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倉吉市地域防災計画（令和元年度修正案）について

平成 30 年７月豪雨や台風第 24 号の災害対応で得た教訓等を本市地域防災計画に反映し、

自助、共助及び公助が一体となった防災体制の構築を図るため、災害対策基本法※1 に基づき、

本市地域防災計画に検討を加え、必要な修正を行うものです。

１ 修正の基本方針及び見直しを行った主な対策

令和元年度修正案の基本方針及び見直しを行った主な対策は、次のとおりです。

【基本方針】

平成 30 年台風第 24 号に係る本市災害対策本部の実施班の振り返り※2 及び避難体制に係

る地区別検討会※3 で把握した教訓、国等の防災に関するガイドライン、通知等を踏まえ、

自助、共助及び公助の役割と活動を整理しつつ、行政（公助）と地域（自助・共助）が一体

となった実効性のある防災体制の構築に資するため、次に掲げる対策を中心に現計画に検討

を加え、必要な見直しを行います。

［見直しを行った主な対策］

○自助の対策…市民一人一人が災害リスクを察知し、自発的に適切な避難行動を実施するた

めの対策を見直し。

○共助の対策…自助及び公助の役割を補完し、行政と地域が一体となった防災活動を実施す

るための対策を見直し。

○公助の対策…公助の災害対応力を最大限に発揮し、役割と責任を果たしつつ、自助・共助

の自発的な防災活動を促進し、連携して災害に対処するための対策を見直し。

□

主な修正内容 ・平常時及び災害時に市民がとるべき行動、警戒レベルの導入に伴う避

難情報の種類と居住者等に求める行動を修正

主な修正内容 ・自主避難所の開設・運営と必要な物資の計画的な備蓄、市と自主防災

組織の連携及び避難所運営組織への男女双方の参画による指定避難所の

運営、緊急時の浸水対策に要する土のうの確保・補充等の修正

主な修正内容 ・警戒レベルの導入に伴う避難情報の種類、発令基準、避難勧告等の伝

達文（例）、大雨時における指定避難所の開設計画の明記等の修正
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２ 修正の概要

倉吉市地域防災計画の令和元年度修正案の概要は、次のとおりです。

（１）「第１編 総則」について

（２）「第２編 災害予防計画」について

計画 修正箇所 概要

第２章 市及び公共的

団体等の処理すべき事

務又は業務の大綱

第１節 鳥取地方気象台の防災に関して処理すべき事務又は業

務の大綱を修正した。

第５章 市民の防災活

動

第３節 ①市民が「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、

次の行動を期待することを明記した。

（日頃の備え）

警戒レベルの意味やとるべき行動を理解する。

（災害が発生しそうなとき）

自らの判断で適切に避難する。

（災害が発生したとき）

命を守るための最善の行動をとる。

計画 修正箇所 概要

第 11 章 水防計画（予

防）

第５節 ①緊急時の浸水対策に必要な土のうを十分に確保する

ため、市は自主防災組織に土のうの作成に必要な資材を

提供し、自主防災組織は資材を活用して土のうの確保・

補充に努めることとした。

第 13 章 避難所等整備

計画

第２節 ①福祉避難所の指定にあたっては、「倉吉市における福

祉避難所の指定条件について」を満たすことを指定基準

とすることとした。

②学校を指定避難所として指定する場合には、児童・生

徒に関する個人情報の保護の観点等から避難所として

使用する教室等を選定しておくなど、事前に教育委員会

等の関係者と調整を図ることとした。

③避難所の運営体制を整備するため、市は地域の自主防

災組織等と連携して地区防災計画の策定、避難所運営ゲ

ーム（ＨＵＧ）等の防災ワークショップを実施すること

とした。

第 15 章 生活必需物資

備蓄・調達計画

第２節 ①備蓄品目の中に「液体ミルク」を追加することとした。

②消費期限等のある備蓄物資の更新にあたっては、市民

等の防災意識の普及啓発に資するような廃棄物資の有

効活用に努めることとした。

③自主防災組織は、市補助金等を活用し、自主避難所の

開設・運営に要する物資の計画的な備蓄に努めることと

した。

第 17 章 防災通信体制 第２節 ①スマートフォンの防災アプリを活用した迅速かつ多
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（３）「第３編 災害応急対策計画」について

