
第２回 米子市防災会議 議事録 

○ 会議名  

  平成１８年度 第２回米子市防災会議 

 

○ 開催年月日時 

  平成１８年６月９日（金）１３：３０～１４：５０ 

 

○ 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、国土交通省倉吉河川国道事務所長（代理）副所長・

杉原卓志、国土交通省日野川河川事務所長（代理）副所長・有津智弘、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

（代理）警備救難課救難係長・西村公男、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（代理）警備課長・原本良二、鳥取県西部広域行政管

理組合消防局長・中田正男、㈳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）次長・金藤章、

中国電力㈱米子営業所（代理）副所長・井上博文、㈱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）供給保安部長・秋田雅男、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、米子市消防

団長・奥田山治 

 

○ 欠席委員（敬称略）1名 

  西日本電信電話㈱鳥取支店長・土江信雄 

 

○ 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 

 

 



【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。 

 

「前回の防災会議に引き続き、ご出席いただきありがとうございます。 

前回の防災会議で新しい地域防災計画（原子力災害対策編）（案）について協

議させていただきました。委員の方の意見や、パブリックコメントなどをふまえ

計画案の修正を行い、今回の会議ではそれについて再協議を行い、地域防災計画

の策定に向けて進んでまいりたいと考えております。 

委員の方にはご多忙の中恐縮ですが、ご協議のほど宜しくお願いします。」 

 

【３】議事にかかる前の、事務局からの事前連絡 

 

   山西高史・総務課長が各委員に対して、今回の会議の配布資料の確認、そして委

員の勤務の都合等を考慮し、当該の会議時間を２時間（１５：３０まで）としたい

旨をお願いした。 

   

【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）『第１回米子市防災会議での意見等の回答』について（「回答書１」を参照。） 

    

意見内容①：『計画案にあるＥＰＺ（８～１０㎞）については、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けば死の

灰が来るエリアであり、計画案にある「人体に影響が及ぶ恐れはない。」とある

が、これについて見方が非常に甘く、是非改めてもらいたい。』 

 

これに対して、回答書１『第１回米子市防災会議での意見等の回答書』をもとに、

放射線と距離、風速との関係、また計画案にある「人体に影響が及ぶおそれはない。」

の記述に対する根拠等についての解説を行った。 

また、その意見等に対する計画案の修正については、「軽微な変更はあるが、要 

 

旨的な内容の修正等は行わない。」といった旨の説明も行った。 



 

 

意見内容②：『この計画案にあるように、県から情報が来た後に市長が判断す

るのは遅すぎる。』 

 

これに対して、回答書１『第１回米子市防災会議での意見等の回答書』をもと

に、「オフサイトセンター、島根県のモニタリング等の情報、また各行政機関や

報道機関の情報等の総合的な情報を入手してから最終判断すべきものと考えてい

る。また現在は松江市とは既に応援協定を締結していることや、中国電力（株）

米子営業所とは先般、災害時の連絡体制の確認書を取り交わしており、事故等に

おける情報の伝達体制を築いている。今後も、より早い情報等の入手ができるシ

ステム作りを努力していきたい。」といった旨を説明した。 

 また、「現在は、計画案に記載している情報伝達体制がベストであり、よって

そのことに対する計画案の修正等は行わないが、より早期に的確な情報入手がで

きるよう努力していきたい。」といった旨の説明も行った。 

    

 

意見内容③：『この計画案は市が動くためのマニュアルであって、災害が起こ

った場合に市民はどのような行動をとるのか、市民の側に立った計画を作って

もらいたい。』 

 

    これに対して、「地域防災計画は 災害対策基本法第４２条第２項において、

『市町村地域防災計画とは、市町村が処理すべき事務を中心に記述されるもので、

当該市町村で大災害が発生時したさい、市町村がどのように各関係機関と連携し、

予防対策、応急対策また復旧対策を行なっていくかを記載するもの。』である。」

といった旨の説明を行なった。 

また、「計画案の構成について、第２、３章における節項目の順番を変更した

ことや、また災害時の市民の行動等について『今後、各種講習会や防災教養資料

の配布等で、市民に対し説明していきたい。』といった旨を説明した。 

 

