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（別紙）

倉吉市地域防災計画（平成３０年度修正）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を行ったもの。

【修正の概要】

倉吉市地域防災計画の平成 30 年度修正の概要は、次のとおりである。

１ 「第１編 総則」について

［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

計画 修正箇所 概要

第１章 計画作成の目的 第５節 ・「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。

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 ・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。

第３章 市の地域の自然

条件と災害履歴

第３節

第４節

・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）

第５章 市民の防災活動 第２節及

び第３節

第４節

・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。

第６章 防災教育 第１節

第４節

・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 災害予防計画」について

計画 修正箇所 概要

第１章 風水害予防計画 第４節 ・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。

第３章 土砂災害防止計

画

第４節 ・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。

第５章 上下水道施設災

害予防計画

第２節 ・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。

第６章 交通路確保計画 第３節 ・バス路線等の第１次路線に係る除雪作業の積雪基準を 15

㎝→10 ㎝に引き下げることとした。

第９章 防災体制整備計

画

第２節

第６節

・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、ＢＣＰ）

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。

第 10 章 消防計画 第２節 ・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。

第 13章 避難所等整備計

画

第２節

第４節

・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。

第 16 章 医療（助産）救

護体制整備計画

第２節 ・（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。

第 17章 防災通信体制整

備計画

第２節 ・市民に防災情報を迅速かつ確実に伝達するため、J アラ

ートの自動連携等による迅速かつ多様な通信手段の確保

に努めることとした。

・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。

第 22章 避難体制整備計

画

第３節 ・「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。
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３ 「第３編 災害応急対策計画」について

（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）」

第 23章 避難行動要支援

者支援体制整備計画

第３節

第６節

・避難支援プランの作成にあたり、避難行動要支援者一人

ひとりに対し、防災行政無線戸別受信機（文字放送器）な

ど具体的かつ複数の伝達手法を定めることとした。

・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。

第 25章 自主防災組織整

備計画

第２節 ・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。

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 ・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。

計画 修正箇所 概要

第１章 組織計画 第２節

第５節

・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。

第２章 配備及び動員計

画

第３節 ・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。

第３章 情報収集伝達計

画

－１

－２

－３

・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
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－４

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

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。

第４章 災害広報・広聴

計画

第２節

第３節

・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。

第５章 避難計画 第２節 ・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。

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

第３節

・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。

第８章 広域応援計画 第３節

第６節

・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。

第 11 章 水防計画（応急

対策）

第４節 ・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。

第 13章 災害救助法の適

用計画

第３節 ・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。

第 14 章 食料供給計画 第３節 ・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、
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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。

第 15章 生活関連物資供

給計画

第３節 ・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。

・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。

第 16 章 給水計画 第３節 ・（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業協同組合と連携し、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。

第 17章 被災建築物等応

急対策計画

－２

－４

・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。

第 22 章 清掃計画 第５節 ・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。

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 ・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。

第 30章 ボランティアと

の協働計画

第３節 ・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。

第 32章 要配慮者の支援

計画

第２節 ・避難班及び避難支援班は、受付時に避難者カードを用い

て、要配慮者としての支援の必要性、意向等を確実に把握

するとともに、要配慮者本人等の同意のもとに避難所内に

おけるヘルプマーク等の着用を促すこととした。

・援護班及び医療防疫班は、受付時の情報を参考に、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
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４ 「第４編 災害復旧・復興計画」について

（注）前記のほか、誤記等の所要の修正を行った。

≪参考：地域防災計画の修正に係るこれまでの経緯について≫

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。

計画 修正箇所 要旨

第１章 公共施設災害復

旧計画

第１節 ・計画の目的を追記した。

第２章 労働力供給計画 第２章 ・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。

第３章 被災者の生活確

保対策計画

第４節～

第９節

・各種支援制度に関し、現行制度の内容等を反映した。

第５章 被災者住宅再建

支援条例の適用計画

第２節及

び第３節

・現行制度の内容を計画に反映した。

第６章 災害復興計画 第２節 ・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。

期日 内容

平成 28 年

10 月 21 日 平成２８年鳥取県中部地震の発生

随時 市職員による災害対応の振り返り、自主防災組織等に対するアン

ケート調査、倉吉市自治公民館連合会、障がい者団体等との意見交

換等を実施

平成 29 年

７月７日 出水期に備え、緊急的に見直しが必要な箇所を修正し、暫定的な

運用を開始（災害対策本部の組織、避難情報の名称変更等の修正等）

８月 10 日～ 全庁的に計画の全体修正作業を開始

随時 暫定的な計画に基づき、平成２９年台風第１８号、第２１号等の

災害対応を実施

11 月１日～ 事務局を中心とした修正素案の調製作業を開始

平成 30 年

３月 29 日～ 修正案に対する全庁の最終協議を実施

４月 23 日～ 修正案による暫定的な運用を開始

５月 11 日～ 修正案に係る防災会議の構成機関・団体に対する意見照会を実施

６月８日 第１回倉吉市防災会議の開催

６月 13 日～７月２日 修正案に対するパブリックコメントの実施

７月 12 日 第２回倉吉市防災会議の開催

※計画承認


