
日時：令和３年１月８日（水） １４時００分～

場所：災害対策本部室（本庁舎３階）ほか

１ 開 会

２ 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく対策本部の設置宣言

３ 協議・報告事項

（１）鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第６０回）の概要について

（２）各部の対応について

（３）業務別必要人役調査結果について

４ その他

５ 閉 会

第５９回
鳥取市新型コロナウイルス感染症対策本部会議
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２ 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく対策本部の設置について

【新型インフルエンザ等対策特別措置法（抜粋）】
（市町村行動計画）
第八条 市町村長は、都道府県行動計画に基づき、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に

関する計画（以下「市町村行動計画」という。）を作成するものとする。
２ 市町村行動計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項
二 市町村が実施する次に掲げる措置に関する事項
イ 新型インフルエンザ等に関する情報の事業者及び住民への適切な方法による提供
ロ 住民に対する予防接種の実施その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置
ハ 生活環境の保全その他の住民の生活及び地域経済の安定に関する措置

三 新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項
四 新型インフルエンザ等対策の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関し市町村長が必
要と認める事項

（市町村対策本部の設置及び所掌事務）
第三十四条 新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたときは、市町村長は、市町村行動計画で定めるところに

より、直ちに、市町村対策本部を設置しなければならない。
２ 市町村対策本部は、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総
合的な推進に関する事務をつかさどる。
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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく対策本部の設置宣言

令和３年１月７日、政府において首都圏１都３県に新型インフルエン
ザ等緊急事態宣言が発令されたことに伴い、新型インフルエンザ等対策
特別措置法第３４条の規定に基づき、鳥取市新型コロナウイルス感染症
対策本部を設置することを宣言します。

令和３年１月８日
鳥取市新型コロナウイルス感染症対策本部
本部長
鳥取市長 深澤 義彦
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総務部の対応総務部の対応

項目 内容

職員の管理に関すること

【職員課】
緊急事態宣言の発令を踏まえ、感染被害防止のため、職員

の行動管理について通知

①対策本部

総務部の対応
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事 務 連 絡 

令和３年１月８日 

    

各所属長 様 

職 員 各 位 

 

                          総 務 部 長 

 

 

緊急事態宣言の発令を踏まえた職員の行動管理について（通知） 

 

 

 この度、政府が新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急事態宣言を１

都３県に発令したとともに、県内においても新規感染者数が二桁となる日が出る

など、国内・県内ともにこれまでに類のない感染拡大が続いています。 

職員におかれては、現在の感染状況がこれまでとは全く違うステージに入って

いることを十分認識の上、当面の間、下記のとおり対応を徹底してください。 

 

記 

 

１．感染被害防止及び安全確保の徹底について 

（１）マスクの着用・三つの密の回避・手指消毒・換気の励行等の感染予防対

策、行動記録票の作成を引き続き徹底してください。  

（２）発熱等の症状がある場合はかかりつけ医等に速やかに相談してください。 

（３）やむを得ない理由により県外へ行かれた場合等で、その行動記録から感染

拡大防止のため特にやむを得ないと認められる場合は、所属内で調整の上、

在宅勤務制度の活用も検討してください。  

（４）県外から講演会の講師等を招くことや、本市事業の関係者との打合せ等に

ついては、引き続きオンライン形式での代替を検討いただくとともに、これ

により難い場合でも、緊急性、必要性等を十分精査の上、延期することも選

択肢に入れつつ適切に判断してください。 

 

２．公務出張及び私的旅行について 

（１）緊急事態宣言の対象地域への公務出張については、旅行行程の一部に当該

地域が含まれる場合も含め、原則禁止とします（コロナウイルス感染症対策

関連業務など、極めて緊急性の高い業務に伴う公務出張は除く）。 
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（２）緊急事態宣言の対象地域以外の地域で、鳥取県の基準により「感染流行厳

重警戒地域」（政府の感染症対策分科会提言において、ステージⅢの判断目

安とされているレベル）に指定されている地域への公務出張については、緊

急性の高い業務を除き控えてください。 

（３）その他の地域については公務の内容、緊急性、必要性等を十分精査の上、公

務出張の実施について適切に判断していただくようお願いします。 

   公務出張の際には、マスクの着用・三つの密の回避・手指消毒など感染予防

に努め、対象地域の流行状況や各自治体が出す情報の確認など、感染防止対策

を徹底してください。 

（４）引き続き国外への公務出張は一律禁止します。 

（５）私的旅行についても、やむを得ない場合を除き公務出張と同様とします。 

 

