
鳥取市国土強靱化地域計画策定委員会 

第１回委員会 次第 

 

日時：平成 30 年３月 30 日(金) 午後２時～ 

場所：鳥取市福祉文化会館 ３階 第２会議室 

 

１ 開 会 

 

２ あいさつ 

 

３ 委員紹介 

 

４ 説 明 

（1）委員会設置の趣旨について 

（2）鳥取市国土強靱化地域計画の概要について 

（3）意見聞き取り 

 

５ 閉 会 
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鳥取市国土強靭化地域計画策定委員会

第１回委員会

平成30年3月30日

資 料 １
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本日のスケジュール

１．14:00 開会

２．14:05～14:20 委員会設置の趣旨

３．14:20～15:00 地域計画の概要

４．15:00～15:30 意見聞き取り

５．15:30 閉会
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委員会運営要綱(1/2)
鳥取市国土強靱化地域計画策定委員会運営要綱

（趣旨）
第１条 この要綱は、鳥取市国土強靱化地域計画策定委員会（以下「委員会」という。）に関し運営に必要な事項を定める
ものである。

（調査審議する事項）
第２条 委員会は、国土強靱化地域計画の策定に関する事項について調査審議するものとする。

（組織）
第３条 委員会は、１５人以内の委員をもって組織する。

（委員）
第４条 委員は、その調査審議する事項に関し知識又は経験を有する者のうちから、市長が任命する。
２ 委員の任期は、平成３０年３月３０日から鳥取市国土強靱化地域計画の策定終了時までとする。ただし、補欠の委員の
任期は、前任者の残任期間とする。
３ 委員は再任されることができる。

（会長）
第５条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
３ 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

（会議）
第６条 委員会の会議は、委員会の会長が招集し、会長がその議長となる。
２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

（秘密の保持）
第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を辞した後も同様とする。

（庶務）
第８条 委員会の庶務は、都市整備部都市企画課において行う。

附 則
この要綱は、平成３０年３月２３日から施行する。
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委員会運営要綱(2/2)

鳥取市国土強靱化地域計画策定委員会 委員名簿

No 施策分野 氏　名

1 行政 福 政　孝 啓 鳥取県 技術企画課 技術企画課長

2 警察 中 田　昌 弘 鳥取警察署 警備課 警備課長

3 遠 藤 由美子 公立鳥取環境大学 副学長

4 門 脇　美 鈴 (一社)鳥取県建築士会 理事

5 保健医療・福祉 吉 田　泰 之 (一社)鳥取県東部医師会 副会長

6 エネルギー 池 田　正 彦 中国電力(株)鳥取営業所 配電課 配電課長

7 金融・産業 清  水 　　亘 鳥取商工会議所 総務課 総務課長

8 情報通信 安 田　忠 典 (株)ＮＴＴフィールドテクノ中国支店鳥取営業所 災害対策担当課長

9 農林水産 下 田　浩 文 鳥取いなば農業協同組合 営農企画課 営農企画課長

10 交通 橋 本　孝 之 (一社)鳥取県バス協会 専務理事

11 国土保全 亀  井　 　勲 (一社)鳥取県東部建設業協会 理事

12 太 田　隆 夫 鳥取大学 大学院 工学研究科教授

13 武 田　恭 明 鳥取市自主防災会連合会 会長

14 報道 荒 木　隆 宏 (株)新日本海新聞社 総務局 次長

所　属　・　職　名

住宅・建築・環境

地域防災
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国土強靭化の主旨（1/3）
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国土強靭化の主旨（2/3）
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国土強靭化の主旨（3/3）
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国土強靭化に関連する計画の位置づけ
鳥取市版の地域計画は、強くてしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土

強靭化基本法第13条に基づき、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本
的な計画として、国土強靭化基本計画との調和を保ち策定する

