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第１１６回 木更津市都市計画審議会 会議録 

○開催日時：令和４年１１月１７日（木）午後１時３０分から午後３時００分まで

○開催場所：木更津市役所駅前庁舎 ８階防災室・会議室

○出席者氏名：

（審議会委員）北野幸樹、森真理恵、吉野寛、石渡肇

三上和俊、近藤忍 

渡邉優、清水一太朗、河原林裕 

（木更津市）都市整備部 吉田部長、岸次長 

都市政策課 兵藤課長、林課長補佐、上野係長、舟寳係長 

危機管理課 大岩課長、山本課長補佐、鎌田係長、米澤主任主事 

（庶   務）都市政策課 二宮主査、手島主任主事、廣瀬主任主事 

○議題及び公開非公開の別：全て公開

（１）報告事項 木更津市立地適正化計画に伴う防災指針について

〇傍聴人の数：０名 

○会議内容

司会（上野係長）それでは、定刻となりましたので、これより第 116 回木更津市都市計画審

議会を開会いたします。 

初めに、本日の審議会でございますが、「ウェブ会議」としております。 

画面左側のレビューに変更しますと、出席委員のお顔がご確認できます。 

今後の議事進行後の発言の際は、会長がご指名の後、事務局で発言する委員

のミュートを解除しますので、画面にミュートの開示を求めていますと表示

がされましたら、了承ボタンを押した上でご発言願います。 

なお、慣れている方、操作に慣れている方におかれましては、会長ご指名

後、ご自分でミュート解除をして発言をしていただいても問題はございませ

ん。 

さて、本会議は、木更津市審議会等の会議の公開に関する条例第３条の規

定により公開となりますが、本日の傍聴人はおりません。 

初めに田中副市長より、Ｚｏｏｍにてご挨拶を申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

田中副市長 皆さんこんにちは。副市長の田中でございます。 

本来であれば渡辺市長がご挨拶申し上げるところでございますが、出席が

かないませんので、私からご挨拶をさせていただきます。 

本日は大変お忙しい中、都市計画審議会にご出席、ご参加いただきまして、
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誠にありがとうございます。 

また皆様には日頃より本市の良好な都市計画推進はもとより、市政各般に

わたり、多大なるご理解ご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。 

さて、本日報告させていただきますのは、木更津市立地適正化計画に伴う

防災指針についてでございます。 

木更津市立地適正化計画につきましては、人口減少や少子高齢化等の課題

に対する対応するべくコンパクトなまちづくりの推進を進める計画として、      

令和 3 年 2 月に本審議会で諮問し、その後、公表したところでございます。 

現在本計画に基づき、居住を誘導しようとする区域につきましても、近年

の頻発、激甚化する自然災害に対応した安全なまちづくりのため、防災の視

点から、災害リスクに対する取り組み方針などを記載した防災指針の策定に

取り組んでいるところでございます。 

詳細につきましては、後程事務局から説明させていただきますが、委員の

皆様にはそれぞれの立場から忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し

上げまして、挨拶とさせていただきます。 

どうぞ皆様よろしくお願いいたします。 

司会（上野係長） ありがとうございました。 

副市長は公務の都合により、ここで退席をさせていただきます。 

本日の審議会でございますが、13 名の委員のうち、池田委員、安藤委員、

竹内委員、田村委員が所用のため欠席しており、出席者は 9 名となっており

ます。 

事前に配付しています名簿及びＺｏｏｍ上に名前が記載されております

ので、それをもちもして紹介とさせていただきます。 

なお、名簿は次第の次のページにございます。 

出席委員のうち、北野会長、森委員、渡辺委員、河原林委員の 4 名は別会場

からの出席となり、吉野委員、石渡委員、三上委員、近藤委員、清水委員の

五名は市役所からの出席となります。 

次に、市の職員を紹介いたします。 

——〈市職員挨拶〉—— 

その他、説明者、事務局の職員が数名控えておりますので、会場の皆様に

おかれましては、機器の使用方法など、お困りの際は会議の途中でも構いま

せんので、挙手をするなどお申し出ください。職員がサポートいたします。 

続きまして、資料の確認をお願いいたします。 

会議次第が表紙となっている、5 枚で 1 ファイルがございます。 

Ｚｏｏｍ参加の方につきましては、次第名簿他というファイルになっており

ます。それが一つでございます。 
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もう一つが、概要版として、右側に木更津市の地図が記載されているもの

