
〈平成 28 年度 八戸市水防協議会 議事録〉 

 

日 時 平成 29 年 3 月 23 日（木）13：30～ 
場 所 八戸市庁 本館 3階 第三委員会室 

 

出席者（委員） 

八戸市長 小林 眞 

青森河川国道事務所 八戸出張所 所長 向井 清 

陸上自衛隊八戸駐屯地 司令 千葉 徹 

八戸海上保安部 部長 五反田 和久 

八戸警察署 署長（代理）警備実施係長 太田 優 

三八地域県民局地域整備部 部長 平山 千代和 

八戸市消防団 団長 大館 恒夫 

八戸市地域広域市町村圏事務組合 消防長 細越 敬一郎 

青森放送(株)八戸支社 支社長 佐藤 義之 

青森朝日放送(株)八戸支社 支社長 浜谷 英幸 

(株)八戸テレビ放送 代表取締役社長 大久保 修 

八戸市 副市長 田名部 政一 

（事務局） 

港湾河川課 

 

〈欠席〉 

株式会社青森テレビ八戸支社 八戸支社長 山形 聡 

上北地域県民局地域整備部 部長 浅利 次郎 

 

１．開会 

【司会】 

それではご案内の時間になりましたので、ただ今から、平成 28 年度 八戸市水防協議会を開催いたしま

す。私は、本日の司会進行を務めます、港湾河川課長の鈴木と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

２．各委員の紹介 

【司会】 

それではまず、本日出席の委員の方々をご紹介いたします。 

〈省略〉 

以上で、本日出席の方々のご紹介を終わらせていただきます。 

なお、本日は株式会社青森テレビ八戸支社 八戸支社長 山形 聡（やまがた さとし）様が出席できな

いとのことですので、報告いたします。また、上北地域県民局地域整備部 部長 浅利 次郎（あさり じ

ろう）様は、遅れているようでございますが、後で参加される可能性がございます。 

それでは、開会にあたり、協議会長であります市長より御挨拶申し上げます。 

  



３．会長あいさつ 

【会長】 

それでは、一言御挨拶申し上げます。 

本日は、大変お忙しい中、水防協議会に御出席いただき、誠にありがとうございます。 

また、皆様には、日頃より当市の行政運営に対しまして御支援、御協力を賜り、心から感謝申し上げま

す。 

さて、近年、全国的に大規模水害が多発しており、特に平成 27 年の関東・東北豪雨による鬼怒川の氾

らんや、昨年８月の台風 10 号による、岩手県岩泉町における小本川(おもとがわ)の氾らんでは、多くの

家屋が倒壊・流出するとともに、尊い命も失われております。 

当市においても、昨年の台風 10 号では、農作物や建物などに多大な被害を受けたところであります。 

このようななか、国では新たに「水防災意識社会再構築ビジョン」を策定し、これに基づき、馬淵川にお

いては、国・県・関係市町が「馬淵川大規模水害に備えた減災対策協議会」を設立し、ハード・ソフト一体

となった取組みを進めることとしております。 

本日ご審議いただく水防計画は、水防法の規定に基づき、青森県水防計画に応じて当市が策定するも

のであります。 

当計画は、市内の河川の洪水等による災害を警戒、防御し、これによる被害を軽減するための水防上

重要な事項を定めるもので、公共の安全を保持する上で基本となるものであります。 

皆様には、よろしく御審議下さるようお願い申し上げ、挨拶といたします。 

 

【司会】 

ありがとうございました。 

それではただ今より、本日の議題であります、水防計画書の修正案について審議に入りたいと思いま

す。 

八戸市水防協議会条例第４条により、会長が議長を務めることとなっておりますので、会長よろしくお願

いします。 

 

４．平成 29 年度八戸市水防計画（案）の審議 

【議長】 

ただ今説明がありましたように、しばらくの間、議事進行役を務めますのでよろしくお願いします。 

それでは、水防計画書の修正案につきまして、事務局から説明願います。 

 