３．職員に感染または疑いが確認された場合の対応について 

 「市職員に新型コロナウイルス感染または疑いが確認されたとき等の職場とし

ての対応方針（令和２年１２月１４日改定）」に基づき、引き続き適切に対応い

ただくようお願いします。  

（担当）総務部職員課 

 人事係 外線 0857-30-8116 内線 7141 
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経済観光部の対応経済観光部の対応

項目 対策内容

鳥取市宿泊キャンペーンの
対応

●緊急事態宣言の発令を受けての対応
GoToトラベルの全国一時停止（R2.12.28 R3.1.11）

に伴い、利用対象範囲を鳥取県民限定としていたが、キャン
ペーン終了日（R3.1.31）まで継続する。

↓
令和３年1月12日（火） 令和3年1月31日（日）
対象 鳥取県民限定

①対策本部

＜現在の対応状況等＞
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（２）業務別必要人役調査結果について

鳥取市新型インフルエンザ等業務対応マニュアル
　業務継続計画（抜粋）

２．　業務対応の基本的な考え方

    地震、風水災害に対しては、業務が遅滞しても被害箇所の早期復旧を図ることが、
　　業務継続方針とされる。しかし、新型インフルエンザ等に対しては、業務を継続することに
　　伴い、職員や市民等が感染する危険性（リスク）と福祉サービス、ライフラインの
　　確保等市民生活を支えるための業務継続の要請を勘案して業務対応の
　　レベルを決めることになる。後日執行可能な業務、事務処理等内部の市役所業務は
　　必要最小限の業務を除き、感染拡大の可能性が無くなるまで、原則的にそれらの業務を
　　一時的に停止する。新型インフルエンザ等感染拡大防止のため保育園、幼稚園、学校等は
　　休業の検討がなされているが、鳥取市が主催するイベント等は中止し、
　　市民へは外出自粛を要請する。

イメージ図

　①　各部課の従来どおり継続しなければならない事務事業、新型インフルエンザ等 ①

　　対応業務は、各部課内での協力により行う。しかし、各部課の対応業務で職員が

　　不足すると見込まれる場合は、あらかじめ他の部署、関係団体等の支援を願う。

調整可 調整不可

　②　各部は職員の出勤状況の把握を行い、職員課に報告する。各部での業務 ② 部内協力

　　対応が困難となった場合、職員課は部署間の対応職員の派遣等調整を行う。 職員派遣

　③　各課においては、連絡及び保安要員として職員２名程度で対応する

　　　　・各部、各課の継続業務、新型インフルエンザ等対応業務の連絡、調整

　　　　・各課の電話相談や問い合わせの対応、関係団体等との連絡
　　　　・課内の緊急を要する事務事業
　　　　・その他

　④　窓口業務の証明事務、認定事務、給付事務等福祉サービスを継続する業務
　　　においても、感染予防対策を講じて、必要最小限の職員で対応する。
　　　税の賦課等処理期限が決められている法定事務については、業務の継続が
　　　必要となるもの、国、県の指導があれば後日の業務とする。

職員課で部署間派遣等調整

部を越えた協力

陽性者等確認による課内人員の不足

継続業務・対応業務実施

部内調整
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雪に係る
雪害警戒庁内連絡会議

日時：令和３年１月８日（金）

第５９回新型コロナウイルス感染症対策本部会議終了後

場所：本庁舎３階災害対策本部室ほか各庁舎（テレビ会議）
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１. 開 会

２. 市長あいさつ

３． 気象見込について

４. １月７日～ 本市の体制について

５． １月７日～ 対応状況について

６. その他

７. 閉 会

雪害警戒庁内連絡会議次第
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３． 気象見込について

【実況など】
〇現在、山陰沿岸に雪雲が停滞していますが、今夜気圧の谷が通過する影響で、今日（8日）午
後から明日（9日）午前中にかけて山陰沿岸の雪雲が南下してくる可能性がある。

【留意事項】
〇西廻りで雪雲が流れ込むため日野地区と南部町、東部の平地を中心に降雪量が増える見込み。
〇強い寒気の影響により9日にかけて水道管の凍結など低温による被害に留意が必要。

