
第 1回米子市防災会議 議事録 

○ 会議名  

  平成１８年度 第１回米子市防災会議 

 

○ 開催年月日時 

  平成１８年４月２６日（水）１０：００～１１：２０ 

 

○ 開催場所 

  米子市役所本庁舎４階「第４０２会議室」 

 

○ 防災会議委員数 ２９名（現在数） 

 

○ 出席委員（敬称略）２８名 

  会長（米子市長）・野坂康夫、米子市消防団長・奥田山治、国土交通省倉吉河川国

道事務所長・嘉本昭夫、国土交通省日野川河川事務所長（代理）調査設計課長・伊

藤健、鳥取気象台米子測候所長（代理）技術課長・金谷孝博、第八管区海上保安本

部境海上保安部長・杉田勝美、陸上自衛隊第８普通科連隊長（代理）副連隊長・藤

田守、鳥取県西部総合事務所県民局長（代理）企画総務課総務係長・高橋達也、鳥

取県米子警察署長・井藤稔、鳥取県西部広域行政管理組合消防局長（代理）次長・

種原正人、㈳鳥取県西部医師会会長（代理）西田功、日本放送協会鳥取放送局米子

支局長・橋本正敏、日本通運㈱米子支店長（代理）・金藤章、西日本電信電話㈱鳥

取支店長（代理）NTT ネオメイト東中国米子営業所長・西川薫、中国電力㈱米子営

業所（代理）総務課長・前田裕史、㈱山陰放送社長（代理）取締役経営企画局長・

坂口吉平、㈱中海テレビ専務取締役・高橋孝之、米子瓦斯㈱社長（代理）常務取締

役・坪倉博明、西日本高速道路㈱中国支社米子管理事務所長・西岡勲、㈳米子市社

会福祉協議会会長・塚田喜美、米子市ボランティア協議会会長・中川容子、米子市

自治連合会会長・斉木定家、米子市女性団体連絡協議会会長・井上千恵子、米子市

助役・五嶋青也、米子市収入役・入澤睦美、米子市教育委員会委員長・足立操、米

子市水道局長・田中通雄、米子市総務部長・森林政弘 

 

○ 欠席委員（敬称略）1名 

  西日本旅客鉄道㈱米子支社長・川上優 

 

○ 出席職員（事務局）４名 

  総務課長・山西高史、総務課危機管理室長・青木篤郎、総務課主任・折戸浩二、総

務課主任・坂隠直樹 
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【１】開会 

山西高史・総務課長により開会宣言。 

 

【２】会長あいさつ 

   

米子市防災会議会長である野坂米子市長が、以下の旨のあいさつを行った。 

 

「平成１７年３月に旧米子市と旧淀江町が合併し新米子市となり、今年度中に新

米子市の地域防災計画の三編（風水害等対策編、震災対策編、原子力災害対策編）

を策定予定にしている。 

今回の会議においては、防災計画の三編のうち原子力災害対策編の策定にかか

る協議を主として行っていきたいが、今回の会議が新米子市においては初めての

会議であるため、その他の事項についても協議していきたい。 

 また、全国的に地震、風水害などの自然災害が多発しており、米子市において

も災害予防対策、災害発生時の応急・復旧対策を考えていく必要があるため、今

後も委員の皆様方においてご支援・ご協力をお願いしたいところである。 

 今回の会議を実り多きものとしたいので、皆様方のご協力をお願いし、挨拶に

代えさせていただきます。」 

 

【３】防災会議委員の紹介 

 

   山西高史・総務課長が、今回の会議に出席している米子市防災会議委員（２８名）

について紹介を行った。 

   

【４】議事 

   当防災会議会長である野坂米子市長が議長を務め、議事の進行を行い、また当防

災会議事務局の青木篤郎・総務課危機管理室長が下記の議事項目について、下記の

旨の説明を行った。 

 

（１）防災会議条例の説明と会長の職務代理者の承諾 

    