【事務局】 

私は、事務局を務めております、港湾河川課の木村と申します。どうぞよろしくお願いします。 

それでは、修正案についてご説明いたします。 

まず、お手元にお配りしている資料について、確認させていただきます。 

「平成 28 年度 八戸市水防協議会 次第」 

「座席表」 

「委員名簿」 

「新旧構成対応表」 

「平成 29 年度 水防計画書（案）」 

以上、５点でございます。 不足等ございませんでしょうか。 

（配布資料確認） 



それでは、水防計画書（案）に沿って、計画書の概要についてご説明いたします。 

表紙をめくって目次をご覧ください。 

水防計画書は、第１章から第 17 章までの構成になっております。 

第１章においては「総則」 

第２章には「水防組織」 

第３章には「重要水防箇所」 

第４章には「予報及び警報」 

第５章には「水位等の観測、通報及び公表」 

第６章には「気象予報等の情報収集」 

第７章には「ダム・水門等の操作」 

ページをめくっていただきまして 

第８章には「通信連絡」 

第９章には「水防施設及び輸送」 

第 10 章には「水防活動」 

第 11 章には「水防信号、水防標識」 

第 12 章には「協力及び応援」 

次のページに参りまして 

第 13 章には「費用負担と公用負担」 

第 14 章には「水防報告等」 

第 15 章には「水防訓練」 

第 16 章には「浸水想定区域等における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置」 

第 17 章には「水防協力団体」 

第 17 章の最後は 99 ページとなりますが、その後ろには資料編がつづられております。 

なお、計画書の作成にあたりましては、国土交通省作成の「平成 28 年 2 月版水防計画作成の手引き」

を参考にしております。また、「青森県水防計画書」に準ずるものとし、その内容に即して作成しておりま

す。 

それでは、前回の平成 14 年度の計画書の作成から今回の変更まで、長い時間が経過しておりますこと

から、この間の水防法の改正等に伴い変更することになりました、主な変更点について最初にご説明い

たします。 

資料の「新旧構成対応表」をご覧ください。 

左側が、平成 14 年度版の計画書でございまして、９章までの構成となっております。 

右側が、平成 29 年度版でございます。 

14 年度版の各章、各節の記載項目が、29 年度版ではどこに記載されているかを、点線で示しておりま

す。 

また、29 年度版の各章、各節の項目が赤字になっているところが、水防法改正等に伴い新たに設けら

れた項目でございます。 

主な変更点については、この資料を用いまして上から順に御説明いたします。 

「第 1 章 総則」でございますが、14 年度版では「第１節 目的」のみの記載でありました。 

今回の 29 年度版では、「第２節 用語の定義」から「第 4 節 水防計画の作成及び変更」までの３項目に

ついては、水防計画作成の手引き、および県の水防計画に準じて記載したものであります。 

「第５節 津波における留意事項」、「第６節 安全配慮」の２項目については、平成 23 年の水防法改正

に伴い、記載したものであります。 



次に、「第６章 気象予報等の情報収集」、「第７章 ダム・水門等の操作」、「第８章 通信連絡」の三つ

の章でございますが、こちらは、水防法第２条において、水防計画に定めておくべき事項となっておりま

すことから、新たに章立てし、記載したものであります。 

次に、「第 12 章 協力及び応援」でございますが、「第１節 河川管理者の協力」、「第２節 下水道管理

者の協力」および「第６節 国及び県との連携」の３項目については、平成 23 年および 25 年の法改正に

伴い、記載したものであります。 

次に、「第 16 章 浸水想定区域等における、円滑かつ迅速な避難の確保、および浸水の防止のための

措置」については、平成 23 年および 27 年の法改正に伴い、水防法第 15 条に規定する、地域防災計画

に定めなければならない事項等について、記載したものであります。 

次に、「第 17 章 水防協力団体」については、平成 17 年および 25 年の法改正に伴い、水防協力団体制

度に関する指定や業務内容等について、記載したものであります。 

 