が 2 枚で一つございます。 

ファイル名につきましては、黒い星印の概要版となっております。 

そして最後の三つ目が、木更津市地区別防災指針の素案、計 200 ページを

超える冊子となっております。 

Ｚｏｏｍ参加の方におかれましては木更津市地区別防災指針括弧素案とい

うファイルが、それでございます。以上の三つのファイルでございます。 

よろしいでしょうか。 

それでは、議事に入ります。 

本審議会は、木更津市都市計画審議会条例、第五条第 1 項の規定により会

長が議長を務めることとなっております。 

北野会長、よろしくお願いします。 

 

議長（北野会長）それでは始めさせていただきたいと思います。 

委員の皆様、本日はお忙しいところお集まりいただきましてありがとうござ

います。 

それでは早速始めて参ります。 

本日の出席委員ですけれども、委員定数 13 名のうち 9 名ですので、２分

の１以上が出席しておりますので、木更津市都市計画審議会条例第５条第２

項の規定により、会議は成立しております。 

初めに、木更津市都市計画審議会会議運営要領第 6 条の規定により、議事

録署名人を指名させていただきます。 

本日の議事録署名人につきましては、吉野委員にお願いできますでしょうか。 

——（吉野委員 承諾）—— 

ではこれより議事に入ります。 

本日は報告が 1 件となっております。 

まずは、木更津市立地適正化計画に伴う防災指針について、担当課から説

明をお願いいたします。 

鎌田係長    危機管理課、鎌田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

これより報告事項、木更津市立地適正化計画に伴う防災指針についてご説明

申し上げます。 

資料の木更津市地区別防災指針（素案）をご覧ください。 

まず 1 ページ目は表紙でございますのでおめくりいただき、目次を一度ご

覧ください。 

本指針は、第 1 章から第 4 章までの構成となっております。第 1 章は、趣

旨、考え方。第 2 章は、災害リスク分析。第 3 章が将来像取り組み方針。第
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4 章が取り組み内容となってございます。 

この後、指針の説明をさせていただきますが、会場とリモートで言葉を合

わせるために、ページ数の読み方については、各ページの右下、左下の、ペ

ージ数で統一させていただきますのでご了解いただければと思います。 

では、1 ページ目をご覧ください。第 1 章でございます。 

令和 3 年に立地適正化計画を策定したところではございますが、都市再生

特別措置法の改正によりまして、居住誘導区域内に、洪水、津波、高潮など

の災害ハザードが存在する場合は、防災対策、安全確保策を定める防災指針

の作成が求められていることから、今回作成に取り組んでいるところでござ

います。 

居住誘導区域の説明については後程改めてご説明させていただきます。 

本来であれば、居住誘導区域内に関して、防災指針を策定するというもので

ございますが、本市においては、市全域をまず公民館単位、中学校区単位に

なります 15 の地区に分けまして、防災指針の作成に取り組んでいるという

ところでございます。 

本指針の位置付けでございますが、立地適正化計画の一部として策定いた

しますので、都市計画マスタープランとの調和を図りながら、地域防災計画

等の防災関連計画とも連携するという形で整理をしております。 

計画期間につきましては、立地適正化計画と合わせて令和 12 年度（2030

年度）までとしております。 

次のページから、第 2 章となります。 

前半は、ハザード情報等の基礎的データで、まとめてございますので、各

種図面についての説明は割愛させていただきます。少しページを飛ばしまし

て、28 ページをご覧ください。 

この第 2 章では、本市で想定されている災害リスクや課題の分析を行って

おります。 

津波、高潮、河川浸水、ため池浸水、土砂災害、大規模盛土造成地などの

ハザード情報と、道路等のインフラ、避難所、人口分布などの基盤の情報や、

地区別で行った地域の方にご参加いただいた意見交換会による意見や、市民

に行いました防災意識アンケートの結果、それぞれ重ねて合わせた図をもと

にしまして、災害リスク分析を行い、防災減災対策の課題を整理したところ

でございます。 

資料 30 ページをご覧ください。 

ここから 135 ページまで、15 に分けた地区ごとの地区の特性、リスク、

災害リスク分析、防災減災対策の課題を記載しております。 

32 ページをご覧ください。 



5 

 