“資料２「災害対策基本法による災害、防災会議等について」”をもとに、原

子力災害とは何か、また防災会議、災害対策本部、地域防災計画についても法的

な面からの解説を行った。 

また、“資料５「米子市防災会議条例」”をもとに、各委員の選出については、

当該条例の第３条第５項により選出していること、また当該条例の内容などにつ

いて説明を行った。 

それに引き続き、議長から「当該条例の第３条第４項にある“会長に事故があ 
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るとき、又は会長が欠けたときの会長の職務代理者”については、当防災会議が

米子市災害対策本部と密接な関係にあるため、会長が不在の場合における会長代

理者を助役としたいが、どうか。」といった委員への問いかけに対し、出席委員

から満場一致で承諾を受けたので、当防災会議の会長の職務代理者は“米子市助

役”に決定した。 

 

（２）防災会議運営要綱について 

    

   配布資料の「米子市防災会議運営要綱（案）」をもとに、新旧の当該要綱を比

較対照しながら、変更事項についての説明を行った。 

その後、議長が当該要綱（案）についての質疑等を伺ったが、出席委員からの

質疑等がなかったことから、当該要綱（案）のとおりで可決されたものとし、施

行日を当日の会議日“平成１８年４月２６日”とし、今後における会議の運営は、

当該要綱に則って運営していくことで決定した。 

 

（３）米子市地域防災計画｛原子力災害対策（島根原子力発電所）編｝の計画素案に

対する説明について 

 

   （当該防災計画の計画素案の説明に入る前に、各委員に対して、原子力災害、

放射線等に関する基礎的な知識について、下記の旨の説明を行った。） 

 

まず、“資料１「原子力防災対策の基礎」”をもとに、原子力災害対策の特徴、

発災時における防護対策等についての解説を行った。 

また“資料３「放射線の基礎」”をもとに、放射線や放射能に関すること、放

射線の種類と性質、身の周りの放射線、放射性核種とは何か、また過去に起こっ

た原子力災害における被害程度などの概要についての解説を行った。 

“資料４「放射線に関する経緯・用語など」”は、原子力防災関係の文献等を

もとに放射線に関して分かり易くする解説するために、事務局が作成したもので

あること、またそれに記載されている放射線の単位、種類など一部の用語につい

ての解説を行った。 

 

（上記の事前説明が終わり、引き続き、本題である当該地域防災計画の計画素

案をもとにした説明が、事務局より下記の記した旨の内容のとおり、各委員に対

し行われた。） 

 

まず「第 1章 第 1 節 計画の目的」については、当該の防災計画がどのよう

な目的で策定したのか、また「同章 第２節 計画の性格」については、原子力

災害編に規定しない事項に関しては今後策定する風水害等対策編で規定する、 
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といったことを説明した。次に「第６節 計画の基礎とするべき災害の想定」の

