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平成２８年度 第１回伊賀市防災会議 会議録（案） 

 

開催日時 平成２９年１月１６日（月）開会：午前１０時００分 閉会：午前１１時００分 

開催場所 伊賀市ゆめぽりすセンター２階大会議室 

委員出欠 出席委員３３名（委員２３名、代理出席１０名）、欠席委員４名 

出席委員 伊賀市長 

国土交通省近畿地方整備局木津川上流河川事務所長（代理出席） 

陸上自衛隊第１０師団第３３普通科連隊第１中隊長（代理出席） 

三重県伊賀地域防災総合事務所危機管理地域統括監兼所長 

三重県伊賀警察署長（代理出席） 

三重県名張警察署長（代理出席） 

伊賀市副市長 

伊賀市水道事業管理者 

伊賀市教育長 

伊賀市消防長 

伊賀市消防団長 

独立行政法人水資源機構木津川ダム総合管理所長（代理出席） 

西日本電信電話株式会社三重支店設備部長（代理出席） 

日本郵便株式会社上野郵便局長 

中部電力株式会社伊賀営業所長 

三重交通株式会社伊賀営業所長 

近畿日本鉄道株式会社名張駅長 

一般社団法人三重県トラック協会伊賀支部長 

社会福祉法人伊賀市社会福祉協議会地域福祉部長 

伊賀日本語の会代表 

伊賀鉄道株式会社運輸課長 

上野都市ガス株式会社常務取締役保安工務部長（代理出席） 

名張近鉄ガス株式会社代表取締役社長（代理出席） 

伊賀上野ケーブルテレビ株式会社代表取締役社長 

株式会社アドバンスコープ代表取締役社長 

上野商工会議所会頭（代理出席） 

伊賀市商工会副会長 

伊賀北部農業協同組合常務理事 

伊賀南部農業協同組合常務理事 

気象庁津地方気象台長（代理出席） 

伊賀市上野南部地区住民自治協議会長 

伊賀市男女共同参画ネットワーク会議会長 

伊賀市議会議長 
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欠席委員 国土交通省中部地方整備局北勢国道事務所長 

西日本旅客鉄道株式会社近畿統括本部大阪支社亀山鉄道部長 

一般社団法人伊賀医師会長 

一般社団法人名賀医師会理事 

議事項目 

 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 議事 

（１）協議事項 

ア．伊賀市地域防災計画及び水防計画の修正について〔資料１、２、３〕 

イ．市指定避難所の指定変更について〔資料４〕 

４ その他 

ア．危険区域における要配慮者利用施設等について〔参考資料３〕 

 

配布資料 ・伊賀市防災会議次第 

・伊賀市防災会議委員名簿 

・資料１：伊賀市地域防災計画（風水害等対策編）及び水防計画修正案の概要 

について 

・資料２：伊賀市地域防災計画（風水害等対策編）平成２９年１月修正案 

・資料３：伊賀市水防計画 平成２９年１月修正案 

・資料４：市指定避難所の指定変更について 

・参考資料１：伊賀市防災会議条例 

・参考資料２：伊賀市防災会議運営要綱 

・参考資料３：危険区域における要配慮者利用施設等について 
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事務局 

（高田） 

ただ今から「平成２８年度第１回伊賀市防災会議」を開催させていただきます。 

私は、本日の司会進行を務めさせていただきます、伊賀市総合危機管理課の高

田でございます。よろしくお願いいたします。 

この会議の委員定数３７名の内、現在３２名の参加をいただいております。「伊

賀市防災会議運営要綱」第２条第２項により半数以上の出席がありますので、会

議は成立しておりますことを報告申し上げます。 

また、同運営要綱第３条第２項により、委員が欠席の場合は、その代理の方を

委員とみなすとされていますことを報告させていただきます。 

当会議の会長であります、岡本市長より挨拶申し上げます。 

 

