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    意見等 意見等に対する見解 回答（案） 
１ 
 
 
 
 

「災害弱者・要援護者

に対する情報提供及び

広報の徹底」 
  
災害情報入手が困難

な災害弱者・要援護者

に対し、災害発生時に

各放送媒体、インター

ネット、防災無線等の

手段以外でも、各自治

会、民生委員、市職員

の広報活動を通じ、災

害情報提供及び広報等

を徹底する必要があ

る。 

 ご意見のとおり、災害情報提供及び広報等を徹底する必

要があると考えています。 
 その中でも、特に災害時要援護者と言われている人に対

しての情報伝達は、２年前の福井や新潟における豪雨災害

以来、問題点として取り上げられております。このような

中、内閣府においても、当問題点に対して、２００５年３

月に「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」を取りま

とめており、このガイドラインを参考として、いかにすべ

きかを米子市として現在、検討中であるのが実状です。 
 今後、地域防災計画（風水害編）を作成予定としていま

すが、その際に、災害時の情報伝達方法などを策定したい

と考えており、それらとの整合性も必要だと思います。 
 ただ、災害情報提供及び広報等については、現在も、い

ざとなったら各種手段を全て使用して徹底をはかる所存

であり、本年度に入ってから、情報伝達の徹底のために「米

子市安心・安全情報ネットワークにおけるメール配信等」

「中海テレビによる米子市緊急文字放送」を開始し始めま

した。今後も、できるだけ、徹底をはかれる手段、方法を

取り入れたり、事前に連絡網を確立したりしていく所存で

す。 

風水害編の

地域防災計

画の作成時

に詳細を記

載したいと

考えていま

す。 
 
 
 
 

２ 「住民に対する原子力

災害の基礎知識の事前

広報」 
 
 災害時の住民避難の

パニック及び第２次的

被害防止を考慮する上

でも、平素よりインタ

ーネットのホームペー

ジや市の広報便りを通

じ、基本的な原子力災

害の基礎知識を事前に

広報する必要がある。 
 

 ご意見のとおり、原子力災害の基礎知識の事前広報は、

大変重要なことと考えております。 
 本年度におきましては、米子市は、新防災マップを作成

する予定としていますが、その中に災害時の心得等も盛り

込んでいきたいと考えており、また原子力災害に対する基

礎知識的なものも盛り込んでいきたいと考えております。 
 今後、いろいろな機会をとらえて、住民の皆様には広報

をしていきたいと考えておりますし、各種広報媒体を使用

して、基礎知識の事前広報もしたいと考えております。 

文章の変更

はなし。 



３ 「避難建築物及び輸送

機関の確保」 
 
 災害時の住民避難の

際、どのような建築物

（体育館、福祉施設、

マンション、一般住宅

家屋等）が安全である

か等、建物を指定し、

それに伴う輸送機関の

確保（バス、列車等交

通輸送手段）も考慮す

べき。 

 災害時の避難所、避難場所については、以前から既に指

定はしていますが、ただ、米子市が指定している避難所、

避難場所については、各種災害の状況や災害時の建物の状

況、構造等によって、その中から、随時、災害発生時等に

決めていくものであると考えているので、災害が発生すれ

ば、毎回、避難所や避難場所全てが必ず避難するところに

なるものではありません。さらに、事前にこの災害の場合

はここ、あの災害の場合はここと指定しすぎると住民の皆

様は、わかりづらいと考えています。そのため、事前には

防災資料等で安全確保等についてはお知らせし、災害が発

生した時に、災害時の広報活動や情報伝達活動により、避

難所等についても徹底をはかりたいと考えています。 
 また、輸送機関の確保につきましては、国民保護におけ

る避難マニュアルを現在、検討中であるので、国民保護と

の整合性も必要であると考えています。 
 

文章の変更

はなし。 
今後の課題

と位置づけ

るもの。 

４ 「関係機関との連絡体

制網作成」 
 
災害時の各関係機関と

の連絡体制網を作成 

 連絡先等の記載がなかったので、原子力防災関係機関の

連絡一覧表を作成し、 
○ 計画案の７ページの第 4節第３項「防災関係機関 
相互の連携体制」の文書の末尾に 
「※ 防災関係機関一覧表～資料６参照」 
を追加して添付し、 
「資料 6 緊急時環境放射線モニタリングに
ついて」を「資料７」と訂正 