第 1、２項を読み上げた後、“国・県等の見解によれば、本市においは人体へ

の影響はほとんどないとなっているが、万が一の事を考えてその対策をしてお

く必要性があると考え、所掌事務等を定めて、災害が発生した場合に対処す 

るために当該の防災計画を策定した。”といったことを説明した。 

次の「第２章 災害予防対策」については、“事前の予防対策として本市にお

ける応急体制、情報収集・連絡体制の整備が重要であることから、この章におい

て各項目にあげたとおりで文章化を行った“といった旨の説明を行った。  

次の「第３章 災害応急対策」については、まず第 1 節を読み上げた後、第２

節第 1 項にある、“災害時の情報伝達ルート”、また第２節第２項の（１）にお

ける“原子力災害対策特別措置法（以下、「原災法」）第１０条”に関する通報

体制、また（２）における“原災法第１５条”に関する通報体制、それと“原災

法”に関する解説が当該防災計画の巻末の“資料４”に記載されている、といっ

た説明を行った。また、同節第３項（１）については、読み上げながら説明を行

った。 

「同章第３節 活動体制の確立」については、原災法第１０条通報で市警戒本部

を設置、原災法第１５条で災害対策本部を設置し、また災害発生時の初動対応と

して必要があれば、市独自の体制として本部内に予備隊を編成することや、当該

防災計画に市・警戒本部や市・災害対策本部の組織体制、所掌事務についても記

載したことを説明した。また、新たに消防団長、米子消防署長も市・災害対策本

部の部員としたこと、また同節にある「鳥取県災害対策地方支部の組織」につい

ても参考とするために記載したこと、などを説明した。 

同章第５章については、市民、市、県、その他関係機関の職員が十分に安全管

理を確保して災害対応をすることが重要であるため、情報収集等を行い総合的な

判断が重要になってくること、またその他、被ばく管理は国の示す防災指針が定

める防護指標に基づき行うものとする、といったことを説明した。 

「同章第４節 屋内退避、避難誘導等の防護活動」については、「ただし、市長

が、原子力災害が発生し、又は‥、」の部分を読み上げながら説明を行った。 

次の「第４章 災害復旧対策」については、第 1、２節を読み上げながら説明

を行ったが、第 1 節の２行目にある「‥た場 合の原子力災害事後対策を中心に

‥」の中で一箇所、“場と合が一文字空いている”との訂正を行った。 

次は、当該防災計画の巻末にある資料１～６のそれぞれについて、簡潔な解説

を行った。 

 

（以上で、事務局からの説明は終了。） 

 

『質疑応答』 

（塚田委員）この資料を事前に早くいただかないと、この会議の限られた時間だけ      
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の説明だけで意見を求められても、厳しいものがある。 

（議  長）これからは、資料を事前にお配りして、会議前に目を通していただく

ように考えている。 

 

（事 務 局）この会議において説明する必要があると考えたためであるが、今後は

事前に委員に資料を配布するようにする。 

 

（議  長）いずれにしても、これは素案であるので再度読んでもらい、今日に限

らず意見等があれば、本日各委員に配布している“意見等を記入する用

紙”に書いて提出をしていただきたい。 

 

（坂口委員）資料２にあるように、ＥＰＺについて８～１０㎞となっているが、こ

れは全く地域特性を考慮しておらず、無風の場合を想定したものであり、

米子市の場合、西風が吹くとまさに死の灰が来るエリアである。この計

画素案にあったように、県から情報が来た後に市長が判断するのは遅す

ぎる。 

      また、４ページの“人体には影響が及ぶおそれはない”とあるが、こ

れは見方が非常に甘いと思う。それについては是非、改めてもらいたい。 

      もう一点、この計画素案は米子市が動くためのマニュアルであって、

市民のことをあまり考えていないように思う。例えば、災害や事故が起

こった場合に、まず大事なことは市民への第一報がどのように伝達され、

そのとき市民は何をすべきかを記載し、市民の心の安定を求めるための

資料にすべきではないのか。これに限らず、行政側が自分達のマニュア

ル的なものを作るのは結構だ。しかし、どこかの市長も言っていたが、

市は住民に対して最大のサービス産業であり、市民の側のことを考えた

計画を作ってもらいたい。市の側の行動形態などを記載するものだけで

ないものにしていただきたい。 

      以上の二点について、意見として言わせていただく。 

 

（事 務 局）本市はＥＰＺ外であるが、島根原子力発電所において事故があった場

合において、安全協定の締結を中国電力に対して何回か要求した経緯が

ある。また、市民の側に立って基づいた計画案にすることについては、

今後検討させていただきたい。 

 

（坂口委員）ＥＰＺの８～１０㎞については、無風状態の場合を想定したものであ

り、地域特性を考慮していない。自分は県の防災会議も出席しており、

県もそのことについて検討している。よって、基本的な市の現在の体制

はなまぬるいと思う。 
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（事 務 局）そのご意見等を書いていただき、次回の会議までに検討したい。 

      また、現段階においては一応、国の見解はそのＥＰＺのとおりである

とし、あとはただし書きとして必要があったり不安が生じた場合は、警

戒本部などを設置する、としたい。 

      そのことについては、意見等の記入用紙に書いて提出していただき、

あらためて回答したい。 

 