 

意見内容④：『市民に対する連絡網はどうなっているか。』 

 

   これに対して、計画案に「『市民に対する広報』として、“防災行政無線”、

“広報車の利用等”、また『ラジオ、テレビに対する広報協力の要請』について

の記述を、このたび追加した。」旨を説明した。 

 

 

意見内容⑤：『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。』 



 

これに対して、「原子力施設から放出された放射性物質による被ばくを低減す

るために行なう『退避』段階で、被ばくが低減できる方法として、屋外にいるよ

りは屋内に退避し、その中でもコンクリート建築物内が最も低減できる。」とい

った旨の説明を行なった。 

また、そのことを分かり易く解説するための資料として、計画案の末尾に「資

料８」と「資料９」を添付したことを説明した。 

 

 

意見内容⑥：『個人情報保護法が、行政として災害時に手かせ足かせになら  

ないか。』 

 

これに対して、「昨年３月に政府が『災害時要援護者の避難支援ガイドライン』

を策定し、米子市もそれを参考に「災害時要援護者の避難支援」については現在

検討中であり、今後策定予定にしている市・地域防災計画（風水害等対策編）で

記述していく。」旨を説明した。 

 

 

意見内容⑦：『松江市との連携はどうなっているか。行政にとって県境といっ

た壁があるかもしれないが、中海圏域は人口集積地であり、被害が大きくなる

ことが考えられる。被害情報が中電から鳥取県へ伝達されるルートで良いのか。

是非、４市町の防災会議との連携を図って欲しい。』 

     

これに対して、「現在、松江市とは既に応援協定を締結していることや、中国

電力（株）米子営業所とは先般、災害時の連絡体制の確認書を取り交わしており、

事故等における情報の伝達体制を築いている。また、中海圏域４市１町の防災会

議との連携については、他市町の防災会議が絡んでくるので、今後の課題とした

い。」といった旨を説明した。 

 

 

意見内容⑧：『防災行政無線について、せっかく整備したが聞こえづらいとい

った問題があり、今後は是非情報の多元化を図って欲しい。』 

 

これに対して、「通常時の放送は音量を『中』で行なっているが、緊急時は音

量を『大』にして放送することにしている。日頃から『聞こえない』や『うるさ

い』といった苦情を受けることがあるが、現在の建物の構造は遮音性が高いこと、 

 

また防災行政無線の建設当時において住宅地のみに聞こえる設定になっており、 

住宅地でない農地等は聴取エリア外になっていることも関係していると思う。 



   よって本年度から、このような問題点を少しでも解消するために『米子市安心・

安全情報ネットワークによる掲示板への掲示とメール配信』や『中海テレビによ

る米子市緊急文字放送』にて防災行政無線の放送内容をお知らせする、といった

ことで情報伝達の多元化を図っているところである。 

また、防災行政無線のデジタル化については、施設の老朽化に伴い更新時に予

算措置等も含めて今後検討したい。」といった旨を説明した。 

 

     

意見内容⑨：『情報の多元化と同時に市民の訓練実施についてもお願いした

い。』 

 

 これに対して、「毎年１０月６日に市内小学校を会場に防災訓練を実施して

おり、また各自主防災組織においても独自に訓練等を随時実施しているが、今

後もそのような機会を通じて原子力防災も含めた講演、訓練を実施していきた

い。」といった旨を説明した。 

 

 

 意見内容⑩：『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、直接中電から入手できないか。』 

 

 これに対して、「中国電力（株）米子営業所とは先般、災害時の連絡体制の

確認書や覚書を取り交わしており、事故等における情報の伝達体制を築いてい

る。今後も、より早期に的確な情報入手ができるよう努力していきたい。」と

いった旨の説明を行った。 

 

（以上で、『第１回米子市防災会議での意見等の回答』についての事務局から

の説明は終了。） 

 

事務局からの説明終了後、議長がこの件について質疑等を伺ったが、出席委

員より質疑等がなかったことから、「この件については、回答案のとおりに承

諾されたものする。」で決定した。 

 

 

（２）『防災会議委員からの意見等の回答書』について（「回答書２」を参照。） 

 