こちらは災害リスク分析図となっております。 

ハザード情報などをもとにしまして、地区全体の災害リスクを分析した結

果を記載するとともに、意見交換会にて、ご意見のあった場所を青枠で記載

しているものでございます。 

資料 35 ページをご覧ください。 

先ほどの災害リスク分析を踏まえ、課題を記載しております。課題につき

ましては、災害種別ごとに色分けして記載してございます。 

次から始まります第 3 章においては、この第 2 章の災害リスク分析、課題

を踏まえまして、防災減災まちづくりの将来像取り組み方針について設定し

ております。 

資料は、ここから 135 ページまでは、各地区の、同じ情報を記載しており

ますので、後程ご覧いただければと思います。 

続きまして資料飛びまして、136 ページをご覧ください。 

居住誘導区域と災害ハザードについて整理しております。 

137 ページをご覧ください。 

令和 3 年 2 月の本審議会で、諮問をさせていただき、すでに公表されてい

る立地適正化計画の居住誘導区域を示しております。オレンジ色で示してい

る地域が居住誘導区域でございます。 

本市の場合、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危

険区域、土砂災害危険箇所は、居住を長期的な視点で、緩やかに誘導するエ

リアであり、居住誘導区域からすでに除外しているものでございます。 

次の 138 ページをご覧ください。 

ここでは、居住誘導区域を検討する際の、災害ハザードを記載しております。 

居住誘導区域に含まない判断基準につきましては、大きく三つに分類されま

す。 

一つ目が、（ａ）の法律により、居住誘導区域に含まないこととされている

区域で、本市では、③急傾斜地崩壊危険区域、④土砂災害特別警戒区域があ

り、こちらは先ほど説明した通り、すでに公表している立地適正化計画にお

いては、居住誘導区域から除外しているものでございます。 

二つ目が、（b）。原則として含まないこととすべき区域として、津波災害

特別警戒区域等の記載がございますが、千葉県内で、この地域に指定されて

いる地域はございません。 

三つ目が、(ｃ)。災害リスクや、警戒避難体制など、総合的に判断し、居

住を誘導することが適当でないと判断される場合は、原則として、居住誘導

区域に含まないこととすべき区域です。 

①の土砂災害警戒区域と④の基礎調査。いわゆる土砂災害危険箇所につきま
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しては、先ほど説明した通り、現計画においてすでに居住誘導区域から除外

しております。 

次に、①と④以外の、災害ハザードについて、昨年の立地適正化計画公表

時には、今後の取り組みとして、防災指針を策定し、検証するということと

しておりましたので、今回検証しているというところでございます。 

ここで、水災害における浸水深について、ご説明申し上げます。 

このページの下の段に、家の絵が記載しておりますが、国土交通省の技術

的助言では、1 階部分が水没し、住民、その他の生命、または身体に著しい

危害が生ずる恐れがあると認められる浸水の深さ 3mを目安とすることとし

ているため、3m 以上を特に危険な区域ということで整理をいたしました。 

次の 139 ページにつきましては、ただいま説明させていただきました通

り、居住誘導区域と災害ハザードの該当の有無などを記載しております。 

資料 140 ページ、141 ページは、高潮や洪水の水災害における市内の浸水

深 3ｍ以上の箇所と居住誘導区域を重ねた図となっております。 

それぞれの詳細な 3ｍを超える箇所の詳細図につきましては、142 ページ

に記載しております。 

具体的には、木更津市内、金田地区、木更津吾妻地区、富来田地区の 3 地区

に、浸水深 3ｍ以上の箇所がございます。 

次に、143 ページで、浸水深 3ｍ以上の地区について、現地等を確認した

結果を記載しておりますが、いずれも災害ハザード図が、区画整理造成前の

仮の貯水池と思われる時の地盤高による解析結果のため、現在の高さは、道

路と同等か高い箇所、その他、田んぼや蓮田など低地利用をしており、前面

の道路と同じ高さにすることで、居住誘導区域の中で、将来の宅地化を見越

しますと、浸水深 3ｍ以上となる箇所はございませんでした。 

下段の（5）としまして、その他の調査結果等により判明した災害の発生

の恐れがある区域として、家屋倒壊等氾濫想定区域がございます。 

家屋倒壊等氾濫想定区域は、11 ページに一度図示をさしていただいてお

ります。 

この居住誘導区域内では、本市の矢那川沿いが河岸浸食として対象となっ

てございます。 

この区域は、最大規模の洪水の際に、家屋の流出、倒壊をもたらすような

氾濫が発生する恐れがある地域であることから、今回新たに居住誘導区域か

ら除外するという判断をさせていただきます。 

資料を戻りまして、144 ページをご覧ください。浸水深 3ｍ未満について

も考察しております。 

本市では、防災ハザードマップを全戸配布しているところでありまして、
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それを通じて、各地区のリスクを周知するとともに、地震時は速やかに、ま

