
様式第４号（第１５条関係） 

 

会 議 録  

 

１ 附属機関等の会議の名称  令和４年度第２回美里町防災会議・水防協議会  

 

２ 開催日時  令和４年８月２５日（木）午後１時３０分から午後２時１５分まで  

 

３ 開催場所  美里町中央コミュニティセンター 大ホール  

 

４ 会議に出席した者  

 （１）委員  別添のとおり  

 （２）事務局  防災管財課 課長 佐野 仁、同課主事 成澤 まどか、小野寺 

優太、荒関 晋  

 

５ 議題及び会議の公開・非公開の別  公開  

 

６ 非公開の理由  

 

７ 傍聴人の人数 ０人  

 

８ 会議資料  別添のとおり  

 

９ 会議の概要  

  次のとおり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事務局  

佐野課長  

本日はお忙しいところ、御出席いただきありがとうございま

す。本日司会を務めます、防災管財課の佐野と申します。よろ

しくお願いします。  

只今より、令和４年度第２回美里町防災会議・水防協議会を

開催いたします。  

事務局  

佐野課長  

それでは、開会にあたり美里町防災会議・水防協議会長であ

ります、美里町長相澤清一より御挨拶申し上げます。  

相澤会長  （開会挨拶）  

 

事務局  

佐野課長  

相澤町長は、この後、公務が控えており、ここで退席いたし

ます。  

なお、この後の議事は、美里町防災会議・水防協議会条例第

３条第４項の規定に基づき、会長の職務代理者であります、須

田副町長が代行いたします。  

本日の会議ですが、委員名簿１４番 大友委員、委員名簿１

８番 阿部委員及び１９番 小田桐委員は、本日所用のため欠

席の御連絡を頂いております。  

なお、美里町防災会議・水防協議会条例第５条第２項「会議

は、委員の２分の１以上が出席しなければ開くことができな

い。」とあります。本日の出席委員は、現在、２５人中２１人が

出席しておりますので、本会議が成立していることを報告しま

す。  

ここからは、須田職務代理者を議長として進めさせていただ

きます  

須田職務代理者  紹介に預かりました、須田と申します。町長に代わり議長を

務めさせていただきます。不慣れではありますが、よろしくお

願いいたします。  

それでは、会議録署名委員の選出に移ります。会議録署名委

員は、議長より指名させていただきます。委員名簿２２番  養護

老人ホームひばり園 小野 久恵 委員と２３番  美里町民生

委員児童委員協議会 佐々木 悦子 委員を指名いたします。  

皆様よろしくお願いいたします。  

なお、美里町防災会議・水防協議会会議は、原則公開となっ



ております。本日の会議内容については、後日、町のホームペ

ージで会議録を公開させていただきますこと、御理解願います。 

須田職務代理者  それでは議事に移ります。  

ハザードマップの見直しについて、事務局から御説明いたし

ます。  

事務局  

成澤主事  

（ハザードマップの見直しについて説明）  

須田職務代理者  ただいま、ハザードマップの見直しに関しまして、事務局か

ら御説明いたしましたが、御質問や御意見等ございませんか。  

佐々木委員  資料１の１ページ目の右側の下段、非常持ち出し品の例にあ

る貴重品の欄ですが、マイナンバーカードを健康保険証として

利用できますことから、お持ちでいらっしゃる方が増えており

ますので、貴重品の中に加えてはいかがでしょうか。  

同じページの中段、災害用伝言ダイヤル１７１の体験利用日

について、防災週間、防災とボランティア週間とありますが、

その期間がいつかわからない方もいらっしゃると思いますの

で、明記したほうがよろしいのではないかと思います。  

事務局  

成澤主事  

追加の方向で検討してまいります。  

須田職務代理者  それでは、佐々木委員から意見を頂戴いたしました、すぐに

持ち出しするものの貴重品の中にマイナンバーカードを追加す

ること、災害伝言ダイヤルの体験利用日の防災週間、防災とボ

ランティア週間の期間を明記することの２点を修正するという

ことで、委員の皆様よろしいでしょうか。  

（委員一同）   （それぞれ承諾）  

須田職務代理者  説明以外の部分、全体を通しででも構いませんので、ほかに御

意見ございませんか。  

特に御意見等ないようでございますので、佐々木委員の御意見

を踏まえまして、事務局案のとおり進めてまいります。議事につ

いては、以上となります。  

須田職務代理者   続きまして、５ その他ですが、本日、御出席の国土交通省

東北地方整備局北上川下流河川事務所 石田所長様から情報堤

供を頂きたいと思います。それでは、石田所長様、よろしくお

願いいたします。  



石田委員  （情報提供）  

須田職務代理者  石田所長様、大変貴重なお話、誠にありがとうございました。 

この件につきまして、委員の皆様から何かございますでしょ

うか。  

横地委員  只今の説明、誠にありがとうございました。  

美里町では毎年、重要水防箇所合同巡視で江合川と鳴瀬川の

巡視を行っております。今回、決壊したのは出来川という河川

でした。出来川では、水位が上がると越流堤と呼ばれる場所か

ら自動的に田んぼに水が落ちる仕組みとなっております。越流

堤の左右にサイフォンというものがありますが、このサイフォ

ンが宮城県北部連続地震と東日本大震災以降、稼働していませ

ん。何度もこのお話をしておりますが、影響がないということ

ですが、サイフォンが働けば、決壊がなかったのではないかと