それでは、水防計画書（案）をご覧ください。 

計画書の概要について、第１章から順に御説明いたします。 

１ページをご覧ください。 

「第１章 総則」は、水防計画の目的、用語の定義、水防に関する各主体の責任および義務、津波にお

ける留意事項、水防活動時の安全配慮などで構成されております。 

「第１節 目的」でございます。 

この計画については、八戸市内における水防事務の調整、およびその円滑な実施のために必要な事項

を規定し、八戸市の地域にかかる河川、湖沼、または海岸の洪水、内水、津波、または高潮の水災を警

戒し、防御し、およびこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的としております。 

次に、「第２節 用語の定義」として、１ページから３ページにかけまして、水防用語の定義を記載してお

ります。 

４ページをご覧ください。 

「第３節 水防の責任等」については、４ページから５ページにかけまして、水防に関する各主体の水防

法等に規定されております責任、および義務について記載しております。 

５ページの下から６ページにかけまして、「第４節」として、水防計画の作成、変更に関する手続、および

水防協議会について記載しております。 

６ページをご覧ください。 

「第５節」には、津波における留意事項について記載しております。 

次の「第６節 安全配慮」では、水防活動時の、水防団員自身の安全確保のために配慮すべき事項に

ついて、記載しております。 

７ページに参りまして、「第２章 水防組織」でございます。 

市の水防組織として、水防に関係のある警報・注意報等の発表、または地震等の発生等により、洪水、

内水、津波または高潮のおそれがあると認められるときから、洪水等のおそれがなくなったと認められる

ときまで、市は、市庁に地域防災計画に基づく災害対策本部等を設置し、事務を処理することとしており

ます。 

８ページをご覧ください。 

８ページは、災害対策本部の組織構成図でございます。 

９ページに参りまして、９ページから 12 ページにかけまして、災害対策本部の班別業務分担表を記載し

ております。 

13 ページに参りまして、13 ページ、14 ページには八戸地域広域市町村圏事務組合および八戸圏域水



道企業団の、災害対策本部 班別業務分担表を記載しております。 

こちらは、地域防災計画【風水害編】から抜粋して記載したものでございます。 

15 ページをご覧ください。 

「第３章 重要水防箇所」でございます。 

重要水防箇所とは、堤防の決壊、漏水、川の水があふれる等の危険が予想される箇所であり、洪水等

に際して水防上、特に注意を要する箇所であります。 

この章では、国直轄、および県で管理する河川の「重要水防箇所」の評定基準と箇所表を、16 ページか

ら 19 ページにかけまして記載しております。 

なお、国の重要水防箇所については、「資料編」のほうに位置図を掲載しております。 

20 ページをご覧ください。 

「第４章 予報及び警報」でございます。 

「第４章」では、気象庁が行う予報および警報、洪水予報河川における洪水予報、水位周知河川におけ

る水位到達情報、および水防警報に関するそれぞれの発表基準、情報の伝達経路、伝達手段を記載し

ております。 

また、津波発生時の水防活動において、配慮すべき点について記載しております。 

20ページには、「第１節」として、気象台が発表または伝達する注意報、警報、特別警報についての種類、

および発表基準を記載しております。 

21 ページをご覧ください。 

21 ページには、青森地方気象台からの気象状況、および警報の通知を受けた場合の連絡系統図を記

載しております。 

22 ページに参りまして、「第２節 洪水予報河川における洪水予報」でございます。ここでは、洪水予報、

および発表情報の種類と発表基準を記載しております。 

23 ページをご覧ください。 

「国土交通省と青森地方気象台が共同で行う洪水予報」として、馬淵川における洪水予報の基準地点

であります「櫛引橋」の、洪水予報の発表基準水位を記載しております。 

また、馬淵川の洪水浸水想定区域の公表ホームページアドレスを記載しております。 

24 ページから 25 ページにかけまして、洪水予報の発表形式のイメージを記載しております。 

26 ページに参りまして、国交省と気象台が共同で行う、洪水予報の連絡系統図を記載しております。 

27 ページをご覧ください。 

「県と青森地方気象台が共同で行う洪水予報」として、洪水予報の基準地点であります「馬淵南部」と

「剣吉」の、発表基準水位を記載しております。 

また、浸水想定区域の公表ホームページアドレスを記載しております。 

28 ページから 29 ページにかけましては、洪水予報の発表形式のイメージを記載しております。 