会長（市長） 昨日今日と寒波に見舞われ、雪が積もり、交通への影響も出ている中、防災会

議委員の皆様には出席を賜り、ありがとうございます。日頃から、市民の安心安

全に、それぞれの立場で協力いただいていますことに、お礼を申し上げます。 

さて、昨年４月に熊本地震が発生したことにより、被災建築物応急危険度判定

のため職員を派遣しました。また、災害廃棄物処理の支援として、４名の職員と

パッカー車（ゴミ収集車）１台を熊本市へ派遣し、災害廃棄物の収集運搬支援を

行い、７月には職員４名を熊本県上益城郡益城町へ派遣し、罹災証明発行に係る

建物被害認定調査の支援を行いました。救援物資の支援については、伊賀市で備

蓄していたアルファ化米４，０００食を三重県を通じ、被災地に搬送しました。 

全国的な風水害としては、一昨年の関東・東北豪雨、昨年９月の台風１０号に

伴う大雨で岩手県岩泉町の高齢者グループホームの入所者が洪水被害で死亡さ

れるという痛ましい災害が記憶に新しいところです。 

本市においても、昨年９月の台風１６号の影響では、５地区に避難準備情報や

避難勧告を発令し、大きな被害はなかったものの災害対応に迫られました。 

こうした自然災害により、災害対策基本法が改正され、三重県においても平成

２８年３月に地域防災計画の地震・津波対策編及び風水害等対策編が修正されま

した。 

現在の本市の地域防災計画の風水害等対策編は、平成２３年度に修正を行い、

防災・減災対策を講じてきたところですが、三重県との整合性を図るため、この

度修正いたします。 

伊賀市地域防災計画の風水害等対策編の修正内容について、委員の皆様から忌

憚のない意見を頂き、本計画がよりよい計画になりますよう、審議の程よろしく

お願い申し上げます。 

 

事務局 

（高田） 

ありがとうございました。 

事務局の総合危機管理課から事前に送付させていただき、本日委員の皆様に持

参いただいている資料につきまして、配布資料一覧に基づいて、確認いただきま
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すようお願い申し上げます。 

 

「伊賀市防災会議運営要綱」第２条第１項の規定に基づきまして、会長が議長

となることとなっております。 

また、同要綱第２条第３項で、「議事は出席者の過半数でこれを決し、可否同

数のときは、議長の決するところによる。」となっています。 

伊賀市自治基本条例第８条の規定に基づき、本日の会議は公開とさせていただ

きます。議事録を作成し、ホームページで公開しますので、議事内容を録音させ

ていただきますことに、あらかじめご理解をお願いします。 

ここからの議事進行を会長にお願いします。 

 

会長（市長） 円滑な議事運営に、委員の皆様の協力をお願いいたします。 

議事に入ります。 

「３ 議事（１）協議事項」の 

ア．「伊賀市地域防災計画及び水防計画の修正について」 及び 

イ．「市指定避難所の指定変更」について事務局から説明してください。 

 

