倉吉市地域防災計画（平成３０年度修正）の修正案の概要について

平成 28 年 10 月 21 日に発生した鳥取県中部地震をはじめ、平成 29 年台風第 18 号等の災害対
応で得た教訓、鳥取県地域防災計画（平成 29 年度修正。以下「県計画」という。）を踏まえ、
次に掲げる基本方針及び３つの視点に基づき、本市地域防災計画の修正案を作成したもの。
［修正の基本方針］
平成 28 年鳥取県中部地震の教訓をはじめ、防災活動に従事した職員一人ひとりの貴重な経
験や自主防災組織等の声を今後の本市の防災対策に生かし、誰もが安全・安心して快適に暮
らせるまちづくりを推進するため、より実効性の高い計画となるよう、地域防災計画の見直
しを行う。
［修正の３つの視点］
（１）災害に強い人・組織づくり
一人ひとりの災害対応能力の向上及び災害に即応できる防災組織の機動力の向上
（２）災害に強いモノづくり
建造物の耐火性、耐震性等の強化による災害抑止力の向上及び災害応急対策の阻害要
因の除去
（３）災害に強い絆づくり
住民同士の助け合い、共助と公助の連携等による地域防災力の強化

【修正案の概要】
倉吉市地域防災計画の修正案の概要は、次のとおりである。
（ 注 ）下 表 の 計 画 欄 に「（ ※ 補 足 あ り ）」と 付 記 し て い る 計 画 に つ い て は 、別 の 資 料「 倉 吉 市 地 域 防 災 計 画（ 平
成 30 年 度 修 正 ） の 修 正 案 に つ い て 【 補 足 】」 に 補 足 説 明 を 記 載 し て い る 。

１

「第１編

第 １章

総則」について

計画
計 画作 成の 目的

修 正箇 所
第 ５節

（※補足あり）

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 ３章 市 の地 域の 自然
条 件と 災害 履歴
第 ５章

市 民の 防災 活動
（※補足あり）

第 １節

第 ３節
第 ４節
第 ２節 及
び 第３ 節

第 ４節

第 ６章

防 災教 育

第 １節
第 ４節

概要
・「 軽微 な修正 」を 定義す ると とも に、 市防 災会議 の会 長
（ 市長 ）の 判断 で当 該修正 を実 施で きる こと とした 。
・県計 画に 合わ せて 、関係 機関 等の 処理 すべ き事務 又は 業
務 の大 綱を 整理 した 。
・ 最新 の気 象デ ータ 、気象 観測 所等 の情 報を 反映し た。
・ 平成 28 年鳥 取県 中部地 震、 平成 29 年大 雪、平 成 29 年
台 風第 18 号等 の災 害履歴 を追 記し た。（資 料編）
・ 平成 29 年７ 月に 改正さ れた 鳥取 県防 災及 び危機 管理 に
関 する 基本 条例 に基 づき、地 域の特 性を 生か して災 害時 の
支 え愛 活動 に積 極的 に取組 む等 の「 防災 及び 危機管 理に 関
す る基 本的 な考 え方 」及び 「市 民の 責務 」を 修正し た。
・地区 居住 者等 は、地区防 災計 画の 作成 及び 当該計 画に 基
づ く自 発的 な防 災活 動の推 進に 努め ると とも に、市 は、各
地 区に おけ る当 該計 画の作 成支 援等 に努 める ことと した 。
・ 計画 の目 的を 追記 した。
・新 たに 、教員の 専門 的な 知識・ 技能 の習得 及び向 上等 の
「 教員 を対 象と した 施策」、 お互 いに協 力し 合える 関係 づ
く りの 推進 等の「家 庭・地 域と の連 携の ため の施策 」を追
記 した 。
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２