30 ページに参りまして、洪水予報の連絡系統図を記載しております。 

31 ページをご覧ください。 

「第３節 水位周知河川における水位到達情報」でございます。 

ここでは、県が行う水位到達情報の種類と発表基準を記載しております。 

なお、国が指定する水位周知河川については、八戸市にはないものでございます。 

32 ページに参りまして、「県が行う水位到達情報の通知」として、当市に関係する馬淵川、五戸川、新井

田川、奥入瀬川の、各水系の観測所における水位到達情報の発表基準水位を記載しております。 

33 ページをご覧ください。 

ここでは、洪水浸水想定区域の公表ホームページアドレスを記載しております。 



34 ページから 36 ページにかけまして、水位到達情報の発表形式を記載しております。 

37 ページをご覧ください。 

ここでは、水位到達情報の連絡系統図を記載しております。 

38 ページに参りまして、「第４節 水防警報」でございます。 

ここでは最初に、安全確保の原則を記載しております。 

次に、２として「国土交通省が行う水防警報」の種類、内容、発表基準について記載しております。 

39 ページをご覧ください。 

ここでは、馬淵川の「櫛引橋」と「新大橋」観測所における、水防警報の発表基準水位を記載しておりま

す。 

40 ページに参りまして、水防警報の伝達文の形式を記載しております。 

41 ページをご覧ください。 

ここでは、国が水防警報を発した場合の、連絡系統図を記載しております。 

42 ページに参りまして、「県が行う水防警報」の種類、内容、発表基準を記載しております。 

43 ページをご覧ください。 

43 ページから 44 ページにかけまして、県が水防警報を行う、当市に関係する馬淵川、五戸川、新井田

川、奥入瀬川の、各観測所における水防警報の発表基準水位を記載しております。 

45 ページをご覧ください。 

ここでは、水防警報の伝達文の形式を記載しております。 

46 ページに参りまして、県が水防警報を発した場合の、連絡系統図を記載しております。 

47 ページをご覧ください。 

「４ 津波に関する水防警報」については、県の水防計画に準ずる記載としており、水防活動の際に、安

全確保のために配慮すべき事項などについて、記載しております。 

ここでは特に、ページ中段にあります「イ 活動可能時間」のところでございますが、津波警報が発表さ

れ津波が到達するまで、時間的な余裕があった場合で水防活動を実施する際には、水防団等の「退避

必要時間」を考慮いたしますが、この「退避必要時間」には、安全な場所へ退避するために必要な時間

であります「退避時間」だけではなく、安全・確実に退避が完了するよう、余裕を見込んだ時間でありま

す「安全時間」を加えたものとすることを記載しております。 

48 ページに参りまして、ページの中段でございますが、（2）として、「津波の到達が予測される場合の水

防活動の指針」について、49 ページにかけまして記載しております。 

50 ページに参りまして、「第５章 水位等の観測、通報及び公表」でございます。 

「第５章」では、市内および市が関係する「水位観測所、及び潮位観測所の一覧表」、「量水標管理者等

の水位の通報や公表について」のほか、「雨量観測所の一覧表」を記載しております。 

51 ページをご覧ください。 

51 ページから 56 ページにかけまして、国土交通省、県が所管する水位観測所、および潮位観測所につ

いて、記載しております。 

57 ページをご覧ください。 

57 ページから 62 ページにかけまして、国土交通省、青森地方気象台、県、および東北電力が所管する

雨量観測所について、記載しております。 

63 ページをご覧ください。 

「第６章 気象予報等の情報収集」でございます。 

「第６章」では、現在、国や県が一般に情報提供しております、気象予報、雨量、河川の水位、潮位等の

情報を閲覧するためのパソコン、および携帯端末のアドレスを記載しております。 



また、自身を登録することで情報をメールで受信することができる、県の「洪水お知らせメール」および市

の「ほっとスルメール」の、登録サイトのアドレスを記載しております。 

64 ページに参りまして、「第７章 ダム・水門等の操作」でございます。 

当市には世増ダム、市川防潮堤陸閘がありますが、ダムおよび水門等の管理者の施設操作における

責務、および放流等の操作を行った際の情報連絡系統を記載しております。 

65 ページをご覧ください。 

世増ダムと市川防潮堤陸閘の、連絡系統図を記載しております。 

66 ページに参りまして、「第８章 通信連絡」でございます。 

災害等により電話が混み合った場合、通信規制が行われるため、通常の電話は発信、受信が困難とな

ります。 

これを回避するための、災害時優先通信による連絡手段、使用方法について記載しております。ここで