意見内容①：『災害情報の入手が困難な災害時要援護者に対し、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。』 



    これに対して、「昨年３月に政府が『災害時要援護者の避難支援ガイドライン』

が策定され、米子市もそれを参考に「災害時要援護者の避難支援」については現

在検討中であり、今後策定予定にしている市・地域防災計画（風水害等対策編）

で記述していき、また現在においても緊急時には、災害情報提供及び広報等につ

いて各種手段を全て使用して徹底を図ることにしており、今後もできるだけ徹底

を図れる手段、方法を取り入れたり、事前に連絡網を確立していく。」といった

旨を説明した。 

 

 

意見内容②：『住民に対して、原子力災害の基礎知識を事前に市・ホームペー

ジや広報誌にて広報する必要がある。』 

 

    これに対して、「原子力災害の基礎知識の事前広報は大変重要なことであり、

本年度には新防災マップを作成予定であり、その中に災害時の心得等を盛り込む

ことを考えており、原子力災害に対する基礎知識的なものをその中に盛り込むこ

とを考えている。今後、色々な機会をとらえて各種広報媒体を使用して、基礎知

識の事前広報もしていきたい。」といった旨を説明した。 

 

    

    意見内容③：『災害時の住民避難の際、どのような建築物が安全であるのか、

建物を指定し、それに伴う輸送機関の確保も考慮すべき。』 

 

    これに対して、「市が指定する避難所や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、構造等によって随時、災害発生時等に決めていくものと

考えており、災害発生時において、避難所や避難場所全てが必ず避難できるとこ

ろになるものではなく、事前に避難場所を指定しすぎると住民の方は分かりづら

いと考えている。よって、事前には防災資料等で安全確保等についてお知らせし、

災害が発生時においては、広報活動や情報伝達活動により、避難所等について徹

底を図りたい。 

    また、輸送機関の確保については、国民保護における避難マニュアルを現在検

討中であり、国民保護との整合性も必要と考えている。」といった旨を説明した。 

 

 

    意見内容④：『災害時の各関係機関との連絡体制網を作成すべき。』 

 

    これに対して、「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、『資料６』として添付する。」旨を説明した。 

 



 

意見内容⑤：『各防災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うに努めるべき。』 

 

         これに対して、「今後、県と連携し、把握に努め、今後の課題としたい。」と

いった旨を説明した。 

 

 

意見内容⑥：『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。』 

 

これに対して、「全て『警察』と統一し、連絡先等は『米子警察署』と記載す

る。また、計画案の中で『鳥取県』や『県』といった記載があったので、すべて

『鳥取県』と統一し、修正する。」といった旨を説明した。 

 

 

意見内容⑦：『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等の設置が必要。』 

 

 これに対して、「放射能観測等の設置は必要であり、緊急モニタリングができ 

る体制を万全にしておくことは認識しているが、米子市はＥＰＺ外にあり、国の 

補助金等が交付されないこともあり、米子市単独で何十億も投資するかどうかに

ついては、今後全体を見据えて決めていくべきと考える。」といった旨を説明し

た。 

 

 

意見内容⑧：『災害時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。』 

 

これに対して、「昨年３月に政府が『災害時要援護者の避難支援ガイドライン』

を策定し、米子市もそれを参考に「災害時要援護者の避難支援」については現在

検討中である。災害時要援護者等の事前情報をどうするかを災害時要援護者ごと

に考えて、情報収集に努めていきたい。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ので、意見・要

望等を踏まえて考えていきたい。この件については、今後策定予定の市・地域防 

 

災計画（風水害等対策編）にて記載する。」といった旨の説明を行なった。 

  

 



意見内容⑨：『緊急時の道路交通管理や、災害箇所の情報の際に他機関との無線

伝達系統を統一化及び共有化する必要がある。』 

 

これに対して、「伝達系統の統一化等については、各種問題、検討事項等があ

ると思われ、現段階においては、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思われる。」といった旨を説明した。 

 

 

意見内容⑩：『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。』 

 

これに対して、「広域訓練の実施は県レベルでの取りまとめが必要になってく 

るので、早期に実施できるかは不明であるが、必要な訓練である事は認識してい

る。現在、国民保護計画の策定を予定しており、それとの整合性も考えるべきで

あり、これらの計画の完成後に併せて考えていくことが重要。」といった旨を説

明した。 

 