た洪水避難に関しても、風雨が激しくなる前の避難を推奨しております。 

また、浸水エリアが広い本市の西側においても、古くから海に面して市街

地が形成されていることから、現状の都市機能や、土地利用を考慮すると、

居住誘導区域から一概に除外するのは合理的ではないというように考えて

おります。 

このようなことから、防災情報の周知を徹底し、事前の避難を円滑に行う

とともに、本指針や地域防災計画によるハード、ソフト両面の取り組みを行

うことで、人命のリスクを最大限に抑えることが可能であると判断し、浸水

深 3ｍ未満につきましては、居住誘導区域から除外しないことといたしまし

た。 

これにより、今回の防災指針に伴う居住誘導区域の見直しは、家屋倒壊等

氾濫想定区域のみ除外しようというものでございます。 

145 ページをご覧ください。ここから第 3 章になります。 

こちらは、防災減災まちづくりの将来像を記載しております。 

目標値につきましては、ご覧の通り、3 点定めてございます。 

一つ目は、被災時に迅速な対応ができる防災体制を整えるため、災害対策

コーディネーター取得の支援を行い、災害時に地域の防災リーダーとして正

しく対応できる住民を育成いたします。 

こちらは現在登録者数が 256 人おりますが、本指針の最終年度までの目標と

して、500 人を設定しております。 

目標二つ目は、避難確保計画を策定済みの災害時用配慮者利用施設の割合

です。 

洪水、高潮浸水や土砂災害警戒区域内にある、社会福祉施設や学校、医療施

設などのいわゆる要配慮者利用施設については、利用者の円滑かつ迅速な避

難の確保を図るため、必要な事項を定めた避難確保計画をそれぞれの施設が

作成する必要がございます。 

現在、市内に 235 の施設が該当しており、145 の施設がすでに作成済みとな

っております。 

そのため現状値が 61.7％、目標値については、すべての施設が計画を作成

し、災害時に迅速な避難をする必要があることから、目標は 100％に設定し

ております。 

最後に、三つ目は、地区防災計画策定地区数です。 

本指針につきましては、立地適正化計画に基づく防災指針として適用するほ

かに、地域住民や企業等お互いに支援し合う共助の活動や、訓練内容等、防

災に関して、その地区に必要なものを記載する地区防災計画の基礎資料とし



8 

 

て活用する予定となっております。 

現在、策定地区数は 0 地区となりますが、本指針を活用して、策定の支援

を行い、全地区が策定されることを目標に、15 の地区を目標と設定いたしま

した。 

資料 148 ページをご覧ください。 

ここから第 4 章、防災、減災まちづくりの取り組みでございます。 

これまでの第 2 章 災害リスク分析、第 3 章 将来像取り組み方針を踏ま

えまして、地区別に取り組み内容を整理しております。 

実施時期につきましては、短期 5 年、中期 10 年、長期 20 年を目安に整理

をしておりますが、防災減災の観点から継続した取り組みについても、長期

ということで整理をしているところでございます。 

次の 149 ページ以降が、各地区の取り組みを整理したものでございます。 

取り組み内容につきましては、今後の情勢や施策等により変化していくもの

と考えておりますので、本指針の見直しの際は、適宜修正する予定でござい

ます。 

資料の説明は以上でございますが、今後のスケジュールについて一点、説

明をさせていただきます。 

本日の審議会報告後、市議会を経まして、12 月中旬頃から、市民から広く

意見を求めるパブリックコメントを実施しまして、年明けの本審議会に再び

諮問をさせていただき、本指針を策定する予定となっております。 

また、事前にお配りしておりますが、本指針は別途、木更津市地区別防災

指針概要版を作成しており、今後の意見公募や策定時にあわせて公表する予

定でございます。 

説明は以上でございます。 

議長（北野会長）ご説明いただきましてありがとうございます。 

今のご説明に何かご意見、ご質問等ある方は、お願いいたします。 

清水委員    避難所について伺いたいのですがよろしいでしょうか。 

先日行われました市長との意見交換会でも、区長会連合会として、意見を

述べたところでありますが、公民館と学校との間では余りにも差が激しいも

のとなっております。 

例えば公民館は常に常駐しておりますからすぐ避難できるのですが、学校

の場合には時間がかかるわけです。 

例えば、今年の夏に請西地区の山側で、大雨で避難指示が出たわけですが、

市の対応としては、桜井公民館か清見台公民館へ避難してくれというそうい

う指示だったのですが、そんな遠くまで、避難する人たちはいないのですよ。 

請西地区には公民館がありません。 
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なぜ、第二中学校や請西小学校を開けないのかという強い思いがあったわ