します。 
 （資料６防災関係機関一覧表は本回答書の末尾に添付） 

資料６防災

関係機関一

覧表を、計画

の中に追加

添付します。 

５ 「災害装備資器材の把

握」 
 
各関係機関が所有する

災害装備資器材を米子

市が一括把握し、災害

時に即時対応できるよ

今後、県と連携しながら、把握に努めたいと思います。 今後の課題
として位置

づけるもの。 



うに努めるべき 

６ 「同計画書案の「警察」

総称の統一化」 
 
同計画案に記載されて

いる、「警察」「県警察」

「鳥取県警察」「米子警

察署」等は、全て「警

察」と統一して総称す

べき。 
 

 ご意見のとおり、文書の中については、全て「警察」と

統一させていただきたいと考えますが、連絡先等の場合に

は「米子警察署」と記載させていただきたいと考えていま

す。 
  
※ その他文言の統一が必要であるのを調査したとこ

ろ、「鳥取県」と「県」がありましたので、これに

ついても、全て「鳥取県」と訂正しました。 
 
（訂正状況は、本回答書の末尾に一覧表を添付） 

ご意見を参

考とし、左記

のとおり、訂

正します。 

７ 「放射能観測、測量所

等の設置」 
 
災害時において、現場

における放射能の拡散

状況等を把握する上で

も、各主要ポイントに、

放射能観測、測量所の

設置が必要。 
 

 ご意見のとおり、できれば放射能観測、測量所等の設置

は必要であり、モニタリングポイントを決め、緊急モニタ

リングができる体制が万全であることは認識しておりま

すが、米子市は EPZ 外にあり、国等の連携も直接ないこ
とや予算的補助もないこともあり、米子市単独で、何十億

円もかけて、これらを設置するかどうかは、今後、全体を

見据えながら決めていくべきものと考えます。 

今後の課題

として位置

づけるもの。 

８ 「災害弱者・要援護者

の把握及び情報の共有

化」 
 
病院、老人ホーム、介

護施設等で居住する者

や、独居老人等の地域

の災害弱者・要援護者

の情報を把握し情報収

集に努め、災害時にお

いては、各関係機関が

連携して、常時共有化

が可能な環境にしてお

く。 

 災害時要援護者と言われている人に対しての事前情報

の把握及び情報伝達は、２年前の福井や新潟における豪雨

災害以来、問題点として取り上げられております。このよ

うな中、内閣府においても、当問題点に対して、２００５

年３月に「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」を取

りまとめており、このガイドラインを参考として、いかに

すべきかを米子市として現在、検討中であるのが実状で

す。 
 今後、災害時要援護者等の事前情報の収集をいかにして

いくかを、要援護者ごとに考え、情報収集に努めたいと考

えております。しかしながら、情報の共有化については、

各要援護者の意向や個人情報保護法などの各種法律の規

制もあることから、それらの法律や皆様の意見・要望等も

踏まえながら考えていきたいと思っております。 

風水害編の

地域防災計

画の作成時

に記載した

いと考えて

います。 
 



９ 「移動系無線での伝達

の統一化及び共有化」 
 
緊急時の道路交通管理

や、災害箇所の情報収

集の際、他機関との無

線伝達系統を統一化及

び共有化する必要があ

る。 
 

 ご意見の伝達系統の統一化等につきましては、無線法や

実際に使用できる無線免許の保有者問題、また、統一でき

る無線周波数及び無線機の購入確保、そして各機関内で送

信される無線内容に関する個人情報に関する保護、漏えい

問題等各種検討事項があると思われます。 
 現段階におきましては、防災関係機関の移動系無線での

伝達の統一化及び共有化は困難であると考えます。 

現段階にお

いては、困難

と考えてい

る。今後の課

題として位

置づけるも

の。 

10 「広域訓練の定期的な

実施」 
 
米子市、鳥取県のみな

らず、隣接県や市との

合同により、実際の被

害を想定した、広範囲

にわたる訓練の定期的

な実施が必要。 

広域訓練の定期的な実施につきましては、鳥取県や島根県

の県レベル及び各関係市町村のとりまとめ等も必要であ

るので、早期に実施できるかどうかは不明であるが、必要

な訓練であることは認識しております。 
 現在、国民保護計画の策定予定であり、このような広域

的な訓練になれば、国民保護に関する避難マニュアル的な

部分も出てきて、その整合性も考えるべきであるので、こ

れらの計画の完成後に併せて考えていくことが重要であ

ると思います。 
 

今後の課題

として位置

づけるもの。 

11 ６ページの第２章第３

節第３項の中の「中国

地区非常通信協議会」

を「鳥取地区非常通信

協議会」に変更すべき。 

ご意見のとおり、訂正します。 左記に同じ 

12 １0 ページの特定事象
発生の場合のフロー図

の「西部総合事務所福

祉局」を「西部総合事

務所生活環境局」に改

めていただきたい。 

ご意見のとおり、訂正します。 左記に同じ 

13 
 

16 ページの組織表に
ついて、「福祉保健局と

農林局との間に生活環

境局を挿入」 

ご意見のとおり、挿入します。 左記に同じ 



14 16 ページの所掌事務
の表について、「福祉保

健局の業務の１～３を

生活環境局の業務とし

ていただきたい」 

ご意見のとおり、挿入します。 左記に同じ 

15 7 ページの第２章第６
節「交通管理体制の整

備」の第４項や１８ペ

ージの第 3章第 4節第
４項の「メンタルヘル

ス対策」の(１)等に「境
港市や周辺町村との連

携や協力」という文書

が必要なのではない

か。 

連携をとるべき部分ではないので、文書の変更なし。 文書の変更

なし 

16 事故発生情報の収集を

できる限り、速やかに

行えるように考えてい

ただきたい。 

５月１９日に中国電力㈱米子営業所と事故等における連

絡体制の確立をしましたが、今後も県と連携をとりなが

ら、早期に情報収集できるように努めていきたいと考えて

います。 

文書の変更

なし 

17 
 
 

8 ページの第２章第８
節「市民等への的確な

情報伝達体制の整備」

の第２項に「日野川堰

放流警報設備、道路情

報板（国、県）」を利用

してはどうでしょう

か。 

災害予防対策で、体制整備を図るとしているので、それに

含まれるものと考えていています。 
文書の変更

なし 

 