 

意見内容⑪：『計画案の、第６章第３節第３項の中にある“中国非常連絡通信

協議会”を“鳥取地区非常通信協議会”に変更すべきである。』 

 

これに対して、「ご意見のとおり訂正する。」と説明した。 

 

 

意見内容⑫：『計画案 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。』 

 

これに対して、「ご意見のとおり訂正する。」と説明した。 

 

 

意見内容⑬：『計画案 16 ページの組織表“福祉保健局と農林局との間に生活環

境局を挿入”すべき。』 

 

これに対して、「ご意見のとおり挿入する。」と説明した。 

 

意見内容⑭：『計画案 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。』 

 

 



これに対して、「ご意見のとおり挿入する。」と説明した。 

 

 

意見内容⑮：『計画案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

港市や周辺市町村との連携や協力”という文書が必要なのではないか』 

 

これに対して、「連携を取るべき部分ではないので、文書の変更はしない。」 

といった説明を行なった。 

 

 

意見内容⑯：『事故発生情報の収集をできる限り、速やかに行なえるように考

えていただきたい。』 

 

これに対して、「中国電力（株）米子営業所とは先般、災害時の連絡体制の確 

認書や覚書を取り交わしており、今後も県と連携を取り早期に情報収集できるよ

うに努めていきたい。」といった旨を説明した。 

 

 

意見内容⑰：『計画案８ページの第２章第８節の第２項に“日野川堰放流警報

設備、道路情報板（国、県）”を利用してはどうか。』 

 

これに対して、「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、と考えている。」といった説明を行なった。 

 

（以上で、『防災会議委員からの意見等の回答書』についての事務局からの説 

明は終了。引き続き『質疑応答』へ移る。） 

 

『質疑応答』 

（西岡委員）資料６「防災関係機関一覧表」で機関名に誤りがあるので、訂正を願 

いたい。（日本道路公団中国支社米子管理事務所⇒西日本高速道路（株）

中国支社米子管理事務所） 

 

 

（事 務 局）ご指摘のとおり、訂正する。 

 

（井上博文委員）資料６「防災関係機関一覧表」で電話番号、ＦＡＸ番号に誤りが

あるので、訂正を願いたい。 

 



（事 務 局）ご指摘のとおり、訂正する。 

 

（西田委員）資料６「防災関係機関一覧表」で機関名に誤りがあるので、訂正を願

いたい。（国立米子病院⇒国立病院機構米子医療センター） 

 

（事 務 局）ご指摘のとおり、訂正する。 

 

（中川委員）伝達方法については、インターネットやホームページといった方法が

使用できない方に対して、緊急災害「１１０」のようなこちらから的確

な情報が欲しいとき、そういったものの設置は考えているのか。地震災

害は被害程度が分かるが、原子力災害は実際分からない。疑問に思った

時に災害緊急「１１０」のようなダイヤルサービスみたいなものがあれ

ば、的確な情報が得られると思うのだが。 

 

（事 務 局）実際に大きな災害が発生したら、市は災害対策本部を設置し、災害対

応するための部署も設置され、緊急時の電話番号も設置される。 

 

（中川委員）緊急時の設置された電話番号はすぐには分りづらいので、災害緊急「１

１０」のようなフリーダイヤルのようなサービスがあれば助かる。 

 

（事 務 局）その件については、今後の検討課題としたい。 

 

再度、議長がこの件について質疑等を伺ったが、出席委員から質疑等がなか

ったことから、「この件については、回答案のとおりに承諾されたものとする。」

で決定した。 

 

 

（３）『パブリックコメントでの意見等の回答書』について（「回答書３」を参照。） 

 

意見内容①：『計画案にある“予測される影響等”で想定される事故を“米国ス

リーマイル島原発事故程度”で考えているが、島根原発では間近に 

      活断層が存在しており、地震発生時の事故の規模はそれを上回るこ

とは十分考えられる。また、プルサーマル計画も進められており、 

 

その時の事故の規模も検討する必要がある。』 

 

