
「大阪狭山市地域防災計画（素案）」について 
寄せられた意見とこれに対する大阪狭山市の考え方 

 
大阪狭山市政策調整室危機管理グループ 

 
募集期間：平成２６年７月７日（月）～８月６日（水） 
意見者数：１名 
意見の数：２２件 
 
○パブリックコメントに対する意見について、市の考え方を説明いたします。 
 

 意見の要旨 市の考え方 

１ Ｐ１ 
「平成 25 年 3 月に内閣総理大臣によっ

て、南海トラフ地震防災対策推進地域に指

定された。」とありますが平成 26 年 3 月で

はありませんか？ 

 
ご意見のとおりです。修正します。 
「平成 25 年 3 月」⇒「平成 26 年 3 月」 

２ Ｐ２ 
大阪狭山市における各機関とは、どこを

指すのでしょうか？また、必要に応じての

必要は何処の部署が判断するのですか？部

署名等を明示するとよいと考えます。 

 
Ｐ１に記載しています市、府、指定地方行政

機関、指定公共機関、指定地方公共機関等（本

市域に関係する公共的団体）を指しています。 
Ｐ16～Ｐ21 において具体に例示していま

す。 
３ Ｐ２ 

「第３ 他の計画及び諸法令に基づく計

画との関係」のところを 1/2 ページを割いて

記載する必要があるのでしょうか？総合計

画の記載に対する具体的計画を簡明に記載

するのがよいと考えます。 

 
大阪狭山市地域防災計画の位置づけと市総

合計画における防災面での位置づけを記載し

たものです。具体的な計画につきましては、第

２編以降において記載しています。 

４ Ｐ３ 
大阪府の地域防災計画の「防災の基本方

針」をそのまま転用されていますが、大阪

狭山市独自の基本方針を簡明に記載するの

がよいと考えます。 

 
 防災の基本的な方針は、上位計画である大阪

府地域防災計画と整合を図っています。 

５ Ｐ１１ 

第２ 地震被害想定 

上町断層帯A・Bの違いが不明である。違い

を明示するのが望ましいと考えます。 

 
 Ｐ６の【本市周辺の活断層図】のとおりです。 
 また、被害想定については、Ｐ12 のとおり

です。 
６ Ｐ１３ 

４ 想定結果に基づく本市の取組 

ここでは、データを再掲載するだけでなく、

本市が取り組むべき具体策（行政・市民など）

を記載するのがよいと考えます。 

 
 総則において取組事項を明らかにしたもの

であり、具体策については、「第２編 災害予

防対策」の各章に記載しています。 



７ Ｐ１６ 

第５節 防災関係機関の業務大綱 

第１ 大阪狭山市 

・記載順としては、１政策調整室（総括部）、

２に危機管理グループではありませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・避難誘導関係については記載がないので

は？（どこの部署が担当するのか？） 

 
危機管理グループと政策調整室（総括部）の

違いを明確にするため、次のように修正しま

す。 
１ 危機管理グループ 

(1) 防災会議に関すること。 
(2) 災害対策本部・災害警戒本部の総合調整

に関すること。 
(3) 地域防災計画に関すること。 
(4) 防災訓練に関すること。 
(5) 気象予警報等の収集伝達に関すること。 
(6) 防災行政無線の管理運用に関すること。 
(7) 被災者対策その他災害対策に関するこ

と。 
２ 政策調整室（総括部） 

(1) 関係機関への連絡及び調整に関するこ

と。 
(2) 本部における災害情報の総括に関するこ

と。 
(3) 本部の庶務及び本部の特命事項に関する

こと。 
(4) 市民、自治会長等への避難指示勧告伝達

に関すること。 
(5) 災害見舞いの応接及び現地視察に関する

こと。 
(6) 出動人員の把握に関すること。 
(7) 災害救助法に関すること。 
(8) 職員の給与給食に関すること。 
(9) 他部に属さない事柄に関すること。 
 

・避難誘導については、災害の状況に応じて対

応するため、各部署から職員の出動または、

現地職員による対応を想定しています。 
８ Ｐ１９ 

第４ 指定地方行政機関 

・大阪狭山市に関しては、気象台と近畿農政

局だけですか？近畿財務局、近畿総合通信

局、近畿厚生局、大阪労働局、近畿経済産

業局、近畿地方整備局、近畿運輸局、近畿

環境事務所、なども記載の上コンタクトを

とっておかないといけないのではありませ

んか？ 

・指定地方公共機関としてはこれだけです

か？ 

・大阪狭山市と災害時応援協定を締結してい

ただいた企業については、記載しないので

しょうか。 

 
  
・記載している機関は、本市域に関係する公共

的団体について記載しています。記載のない

機関については、大阪府等を通じて連絡を取

ることとなります。 
 
 
 