「第２編

第 １章

災害予防計画」について

計画
風 水害 予防 計画

修 正箇 所
第 ４節

（※補足あり）

第 ３章
画

土 砂災 害防 止計

第 ４節

（※補足あり）

第 ５章 上 下水 道施 設災
害 予防 計画

第 ２節

第 ６章

交 通路 確保 計画

第 ３節

第 ９章
画

防 災体 制整 備計

第 ２節

（※補足あり）

第 ６節

第 10 章

消防 計画

第 ２節

第 13 章
画

避難 所等 整備計

第 ２節

（※補足あり）

第 ４節

第 16 章 医療（ 助産 ）救
護 体制 整備 計画
第 17 章 防災 通信 体制整
備 計画

第 ２節

第 22 章
画

第 ３節

避難 体制 整備計

第 ２節

概要
・水防 法の 改正 に基 づき、国土 交通 省中 国地 方整備 局に よ
る「想 定最 大規 模降 雨によ る浸 水想 定区 域」の指定 を明 記
す ると とも に、同法 に基づ く浸 水想 定区 域内 の要配 慮者 利
用 施設 の指 定及 び当 該施設 によ る避 難確 保計 画の作 成推
進 等を 図る こと とし た。
・土 砂災害 警戒 区域 等にお ける 土砂 災害 防止 対策の 推進 に
関 する 法律 の改 正に 基づき 、土砂災 害警 戒区 域内の 要配 慮
者 利用 施設 の指 定及 び当該 施設 によ る避 難確 保計画 の作
成 推進 等を 図る こと とした 。
・災 害時の 応急 給水 及び応 急復 旧を 迅速 かつ 円滑に 実施 す
る ため 、（公社 ）日 本水道 協会 等を 通じ て相 互応援 協力 体
制 の整 備に 努め るこ ととし た。
・ 除雪 作業 の積 雪基 準を 15 ㎝ →10 ㎝ に引 き下げ るこ とと
し た。
・防災 担当 職員 の専 門研修 の受 講、非常 連絡 員その 他の 職
員 を対 象と した 庁内 研修の 充実 、防 災士 の認 証登録 制度 の
活 用等 によ り、職員 の防災 に関 する 知識 及び 技術の 向上 を
図 るこ とと した 。
・災害 応急 対策 計画 に係る マニ ュア ル等（災 害対策 本部 運
営 要領 、避 難所 運営 マニュ アル 、タ イム ライ ン、Ｂ ＣＰ ）
の 整備 に努 める こと とした 。
・中学 校区 単位 を基 本とし た分 散備 蓄を 念頭 に、備 蓄物 資
の 保管 場所 等の 検討 、整備 を行 うと とも に、庁舎等 の非 構
造 部材 の耐 震化 等に 努める こと とし た。
・消防 団員 の防 災士 の認証 登録 、鳥 取県 消防 学校の 教育 訓
練 等を 通じ て、消防 団員の 防災 の知 識及 び技 術の向 上を 図
る こと とし た。
・指定 福祉 避難 所の 位置付 けを 明確 にす ると ともに 、一 般
の 避難 所で 生活 でき ない要 配慮 者の 緊急 的な 受入れ に協
力 する 介護 保険 施設 等を「 要配 慮者 緊急 受入 協力施 設」と
位 置付 ける こと とし た。
・指定 緊急 避難 場所 、指定 避難 所等 の見 直し を行う こと と
し た。
・地 震発生 時に 市内 の建築 士事 務所 等の 協力 による 安全 点
検 を実 施す る体 制の 整備に 努め るこ とと した 。
・地 域の自 主防 災組 織と連 携し た避 難所 運営 組織を 整備 す
る とと もに 、避 難者 の中で 医師 、看 護師 等の 有資格 者の 把
握 等を 行う ため の仕 組みづ くり に努 める こと とした 。
・避 難所と なる 施設 に避難 所運 営に 必要 な資 機材等 の事 前
配 置を 行う よう に努 めると とも に、あら かじ め施設 管理 者
と 施設 備品 の借 用方 法等を 確認 して おく こと とした 。
・（公 社）鳥 取県看 護協会 、（ 一社） 鳥取県 助産師 会等 の役
割 を追 記し た。
・防 災拠点 施設 と市 対策本 部を 設置 する 市役 所本庁 舎等 と
の 通信 を確 保す るた めの手 段と して 、携 帯電 話等を 速や か
に 確保 でき る体 制の 構築に 努め るこ とと した 。
・「 避難 勧告等 に関 するガ イド ライ ン（ 平成 29 年 １月 31
日 改定 ）」に基 づき 、避難 情報 の名 称を 次の とおり 修正 し
た。
（変更前）
→（ 変 更 後 ）
「避 難準 備情 報」 →「避 難準 備・ 高齢 者等 避難開 始」
「避 難勧 告」
→※変 更な し
「避 難指 示」
→「避 難指 示（ 緊急 ）」