事務局 

（副参事） 

伊賀市総合危機管理課の福壽でございます。よろしくお願いいたします。  

「伊賀市地域防災計画（風水害等対策編）の修正（案）について」説明させて

いただきます。 

始めに資料の訂正をお願いします。資料１の【修正の要旨】の２行目にある伊

賀市水防計画（平成２０年度）を「平成２２年度」に訂正してください。 

伊賀市地域防災計画（風水害等対策編）の修正（案）について説明する前に、

国の中央防災会議の動きと、防災基本計画の見直し状況、また三重県の地域防災

計画の見直し状況について報告いたします。 

地域防災計画は、社会情勢等の変化に応じて実情に合ったものとするため定期

的に検討を加え、必要があるときは防災会議に諮り修正することとなっています

（災害対策基本法第４２条）。現行の伊賀市地域防災計画（風水害等対策編）は

平成２４年３月に修正されたものであり、その後、広島や伊豆大島での土砂災害

をはじめ、台風や局地的大雨による洪水、河川の氾濫など大きな被害が毎年のよ

うに各地で発生しています。とりわけ中山間地域を含む地方では、過疎高齢化が

進み、生活基盤が弱体化していることから、被害が拡大する傾向があります。 

こうした中、災害対策基本法が平成２５年と２６年に改正され、さらに土砂災

害防止法が平成２６年に、水防法は平成２５年と２７年に改正され、それまで想

定外であった災害状況についても適切に対応できるよう改められてまいりまし

た。 

国の防災基本計画もその都度修正され、災害に対する柔軟かつ効果的な対応を

進めている状況であります。 
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具体的なところでは、この年末に内閣府において、避難勧告等の判断・伝達に

関するガイドラインの見直しの動きがあり、こうした実践的な災害対応への取組

が進められています。 

三重県地域防災計画の風水害等対策編においても、タイムラインをはじめとす

る台風接近時等の事前の減災対策のほか、避難・連絡体制の整備、関係機関との

連携及び広域応援体制の推進などを目的として、平成２７年、抜本的に改訂され

ました。伊賀市においては、これら関連法令及び三重県地域防災計画との整合を

図るとともに、本市の災害特性を踏まえた修正を行い、実践的かつ効果的な計画

とするため、今回、伊賀市地域防災計画を修正します。 

国・県の動向や法令等の改正を踏まえ、また本市の災害特性を考慮した実践的

かつ効果的な計画とするため、平成２３年度に改正した「伊賀市地域防災計画（風

水害等対策編）」の修正、および水防法に基づく水防計画の修正につきまして、

提案申し上げます。 

 

（１）協議事項の「ア．伊賀市地域防災計画及び水防計画の修正について」及

び「イ．市指定避難所の指定変更」について一括説明させていただきます。 

まず、「ア．伊賀市地域防災計画及び水防計画の修正について」説明します。 

資料１の「伊賀市地域防災計画（風水害対策編）及び水防計画修正案の概要に

ついて」をご覧ください。 

この資料は、この度の計画の修正を広くまとめた資料でございます。 

【修正の趣旨】について、三重県地域防災計画の風水害等対策編において、タ

イムラインをはじめとする台風接近時等の事前の減災対策のほか、避難・連絡体

制の整備、関係機関との連携及び広域応援体制の推進などを目的として、平成２

７年、抜本的に改訂されました。 

伊賀市においても、三重県地域防災計画との整合を図る必要から、同計画の最

新版に配慮するとともに、災害対策基本法の改正や国の防災基本計画等の修正の

動向を注視しつつ、本市の災害特性を踏まえた修正を行い、実践的かつ効果的な

計画とするため、平成２３年度に改正した「伊賀市地域防災計画（風水害等対策

編）」の修正を行うこととなりました。 

 

「１ 伊賀市地域防災計画（風水害等対策編）の修正案について」、説明させ

ていただきます。 

（１）全体構成の見直しとして、 

これまでの「章・節」の構成を「部・章・節」の構成に改め、その際、「章」

はジャンルや目的で区分し、「節」はその区分に応じた内容や活動を記述してい

ます。従来の「総則」「災害予防計画」「災害応急対策計画」「災害復旧計画」の

４章構成から、「総則」「災害予防・減災対策」「台風接近時の減災対策」「発災時

（災害継続中）の応急対策」「被災者支援（発災後の応急対策）・復旧対策」「事
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故等による災害対策」の６部構成としています。 