他計画との関係
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国土強靭化の基本的な考え方・進め方

１．人口減少の中、本市の強み・特性を活かした、大規模災害に備える持続可
能な地域社会の構築

２．ハード対策とソフト対策の適切な組み合わせ

３．既存社会資本の有効活用、官民連携等による効率的・効果的な施策推進

４．ＫＰＩによる定量的な施策評価と、ＰＤＣＡサイクルによるマネジメント

①Ｐｌａｎ：計画策定

STEP1 強靭化する上での目標の明確化   鳥取市の地勢・課題と、過去の災害から想定する
大規模自然災害形態（リスク）の抽出

STEP2 「 悪の事態」の設定   「事前に備えるべき目標」の障害となる、「起きては
ならない 悪の事態」を設定

STEP3 脆弱性の評価、課題の検討   「起きてはならない 悪の事態」に対処する個別・
横断的な施策分野の脆弱性評価を行い課題を検討

STEP4 対応方策の検討   脆弱性を克服するための方策の検討

STEP5 対応方策の重点化   強靱化の方向性の検討

②Ｄｏ ：計画的に実施

③Ｃｈｅｃｋ：結果の評価 ⇒

④Ａｃｔｉｏｎ：全体の取り組みの見直し・改善 （   「①Ｐｌａｎ」へ ）

ＫＰＩ（重要業績評価指標）
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国土強靱化地域計画策定の流れ

現在まで 市役所担当課での計画内容の検討・庁内調整（たたき台作成）

3.30(金) 策定方針協議

今後 市役所担当課での計画内容の検討・庁内調整（素案作成）

（6月）

（7月） 自治会（地区会長会）等への照会、成案作成

市議会（委員会）説明・

第１回鳥取市国土強靱化地域計画策定委員会

第２回鳥取市国土強靱化地域計画策定委員会

公 表

パブリックコメント
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鳥取市の課題

◆少子高齢化◆
〈現状〉・鳥取市人口は約19万人

（平成29年2月）
〈将来〉・平成52年には現在の80％

の人口になるとの予測
・生産年齢人口（15歳～64

歳）の減少が著しい

◆中山間地域の過疎化◆

・山間部における老年齢人口の増加
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国土強靭化の目標
◆基本理念◆ 本市の国土強靱化は、いかなる自然災害が起こっても、機能不全に陥る事

が避けられるような「強さ」と「しなやかさ」を持った安全・安心な地域・経済社
会を構築し、地域活性化と持続的な成長にも繋がる取組とする。

◆基本目標◆
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想定する大規模自然災害

【市内】
○地震 ：

・建物倒壊や火災、液状化被害
○津波 ：

・津波による浸水被害
○豪雨・暴風雨 ：

・短期的・局地的豪雨による河川の氾濫や浸水被害
○土砂災害 ：

・山間部や傾斜地における｢がけ崩れ｣、｢土石流｣、｢地すべり｣による被害
○豪雪・暴風雪 ：

・なだれの発生や建物倒壊などによる被害

【県外】
○南海トラフ地震 ：

・西日本の太平洋側における被害･被災地への支援
・社会経済システムの機能代替
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脆弱性評価

『本市の特性の把握』

本市の特性を把握し、脆弱性評価に反映し
ます。

 
『想定するリスクの抽出』

市内・県外で発生が懸念される「大規模自然
災害リスク」の抽出を行います。

 
『８つの「事前に備えるべき目標」を損なうリスク
シナリオ「起きてはならない 悪の事態」の設定』

「事前に備えるべき目標」に対して、 「起きて
はならない 悪の事態」を設定します。

 
『施策分野の設定』

「起きてはならない 悪の事態」回避のため
の個別施策分野と横断的施策分野を設定しま
す。

 
『「起きてはならない 悪の事態回避」に向けた
現行施策の分析・評価』

現行施策の対応力について、分析・評価を
行います。

【市内】 ○地震 ○津波
○豪雨・暴風雨 ○土砂災害
○豪雪・暴風雪

【県外】 ○南海トラフ地震

「事前に備えるべき目標」
１．人命の保護
２．救助・救援、医療活動の迅速な対応
３．行政機能の確保
４．情報通信機能の確保
５．地域経済活動の維持
６．ライフラインの確保及び早期復旧
７．二次災害の防止
８．迅速な復旧・復興