2

第 23 章 避難 行動 要支援
者 支援 体制 整備 計画
第 25 章 自主 防災 組織整
備 計画

第 ６節

第 26 章 防災 意識 の普及
啓 発、 防災 意識 高揚 及び
災 害教 訓の 伝承 計画

第 ２節

３

「第３編

第 １章

第 ２節

・要 配慮者 利用 施設 による 避難 確保 計画 の作 成及び 当該 計
画 に基 づく 避難 体制 の整備 を図 るこ とと した 。
・地 域にお いて 自主 防災組 織等 に対 する 指導 的な役 割を 担
う 「防 災士 の認 証登 録を受 けた 地区 防災 リー ダー」 の育
成 ・確 保等 を図 るこ ととし た。
・鳥 取県中 部地 震に 関する 記録 誌の 作成 によ る災害 教訓 の
伝 承を 図る とと もに 、防災 イベ ント 等の 実施 時期と して 、
「 鳥取 県中 部地 震発 生の日 （ 10 月 21 日 ）」 を追記 した 。

災害応急対策計画」について

計画
組 織計 画

修 正箇 所
第 ２節

（※補足あり）

第 ５節

第 ２章
画

配 備及 び動 員計

第 ３節

第 ３章
画

情 報収 集伝 達計

－１

－２
－３

－４

概要
・機構 改革 に基 づく 本部員 、主 管課 等の 名称 を修正 する と
と もに 、各 実施 部班 の所掌 事務 の見 直し を行 った。
・市 対策 本部 の本部 員に「 市 長が 指名 する者 」を追 加す る
こ とと した 。
・本部 事務 局は 、防 災安全 課職 員と 各実 施部 の本部 連絡 員
で 構成 する とと もに 、本部 事務 局内 のチ ーム 編成に よる 役
割 分担 を行 うこ とと した。
・各 防災 関係 機関 に対 し、リ エゾ ン（情 報連 絡員）の 派遣
要 請を 検討 する 段階 を設定 する こと とし た。
・市 対策本 部の 設置 場所を 本庁 舎第 １会 議室 及び大 会議 室
と する とと もに 、本 庁舎が 使用 でき ない 場合 の代替 施設 を
「 北庁 舎 」、「 倉吉市 防災セ ンタ ー 」及 び「 市長 が適 当と 認
め る施 設」 の３ 施設 に絞る こと とし た。
・市対 策本 部の 廃止 時に、災害 対応 の振 り返 りを実 施す る
こ とと した 。
・現地 災害 対策 本部 は、原 則と して 地区 公民 館内に 設置 す
る こと とし た。
・市 対策本 部を 設置 してい ない 段階 で災 害応 急対策 の事 前
準 備等 を検 討す るた め、市 対策 本部 の本 部会 議に準 じて 、
「 倉吉 市災 害対 策検 討会議 」を 開催 する こと とした 。
・配備 体制 の種 別及 び基準 を見 直す とと もに 、配備 体制 ご
と の職 員動 員数 の目 安を設 定す るこ とと した 。
・非常 連絡 員と して 、課長 等以 外に 所属 職員 の中か ら職 員
１ 名を 指名 する こと とした 。
・職 員の 動員 指令の 伝達方 法に「 倉吉 市職員 安否確 認・参
集 シス テム 」を 追加 した。
・警 戒体 制Ⅱ（ レベ ル５）以 上の 配備 体制 の場 合、実 施班
長 が所 属職 員の 動員 ローテ ーシ ョン 計画 を作 成する とと
も に、必要 に応 じて 各実施 部の 主管 班長 を通 じて、職員 班
と 連携 した 人員 確保 を図る こと とし た。
・ 気象 警報 等の 最新 の基準 、伝 達系 統等 に修 正した 。
・倉 吉地 域気 象観測 所（大 塚 ）が 被災 した場 合の対 応と し
て 、河北中 央公 園又 は伯耆 しあ わせ の郷 に可 搬型地 上気 象
観 測装 置を 設置 して 気象観 測を 継続 する こと とした 。
・地 震及び 津波 に関 する情 報の 最新 の伝 達系 統等に 修正 し
た。
・市 民等か らの 災害 情報等 の受 理及 び各 実施 部班へ の伝 達
は 総務 班が 実施 する ことと し 、本部 事務 局は 災害情 報等 の
総 括等 を行 うよ うに 役割分 担を 明確 にし た。
・「火災・ 災害 等即 報要領（ 昭和 59 年 10 月 15 日 付消 防災
第 267 号消 防庁 長官 通知）」 の改 正に基 づき 、市対 策本 部
か ら国 等へ 報告 を要 する災 害等 の基 準を 修正 した。
・ 市所 有の 通信 設備 等を現 況に 合わ せて 修正 した。
・災害 発生 後、速や かに市 保有 の各 種シ ステ ムの障 害の 有
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第 ４章
計画