（２）発災直前の減災対策の追加について、 

台風や前線を伴う大雨は、数日前から規模や進路等が予測可能であり、事前に

どれだけ準備対策を実施できるかが発災時の減災に大きく影響することから、第

３部に「台風接近時の減災対策」を新設し、タイムラインの考え方を盛り込み、

台風接近直前に実施する対策（早期避難等）を記載しています。具体的に、木津

川上流域における『台風の接近・上陸に伴う洪水を対象とした、直轄河川管理区

間沿川の市町村の避難勧告の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）』

（伊賀市）を、第３部第１章の末尾に入れています。資料１の右下に「タイムラ

インを掲載しました。 

また、減災を推し進めるため、新たに避難勧告等の発令基準（第３部第１章第

３節）や、避難行動の類型と適切な行動選択（第３部第１章第２節）、要配慮者

のカテゴリー別対応法（第３部第２章第２節）などについても記載しています。 

（３）発災後の応急・復旧対策の見直しついて、 

第４部「発災時（災害継続中）の応急対策」では、主に三重県が台風の暴風域

に入っている間や前線停滞による大雨等により、今まさに災害が発生する、また

は発生した直後の状況を想定し、主に被害拡大防止のための応急的な対策につい

て記載しています。刻々と変化する気象に対して、正しい情報の入手と適切な判

断及び行動選択に関する事項を整理しています。 

第５部「発災後の応急・復旧対策」では、台風通過後等も浸水被害が収まらず、

避難所等で避難生活を送る住民が多数発生している等の状況を想定し、避難者支

援対策や公共施設等の復旧等、発災直後から復旧までの一連の応急・復旧対策を

記載しています。 

（４）局地的大雨等の特定自然災害対策の追加について、 

局地的大雨は、台風等を想定した従前の対策では対応しきれないことが考えら

れるため、特定自然災害特有の平時の対策や発災時の対策を別途記載していま

す。 

（５）事故等災害対策の取り扱いについて、 

第６部「事故等による災害対策」では、風水害とは独立して部を設け、危険物

施設等での事故、原子力事故の対策及び大規模火災、林野火災について、事故災

害等別に節を設置し、事前予防から発災時の対策を記載しています。 

（６）本市の災害特性の記載と対策の強化については、 

本市の人口・世帯数等の社会的条件を更新し、過去の主な風水害の災害史を改

訂しています。また、過去の降雨状況や土砂災害発生件数等のデータを組み入れ

ることで、本市の災害特性を客観的に示しています（第１部第３章）。 

市の災害特性を踏まえ、大雨や洪水、土砂災害等に対する警戒体制の整備、備

蓄の充実、物資供給体制の整備、避難誘導対策、要配慮者対策などについて記載

を充実させています。 
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（７）資料編の記載事項の更新について、 

指定避難所等の一覧表の更新や、危険箇所（浸水想定区域等）にある要配慮者

利用施設一覧表の掲載などをしています。のちほど、その他の項で説明させてい

ただきます。 

 

資料１の２ページ目をご覧ください。２ページ目は、「主な法改正の内容と計

画への反映箇所等」について説明しています。 

平成２５年６月と平成２６年１１月の災害対策基本法改正に伴う計画修正案

での主な修正内容については、昨年の伊賀市地域防災計画の震災対策編の資料と

ほぼ同様の内容です。ただ、今回、風水害等対策編を修正するにあたり、計画文

書の文言だけでなく、左上の「基本理念」の項目にあるように、「自助・共助・

公助」や「ハード・ソフトの組合せ」を意識しつつ、タイムラインの導入をはじ

めとするソフト面の強化を図り、今後発生が懸念される大規模広域災害に備える

ため、災害対策に関する基本的な考え方を広く共有し、関係者が一体となって災

害対策に取り組む体制を整えることとしています。 

また、「指定緊急避難場所」と「指定避難所」については、資料編への記載に

ついて見直しを行い、誤解を招かないよう検討しました。 

 

水防計画について、説明させていただきます。 

資料１の１ページ目の「２ 伊賀市水防計画の修正案について」をご覧くださ

い。水防計画の修正の目的としては、水防法の改正など近年の水防対策の動向を

踏まえ、より実践的かつ効果的な計画とするため、現行の「伊賀市水防計画」を

修正しました。 

（１）河川管理者との連携強化として、 

水防法改正に伴い、河川管理者（国・県）と連携した水防訓練の実施について

第７章第１２節のところに追記しています。 

（２）三重県水防計画との整合について、 

三重県水防計画における水位情報をもとに、各河川における避難判断水位や氾

濫危険水位等を第７章第１節で更新しています。 

（３）その他として、 

特別警報の発表基準について第７章第１節に、防災基本計画の修正に伴う水防

活動時における安全確保について第７章第３節に入れています。 

 