けです。 

大雨や台風は今、天気予報等で予想できるはずです。 

ですから、学校の方も早め早めに開けられるように、準備をしておいてい

ただきたいです。 

それを強く先日も区長との間で要望したところでありますが、その辺りは

いかがでしょうか。 

大岩課長    危機管理課長 大岩でございます。 

区長会連合会での要望は伺っております。 

清水委員のおっしゃる通りで、土砂災害の時には、その浸水具合によって

避難所を開設しております。 

ただ請西地区におかれましては、公民館等がございませんので、今後真舟

小学校等での開設を早期にできるような努力をしていきたいと思います。 

現状のお話をさせていただきますと、各避難所の開設職員ということで、

今 52 ヶ所の避難所がありますが、そちらに二名ずつ配置しております。 

そして、避難所に行き開設する職員が二名で、その後に応援体制というこ

とで、開設の無い場所の職員が行くということに今、訓練も含めて、取りか

かっておりますので、いただいた意見を達成できるように、今後も引き続き

努力していきたいと考えております。 

議長（北野会長）そのほかに何かご質問ご意見等ありますでしょうか。 

三上委員お願いいたします。 

三上委員    河川災害っていうことになりますと、ここの図面にあったように、小櫃川、

矢那川、烏田川が県の管理している 2 級河川になります。 

これについて国の強靱化計画における懸念箇所の全てを、工事対処できれば

いいのですが、そのようなことはないと思いますので、ここに出てない、富

来田地区の護岸が決壊している箇所や、普段から冠水する箇所など、これに

関しどのように対応するのかと心配しております。県とのハード面の打ち合

わせ、あるいは今後進めていく工事をしていくときの、その順番や、そうい

った段取りなどというのが、ある程度、国の方から指針が出ているのかどう

か、市町村と県がどのように対応して、危険箇所の改修や、管理体制にあた

るのかお聞きしたいです。 

国会では、河川の状況を画像で集中管理できるようなシステム導入につい

て議題にあがったことがありましたが、木更津市では、河川状況を災害対策

本部が確認できるようなシステムになっているのかどうか。 

河川管理者である県のハード対策、また、市との平時・災害時の連絡・連

携などについては、今回は何も触れていませんが、どのようになっているの



10 

 