災 害広 報・ 広聴

第 ２節

第 ３節

第 ５章

避 難計 画

第 ２節

（※補足あり）

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

（※補足あり）

第 ３節

第 ８章

広 域応 援計 画

第 ３節

第 ６節
第 11 章
対 策）

水防 計画（応急

第 ４節

第 13 章 災害 救助 法の適
用 計画
第 14 章 食料 供給 計画

第 ３節
第 ３節

（※補足あり）

第 15 章
給 計画

生活 関連 物資供

第 ３節

無 を確 認す ると とも に、優 先順 位を 決め て応 急復旧 を図 る
こ とと した 。
・報道 機関 から の取 材申込 みに 対し 、秘 書広 報輸送 班を 通
じ て関 係す る実 施班 と連絡 調整 し、 対応 する ことと した 。
・市に おけ る広 報系 統に緊 急速 報メ ール 、Ｌ アラー ト等 を
追 加し た。
・総務 班は 、住 民等 からの 被害 状況 等の 問い 合わせ に対 応
す るた め 、必要 に応 じて専 用の コー ルセ ンタ ー（電 話相 談 ）
を 設け るこ とと した 。
・避難 勧告 等の 発令 の際に 、関 係機 関に 助言 を求め る場 合
の 問い 合わ せ窓 口を 追記し た。
・大 雨・洪 水警報 の危 険度 分布 、土砂 災害メ ッシュ 情報 等
を 活用 した 避難 勧告 等の発 令基 準の 見直 しを 行った 。
・本部 事務 局は 、避 難勧告 等の 対象 地区 の自 主防災 組織 等
に 発令 内容 を伝 達す るとと もに 、当 該組 織等 は、保 有す る
情 報伝 達手 段や 構成 員によ る戸 別訪 問等 を通 じて、住 民に
避 難情 報を 伝達 する ように 努め るこ とと した 。
・地震 発生 時の 避難 所の開 設に あた って は、施設管 理者 若
し くは 市内 の建 築士 事務所 等の 協力 によ る安 全点検 又は
建 築班 によ る応 急危 険度判 定を 実施 し、速や かに避 難所 の
安 全性 を確 認す るこ ととし た。
・指定 緊急 避難 場所 等の運 営に あた り、多数 の避難 者の 受
入 れが 予想 され る場 合には 、地域の 自主 防災 組織等 と連 携
し て避 難所 運営 組織 を立上 げ 、運営 を行 うよ うに努 める こ
と とし た。
・医療 防疫 班は 、要 配慮者 の福 祉避 難所 への 移動等 を支 援
す るた め、定期 的に 保健師 によ る避 難所 の巡 回を実 施す る
こ とと した 。
・避難 所以 外で 生活 する避 難者 に対 し、指定 緊急避 難場 所
等 を経 由し た食 料等 の配布 、保健師 の戸 別訪 問等に よる 保
健 医療 サー ビス の提 供等を 行う こと とし た。
・鳥取 県緊 急消 防援 助隊受 援計 画等 の見 直し を踏ま え、緊
急 消防 援助 隊の 調整 本部、指 揮本 部 、進出 拠点（倉 吉未 来
中 心駐 車場 ・道 の駅 犬挟駐 車場 ）、宿営 拠点 （市営 ラグ ビ
ー 場・ 関金 総合 運動 公園） 等を 修正 した 。
・必 要に 応じ て、国土 交通 省に 対し 、緊急災 害対策 派遣 隊
（ TEC-FORCE） の派 遣を要 請す るこ とと した 。
・水 防警報 及び 洪水 予報の 伝達 系統 を現 行の 伝達系 統に 合
わ せて 修正 した 。
・ 現行 の県 指定 の水 防信号 及び 水防 標識 に修 正した 。
・最新 の国 勢調 査人 口に基 づき 、災 害救 助法 の適用 基準 を
修 正し た。
・供 給数 量は 、避 難所 の避 難者 数に 加え 、住 家やラ イフ ラ
イ ンの 被害 状況 等の 災害情 報を もと に地 域の 自主避 難所
の 自主 避難 者数 等を 推定し 、全体の 供給 数量 を概算 する こ
と とし た。
・ 食糧 の集 積・ 保管 場所（ 予定 ）と して 、「 倉吉ス ポー ツ
セ ンタ ー体 育館 」を 位置付 ける とと もに 、必 要に応 じて 、
民 間の 配送 事業 者等 の協力 を得 て、適正 な食 糧の保 管及 び
円 滑な 配給 に努 める ことと した 。
・地域 の自 主避 難所 等の避 難者 に対 して は、最寄り の指 定
避 難所 から 地域 の自 主防災 組織 等へ の引 渡し を通じ て食
糧 の配 分を 行う こと とした 。
・必 要に 応じ て、民間 の配 送事 業者 等の 協力 を得て 、適正
な 救助 物資 の保 管及 び円滑 な配 給に 努め るも のとし た。