協議事項「イ．市指定避難所の指定変更」について説明させていただきます。

資料４をご覧ください。 

現行の伊賀市地域防災計画（資料編）で定められている市指定避難所の内、２

施設について耐震力等に支障があるため廃止するとともに（表の①②）、代替施

設として４施設を新たに避難所として追加（表の③～⑥）することを予定してい
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ます。 

指定を廃止しようとする避難所は、拠点避難所の「青山博要体育館」、市の指

定避難所の「上野運動公園体育館」です。廃止の理由は、どちらの施設も耐震力

不足によるものです。 

新たに追加しようとする避難所は、青山の博要地区の「青山博要体育館」の変

わりに、「博要地区市民センター」を拠点避難所として指定したいと考えており

ます。現在、博要地区市民センターには防災倉庫も設置しており、拠点避難所と

しての機能を果たすとともに、一定期間避難者が生活できる設備が整っている施

設であります。同じ博要地区にある最新設備の整った「青山ハーモニーフォレス

ト管理棟」を、市の指定避難所に提案させていただきます。 

小田町にある「上野運動公園体育館」の指定取り消しに伴い、代替施設として

伊賀上野武道館を指定避難所として提案させていただきます。 

最後に、市民の体育館でありました「上野運動公園体育館」の指定取り消しに

伴い、代替施設として及びかつて市の指定避難所として使用していたことから、

旧上野商業高校の体育館を伊賀市民体育館として再指定することを提案します。 

いずれの施設につきましても、住民自治協議会長や自治会長に説明させていた

だいております。 

このたびの提案を承認いただければ、各住民自治協議会に各施設が避難所とし

て指定されたことの報告に伺い、住民自治協議会会長や自治会長に周知方法を相

談した後、地域住民の方に周知する予定です。 

このことにより、伊賀市内で市が定める３９施設ある拠点避難所の数の変更は

ありません。市が定める指定避難所について現在７２施設ありますが、１施設減

り、３施設新たに指定するため、２施設増えることになり、７４施設となります。

従いまして、市が定める拠点避難所３９施設と指定避難所７４施設の合計１１３

施設となります。 

以上、市の指定避難所の指定変更についての提案とさせていただきます。 

本日の協議事項の 

ア．伊賀市地域防災計画及び水防計画の修正について  

イ．指定避難所の指定変更について 

提案させていただきました。 

よろしく審議くださいますようお願い申し上げます。 

 

会長（市長） ただ今の説明につきまして、質問、意見等がありましたらお願いいたします。 

 

伊賀南部農業

協同組合常務

理事 

○資料１の右下のタイムラインにある「ＣＣＴⅤ」について教えていただきたい。 

○資料４で、新たに追加する避難所として、昭和５６年に建築された博要地区市

民センターと、昭和５８年に建築された伊賀上野武道館がありますが、これら

は築後、耐震工事がなされたのでしょうか。 
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事務局（危機

管理監） 

○タイムラインの表中、木津川上流河川事務所の第二警戒体制に「ＣＣＴⅤによ

る監視強化」とあります。ＣＣＴⅤとは、河川に設置してあるカメラにより、

河川の水位状況等をライブ中継するもので、河川事務所の中にモニターがあ

り、それにより監視をしていくものです。 

○新たに避難所となる博要地区市民センターと伊賀上野武道館は、耐震性が確保

されています。 

 