（事 務 局）「島根原子力発電所と同じ軽水炉型原子力発電所の事故として、最悪

のものは昭和５４年の米国のスリーマイルアイランド原子力発電所の

事故であるが、この場合において８㎞、１０㎞において外部被ばく線 



量が１０ｍＳｖ未満であったこと、またこれをもとに各種試験研究を

行なった結果、１０㎞以上である地域（ＥＰＺ外）においては１０ｍ

Ｓｖ以上にはならないと想定されている。 

また、国際的な医学的見地において、放射線を短時間に大量に被ば

くすると障害が現れるが、全身に２００ｍＳｖ以下の放射線を受けて

も臨床学的な症状は現れない、とされている。 

以上により、技術的に起こりえない大事故が発生したとしても、人

体に影響する恐れは無い、といったことが国の指針等で示されており、

米子市においては人体に影響があるような原子力被害の恐れはない、

と考えられていることについては尊重したい。ただし、万が一の時に

対処すべきことを考え、当該の地域防災計画を策定するものである。 

それと、活断層の件については未だ解明されておらず、またプルサ

ーマル計画も現在島根県や松江市で検討中であり、今後の推移を見守

る必要があると考えている。 

       それらのことを踏まえ、計画案については変更なし、とさせていた

だきたい。」といった旨を説明した。 

 

 

意見内容②：『ＥＰＺについては、気象条件（風速１ｍ／秒等）を前提にしてい

るものであり、現状の島根原発周辺の気象状況を考慮して、検討し直すべき』 

 

（事 務 局）「回答書１において、回答したとおり国や県は判断しているので、そ

の見解を尊重すべきと考える。また、放出される放射線は風下へ行く

ほど拡散されて線量が減少し、風速が強いほど濃度の高い放射能は飛

んでこないことになる。ちなみに、島根原発周辺の平均風速は３．２

ｍ／秒であり、年間を通して風速１～４ｍ／秒の風が多いという統計

結果がある。 

       仮に気象状況が変わったとしても、防災対策の基本的事項が記載さ

れているので、この計画案で変更なしとしたい。」といった旨を説明

した。 

 

 

 

 

意見内容③：『“予測される影響等”を前提にすると、屋内退避、住民避難等の

避難等の避難対策そのものが不要となり、防災計画自体が不要となる。』 

 

（事 務 局）「回答書１で回答しているとおり、島根原子力発電所で事故があった 

場合に市民に不安が高まり、地域に混乱が生じることに十分留意する 



      必要がある、といったことのために計画を策定するものである。 

       この件については、計画案の一部訂正を行い、その他についてはそ

のままの記述としたい。」といった旨を説明した。 

 

 

意見内容④：『外部全身被ばく線当量１０ｍＳｖまでが人体に影響がないのは、

問題』 

 

（事 務 局）「この件については、回答書１で回答している内容とほぼ同じである

と考えている。計画案のｐ．２３の“資料１ 日常生活における放射

線と原災法等の通報基準値”にあるように、全身に２００ｍＳｖ以下

の放射線を受けても臨床学的な症状は現れない、とされていることか

らこれらを尊重し、この件については計画案の変更は行なわない。」

といった旨の説明を行なった。 

 

 

意見内容⑤：『災害対策本部の設置時期を、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言

を発出した場合では、事故時においての迅速な対応が不可能である。 

       市地域防災計画において法定の年間被ばく線量の１ｍＳｖを参考に、

独自の基準を定めるべきである。実際、宮城、福島、新潟、福井、島

根、愛媛県ではもっと早い時期（国が緊急事態宣言を出す時期より）

に、対策本部を立ち上げるように基準を定めている。 

 

（事 務 局）「市・地域防災計画では、５μＳｖ／時以上が検出された場合、また

特定事象に至らない場合でも、市長が必要と認めた場合は市警戒本部

を設置するように規定しており１ｍＳｖ以下でも対策をとるため、こ

の計画案で十分な対応が行なえると考えている。また、市災害対策本

部設置についても、“市長が認めた場合”と同様であり、災害対策本

部の設置についても遅すぎることはないと考えている。 

       法定の年間被ばく線量１ｍＳｖを参考については、福井県の場合、

この年間被ばく線量の１ｍＳｖを超える可能性があると評価されたら、 

 