は、地域防災計画より抜粋して記載しております。 

66 ページの下になりますが、通信連絡手段として、３の「（1）県防災情報ネットワーク」、（2）の「ア 災害

時優先電話」について記載しております。 

67 ページに参りまして、（ウ）の市内各公民館に設置しております特設公衆電話のほか、イの「非常・緊

急通話及び電報」として、市役所の代表電話から発信する方法について、記載しております。 

67 ページから 68 ページにかけまして、市の無線設備であります、移動系無線の「ぼうさいはちのへ」と

「避難所通信システム」の番号一覧を記載しております。 

70 ページに参りまして、当市以外の、無線通信設備を所有する防災機関について、記載しております。 

71 ページをご覧ください。 

ここには、災害通信利用系統図を記載しております。 

72 ページに参りまして、「第９章 水防施設及び輸送」でございます。 

「第９章」では、国、県、市の水防施設と資器材備蓄状況のほか、災害時の輸送手段確保のための対策

について、記載しております。 

73 ページをご覧ください。 

73 ページから 75 ページにかけまして、県、市および国の水防倉庫等の所在地と資器材備蓄状況を、記

載しております。 

76 ページをご覧ください。 

（5）の「水防用土取場」でございますが、青森河川国道事務所 八戸出張所が所有する、土取場の所在

地と、調達可能数量を記載しております。 

次に、「第２節 輸送の確保」でございます。 

市では、非常の際、資器材その他の輸送のため、トラック等の運搬手段の配備を計画することとしてお

ります。ここでは、地域防災計画より抜粋して記載しております。 

（1）の「輸送車両」でございますが、市が所有する輸送車両として、各課の車両一覧を、「資料編」の方に

掲載しております。 

76 ページから 78 ページにかけまして、災害時における輸送対策として、（2）の「輸送の対象」について、

（3）の「輸送の方法」として、自動車、鉄道、船舶、航空機等による輸送について、記載しております。 

78 ページに参りまして、（4）の「緊急通行車両の事前届出制度の活用」について、（5）の「応援協力関係」

として、他市町村や、自衛隊の災害派遣を含めた応援要請について、記載しております。 

79 ページをご覧ください。 

「第 10 章 水防活動」でございます。 

「第 10 章」では、市および水防団の非常配備の基準について、また、河川等の監視、警戒および巡視に



おける責務のほか、水防作業を行う際の注意点などについて、記載しております。 

79 ページには、「市の非常配備」として、地域防災計画より、職員の配備基準を記載しております。 

80 ページに参りまして、「消防団（水防団）の非常配備」として、水防団が出動、または出動の準備や、

待機を行う基準について記載しております。 

次に「第２節 巡視及び警戒」として、80 ページから 81 ページにかけまして、平常時および出水時におけ

る、市および水防団の河川、海岸、堤防等の監視、警戒および巡視等における責務について記載して

おります。 

81 ページの下でございますが、「第３節 水防作業」では、水防作業を行う際の注意点を記載しておりま

す。 

82 ページに参りまして、水防工法の一覧表を、82 ページから 83 ページにかけまして記載しております。 

84 ページをご覧ください。 

「第４節 警戒区域の指定」では、水防上緊急の必要がある場所において、水防団員は警戒区域を設定

し、水防関係者以外の者に、立入り禁止や退去を命ずることができることを記載しております。 

「第５節 避難のための立退き」では、洪水等により著しい危険が切迫していると認められるときは、市

は、居住者に対し、避難のための立退きを指示することができることを記載しております。 

「第６節 決壊・漏水等の通報、及びその後の措置」では、堤防などの決壊・漏水等が発生したときの関

係者への通報や、決壊後の措置など、市および水防団の責務について記載しております。 

「第７節 水防配備の解除」では、市は、非常配備体制を解除した際には、関係機関へ通知することなど

について記載しております。 

85 ページをご覧ください。 

「第 11 章 水防信号、水防標識」でございます。 

「第 11 章」では、県が定め、指定しております、水防信号と水防標識について記載しております。 

86 ページに参りまして、「第 12 章 協力及び応援」でございます。 

「第 12 章」では、市が行う水防のための活動に対する、河川管理者である国、県など、関係機関の協力

や応援について記載しております。 

86 ページには、「第１節 河川管理者の協力」として、河川に関する情報の提供、重要水防箇所の合同

点検の実施など、市が行う水防活動に対する、国、県からの協力について記載しております。 