か確認させていただきたい。 

議長（北野会長）では、担当課よろしいでしょうか。 

大岩課長    日頃からの連絡体制ということで言えば、例えばダムについては、訓練も

通じて、毎年意見交換と、訓練に伴う現場検証も行っております。 

河川につきましては、今、千葉県の方で用意していただいているポータル

サイトにて、カメラ場面である程度ポイントが見えることになっております

ので、そちらを避難の一つの指針として、木更津市災害対策本部でも確認を

し、対応しております。 

冒頭にて、ご質問がありました河川の連絡、また協力体制についてですが

日頃から行っているところでございますけども、やはり最近の雨水の災害に

つきましては、量がかなり多くなってきているということで、日本のみなら

ずオーストラリア等世界規模でかなりの洪水が起きていますが、そういった

ことも踏まえまして千葉県から、まず２級河川である矢那川流域の関係団体

によるプロジェクトチームを作り、勉強会を進めることとなっております。 

そして、その中でもうすでに矢那川につきましても、水かさが上がるよう

な地区であるなど心配なところもございますので、その勉強会の中で、情報

交換、また対応策についても検討していき、あわせて今後の、小櫃川につき

ましては、流域が長いものですから、今後どうしていくのかも踏まえながら、

千葉県と一緒に水害対策について取り組んで参りたいと考えております。 

費用面につきましては、残念ながら国から今、何か示されているものはご

ざいませんが、今年から第二期の国土強靱化計画を策定して参りますので、

その中で、本市のインフラの部分について増強できる、補助金の面がござい

ましたら、また積極的に危機管理課の方からですね、所管部の方にお伝えし

ながら、対応できることを、精一杯取り組んでいきたいと考えております。 

以上でございます。 

三上委員    再質問させていただきます。矢那川の話はわかりましたが、先程話したよ

うに、水災害について以前万年橋の下流が決壊したことがありましたが、そ

の際住家が損害を被るなど、そばに県道があり通行に支障があったという

ことが記憶にもありますが、そのような水害について、小櫃川のように本当

に危険が想定されるところがあるわけですが、それについて矢那川を例に

挙げていただき、もうすでに取り掛かり始めているということで理解しま

したが、木更津市には小櫃川や烏田川、富来田地区の武田川もありますが、

それを順番に対応していると、計画期間を超えてしまうのではないかと心

配をしておりますが、これらについての県の考え方はどうなっているので

しょうか。 

市が早期に対応するよう県に打診をすれば、矢那川に合わせて、他の心配な
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箇所についても対応が可能か、また優先順位についての決定に関し、市には

どういった指針があるのか確認させていただきたいです。 

大岩課長    千葉県からどこを最初に対応すべきなのかというところでお話を伺って

いるわけではございません、まずは今回矢那川として伺っております。 

三上委員がおっしゃる通りで今回は、地域防災計画につきましても、小規

模河川の浸水域が、一昨年に千葉県の方で見直されましたので、木更津市の

地域防災計画を今回変更し、12 月議会で議会に対して説明するところでご

ざいます。 

そういったところでも、浮戸川、畑沢川、烏田川、武田川など、そういった

部分は危険な地区が多分にございますので、勉強会の中でどの程度の意見を

言えるのかを含め、矢那川だけではないということも示しながら、千葉県と

話をし、対策について取り組んでいけたらと思っております。 

費用面での担保は今のところ、特にございませんので、木更津市といたし

ましては、先ほど説明があった通り、今後まちづくり協議会等で、一緒にそ

の地区の防災計画を作成し、一緒に取り組み作成していく中で、要望事項も

含めて出てくる箇所もあるかと思いますので、粘り強く市として、千葉県と

話をしていきたいと考えております。 

議長（北野会長）その他に、ご質問、ご意見等ありますでしょうか。 

近藤委員    今回示していただいた目標値というのが先ほど説明いただきました災害

対策コーディネーターや、避難確保計画の策定とか、地区防災計画の策定と

ソフトが三本並んでいるような形になっておりますが、先ほど説明いただ

いたように、ハードとソフトの両面が必要なのかなというように思います。 

今回の都市計画審議会の中で示された中で、浸水想定区域 3ｍ未満であれば、

これは居住誘導区域に含むことも妥当だという考え方については同様の意

見ですが、例えばその中で、その浸水想定区域の中に住んでいる人が、全て

の方が２階建てというわけではありませんから垂直避難ができない方も中

にはいるはずです。 

ある一定の範囲の中に、避難ができるような避難ビルの確保、またはそうで

なければ避難できる施設を設けるとか、そういうハード面の洗い出しも必要

ではないかと思います。また、今三上委員が言われたように河川とかその他

護岸とかもそうですが、明らかに不十分なところ、対策を立てることによっ

て、災害が未然に防げるところ、そういった場所がかなり想定できるのです

が、そういうところの洗い出し、もし、今後、優先的にそういったところの

対策を立てていくというところを、これは別に強靱化計画もあるのでしょう

が、それも洗い出していき、この地区別で作る防災指針の中に織り込んでお

いた方がいいのではないかなと思うのですがそれについていかがでしょう
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か。 