【個別施策分野】①行政機能分野
②住環境分野
③保健医療・福祉分野
④産業分野
⑤国土保全・交通分野

【横断的分野】 ①リスクコミュニケーション分野
②老朽化対策分野
③研究開発分野
④人口減少対策分野
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悪の事態と被害の様相(1/3)

事前に備え
るべき目標

災害
事象

被害の様相
　　　起きてはならない 悪の事態
　　　　　　　　　　(27項目)

地震
地震による住宅等の倒壊や火災による死傷者
の発生
住宅密集市街地における火災の延焼

1-1
地震による建物・交通施設等の倒壊や火災
による死傷者の発生

津波 津波による死傷者の発生や建物の倒壊・流出 1-2 津波による死傷者の発生

豪雨
ゲリラ豪雨等による河川氾濫や排水機能停止に
よる浸水被害

1-3 ゲリラ豪雨等による市街地の浸水

土砂
土石流、崖くずれ、地すべりに伴う死傷者の発
生、住宅の倒壊

1-4 土砂災害等による死傷者の発生

豪雨
豪雪

なだれや建物倒壊に伴う死傷者の発生
交通麻痺や孤立集落の発生

1-5
豪雪・暴風雪による交通途絶等に伴う死傷
者の発生

津波
津波発生等災害時における住民の避難行動の
遅れ

1-6
情報伝達の不備等による避難行動の遅れ
等で死傷者の発生

全般
物資供給ルートの途絶による支援物資の供給
停止

2-1
被災地での食料・飲料水等物資供給の長期
停止

全般 道路寸断に伴う孤立集落の発生 2-2 長期にわたる孤立集落等の発生

全般
救助・救援車両への燃料供給の途絶に伴う活
動停止

2-3 救助・救援活動等の機能停止

全般 停電による医療機関等の機能停止 2-4 医療機能の麻痺

3.行政機能の確
保

全般
職員の参集困難に伴う初動対応の低下、市町
村行政機能の停止

3-1 市町村等行政機関の機能不全

1.人命保護

2.救助・救援、医
療活動の迅速な
対応
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悪の事態と被害の様相(2/3)

事前に備え
るべき目標

災害
事象

被害の様相
　　　起きてはならない 悪の事態
　　　　　　　　　　(27項目)

4.情報通信機能
の確保

全般 停電や施設被害による情報通信機能の停止 4-1 情報通信機能の麻痺・長期停止

全般
被災企業における業務の停止
サプライチェーンの構成企業間における業務継
続困難

5-1 地域競争力の低下、県内経済への影響

全般 交通インフラの被災による物流の途絶 5-2 交通インフラネットワークの機能停止

全般 物流の途絶による食料品等の供給不足 5-3 食料等の安定供給の停滞

全般
発電所の被災や送電線の分断などによる電力
供給の停止

6-1 電力供給ネットワーク等機能停止

全般
上水道施設の被災による用水供給の停止
下水道施設の被災によるトイレ使用不可、衛生
環境の悪化

6-2
上下水道・工業用水等の長期間にわたる供
給・機能停止

全般
交通関連施設被害による交通ネットワークの分
断

6-3 地域交通ネットワークが分断する事態

地震
延焼拡大による市街地の大規模火災の発生
沿道建築物の倒壊による道路閉塞とそれに伴う
交通支障の発生

7-1 大規模火災や広域複合災害の発生

地震 ダム等の決壊による下流域への被害の発生 7-2
ため池、ダム等の損傷・機能不全による二
次災害の発生

全般 有害物質の拡散・流出による被害の発生 7-3 有害物質の大規模拡散・流出

全般 農業や観光に影響を及ぼす風評被害の発生 7-4
風評被害等による県内経済等への甚大な
影響

5.地域経済活動
の維持

6.ライフラインの確
保及び早期復旧

7.二次災害の防
止
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悪の事態と被害の様相(3/3)