（坂口委員）文書を書かないと回答しないのか。 

 

（事 務 局）そういう訳ではないが、それならばこの場で意見をたまわったことに

する。 

 

（中川委員）市民に対する連絡網はどうなっているか。また、先ほどの説明の中で

コンクリート建物に避難するとあったが、どういうことなのか。 

 

（事 務 局）市民に対する連絡網は、防災無線、広報車、テレビ、その他の手段に

ついてはこの計画（原子力災害編）には記載していないが、今後策定す

る風水害等対策編にて詳しく記載することにしている。 

      情報伝達については色々な手段を考えているが、防災無線やインター

ネットによるネットワーク作り、中海テレビ等やその他の放送局、また

ラジオによる緊急放送などを考えている。 

      市内におけるコンクリートの建造物としては学校が考えられるが、コ

ンクリートの中では放射線が半減されるため、避難場所として密封され

たコンクリート室内が安全であると考え、そのように記載した。 

 

（中川委員）災害はあってはならないが、あったときのことを考えると、ただ漠然

とコンクリート内に避難する、と記載するのはどうなのか。 

 

（事 務 局）それについては、その場の状況に応じた対応になると思うが、災害情

報等を市民へ伝達し、避難等をどのように行うか、指示していかざるを

得ないと思う。 

 

（議  長）“資料１「原子力防災対策の基礎」”の中で、“表３－１”において、

どのようなところに避難したら放射線が低減されるかが記載されている。 

 

（中川委員）では、個々で判断するということなのか。 

 

（事 務 局）災害対策本部などを設置した場合、被害状況等を色々な手段で市民へ 
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     伝達し、また避難の必要性があればどういう避難をするのか、現地へ赴 

いたり、防災無線等で知らせることを考えている。 

 

  （議  長） 被害程度によって、コンクリート建物に退避していれば低減されるが、

ただそこへ避難するまでに放射線を浴びることがあり得るが。 

 

（事 務 局）コンクリート建物でなくても、密閉された家などにいる方が外にいるよ

り、多少安全である。 

 

（議  長）相当な被害が予想される場合には、どうするのか 

 

（事 務 局）一時的な避難として、コンクリート建物、密閉された家などに避難し、

さらに被害がひどくなれば、安全な地域へ避難するということも考えてい

る。そのことについては、国の専門家や県の職員がオフサイトセンターへ

派遣され、また国・県が現地にて放射線を測定し、それらの情報をすばや

く入手し、それらをもとに住民の避難について判断し、災害情報を伝達す

るように考えている。 

 

（塚田委員）個人情報保護法が、行政として災害時において手かせ足かせにならない

か。 

それともう一点、平成１２年の鳥取県西部地震で米子市において大きな

被害を被ったため、その復興にかかった費用が今の財政状況に大きく影響

したのではないのかと思うのだが。当時の災害対応にかかった市の職員の

人件費が多くかかったと聞いている。大きな災害が発生した場合、市民か

らボランティアを募り、無報酬で災害対策を行ってもらうことになる。市

職員は勤務外については、残業手当が支給されることになるが、災害対策

本部が設置されるほどの大きな災害が発生した場合には、職員も市民並み

の協力をするという意味において、組合側と協議し、残業代については掛

率をかけるなどして満額支給するのではなく、行政職員もそういった協力

をして、市民に対しても協力依頼をする、といった姿勢が正しいと思う。 

      以前、この件について助役へ公式の場でお願いしたことがある。 

 

（議  長）二点目の件については、今後検討したい。 

 

（事 務 局）一点目の件はおそらく、災害時要援護者のことをいっておられると思  

うが。 

 

（塚田委員）災害時において弱者は、お年寄り、障害者といった方が該当すると思う 
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が、現在はマスメディアが発達しているが、耳の遠い方や独居老人も多く、