社会福祉法人

伊賀市社会福

祉協議会地域

福祉部長 

○検討事項の内容については問題ありません。ただ、資料編に記載されている災

害種別の避難所の利用について、地震の場合に運動場は利用できるが、体育館

や校舎が「原則、使用不可」という表記になっていることから、地震が起こっ

た場合に屋根のある福祉避難所に人が殺到することにもなりかねないと思い

ます。体育館や校舎は、耐震性に問題がなければ、「原則、使用可」等表記を

改めていただけないでしょうか。 

○県の避難所運営マニュアルでは、応急危険度判定の簡易版があれば、それを適

用して体育館等に入れるようになっています。伊賀市では、応急危険度判定を

行い、問題がなければ入所ができることとしていますが、大規模広域災害の場

合、何日後に入れるようになるのか、判定の体制や、立ち入り許可の基準など

を明記していただきたい。 

 

事務局 

（副参事） 

○災害種別の指定緊急避難場所の利用に関する表記について、見直しを行いま

す。 

○応急危険度判定を行い、いつ頃、避難所に入れるようになるのかということは、

災害の大きさや施設の耐震能力にもよるため一概に言えないものの、指摘いた

だいたことは資料編に反映させていきたい。また、応急危険度判定士と災害協

定を結ぶ予定としており、締結した際には資料編に掲載します。 

 

伊賀市上野南

部地区住民自

治協議会長 

○今、我々は一つの自治協議会で防災訓練等を行っていますが、互いの連携が不

可欠であることから、市内３つの自治協議会が定期的に集まって防災のシミュ

レーション等を実施しています。先般の糸魚川市の火災は住宅密集地で発生し

ており、伊賀市にも住宅密集地があるので問題を抱えていると思います。現在、

災害時の避難所運営マニュアルを詳しく検討しているところであり、取りまと

めたものを要望として提出するかもしれませんが、その際には協力をお願いし

ます。 

 

国土交通省近

畿地方整備局

木津川上流河

川事務所（調

○地域防災計画及び水防計画の修正内容に関する意見はありませんが、今後を踏

まえて述べさせていただきたい。一点目は、資料１の右下にあるタイムライン

（防災行動計画）について、これは一昨年の鬼怒川の災害で多数の家屋が倒壊、

長時間の浸水被害を受ける中で、住民の避難が遅れ、類を見ない多数の孤立者
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査課長） が出たことから、事前に早目の避難行動を起こしてもらうために備えとして防

災行動計画が必要となってきたことがあります。各関係機関がどういうタイム

ラインで行動することで、住民に早く逃げていただけるかを検討したもので

す。その中で「リードタイム」があり、氾濫危険水位に到達してから逃げても

らうまでの時間をとっています。これは現状の地形や避難所までの距離を想定

して設定していますが、今後、訓練等を通じて、要配慮者を含め本当にこの時

間で避難できるのかを検証していくので、計画の見直しに反映させていただき

たい。 

○二点目は、鬼怒川の災害を受け、昨年６月に減災協議会を立ち上げています。

鬼怒川のような大規模災害が今後、発生する可能性があることから、ソフト面

を中心に対策を強化しており、この５年間のうちに策定されるものがあれば、

防災計画や水防計画に反映させていただきたい。 

 

一般社団法人

三重県トラッ

ク協会伊賀支

部長 

○資料１の右下のタイムラインは発災４８時間前からとなっているが、最近の北

海道での突然の豪雨を見れば、３時間前、４時間前といったこともありうると

思う。私は中学生のとき和歌山でチリ地震による津波の経験があり、翌日午後

に来た第２波で多くの人が亡くなりました。皆、チリでの津波を軽視していた

と思います。また、東日本大震災のとき、福島県の人から「米はあるが、ラー

メン、カレーなどのおかずがない」という要望を聞きました。熊本地震では、

「水を送ってくれ」という要望があり、４トン車で水を運びました。こうした

ことをタイムリーにできるようにしていただきたい。熊本地震では、体育館等

の指定避難所に行くのを好まず、倒れている家屋の横や公園、校庭でテントで

寝るといった状況があったようです。せっかく避難所を指定したのに機能して

いないことになります。また、事前の連絡網が役に立たないといったことも聞

いています。今後のため、そうしたことへの対策を考えていただきたい。 

 