事前に備え
るべき目標

災害
事象

被害の様相
　　　起きてはならない 悪の事態
　　　　　　　　　　(27項目)

全般
災害廃棄物の処理の停滞による復旧・復興の
遅れ

8-1
大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞
により復旧・復興が大幅に遅れる事態

全般
建設業関連など人材の不足による復旧・復興の
遅れ

8-2
復旧・復興を担う人材等の不足により復旧・
復興が大幅に遅れる事態

全般 長期避難生活による地域コミュニティの崩壊 8-3
地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興
が大幅に遅れる事態

全般
緊急輸送道路の損壊等による復旧・復興活動
の遅れ

8-4
基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅
に遅れる事態

津波
豪雨

液状化や地盤沈下の場所に津波の襲来による
長期間の浸水

8-5
長期にわたる浸水被害の発生により復旧・
復興が大幅に遅れる事態

8.迅速な復旧・復
興



24

施策単位の重点化

（１）プログラム単位の重点化

特に回避すべき「 悪の事態」の絞り込みを実施
重点化の視点 ⇒ リスクの発生度合い・緊急性

本市及び鳥取県並びに国全体への影響の大きさ等

（２）施策単位の重点化

（１）により絞り込んだ「 悪の事態」に対応する施策の重点化を実施
重点化の視点 ⇒ 重要性（当該プログラムにおける施策の重要度）

緊急性（他の施策に優先して行う必要性）
波及性（他の政策目的への波及効果） 等
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鳥取市の重点化施策プログラム(1/2)

事前に備えるべき目標 　起きてはならない 悪の事態　(27項目)　黄色：重点化プログラム

1-1 地震による建物・交通施設等の倒壊や火災による死傷者の発生

1-2 津波による死傷者の発生

1-3 ゲリラ豪雨等による市街地の浸水

1-4 土砂災害等による死傷者の発生

1-5 豪雪・暴風雪による交通途絶等に伴う死傷者の発生

1-6 情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で死傷者の発生

2-1 被災地での食料・飲料水等物資供給の長期停止

2-2 長期にわたる孤立集落等の発生

2-3 救助・救援活動等の機能停止

2-4 医療機能の麻痺

3.行政機能の確保 3-1 市町村等行政機関の機能不全

4.情報通信機能の確保 4-1 情報通信機能の麻痺・長期停止

5-1 地域競争力の低下、県内経済への影響

5-2 交通インフラネットワークの機能停止

5-3 食料等の安定供給の停滞

1.人命保護

2.救助・救援、医療活動
の迅速な対応

5.地域経済活動の維持
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鳥取市の重点化施策プログラム(2/2)

事前に備えるべき目標 　起きてはならない 悪の事態　(27項目)　黄色：重点化プログラム

6-1 電力供給ネットワーク等機能停止

6-2 上下水道・工業用水等の長期間にわたる供給・機能停止

6-3 地域交通ネットワークが分断する事態

7-1 大規模火災や広域複合災害の発生

7-2 ため池、ダム等の損傷・機能不全による二次災害の発生

7-3 有害物質の大規模拡散・流出

7-4 風評被害等による県内経済等への甚大な影響

8-1
大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れ
る事態

8-2 復旧・復興を担う人材等の不足により復旧・復興が大幅に遅れる事態

8-3 地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興が大幅に遅れる事態

8-4 基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態

8-5 長期にわたる浸水被害の発生により復旧・復興が大幅に遅れる事態

6.ライフラインの確保及び
早期復旧

7.二次災害の防止

8.迅速な復旧・復興
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