《1/8日》
・強い冬型の気圧配置は継続する。
・大雪、着雪、風雪、波浪、低温注意報は継続。
・強い寒気（大気の低い層では平年より10度程度低い）が流入し続けるため低温注意報を継続。

《1/9日》
・強い冬型の気圧配置は継続する。
・大雪、着雪、風雪、波浪、低温注意報は継続。
・強い寒気（大気の低い層では平年より10度程度低い）が流入し続けるため低温注意報を継続。
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https://www.data.jma.go.jp/tottori/
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４. １月７日～ 本市の体制について

１月７日 ４：３３ 鳥取市北部：暴風雪警報、大雪注意報、低温注意報、着雪注意報
鳥取市南部：大雪注意報、風雪注意報、低温注意報、着雪注意報 発表
雪害警戒配備体制「警戒配備」発令
河原・用瀬・佐治・鳥取南地域工事事務所「注意配備」発令

１４：３３ 鳥取市北部：大雪警報 発表
２２：０８ 鳥取市南部：大雪警報 発表

河原・用瀬・佐治・鳥取南地域工事事務所「警戒配備」発令
１月８日 ３：３３ 鳥取市北部・南部：大雪注意報 発表（警報→注意報）

雪害警戒配備体制「注意配備」発令
１２：５７ 鳥取市南部：大雪注意報、着雪注意報 解除

河原・用瀬・佐治・鳥取南地域工事事務所「注意配備」解除

≪雪害警戒関係課≫
危機管理課、秘書課広報室、地域振興課、協働推進課、農政企画課、林務水産課、
農村整備課、交通政策課、都市環境課、道路課（※10）、鳥取南地域工事事務所、鳥取西地域工事事務所、
廃棄物対策課、総合支所地域振興課及び産業建設課、学校教育課（※11）
※10）道路課については、除雪体制基準を優先とする。
※11）上記に掲げる課・室・所以外でも、所管する事務事業等において雪害警戒等にあたる必要があると判断

した場合は、所属長の指示により初動態勢をとる。
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５． １月７日～ 対応状況について（1/8 8:00時点）

（１）秘書課広報室
〇公式ホームページ

公式ホームページの『大切なお知らせ』に、冬季は「雪に関する注意情報はこちら」を配置
し情報を集約。各担当課で所管する雪害等に関する最新情報を掲載。
〇ぴょんぴょん 1/7 17：30～21：00までL字放送で発信

内容は大雪警報と、見通しの悪化、積雪や路面凍結、水道管凍結の注意
〇FM鳥取 1/6 18時半から随時放送

内容は今回の気象に関する注意喚起全般
（２）交通政策課
・乗合タクシー 全線 通常運行
・路線バス 路線バス（東部地区）全線 通常運行

100円循環バスくる梨 通常運行
・高速バス 一部運休
・鉄道 JR山陰本線一部遅延、運休。若桜鉄道、智頭急行 通常運行。
・飛行機 ANA鳥取羽田便 全便欠航

（３）道路課
・除雪状況 「令和２年度積雪・除雪作業状況報告書」のとおり
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５． １月７日～ 対応状況について（1/8 8:00時点）
（４）地域振興課・総合支所・南工事事務所・西工事事務所

【鳥取市北部】

【鳥取市南部】

時点報告
市民生活部
地域振興課

国府町 福部町 河原町 用瀬町 佐治町 気高町 鹿野町 青谷町 南工事事務所 西工事事務所

●報告者 ●報告者 ●報告者 ●報告者 ●報告者 ●報告者 ●報告者 ●報告者 ●報告者 ●報告者 ●報告者

地振／石原 地振／中山 地振／大島 地振／森田 地振／安田 地振／倉持 地振/細田 地振／小林補佐 地振/大田 山根 牧野

●被害状況 ●被害状況 ●被害状況 ●被害状況 ●被害状況 ●被害状況 ●被害状況 ●被害状況 ●被害状況 ●被害状況 ●被害状況

なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

●除雪状況 ●除雪状況 ●除雪状況 ●除雪状況 ●除雪状況 ●除雪状況 ●除雪状況 ●除雪状況 ●除雪状況 ●除雪状況 ●除雪状況

除雪完了 前線除雪中
西郷地区山間部除雪完了
（7日20時現在）

除雪なし 全線除雪済 全線除雪中 全対象路線除雪完了 全線除雪済

●支所周り積雪深 ●支所周り積雪深 ●支所周り積雪深 ●支所周り積雪深 ●支所周り積雪深 ●支所周り積雪深 ●支所周り積雪深 ●支所周り積雪深 ●支所周り積雪深 ●支所周り積雪深 ●支所周り積雪深