会長（市長） ○実際の災害状況に対応した即応性のある体制を敷くようにとの要望であり、参

考にしていただきたい。 

 

気象庁津地方

気象台次長 

○水防計画に特別警報の発表基準に関する記載が追加されているが、１２ページ

の表が発表基準であり、その注書きにあるように、客観的な指標を設けて判断

するものです。伊賀市での「５０年に１度」のデータは、「４８時間降水量４

３６ｍｍ、３時間降水量１４３ｍｍ、土壌雨量指数２４３」であり、これらの

指標データを兼ね合わせた上で特別警報を発表することになります。 

○今回の計画の見直しにあたって、気象台の意見を提出しましたが、全て採用さ

せていただいた。昨年１１月１７日に警報・注意報発表基準を改正し、その中

で大雪警報・注意報に関する発表基準が、これまでの２４時間降雪の深さから

１２時間降雪の深さに変えたところが大きな変更点です。 



11 

○危険区域における要配慮者利用施設の説明を、今年２月～３月中旬に４回に分

けて中部地方整備局と県内４箇所で実施する予定としているので、宜しくお願

いします。 

 

会長（市長） 他に意見はありませんか。 （なし） 

ただ今説明のありました、 

ア．伊賀市地域防災計画及び水防計画の修正について 

イ．市指定避難所の指定変更について 

原案どおり可決することで異議ございませんか。 

（委員） （異議なし） 

「異議なし」ということですので、伊賀市地域防災計画修正案を決定いたしま

す。なお、修正案については、災害対策基本法第４２条第３項の規定により、今

後、県知事に報告することとなりますので申し添えます。 

協議事項はすべて終了いたしました。議事全般を通して、意見、質問はありま

せんか。 （なし） 

 

事務局 

（高田） 

審議ありがとうございました。 

「４.その他」の項ですが、参考資料３「危険区域における要配慮者利用施設

等について」、事務局より説明させていただきます。 

 

事務局 

（副参事） 

参考資料３をご覧ください。 

浸水想定区域や土砂災害警戒区域などでは、日頃から災害に対して注意が必要

であるとともに、特に区域内の要配慮者利用施設については、災害情報及び避難

関連情報の速やかな伝達などが求められています。 

この表は、伊賀市の浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内における要配慮者

利用施設を整理したものであり、地域防災計画（資料編）での掲載を予定すると

ともに、今後、こうした危険区域における施設情報の更新や連絡体制の整備等に

努めてまいります。 

注書きの説明をいたします。「※１ 要配慮者」についてですが、平成２５年６

月の災害対策基本法の改正後、高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要

する人を「要配慮者」としています。なお、「避難行動要支援者」とは、災害が

発生し又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者で、

円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者です。この度の計画の

２ページのところにも記載しております。 

「※２ 浸水想定区域」は、伊賀市を流れる木津川、服部川、柘植川が１００

年に１度の規模で発生が予想される大雨によってはん濫した場合、浸水が想定さ

れる範囲や深さについて示したものです。 

また、土砂災害防止法に基づき、三重県が土砂災害警戒区域及び土砂災害特別
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警戒区域の調査を終了し、伊賀市が土砂災害ハザードマップを作成した地域は、

島ヶ原、新居、三田、諏訪、丸柱、河合、布引地区であります。平成３１年度ま

でには、伊賀市全域の調査が終了する予定となっています。 

これら危険区域における要配慮者利用施設は、地域防災計画（資料編）に掲載

いたします。 

 

事務局 

（高田） 

参考資料３について、質問等ありませんでしょうか。 （なし） 

折角の機会でございますので、防災・減災に関しまして委員の皆様から何かご

ざいませんか。 （なし） 

以上をもちまして、伊賀市防災会議を終了させていただきます。 

 

 

 

 