87 ページをご覧ください。 

「第２節 下水道管理者の協力」では、市の下水道管理部署において、排水が必要な事態に際し、ポン

プ車による水防活動を行ってもらうことなどについて、記載しております。 

「第３節 水防管理団体相互の応援及び相互協定」では、隣接する町村との応援が、円滑、迅速に行わ

れるよう、情報共有体制等の構築に向け、相互協定について検討することとしております。 

「第４節 警察官の援助要求」では、水防法第 22 条に規定しております、市は、水防のために必要があ

ると認めるときは、警察官の出動を求めることができることについて記載しております。 

「第５節 自衛隊の派遣要請」では、自衛隊法第 83 条に規定しております、自衛隊の派遣要請について

記載しております。 

「第６節」では「国及び県との連携」として、市は、水防連絡会に参加し、水防に必要な情報収集を行うこ

と、また、ホットラインにより情報共有に努めることについて、記載しております。 

88 ページに参りまして、「第７節 企業との連携」でございます。 

ここでは、市が各種団体や企業と交わしております、災害応援協定等の締結状況について、市のホー

ムページアドレスを記載しております。 

また、「資料編」の方に、締結状況の一覧を掲載しております。 



「第８節 住民、自主防災組織等との連携」では、水防法第 24 条に規定しております、水防活動上必要

があると認められるときは、居住者や水防の現場にいる者に対して、水防活動に従事させることができ

ることについて、記載しております。 

89 ページをご覧ください。 

「第 13 章 費用負担と公用負担」でございます。 

「第 13 章」では、水防法第 41 条、42 条に規定されております、水防に関する費用負担の考え方、また、

第 28 条に規定されております、公用負担の考え方について、記載しております。 

「第 1 節」では、隣接する町村の応援を頂いた際の費用負担について、お互いに費用の額、および負担

方法を協議して定めることとしております。 

「第２節 公用負担」では、緊急の必要があるときは、市、水防団が水防の現場において行使できる権限

について、記載しております。 

また、90 ページにかけまして、公費負担を命ずる権限を行使する際に使用する、公用負担権限委任証

および公用負担命令書について、記載しております。 

91 ページをご覧ください。 

「第 14 章 水防報告等」でございます。 

「第 14 章」では、水防団員が出動したときに作成し、保管する記録について記載しております。 

92 ページに参りまして、92 ページから 93 ページにかけまして、市および水防団から県に報告する、水防

活動報告書の様式例を記載しております。 

94 ページに参りまして、「第 15 章 水防訓練」でございます。 

市は、毎年、水防団、消防機関および水防協力団体が、災害を未然に、あるいは最小限度に防ぐため

の水防活動が行えるよう、各工法の習熟や資器材の配備、点検などの水防訓練を実施し、水防技術の

向上を図るものとしております。 

次に、「第 16 章 浸水想定区域等における、円滑かつ迅速な避難の確保、および浸水の防止のための

措置」でございます。 

「第16章」は、水防法第15条に規定しております、地域防災計画において定めなければならない事項な

どについて、「第 1 節 洪水対応」と「第２節 津波対応」に分けて記載しております。 

ここでは、県水防計画に記載されている内容に準じて、内水、高潮については、県の水防計画の改訂を

受けて検討することとしております。 

ページ中段でございますが、「洪水浸水想定区域の指定」として、国、県が公表しております、洪水浸水

想定区域のホームページアドレスを記載しております。 

95 ページをご覧ください。 

「２ 浸水想定区域等における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置」でございま

す。 

ここでは、地域防災計画において定めなければならない事項として、「ア」から「オ」までの５項目につい

て記載しております。 

このうち「エ」として、「洪水浸水想定区域内に次に掲げる施設がある場合にあっては、これらの施設の

名称及び所在地」とありますが、この中に、次に掲げる施設として「（ア） 地下街等」、「（イ） 要配慮者

利用施設」、「（ウ） 大規模な工場その他の施設」の三つがございます。 

この三つの中で、現在、地域防災計画に定めております施設は、要配慮者利用施設のみでございま

す。 

なお、今年の１月 20 日に、馬淵川について、想定しうる最大規模の降雨による洪水浸水想定区域の指

定があり、想定区域が大きく拡がったことから、ただ今ご説明しました法第 15 条に規定する事項につい