整備計画 様な情報伝達手段の確保に努めることとした。

②市と自主防災組織が一体となった防災体制の構築を

図るため、市から自主防災組織の代表者等に防災情報を

直接提供するための通信手段の整備に努めることとし

た。

第 22 章 避難体制整備

計画

第３節 ①避難勧告等の避難情報を次のとおり警戒レベル３～

５に位置付けるとともに、各レベルで居住者等に求める

行動を整理した。

【警戒レベル３】避難準備・高齢者等避難開始

【警戒レベル４】避難勧告又は避難指示（緊急）

【警戒レベル５】災害発生情報

②避難勧告等の発令基準の策定にあたっては、原則、発

令対象地域を小学校区単位とした実効性の高い判断基

準となるように努めることとした。

③市民等の主体的かつ迅速・的確な避難を支援するた

め、サイレンの吹鳴、警戒レベルを用いた伝達文の整備

等の発令・伝達体制の整備に努めることとした。

第 25 章 自主防災組織

整備計画

第２節 ①自主防災組織に対する支援として、自主避難所の開

設・運営に要する備蓄物資等の整備に必要な支援を追加

することとした。

計画 修正箇所 概要

第１章 組織計画 第２節 ①防災関係機関は、災害応急対策の的確な実施に要する

重要情報を把握した場合には、速やかにリエゾンを通じ

て情報提供することとした。

②市対策本部の代替施設から倉吉市防災センターを外

すこととした。

第３章－１ 気象情報

等収集伝達計画

第２節 ①警戒レベルの解説を追記した。

②大雨警報（土砂災害）の危険度分布の色分けの持つ意

味を追記するとともに、洪水警報の危険度分布の色分け

の持つ意味に相当する警戒レベル等を修正した。

第４章 災害広報・広聴

計画

第２節 ①市対策本部の広報系統の中に、「あんしんトリピーメ

ール」及び「Yahoo!防災速報」を追加することとした。

第５章 避難計画 第３節 ①避難勧告等の避難情報を次のとおり警戒レベル３～

５に位置付けるとともに、各レベルで居住者等に求める

行動を整理した。

【警戒レベル３】避難準備・高齢者等避難開始

【警戒レベル４】避難勧告又は避難指示（緊急）

【警戒レベル５】災害発生情報

②原則、小学校区単位で避難勧告等を発令することとし
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た。

③避難勧告等の発令基準に「【警戒レベル５】災害発生

情報」を追加し、災害が発生した場合に発令することと

した。

④水害に関する避難勧告等の発令基準のうち、河川水位

に関する基準について、急激な水位上昇の場合にも避難

時間を確保できるようにするため、従前の実況水位によ

る基準に加え、予測水位に基づく基準を新設することと

した。

⑤土砂災害危険度情報のレベル表示の廃止に併せて、土

砂災害に関する避難勧告等の発令基準を文言表示に見

直すこととした。

⑥国のガイドラインに基づき、特別警報の基準を削除す

るとともに、特別警報の取扱いを注記することとした。

⑦避難情報の種別に応じて実施する情報伝達の手段を

明確にすることとした。

第７節 ①大雨時に市対策本部が斡旋する自主避難所は、従前の

14 か所から５か所（中学校区単位）とすることとした。

②地域の自主防災組織は、警戒レベル３以上で自主避難

所を開設・運営する場合には、市対策本部にその旨を報

告するとともに、市対策本部は自主避難所の安全性を確

認し、自主避難所の運営に必要な支援を実施することと

した。

第６章 指定緊急避難

場所・指定避難所の設置

運営計画

第２節 ①災害時に指定避難所以外の施設を随時指定する要件

を「指定避難所だけでは適切な避難所を確保できない場

合」、「指定避難所だけでは多数の避難者の受入れが困難

な場合」と明確にした。

②地震災害時には小中学校を優先して避難所を開設す

ることとした。

③大雨時における指定避難所の開設にあたっては、次の

段階を踏んで開設することとした。

・避難準備・高齢者等避難開始又は避難勧告の発令段階

第１段階（19 施設）

・更に状況が悪化し、避難所増設が必要と判断した段階

第２段階（12 施設）

④大雨時に開設する指定避難所が学校施設の場合には、

体育館（武道館がある場合には武道館を優先）に避難所

を開設し、その後、洪水に関する避難勧告が発令された

場合に校舎へ垂直避難することとした。

⑤避難班・避難支援班は、原則３時間おきに本部事務局
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へ避難者数を報告することとした。