大岩課長    近藤議員がおっしゃる通りに、費用面も踏まえてハード面についても詳

しくするというところも、考えましたが、まず今回はそれぞれが今取り組ん

でいるところと、計画事業があるところにつきましては今回指針の中に盛

り込んでいるところです。 

ただ、それだけで災害についての対策ができるのかというところは、確かに

近藤委員おっしゃる通りだと思いますので、ある程度今回また強靱化計画を

二期で策定していくことや、基本計画が今回新しくなってきますので、その

中でどういったところで担保できるのかというのも、今回まずこの指針を作

成し、改定も含め、そういったところは充実していきたいと考えております。 

また、強靱化計画につきましても来年の 1 月ぐらいに、各省庁から補助メ

ニューの通知がありますので、それをまた所管部の方と協議しまして、指針

も振り返りながら、対応できるところの予算がとれる箇所があれば、各所管

課と相談していきたいと考えております。 

近藤委員    今回はこの形で取りまとめているということについてある程度了解はし

ておりますが、ただいまここで言われたように今後の方向性としてこうい

うことをやらなければならないということを、必要項目として後に引き継

ぐことも兼ねて、ここに記載、明確な記載をしておいた方が良いのではない

でしょうか。今後どう展開していくのかということを、どういったようにこ

の計画をバージョンアップしていくのかという方向性を示しておいて、今

度はその示した方向性に基づいて、例えば先ほど言ったような危険箇所で

すとか、全体の避難状況を確認、避難できるような体制の確保。また、都市

政策の中でも対策の反映など、様々なことが考えられるので、今後、取って

いかなければならない項目というものを、こういうことを今後やっていき

ますよということを、もうすでにこの段階でうたっておいて、今後に必要な

こととしてリストアップしておいた方がいいのではないかなと思うのです

が、それはどうお考えでしょうか。 

大岩課長    確かにやはり約束手形といいますか、やはり市民の皆様も、安心される計

画になるのではないかと近藤委員のご指摘の通りに思いますので、3 章の中

で、取り組みの方針について将来像というところの項目がございますので、

その中で少し工夫しながら、そういった取り組みについての担保性、段階性

といった面から、記載していくような形で、考えていければと思います。 

議長（北野会長）そのほかに何かご質問、ご意見等ありますでしょうか。 

河原林委員   今回の防災指針っていうのは、作成するというのは市民のために非常に

いいかなと思うのですが、木更津市の地形を考えると、富来田地区の手前の

辺りに袖ケ浦市と入り組んだところがあるので、そういうところの防災に



13 

 

ついて、他市との連携が必要な部分があるのではと思うのですが、そのあた

りについて、今後の防災計画等では木更津市で作成するとしても、近隣市町

村との連携というのは、どのように考えられているのかと今後についての

方針を教えていただければと思います。よろしくお願いします。 

大岩課長    今回の指針の中には、特段そういったところにはなかなか焦点が当たっ

ていませんが、危機管理課で作成しております、もう一つの計画の中で地域

防災計画というものがございます。 

地域防災計画の中では広域連携ということで、隣接四市及び接続している市

原市の記載の中でも、少し広域連携の中で考えていくというところになって

おります。また、関係省庁や関係団体、関係自治体と連携していくというと

ころを、その防災計画の中で、整理をしてございます。 

木更津市につきましては、近隣四市関係課長の日頃より交流は行っており

会議等も行っておりますが、それだけではなくて、広域協定といたしまして、

愛知県の岡崎市、神奈川県の綾瀬市、群馬県の太田市とも、今回、都市間の

災害協定を結んでおりますので、そういった形で災害があったときには、そ

れぞれが助け合いを行える関係づくりも計画の中で取り組んでおりますの

で、またそちらの方でさらに協力関係を強固なものにして進んでいきたいと

思っております。 

河原林委員   そういった連携についての記載もあると、市民も安心がさらに深まるか

と思いますので、もしよろしければご検討いただければと思います。 

議長（北野会長）その他にございますか。 

吉野委員    住民の意向を聞く意見交換会やアンケート調査についてですが、これは

定期的に行う、例えば半年に 1 回とか 1 年に 1 回というようなものなので

しょうか。 

大岩課長    アンケート調査等、あと住民のタウンミーティングにつきましてはこの

取りまとめのために今回行わせていただきました。 

アンケートにつきましては、今後どうしていこうかというところは今検討

している段階でございますけども、先ほどから説明しております地区防災計

画というものを今後各 15 地区で作って参ります。そこでいわゆる今回のタ

ウンミーティングに出席いただいた、区長会の皆様であったり、民生委員の

皆様であったり、地区で役員をやっている方や、市の職員、災害コーディネ

ーターの方等と、話をしながら作っていくことを考えておりますので、ある

意味そういったところでタウンミーティングについては引き続きしていく

ことになると考えております。 

三上委員    土砂崩れで 20 数年前、人命が失われたという事件がありましたが、この

ような危険な箇所であると想定されるところは多分にあると思われますが、
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法律的な基準において、危険な箇所は、どのくらい把握しているのでしょう