思っております。  

江合川の水位が上がると明治水門が閉鎖します。そうします

と大崎市で降った雨で出来川が増水し、越流堤から水が越水し

て、サイフォンが稼働するというのが流れですが、地震の後は

１回も稼働しておりません。ハザードマップで人命を守るとい

うのも重要ですが、今、そのような状態にあるものを完全なも

のにしていただければと思います。  

先日、町長が県に要望したようでございますが、この機会で

すので、何か内容がわかれば、説明していただければと思いま

す。  

須田職務代理者  横地委員からお話がありました、御要望につきまして、出来

川が宮城県の管理ということもありますので、国の方から管理

している宮城県に要望、要請していただくという形でよろしい

でしょうか。  

横地委員  決壊した場所が涌谷町ということもあるのかなと感じており

ます。地域の皆さんは不安に思っている方が多いですので、調

査して、説明いただければと思います。  

山田委員  

（代理：板橋副

所長）  

宮城県北部土木事務所で副所長をしております、板橋と申し

ます。  

先の豪雨では、県河川の出来川が決壊したことにつきまして、

河川管理者として力不足なところを痛感しているところでござ



います。  

只今、御指摘がございました、サイフォンが機能しなかった

のではないか、というお話につきましては、どうして、機能し

なかったのか、その原因を現在、調査しているところでござい

ます。  

現在、出来川の決壊した場所では、仮復旧、土のうによる仮

受けしておりますが、不安がありますので、より強い仮復旧、

矢板による二重閉めきりを実施することで堤防の治水安全の向

上に努めてまいります。  

サイフォンの件についても、いずれ調査し、地域の皆様に御

説明申し上げたいと考えておりますので、今しばらくお待ちい

ただければと思います。  

須田職務代理者  

 

ありがとうございました。他に何かございますか。  

その他、事務局から何かありますか。  

事務局  

佐野課長  

ハザードマップにつきましては、本日の御意見等を参考に最

終的な調整につきまして町で行い、町民の方へ配布させていた

だきたいと思います。  

なお、今後の日程についてですが、現在第１回で御審議いた

だきました美里町地域防災計画のパブリックコメントを実施し

ております。意見募集期間が９月６日、火曜日までとなってお

り、それを受けて計画の修正を検討し、再度皆様に御審議いた

だきます。次回会議は、９月２８日、水曜日、午後１時３０分

からこの会場で行う予定としておりますので、よろしくお願い

いたします。  

須田職務代理者  

 

以上で、議事のすべてが終了しました。  

本会議にて審議いたしましたとおり進めてまいります。委員

の皆様には、円滑な議事運営に御協力を頂きありがとうござい

ました。  

事務局  

佐野課長  

以上で、令和４年度第２回美里町防災会議・水防協議会を終

了いたします。皆様大変ありがとうございました。  

 



　

番号 機 関 名 職 名 氏   名 根拠条例※ 備考

1 美里町 町長 相澤　清一
第３条
第２項

出席

2
国土交通省　東北地方整備局
北上川下流河川事務所

所長 石田　和也
第３条

第５項第１号
出席

3
国土交通省　東北地方整備局
仙台河川国道事務所

所長 田中　誠柳
第３条

第５項第１号
代理出席　防災課
地域防災調整官 阿部 幸夫

4 宮城県北部地方振興事務所 所長 佐々木　均
第３条

第５項第２号
出席

5 宮城県北部土木事務所 所長 山田　智志
第３条

第５項第２号
代理出席
副所長　板橋　治

6 宮城県北部保健福祉事務所 所長 柴崎　裕子
第３条

第５項第２号
出席

7 宮城県遠田警察署 署長 富士　正義
第３条

第５項第３号
代理出席　警備課
課長　佐藤　剛

8 美里町 副町長 須田　政好
第３条

第５項第４号
出席

9 美里町総務課 課長 佐藤　俊幸
第３条

第５項第４号
出席

10 美里町健康福祉課 課長 菊地　知代子
第３条

第５項第４号
出席

11 美里町建設課 課長 花山　智明
第３条

第５項第４号
出席

12 美里町長寿支援課 課長補佐 相原　浩子
第３条

第５項第４号
出席

13 美里町なんごう幼稚園・保育園 園長 平塚　めぐみ
第３条

第５項第４号
出席

14 美里町教育委員会 教育長 大友　義孝
第３条

第５項第５号
出席

15 大崎地域広域行政事務組合 消防長 櫻井　俊文
第３条

第５項第６号
代理出席　遠田消防署
署長　中楯　正宏

16 美里町消防団 団長 横地　幸勝
第３条

第５項第７号
出席

17
東日本旅客鉄道株式会社
仙台支社　小牛田駅

駅長 清野　徹也
第３条

第５項第８号
出席

18
東日本電信電話株式会社
宮城支店　古川営業支店

支店長 阿部　淳之
第３条

第５項第８号
欠席

19
東北電力ネットワーク株式会社
古川電力センター

所長 小田桐　豊
第３条

第５項第８号
欠席

20 美里町婦人防火クラブ連合会 会長 佐々木　文子
第３条

第５項第９号
出席

21 美里町社会福祉協議会 会長 黒沼　篤司
第３条

第５項第９号
出席

22
社会福祉法人こごた福祉会
養護老人ホームひばり園

施設長 小野　久恵
第３条

第５項第９号
出席

23 美里町民生委員児童委員協議会 副会長 佐々木　悦子
第３条

第５項第９号
出席

24 美里町行政区長会 会長 森　芳四郎
第３条

第５項第９号
出席

25 美里町行政区長会 副会長 佐々木　英一
第３条

第５項第９号
出席

令和４年度第２回美里町防災会議・水防協議会　出席者名簿