4

（※補足あり）

第 16 章

給水 計画

第 ３節

（※補足あり）

第 17 章 被災 建築 物等応
急 対策 計画

－２
－４

第 22 章

清掃 計画

第 ５節

第 24 章 行方 不明 者の捜
索 、遺 体の 処理 及び 埋葬
計画

第 ３節

第 30 章 ボラ ンテ ィアと
の 協働 計画

第 ３節

第 32 章
計画

第 ２節

４

要配 慮者 の支援

「第４編

第 １章
旧 計画
第 ２章

第 ３章

・地域 の自 主避 難所 等の避 難者 に対 して は、最寄り の指 定
避 難所 から 地域 の自 主防災 組織 等へ の引 渡し を通じ て救
助 物資 の配 分を 行う ことと した 。
・（公 社）日 本水道 協会 、（一 社）鳥 取県 管工 事業協 会中 部
支 部及 び中 部管 工事 共同組 合と 連携 し、水道 施設の 応急 復
旧 を行 うこ とと した 。
・必 要に 応じ て、民間 の配 送事 業者 等の 協力 を得て 、適正
な 飲料 水の 保管 及び 円滑な 配給 に努 める もの とした 。
・地域 の自 主避 難所 等の避 難者 に対 して は、最寄り の指 定
避 難所 から 地域 の自 主防災 組織 等へ の引 渡し を通じ て飲
料 水の 配分 を行 うと ともに 、給 水車 等に よる 給水は 、指 定
緊 急避 難場 所等 で行 うこと とし た。
・被災 建築 物の 応急 危険度 判定 は、地震 の発 生から 概ね １
週 間で 実施 する よう に努め るこ とと した 。
・局 地的か つ多 数の 住家等 の被 害が 発生 して いると 予想 さ
れ る場 合は 、調 査区 域を指 定し た上 で、当該 区域内 の全 棟
の 家屋 被害 認定 調査 を実施 する こと とし た。
・被害 認定 調査 のう ち、木 造住 家及 び非 住家 に係る 調査 は
被 害調 査班 、非木造 住家及 び住 家の 再調 査（ ２次調 査 ）に
係 る調 査は 建築 班が 実施す ると とも に、必要 に応じ て、県
に 建築 士の 派遣 を要 請する こと とし た。
・非住 家の 被害 認定 調査及 び被 害認 定に つい ては、運用 指
針 を準 用し て行 うも のとし 、こ の場 合の 被害 認定調 査は 、
１ 次調 査の みと した 。
・「 倉吉 市り災 証明 書等交 付要 綱（ 平成 28 年倉吉 市第 131
号 ）」に 基づき 、本 部事務 局が り災 証明 書の 交付、 各関 係
実 施班 が被 災証 明書 の交付 を行 うこ とと した 。
・労働 災害 や周 辺環 境への 影響 を防 ぐた め、必要に 応じ て