ては、今後、庁内関係課と対応を協議の上、見直しを検討することになっております。 

次に、ページの下でございます。 

「３ 洪水ハザードマップ」については、市のホームページアドレスを記載しております。 

こちらにつきましても、１月 20 日に公表となりました、新たな洪水浸水想定区域等にあわせて見直しをす

ることとなっております。 

96 ページに参りまして、「４ 地下街等の利用者の避難の確保、および浸水の防止のための措置に関す

る計画の作成等」でございます。 

ここでは、地下街等の所有者、または管理者は、利用者の洪水時における円滑な避難の確保や、浸水

を防止するために必要な訓練、措置などに関する計画を作成しなければならないことについて記載して

おります。 

なお、地下街については、当市に該当する箇所はないものでございます。 

次の「５ 要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等」では、要配

慮者利用施設の所有者、または管理者は、利用者の洪水時における円滑な避難の確保をするために

必要な計画の作成や、訓練の実施などに努めなければならないことについて記載しております。 

地域防災計画で定めております要配慮者利用施設については、その一覧表を「資料編」の方に掲載し

ております。ここでは、市から施設への、洪水予報等の伝達方法を記載しております。 

97 ページをご覧ください。 

「６ 大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等」でございます。 

ここでは、大規模工場等の所有者、または管理者は、洪水時等の浸水の防止を図るために、必要な訓

練、措置などに関する計画の作成や、訓練の実施などに努めなければならないことについて記載してお

ります。 

現在、地域防災計画で定めております大規模工場等は、ないものでございます。 

次に「第２節 津波対応」の「１ 津波災害警戒区域の指定」でございます。 

津波災害警戒区域については、「津波防災地域づくりに関する法律」により、県が指定することとなって

おりますが、現在、警戒区域の指定はないものでございます。 

次の「２ 地域防災計画の拡充」では、津波災害警戒区域の指定があったときは、地域防災計画におい

て定めなければならない事項について、記載しております。 

98 ページに参りまして、「３ 防災マップ等の作成・周知」でございます。 

市では、最大クラスの津波により浸水するおそれのある区域や、土砂災害警戒区域、避難所の位置な

どを地図に示した、防災マップを作成しております。 

また、平成 24 年度に県が公表した、最大クラスの津波の浸水想定をもとに、津波避難ハンドブックを作

成し、住民の円滑かつ迅速な避難の確保を図っております。 

この防災マップと津波避難ハンドブックの、ホームページアドレスを記載しております。 

次の「４ 八戸市津波避難計画」については、津波から命を守るため、迅速かつ円滑に避難することを念

頭に、避難対象地域、避難場所および避難路の指定、津波警報等の情報収集・伝達の手順などについ

て定めたものであります。 

この計画で作成された、津波避難計画図のホームページアドレスを記載しております。 

99 ページをご覧ください。「第 17 章 水防協力団体」でございます。 

「第 17 章」では、水防法第 36 条、37 条、38 条に規定しております、水防協力団体の行う業務、水防団

等との連携、指定に関する手続などについて記載しております。 

水防協力団体の指定等については、今後検討していくこととしております。 

続きまして、「資料編」となっております。 



こちらについては、後ほどご覧になっていただければと思います。 

以上で説明を終わります。 

 

【会長】 

ただ今の説明に対し、ご質問ご意見等ありませんでしょうか。 

（質問なし） 

【会長】 

ご質問ご意見等がないようですので、ただ今申し上げました修正案のとおり決定することに、ご異議ござ

いませんか。 

（異議なし） 

【会長】 

ご異議がないようですので、修正案のとおり決定することといたします。委員の皆様、長い時間に渡りご

審議いただき、ありがとうございました。 

 

【司会】 

会長、ありがとうございました。これをもちまして、皆様に水防協議会の内容についてご承認いただきま

したので、今後のスケジュールについて説明いたします。 

まずは４月にパブリックコメントを実施いたします。 

その後、水防法に規定されている通り、県に届け出たのち、承認を得たうえで、八戸市のＨＰにて公表予

定としております。 

なお、字句等の明らかな間違いがあった場合は、事務局で修正させていただきます。 

 

それではこれをもちまして、水防協議会を終了いたします。 

本日はありがとうございました。 

 

以上 