      その地域までモニタリングの範囲を拡大するという計画であり、災害

対策本部の設置に関する基準ではない。島根県等でも、災害対策本部

の設置に関する基準は、国の指針に従っており、今回の市防災計画の 

基準と同一のものである。 

よって、計画案の変更は行なわない。」といった旨の説明を行なっ

た。 

 



意見内容⑥：『事故等についての情報を、中国電力から直接得るようにすべきで

ある。計画案では、事故等に関する情報を鳥取県から得るようになっているが、

迅速な対応のためにも中電から直接得るために、連絡体制について“安全協定”

もしくは“事故連絡協定”を結ぶべきである。』 

 

（事 務 局）「たびたび申し上げているように、中国電力（株）米子営業所とは

先般、災害時の連絡体制の確認書や覚書を取り交わしており、事故等

の情報の連絡体制を確立したことから、この件についての計画案の変

更は行なわない。」といった旨の説明を行なった。 

 

 

意見内容⑦：『防災訓練計画の策定において、住民参加の訓練を実施するよう要

望する。』 

 

（事 務 局）「この件については、回答書２の回答で説明しているが、今後も原子

力防災も含めた講演、訓練を実施していきたいと考えている。よって

この件については、計画案の変更は行なわない。」といった旨の説明

を行なった。 

 

 

意見内容⑧：『原子力防災に関する住民等に対する普及と啓発について、“事故

が起こる可能性は低い”というのではなく、“事故は起こる”ことを前提に、“そ

の際に被害を最低限に留めるにはどうすべきか”といった観点で、“知識の普及

と啓発”を行なって欲しい。』 

 

（事 務 局）「回答書２でもこの件について説明しているが、普及と啓発について

は、今後も色々な機会をとらえて広報をしていき、また各種広報媒体

を使用して基礎知識の事前広報も実施したいと考えている。よって、

この件についての計画案の変更は行なわない。」といった旨を説明し

た。 

 

意見内容⑨：『この計画案には、核燃料輸送に関する予防対策と応急対策の記載

がないので、これを記載すべきである。現状では、米子市には事前連絡がないが、

万が一事故発生時に“どのレベルの事故で災害対策本部を設置し、事故発生時の

避難はどうするか、防護服の整備はされているのか、核燃料輸送の事前情報を入

手し、一般車輌の進入を 

させない措置も必要であるではないか。これらのことを、計画に記

載するのがよいと思われる。』 

      



  （事 務 局）「核燃料輸送の件については、その輸送計画が不明であり、また教え

てもらえないといった立場であるため、予防計画が立てられないのが

現状である。また、事故が発生した場合、その責任については運搬を

委託した原子力事業者の責任である。しかし、また万が一、事故が発

生した場合の対応のため、関係法律、防災指針に従い、計画案の“第

３章第１０節”において“当該運搬を委託した原子力事業者のとるべ

き措置”と“市の措置”の２項目を追加し、記載している。 

          なお、核燃料輸送の件における“原子力事業者”と“ｐ．６ 第７

節 用語の意義等”における“原子力事業者（中国電力株式会社）”

とで相違があるため、“ｐ．６ 第７節 用語の意義等”における“原

子力事業者（中国電力株式会社）”といった記載について、記載内容

を変更する。」といった旨の説明を行なった。 

 

   

  意見内容⑩：『安定ヨウ素剤の整備の予定はどうなのか。できれば、他市のように

各学校や公民館等に安定ヨウ素剤を配布し、がん予防に備えるべきで

ある。』 

 

 （事 務 局）「ヨウ素剤については、市は現在保有していないが、今後の整備につい

ては、県や防災関係機関の状況や防災全般の状態を見ながら、随時検討

していきたい。また、この件については計画案のｐ．７“第２章第７節”

にて記載している。」 

 

（以上で、『パブリックコメントでの意見等の回答書』についての事務局からの 

説明は終了。引き続き『質疑応答』へ移る。） 

 