集 積場 所や 周辺 にお ける大 気中 の環 境モ ニタ リング の実
施 を検 討す るこ とと した。
・災 害廃 棄物 の集 積場 所（仮 置き 場）と して、 一般 廃棄 物
最 終処 分場 （馬 場町 ）及び 向山 清掃 工場 跡地 （和田 東町 ）
を 位置 付け るこ とと した。
・遺 体安 置所 及び 遺体 の一 時保 存場 所（予 定）とし て、関
金 農林 漁業 者等 健康 増進施 設及 び倉 吉市 営体 育セン ター
を 位置 付け るこ とと した。
・多数 の死 者等 によ り対応 が困 難な 場合 は、鳥取県 葬祭 業
協 同組 合又 は（ 一社 ）全日 本冠 婚葬 祭互 助会 に協力 を要 請
し て対 応す るこ とと した。
・市 社協 は 、市対 策本 部と 協議 した 上で 、倉 吉福祉 セン タ
ー に「倉 吉市 災害ボ ランテ ィア セン ター 」を 立上げ 、活動
調 整等 を行 うこ とと した。
・援護 班及 び医 療防 疫班は 、一 般の 避難 所に 避難し てい る
要 配慮 者へ の聞 き取 り、問 診等 によ り健 康状 態等を 把握
し 、要配慮 者緊 急受 入協力 施設 等へ の受 入調 整を行 うこ と
と した 。

災害復旧・復興計画」について

計画
公 共施 設災 害復

修 正箇 所
第 １節

労 働力 供給 計画

第 ２章

被 災者 の生 活確

第 ４節 ～

要旨
・ 計画 の目 的を 追記 した。
・人 員の 確保 に必要 な職員 派遣 等の 担当 課を「職員 課 」及
び 「業 務課 （水 道施 設復旧 事業 に係 る人 員の み）」 とす る
こ とと した 。
・ 各種 支援 制度 に関 し、現 行制 度の 内容 等を 反映し た。
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保 対策 計画
第 ５章 被 災者 住宅 再建
支 援条 例の 適用 計画
第 ６章 災 害復 興計 画

第 ９節
第 ２節 及
び 第３ 節
第 ２節

・ 現行 制度 の内 容を 計画に 反映 した 。

・市 復興 本部 の組織 及び運 営は 、「（災 害名 ）倉 吉市 災害 復
興 本部 設置 要綱 （例 ）」を 参考 に、 災害 の規 模等を 勘案 し
て 決定 する こと とし た。
・必要 に応 じて 、電 話相談 を受 け付 ける コー ルセン ター を
含 む総 合的 な復 興相 談窓口 を設 置す るこ とと した。
（ 注） 前記 のほ か、 誤記等 の所 要の 修正 を行 った。
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