⑥全地区に避難所が開設され、避難所開設が２日目以降

の長期にわたる場合における市職員の配置人数は、原則

１名とすることとした。

⑦男女両性の支援に対する運営状況を男女共同参画の

視点からチェックできるよう、避難所運営組織への男女

双方の参画を推進することとした。

⑧医療防疫班は、基本的な巡回時間を「午前９時から午

後７時までの間」と定めて避難所巡回を実施することと

した。

⑨避難班・避難支援班は、避難者の安否状況等の問い合

わせに対し、原則、避難所運営職員を通じて避難者本人

の同意を得た上で回答することとします。

第７章 消防等活動計

画

第３節 ①消防活動中に避難指示（緊急）が発令された場合には、

消防団員は直ちに発令対象地区の区域外に退避し、安全

な区域で消防活動を継続することとした。

第８章 広域応援計画 第７節 ①市対策本部は、市内で多数の要救助者等が発生してい

る場合において、迅速かつ効率的に人命救助活動を行う

ため、中部消防局と連携して倉吉市防災センターに救助

活動調整本部を設置し、県内外からの応援を含む救助機

関の活動調整を行うこととした。

第９章 ヘリコプター

活用計画

第４節 ①県による鳥取県消防防災ヘリコプターの飛行場外離

着陸場の見直しに準じて、市内の飛行場外離着陸場の見

直し（14 か所→11 か所）を行うこととした。

第 17 章－４ 住家等の

被害認定及びり災証明

書等の交付

第２節 ①１次調査から２次調査に引継ぐ場合には、被害調査班

から建築班に１次調査結果の書類（調査結果、地図、家

屋調査票等）を引渡すこととした。

②住家等の被害認定を円滑かつ迅速に行うため、必要に

応じて、航空写真、被災者が撮影した住家の写真、応急

危険度判定の判定結果等を活用するなど、適切な手法に

より被害認定を行うこととした。

第 17 章－5 応急仮設

住宅建設計画

第２節 ①応急仮設住宅の建設用地の候補地として、市有財産

（行政財産）の中から７か所（河北中央公園・七峰公園・

上灘中央公園・福守町公園（仮）・上米積第２公園・中

河原地区広場・関金第２公園）を選定することとした。

第 18 章 医療（助産）

救護計画

第２節 ①医療救護所は、避難所として開設した小中学校の保健

室等を活用して設置することとした。

第 23 章 トイレ対策計

画

第５節 ①通常のし尿処理券による収集・処理が困難な場合等を

想定し、事前に民間事業者との間で、支払方法等を確認

の上、収集・処理を行うこととした。
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（４）「資料編 資料・様式」について

（注）前記のほか、実施班の名称、誤記等の軽微な修正を行っています。

計画 修正箇所 概要

資料 資料 2-13-2 ・倉吉市指定避難所一覧表［修正］

（倉吉交流プラザに指定福祉避難所を追記）

資料 2-13-3 ・倉吉市における福祉避難所の指定条件について［新規］

（福祉避難所の指定条件を明記）

資料 3-3-5 ・災害時における被害情報等報告要領［新規］

（県が新たに定めた報告要領を掲載）

資料 3-5-2 ・避難勧告等の伝達文の例［修正］

（警戒レベルを用いた伝達内容に修正）

資料 3-6-1 ・大雨時の指定避難所開設計画［新規］

（避難対象地区ごとに開設する指定避難所等を明記）

様式 様式 3-3-3 ・一般被害報告調［修正］

（災害関連死者の記入欄を追加）

様式 3-3-13 ・一般被害報告様式［修正］

（災害関連死者及び災害発生情報の記入欄等を追加）

様式 3-3-14 ・第 4 号様式［修正］

（災害関連死者の記入欄を追加）

※１）災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 42 条（市町村地域防災計画）

市町村防災会議は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村地域防災計画を作成し、及

び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。

※２）平成 30 年台風第 24 号に係る倉吉市災害対策本部の実施班の振り返り

多数の住家被害等が発生した台風第 24 号の災害応急対策の教訓を地域防災計画の見直しに反映するた

め、平成 30 年 10 月から 11 月にかけて実施班単位で振り返りを実施し、把握した課題に係る対応方針を

定めた。

※３）避難体制に係る地区別検討会の開催（実施期間：平成 30 年 10 月 25 日～11 月 30 日）

台風第 24 号の教訓を踏まえ、市が適切な時期に避難情報を発令し、市と地域が一体となって市民に避難

情報を確実に伝え、市民が迅速かつ安全に避難するための体制のあり方を検討するため、平成 30 年 10 月

から 11 月にかけて地区単位（全 13 地区）で検討会を開催し、把握した課題に係る対応方針を定めた。