『質疑応答』 

（塚田委員）“回答書３”については、原子力発電所に反対の方々の意見に対しての

市の見解を示されていると考える。例えば、地域防災計画の風水害や震災

編の災害については市民の皆さんがあまり喜ばないことだが、原子力災害  

対策については米子市の電気のほとんどが原子力発電によってまかなわ

れており、原子力発電に対する災害の面から防災計画を練ることは結構で

ある。原子力発電所はこれだけ技術が進んで管理も厳しくなって、住民に

恩恵を与えていることは、理解したいと思う。このことを電力会社だけが

宣伝するだけでなく、原子力の平和利用といった意味を徹底してもらいた

い。 

よって、そういう意味で回答書３については了解である。 

 

（奥田委員）防災情報を市民へ伝達する上で、最も有効的なのが防災無線であると思



うが、市街地の方には通常は聞こえるが、農村部では田畑へ出かけている

方には現在聞こえにくいといったことがあり、どこの地区が聞こえづらい、

聞こえるのか調べていただき、そういった地区の方にはどういう体制で災

害情報を伝達するか、検討願いたい。 

 

（事 務 局）ご指摘のとおり、米子市の防災無線は市域を全域カバーしているもので

はなく住宅地を対象としており、聴取エリアを設定しているものである。

よって田畑においては聴取エリア外になっているところもあり、市の側で

どこが聴取エリア外になっているかはある程度、把握はしている。 

そのことを認識していただき、災害時の情報等の伝達については広報車

で巡回したり、消防団等の関係者の方などにもご協力いただくなど、考え

ている。 

      また、防災無線も設置後１５年経っているものがあり、今後防災無線を

更新するさいにデジタル化を検討する中で、この件も考慮していきたい。 

 

再度、議長がこの件についての質疑等を伺ったが、出席委員から質疑等がなかっ 

たことから、「この件の回答については、回答案のとおりに承諾されたものとする。」

で決定した。 

 

 

引き続き、回答書１～３以外、当該地域防災計画（案）についての質疑応答に移る。 

 

『質疑応答』 

（塚田委員）現在、日本人の拉致が問題となっているが、米子は海に面しているおり、

先日境港を拠点として麻薬密輸事故があったが、風水害、震災、原子力災

害は未確定的な要素があるが、こういった問題は警察、海上保安庁などに

任せるだけでなく、市民の意識を高めていくことも考えてみては、と思う。 

  これから特に日本は北朝鮮、中国等の問題があり、海に面したところで

もあり、そういった対策も考えてみてはどうかと思う。 

 

 

（原本委員）先ほどの件ではありがたい意見をいただいた。先ほどの大量覚せい剤事

件、大山町で外国人が逃亡した事件があり、警察の方としてもこの時期に

皆様に関心をもっていただき、いつでも通報できるボランティア、あるい

は情報ネットワーク等の組織をいち早く立ち上げたいと考えており、ご協

力をお願いしたい。 

 

再度、議長がこの件についての質疑等を伺ったが、出席委員から質疑等がなか

ったことから、議長より「米子市防災会議における地域防災計画（原子力災害対



策編についてはこの計画案で決定とし、今後は県知事へ正式協議を行なっていく。 

また、今後の当該の地域防災計画策定までのスケジュールについては、事務局

から説明を行なう。」と言述があった。 

 

（事 務 局）「今後、当防災会議で決定した計画案について、県知事へ正式協議を行

い、県知事からの回答があり、その回答内容によって計画策定に向けて

のそれぞれの対処方法についての説明を行なった。 

 

 

（以上で、『完成までの今後のスケジュール』についての事務局からの説明は終 

了。） 

 

引き続き『質疑応答』へ移ったが、特に次はなかった。 

 

 

【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。 

 

「委員の皆様方のご協力のもと、米子市地域防災計画（原子力災害対策編）の計

画案を作成することができました。今後は県知事に対して正式協議を行なってい

きたい。 

   今年度は、米子市地域防災計画（原子力災害対策編）の他に、『風水害等対策

編』、『震災対策編』を策定予定にしています。委員の方々にはご多忙の中、今

後も数回にわたりご出席をたまわることになり、誠に恐縮ですが、今後ともご協

力のほどよろしくお願いします。」 

 

 

【６】閉会 