氏名や住所などを個人情報保護法を拡大解釈することで、それらを調査し

てはならないといったことにつながり、災害時に市民を救済するさいに、

この法律が支障にならないように配慮することが必要ではないか。 

 

（事 務 局）その件については、現在長寿社会課と連携し、一部取り組んでいるとこ

ろである。２年前に発生した新潟・福島豪雨災害を踏まえ、国などが災害

時における要援護者対策について検討し、指針等を示しており、そして全

国的に自治体において様々なやり方でその対策に取り組んでところである。   

米子市においても、まず高齢者の対策から取り組んでいくところであり、

その他の要援護者の対策についても今後取り組んでいくところである。 

 

（塚田委員）災害はいつ発生するか分からなく、先ほど初動体制といった話があった

が、災害発生時においてどのような判断をしたか責任が問われるので、こ

れについての対策を遺憾なく取り組んで欲しい。 

 

（事 務 局）鳥取県西部地震での経験もあり、要援護者対策には当然取り組んでいか

なければならないと思っているところである。 

 

（坂口委員）これは要望事項だが、松江市との連携はどう考えているのか。松江市に

原子力発電所があるわけだが、行政にとって県境といった厚い壁があるか

もしれないが、中海圏域は人口が集積しており、被害が大きくなることが

考えられる。被害情報が中国電力から鳥取県へ、その後米子市へ伝達され

るとわけだが、この伝達ルートで良いのかと思うが。 

      是非、四市町（中海圏域）会談が行われたように、その人口集積地であ

る市町の防災会議との連携を図って欲しい。 

      もう一点は防災無線であるが、折角整備されたのだが、聞こえづらいエ

リアが非常に多く、また鉄筋コンクリートの建物が多くなって、なかなか

聞こえづらいといった問題がある。また今回とは関係ないが、新潟豪雨災

害のときも被害が大きくなったのは、防災無線で放送したのが雨音で住民

に情報が伝わらなかったためであり、今後は是非情報の多元化をして欲し

い。 

      マスコミも当然、市民の生命、財産を守るために努力を惜しまないので、

情報伝達の多元化を行い、また防災無線を予算的な問題があるかもしれな

いがデジタル化を進めてよく聞こえる状況にしていただきたい。 

多元化をすると同時に、普段からの訓練がないと市民は動かないので、

訓練の実施もお願いしたい。 

 

（次へ続く） 



（高橋委員）原子力災害については、原因者は明確に分かっているので、そこからの

情報伝達が、計画案によるとインターネット等で情報を入手することにな

っているが、直接中国電力から入手することは考えていないのか。 

 

（事 務 局）中国電力との緊急時の情報伝達については今後、どのような形で行うの

か、覚書を交わしたりするのか、現在検討中である。 

 

（高橋委員）この情報の伝達だと、時間がかかりすぎることが懸念される。米子市は

約２０㎞と近いので、情報伝達が非常に重要であるので、中国電力から直

接的に情報を入手することを検討してもらいたい。 

 

（以上で、委員からの質疑が終了した。） 

 

（事 務 局）配布資料「米子市地域防災計画（原子力災害対策 島根原子力発電所 編） 

策定案に対する意見等」について説明を行った。 

また各委員からの意見等や市民からの募集した意見等に基づき、今回の

計画素案を見直し、それを次回の第２回防災会議に諮っていくため、次回

の防災会議を６月初旬に予定しており、日程が決定次第文書にてお知らせ

する、といった旨の説明を行った。 

 

【５】その他 

 

事務局から出席委員に対し、下記の旨のお願いを行った。 

 

「この原子力災害対策編の策定が終了したら、今年度策定予定の“風水害等対策 

編”や“震災対策編”に順次取りかかる予定である。そのさいには委員の皆様方 

には再度ご検討していただくことになるが、現段階では資料を精査したりなどし 

ている最中であり具体的な時期についてはまだ分からないが、残りの計画につい 

ては今年度中に策定予定であるので、委員の皆様方にはご迷惑をおかけすること 

になるが、今後ともご協力をいただきたい。」 

 

 

【６】閉会 


