私の言

いたいのは、福祉避難所というふうに避難所・福祉作業所というふうに書いてあれば、福

祉避難所というのは、高齢者とかもちろん入ります。それから幼児。それから各障害者。

知的障害者も入るし、それから一番私が問題にしているのは視覚障害者ですね。そして一

人暮らしの障害者。この人達は絶対に助けがないと避難できないんですね。 

そういう面で、ここの今、御説明受けたところで、書いてあるのが福祉避難所という文

字が無いですね。８ページには保健活動班とかそういうの書いてありますけれども、福祉

というものを前面に出して、我々障害者にも徹底するという言葉としても、そういうふう

に思いました。 

必ず、南海トラフと地震あるいは災害と今頃は山が落ちる災害というものがあります。

これは我々も経験しております。私達の会員の人の家が潰れたとね。ああいう山から土砂

が落ちて。そういうのもあります。そういう人達を避難させる。させてもなかなか説明に

行かないと食料・飲料水というのは書いてありますけれども、やはり、飲料水だけではい

けないと思うんですよ。 

透析やる人とか病気の人とか居りますよね。そういう人達への対応とか、医師とか看護

師とか、あるいは保護司、保育士。そういう人達をこういう時に、来ていただくというよ

うなやっぱり対策というものを日頃からやる必要があるんじゃないかと。そして医師会と

かあるいは社会福祉協議会とか、あらゆるそういう相談はしてください。 

 

（事務局） 

御意見ありがとうございました。まず、福祉避難所につきましては当然、市の避難所と

いうのは通常は市民センターがあって、使ってるものを、災害避難所として活用する場所

になりますので、やはり配慮が必要な方にとっては、そこでは生活しづらい場合とかもご

ざいますので、例えば、そういうベットを整備したりとかで、それでやっていけるのかど

うか。それでも難しい場合は、福祉避難所というのは、民間の事業者さんと福祉の部局で

連結しておりまして、そういった場所で行っていただくとか、そういった形は今しており

ます。 

実際、福祉避難所を開設した事例というのは、幸い今のところはまだないんですけれど

も、そういった形で今対策を進めております。あと、資機材があっても食料とかについて

も、やはり市で備蓄するっていうのもどうしても数に限りがございますので、どうしても

スーパーとか民間の企業さんとも協定を結ばさせていただいて、必要な物資を供給したり

とか、あと福祉器具についても民間の事業者さんと協定を福祉の部局で締結しておりまし

て、そういったときに必要なものを提供していただいたりとかそういう形で取り組んでお

ります。 

そういう関係なので、連携を取りながら進めていかないと災害時というのはなかなか配
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慮する方。特に困りますので、先ほど仰られた視覚障害者の方には、そういう要望もいた

だきましたので、昨年度から、障害者支援課のほうで、避難所で使えるベストをお配りし

ておりまして、改めてそういう方だと分かるようにして、それを見て、周りも職員などが

そういう配慮をしていただいて、避難所でストレス無く過ごしていただけるような形で対

策を進めているところでございます。 

 

（委員） 

さっき申し上げて途中で止まったんですけれども、視覚障害とかあるいは聾の方ですね。 

この方達が非常に何か避難というものが困難だろうと。そのためには、地域はもちろん地

域の人達、自治会とかあるいはコミュニティーそういうものも徹底して周知しておくと。

ここに何かプライバシー云々ではなくて、個人情報云々ではなくて、きちっと把握してお

くっていうのが必要なんじゃないか。この指導が市単位で指導していただかないとなかな

か徹底しないんじゃないかと思います。以上です。 

 

（事務局） 

ありがとうございます。その関係で今、避難行動要支援者という名簿を作成しておりま

して、その方については、かなり障害等級などで要件もあるんですけれども、そういう方

は事前に協力をしていただく団体さん、関係機関さん、消防、警察など含め自主防災組織

の方々に、事前に名簿を渡しできるようになっておりますので、そういったところで事前

に情報を提供して、災害時に対応ができるようにということで進めているところでござい

ます。 

 