か。 

大岩課長    現在木更津市は 275 箇所。 

うち、土砂災害特別警戒区域は 260 箇所指定されております。 

指定に向けては各地区に赴きまして、千葉県の方と地元の説明会等を行って

きたところでございます。 

そして今後も、危機管理課の方で地域防災計画の中でもそういった点につ

いては、的確に修正していきたいと思っております。 

三上委員    今話にあった 260 箇所で生活をされている方々については、心配しなが

ら生活していると思います。 

この方々に対して補助だけがもう問題ではないとは思いますが、危険があ

ることは既に分かっている方々なので、どういった対策がとれるのか教えて

いただきたいです。 

大岩課長    確かにハード面的なところは、難しいのではと思っておりますけども、や

はりいち早く逃げていただくために、防災無線の戸別受信機等をお渡しし

て、いち早く情報を伝え、安全な避難経路で逃げていただくような施策につ

いて考えているところでございます。 

三上委員がおっしゃる通り、防災部局といたしましてはそういった情報の

発信というところに力を入れ、迅速な避難経路確保について対応していきた

いと考えております。 

清水委員    また区長会からの要望という形になって恐縮ですが、矢那川の法面にた

くさん木が生えています。特に請西地区、東太田地区から矢那にかけて、大

雨のとき等の水かさが増したときに洪水を巻き起こす可能性があります。 

前から提言しておりましたが、県の管轄かと思うのですが、この木の伐採

をぜひお願いしたいのですが。 

大岩課長    先ほど、プロジェクトチームではないですけども、勉強会のメンバーとし

て危機管理課の職員、県の方と一緒に話をしていくのですが、意見書の中に

も同一意見がありましたので、今の清水委員がおっしゃっていただいた伐

採について、各所からいろいろと要望が出ていることもありますので、お願

いしますということで改めて今回加筆して、千葉県へ送ったところでござ

います。 

確かに川の中に、ああいったものがありますと、水害が過大になる恐れがご

ざいますので、市といたしましてもいただいたお声を、県に届けながら、対

策を講じていければと考えております。 

議長（北野会長）その他に何かご質問ご意見等ありますでしょうか。 

ご質問がないようであれば、ここで閉めさせていただきたいと思います。 
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以上で議事がすべて終了いたしますので、進行を事務局へお返しさせていた

だきますよろしくお願いいたします。 

上野係長    北野会長、ありがとうございました。 

続きまして、次第の二、その他といたしまして、皆様から何かありますで

しょうか。 

三上委員    インターチェンジ付近の市街化調整区域は、様々な可能性があるところ

ですが、農振農用地として指定を受けているところが多いため、地域の有力

な資源としての活用が出来ていない状況であります。 

地区計画のガイドラインではインターからおおむね500ｍ以内が活用でき、

農地法上の立地基準により緩和を受けられる場所についてもインターから

の距離が決まっていますが、両方 1 キロ位まで伸ばさないと、インターの効

果は十分に発揮できないのではないかと考えております。 

インターのインパクトを生かしたまちづくりついて、木更津市の都市整備

部はどのように考えているのか、また、農振農用地の規制を緩めるという考

えについて、意見を確認させていただきます。 

兵藤課長    市街化調整区域の土地利用方針で、交通利便性の高いインター周辺は、概

ね５００ｍ以内の区域を対象に、地区計画制度を活用して物流・業務等の地

域振興に寄与する施設の立地を誘導しています。 

現在、経済部において、袖ヶ浦インターを含めた５箇所あるインター周辺

の産業用地の利用に関する調査を実施しておりますので、概ね５００ｍの

区域としていることについても経済部と協議させていただきたいと考えて

おります。 

なお、地区計画の策定は、農振農用地の除外が前提となりますので、この

ことにつきましても経済部との連携した対応が必要であると考えておりま

す。 

三上委員    農村、農地、食料、これら三つを守らなければならないという法律の中で、

日本の農業が進んでいる現状、まずこの農家の方々のこの資産有効活用に

ついて、木更津市にはインターが五つあるという利点を生かし、都市整備部

も、経済部も、あるいは農業委員会も一丸となって考えていただけたらと思

います。 

ぜひとも、経済部の動きを契機として全庁挙げて一つ、同じような考え方

で取り組んでいただきたくお願いいたします。 

上野係長    三上委員のご要望ということでありがとうございました。 

その他に何か意見等ありますでしょうか。 

それでは、以上ですべてを終了しました。 

皆様におかれましては、長時間にわたりご審議いただきまして、まことに