5㎝ 15cm １～２cm 10㎝（降雪0㎝） １cm 18ｃｍ 　１０ｃｍ 20ｃｍ

●その他町内積雪状況 ●その他町内積雪状況 ●その他町内積雪状況 ●その他町内積雪状況 ●その他町内積雪状況 ●その他町内積雪状況 ●その他町内積雪状況 ●その他町内積雪状況 ●その他町内積雪状況 ●その他町内積雪状況 ●その他町内積雪状況

雨滝12㎝、大石11㎝、上地9
㎝

左近15cm 落河内　10ｃｍ 江波　40㎝（降雪5㎝） 多いところで20ｃｍ（沿岸部）
山間部（河内集落）１０ｃｍ
北部（道の駅気楽里）１３ｃｍ

山間部15ｃｍ

●報告・連絡事項等 ●報告・連絡事項等 ●報告・連絡事項等 ●報告・連絡事項等 ●報告・連絡事項等 ●報告・連絡事項等 ●報告・連絡事項等 ●報告・連絡事項等 ●報告・連絡事項等 ●報告・連絡事項等 ●報告・連絡事項等

特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし 特になし

1/8(金)

7:00
現在

 各総合支所等の積雪対応状況　　【注意 】 重要案件等は、本課又は市民生活部地域振興課まで一報を入れること。

入力時
留意事項

 ※1） 被害状況 … 県・市本課と情報共有を図っている事項があればもれなく入力してください。（例）ビニールハウスの倒壊、倒木による通行止め（市道●●線）、□□地区停電（△△世帯）…etc）

 ※2） 除雪状況 … 除雪が完了している場合は「除雪完了（◆◆時◆◆分）」、除雪中の場合は「除雪中（完了見込◆◆時◆◆分）」、除雪開始前の場合は「◆◆時◆◆分/除雪開始予定」、待機中の場合は「待機」、などと入力してください。

 ※3） 町内積雪状況 … ≪入力例≫ 山間部（■■集落）の多いところで40ｃｍの積雪…etc

 ※4） 報告者 … 「地域振興課【地振】、市民福祉課【市福】、産業建設課【産建】」＋「報告者氏名」を入力してください。

注意報・警報
１/７（木）4：33/暴風雪・波浪警報、大雪注意報 → 14：43/大雪・波浪警報 → 1/8（金）3：33/大雪注意報（警報解除）

１/７（木）4：33/大雪注意報 → 22：08/大雪警報 → 1/8（金）3：33/大雪注意報（警報解除）
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５． １月７日～ 対応状況について（1/8 8:00時点）

（５）協働推進課
・公民館からの被害状況の報告→なし
・町内会からの相談・問い合わせ→なし

（６）農林水産部
・被害報告なし

（７）廃棄物対策課
・家庭ごみ収集について →通常どおり実施予定。
・廃棄物処理施設について →異常等、運転継続に支障をきたすような報告なし。

（８）教育委員会
・小・中・義務教育学校 通常登校

（９）水道局
・水道施設には現時点で被害なし。
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６. その他

◎災害情報共有システムへの被害情報等の入力について

全庁で情報共有を目的に導入したシステムです。
対応の遅れや被害の拡大につながるため、必ず事案の入力をお願いします。
対応を指示された部局は「完了（対応済）」まで管理をお願いします。
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６. その他

◎今後の配備体制について

本日（１月８日）１７：１５ 「注意配備」 職場待機 自宅待機
・道路課 除雪体制基準を優先
・危機管理部 職場待機継続

警報発令時 「警戒配備」に切り替え 職場待機

◎配備解除後
〇担当部局長、支所長がチャットワークにより一報を掲載。
〇災害情報共有システムに入力

入力後、危機管理課公用携帯 課長補佐 090-8992-5818
課長 090-8992-5774

へ連絡してください。
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