（委員） 

我々、障害者は、自助精神というものが徹底するように常に声掛けしております。自分

で自分を守れと。それを守れん場合は、こういう公的なアプローチというものが必要なん

だというふうに徹底しておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

（会長） 

はい。ありがとうございます。個別避難計画については、団体等もまた連絡を取るよう

にしながら、一人一人の命を大切に守っていきたいと思います。 

 

（委員） 

３番の災害対策本部体制等の見直しの部分の中でちょっとお伺いしたいと思います。 

国のほうが令和３年に避難指示ということが勧告と指示が分かりにくいいうことで、避

難指示に統一されて簡素化。市民に対しては、また皆さんの率先避難ということで指示さ

れているということで理解してます。さっきの見直しの中で、お話を聞いてますと気象情

報とか情報に振り回された感の話がされておりましたけど、災害というものはそういうも

のじゃないかと。それで災害対策本部の体制をどうこうするような問題かなというふうに

思います。 

平成３０年７月の災害の場合は、ちょうどその前日の夕刻までに２７０ミリぐらいの積
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算雨量がありました。そしてちょっと小やみになりました。そのままずっと小康状態が続

いて、未明の２時、３時これは５９ミリの時間雨量。時間雨量が５９ミリですから、１０

分で降ったんか６０分で降ったんかこれは誰も分かりません。そこで大災害が起こりまし

た。そういうことで逆に動く場合もあるわけですから、そういう空振り。振り回されてい

る間のそういうふうな意識での体制の考え方はちょっといかがなものかなという気がしま

したので、あえて私は３年前から警戒本部体制と災害対策本部体制、先ほどの避難指示・

勧告にあったように、職員の人がどれだけこれを具体的に理解してるのかなというのに非

常にその辺の不安があります。 

ですから、ある意味今までのような、３０年の前にあったような第一警戒体制、第二警

戒体制そして対策本部。そういうのがあれば、基本的に基準が第一、第二警戒体制があり

ます。例えば３０年の７月の時でも、小康状態に入る夕方には、ほとんど警戒体制ではあ

りましたけど、本部体制に近い職員体制になっておったんじゃないかと。自然に。基本的

には、防災危機管理課は全職員の動きは把握できません。絶対。誰がやってもできないと

思います。それぞれの主管担当する部長さんがやっぱりその担当部、課長さんが担当課の

職員の動きを見るわけですから、警戒体制が進んでずっと雨量は積載していったら、やっ

ぱりその状況によって、職員の動員というのは変わってくると思います。 

ですから、そういう体制の中での見直しということであって、これは本部というふうな

名称だけの見直しでは、ちょっといかがなものかなというふうに思いますので、これはこ

れでやられるんであれば、そちらのほうの体制をきちんと参集基準といいますか、参集の

方法といいます。それが時間の経過等の災害の発生の切迫感の中でされていくほうが、体

制をきちんと内々で作られるほうがいいんじゃないかなと。表向きを振り回された感で、

それを右往左往するのはちょっといかがなものかなと感じがしましたので、以上です。 

 

（事務局） 

ちょっと私の説明が言葉不足だったかもしれませんけれども、今回の趣旨としましては、

やはり土砂災害警戒情報という情報で、警戒レベルでいうと４の情報になるんですけれど

も、この段階でしっかり体制を判断できるような体制にしたいというのがありました。 

この情報ですけれども影響も広い、狭いとかそういったものがなかなか判断できないと

いうこともありまして、災害警戒本部体制というのをやはりしっかり体制をとる上で平成

３０年の７月豪雨以降、明確にするということで災害対策本部に準ずる体制のということ

で設置をしておりまして、この段階でしっかりと体制を判断するということで、色んな情

報を踏まえて判断する材料としてこの基準に入れさせていただいております。先ほど仰っ

たように、特に体制判断というのをやはり職員一人一人がしっかりと情報の意味を理解し

て、それで体制判断に活かすという必要があります。どうしても市役所というのは、人事

異動で担当者も変わったりしますので、そういった部分でやはり体制の基準とかそういっ

たものはきちっと継承していって、誰が指導してもしっかりと一定の判断ができるような

ものが必要だということで、それで今回、職員研修も勧めておりまして、例えば今一般に

言われてます気象情報で大雨の注意報であったり警報であったりとか、色々ありますけれ

ども、こういったものにも警報が発表されただけでなく、その中にどういう意味が含まれ

て、こういうものが発表されたか、どういうことに今後気を付けなければならないのかと
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か、そういったものをしっかり理解して、職員一人一人が自ら行動をできるような形で進

めていくことが理想でありますので、そういったところを併せて取組として進めていきた

いということで今進めているところでございます。 

 

（事務局） 

今の御説明に補足説明をさせていただきたいと思います。警戒本部体制というのがござ

います。こちらは第一警戒、第二警戒で更に災害対策本部の前の準備段階の体制になるん

ですけれども、こちらは第二警戒体制の時には、基本、大雨警報等が出た時には、各職場

の事業課の職員等も待機いたしますけれども、当然防災危機管理課も待機いたします。防

災危機管理課の職員というのは合計で私を含めて８名になっております。その８名で体制

を組んでおるところなんですけれども、この警戒本部体制の際には指揮統制班という形で、

各職場で指名しております職員に電話の受信班であったり、招集班、そういった応援班と

いう職員を配置をさせた上での体制という形になりますので、大きな災害の恐れがあると

いう時には、そういった職員を招集して、待機して、更に情報等で判断して災害対策本部

に移行するという体制を進めておりますので、内部的なところではあるんですけれども、

これは皆様方のほうに避難情報を適正に迅速に出せるような体制をしっかり組んでまいり

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（会長） 

一つほど防災のほうからもありました障害者のベストという話が先ほどありましたちょ

っと見本がありますので、これは市の施策でこの度作りました。視覚障害者の方にはこう

いう誰が見ても分かるようなものを家を出るときから避難所行ってほしいという思いを込

めてやってます。 

笛で何かある時には、ホイッスルを吹いていただくというようにしてます。それからも

う一つ、聴覚障害者の方には、同じように前後に書いてあるんですけども、笛を吹くこと

が困難だっていうのを聞きましたので、こちらはライト。例えば、土砂災害で、埋まって

しまった時にも、ここに居るよというもので、笛は吹けないけど、ここにいるよっていう

ライトを照らしている。そういう物を用意させていただいております。 

それぞれの障害者の方、いろんな方がいますので、それぞれに合ったものも考えていか

ないといけないとは思いながら、一つずつ第一歩でございます。御紹介させていただきま

す。 

 

（委員） 

この黄色い防災のところに、この人達をアプローチするにはどうしたらいいかというこ

とを考えて福祉避難所に整理したらいいんじゃないかと思います。 

藤井市長さんよく考えられて、もう既に第一歩は踏み出しているということは非常に嬉

しく思います。以上です。 

 

（会長） 

他にはございませんでしょうか。それではないようですのでお諮りいたします。周南市
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地域防災計画の見直しについて御承認いただけますでしょうか。 

 

（委員） 

 異議なし。 

 

（会長） 

ありがとうございます。それでは原案のとおり決定いたします。 

それでは、次第５、その他について、せっかくの機会でございますので、これまでの議

題にかかわらず、御意見や御質問などございましたらお願いしたいと存じます。 

よろしいですか。あればまた後ほどでも、事務局のほうに言ってください。 

それでは本日御協議いただき、誠にありがとうございました。皆様方に御協議いただき

ました周南市地域防災計画を基に、関係機関相互の連携協力体制をより緊密なものとし、

災害に強い安心安全のまちづくりを推進してまいる所存でございますので、より一層のご

支援ご協力をお願いしたいと思います。 

それでは事務局に進行を返します。 

 

（事務局） 

以上で、議題の全てを終了いたします。令和４年度周南市防災会議をこれにて閉会いた

します。本日御承認いただきました周南市地域防災計画につきましては、所要の修正を行

ったのち市ホームページで公開いたしますので御確認ください。 

皆様、長時間にわたり大変お疲れ様でした。お気を付けてお帰りください。 

 