・市内に当該機関の構造物などがある機関を記 

載しています。 
・災害時応援協定締結事業所等につきまして

は、資料編にて掲載しています。 



９ Ｐ２６ 
この項の文章を見ると、地区の市民・事業

者が自発的に「地区防災計画」を作成し、市

に提案があれば、市防災会議に提案をする。

また、地区防災計画を定めた地区の居住者が

自発的に防災力の充実強化に努める。などと

記載されています。 

しかし、市から市民が「地区防災計画」を作

成できるように、事前に「地区防災計画作成

指針または、ガイドライン」の公表や作成を

啓発する行動が見当たらない。 

 
 災害対策基本法の改正により新たに地区防

災計画の策定提案ができることとなった旨を

記載したものです。 
 各地区が「地区防災計画」の策定する場合に

は、市が必要な指導・助言を行います。 
  

１０ Ｐ３８ 
（２）民間建築物 
 「② 広域緊急交通路が地震発生時に沿道

建築物の倒壊により・・・耐震診断を義務付

ける路線を指定し、・・・指導、助言、支持

を行う・・・」と記載ありますが、指定路線

等の公表を済ませていますか？未済であるな

ら、ここにそのことを記載するのがよいと考

えます。 

 
 現段階では、沿道建築物の耐震診断を義務づ

ける路線はありません。 

１１ Ｐ４０ 
４ 浸水想定区域の指定・公表 
「本市域内には、浸水想定区域に該当する

箇所はない。」とのことであるが、市の防災

マップに記載されている「河川洪水による浸

水想定情報＜危険度Ⅲ＞地域」についての対

応を記載する必要はありませんか？（Ｐ４１

の各項に関連するもの等を含め） 

 
Ｐ41 の６ 「洪水リスクの開示」の（２）

洪水リスクの周知及び利用にて記載していま

す。 

１２ Ｐ４１ 
「・・・市民に周知させるため、」という

表現が２か所ありますが、「周知させる」と

は誰から市民に周知させるのですか？市が行

うなら「周知する」という表現がよろしいの

ではありませんか？ 

 
ご意見のとおりです。修正します。 
「周知させるため」⇒「周知するため」 

１３ Ｐ６４ 
第８ 南海トラフ地震を想定した防災訓練の

実施 
後述の付編２ 南海トラフ地震防災対策推

進計画が設定されているが、ここでこの１行

を記載する必要があるのですか？ 

 
今後の発生確率が高く、南海トラフ地震を想

定した防災訓練が重要であり、本編の防災訓練

の項目においても、記載しています。 

１４ Ｐ６５ 
第９ 自主防災組織、事業者等による訓練の

実施 

この項に、地域の「避難訓練」の実施を盛

り込む必要があると考えます。 

 
地域の「避難訓練」については、避難行動要

支援者（災害時要援護者）参加による避難訓練

に含めています。 



１５ Ｐ８０ 
第１０節 避難行動要支援者（災害時要援護

者）支援対策の推進 

・７行目に、「「災害時要援護者支援プラン」

を作成し、その体制整備を図る。」とあり

ますが、平成２２年４月に同プランは作成

済なので、この表現はおかしいと思います。 

 

 

・（２）地域住民 
自治会・自主防災組織の未結成地域・マン

ション居住者対応については記載なし。どう

されるのか？ 

 
ご意見のとおりです。修正します。 
「を作成し」⇒「に基づき」とします。 

 
 
 
 
 
 

 
・自治会・自主防災組織の未結成地域・マンシ

ョン居住者については、自治会等の「等」に

含めています。 
１６ Ｐ８３ 

「形式要件から漏れた者が自らの命を主体

的に守るため、自ら避難行動要支援者（災害

時要援護者）名簿への掲載を市に求めること

ができる。」とありますが、わざわざこのよ

うな項を設定しないで、「自ら避難することが

困難な者」の条件の中に設定すればよい。 

 
 避難行動要支援者の範囲を定めることによっ

て、形式要件から漏れた人がでるため、その対応

策として記載しています。 

 

 

 
１７ Ｐ８６ 

第１１節 帰宅困難者支援体制の整備 
海や大きな川に面していないわが大阪狭山

市として、船舶による・・・は記載する必要

はあり得ないと考えます。 

 
ご意見のとおりです。修正します。 

「バス、船舶による」⇒「バスによる」 

１８ Ｐ８８ 
第１ 避難場所・避難路の指定 
２ その他の避難場所及び避難路の指定 
「市は、図記号等を利用した府内共通の図

記号等を・・・」の前文の「図記号等を利用

した」は、不要だと思います。 

 
ご意見のとおりです。修正します。 

「市は、図記号等を利用した府内共通の図記号等

を利用した」⇒「市は、府内共通の図記号等を利

用した」 

１９ Ｐ８９ 
・第５ 要配慮者に配慮した施設整備等 
「要配慮者」とか「災害時要援護者」など

の文言が混在しており紛らわしい、指してい

る対象者は同一と思います。文言は統一され

たい。 

 
 要配慮者と「避難行動要援護者（災害時要援

護者）」とは、定義が異なります。 
＊「要配慮者」とは、高齢者、障がい者、乳幼

児その他特に配慮を要する者をいいます。

（改正法 8 条 2 項 15 号） 
＊「避難行動要支援者（災害時要援護者）」と

は、上記の要配慮者のうち、災害が発生し、

又は災害が発生するおそれがある場合に自

ら避難することが困難な者であって、その円

滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支

援を要する者をいいます。（改正法 49 条の

10 第 1 項） 
 用語については、用語解説に掲載いたしま

す。 



２０ Ｐ１６６ 
４ 避難所の運営・管理の（５） 

「④ 避難所に感染症が発生したとき。」

とありますが、「発生したとき」に限らず「懸

念あるとき」も含めるべきと思います。 

 
感染症の「懸念あるとき」は、⑤のその他報

告を必要とする事項が発生したときに該当す

ると考えています。 

２１ Ｐ１７０ 
第１４ 広域一時滞在 ５行目～７行目 
「市の行政機能が被災によって著しく低下

した場合など、市からの要求を待ついとまが

ないときは、要求を待たないで、広域一時滞

在のための協議を当該市町村に代わって行

う。」とありますが、この内容は、府が対応

することで、市が記載する必要はないのでは

ありませんか？ 

 
東日本大震災で地方公共団体の機能が低下

し、十分に機能しなかったことを受けて法改正

された事項であり、府の権限を明確にするため

に記載しています。 

２２ Ｐ２３９ 
「第３節 地震防災上緊急に整備すべき施

設等の整備計画」について、施設の整備計画

は地震のみではありませんから、この項につ

いては、付編２のみではなく、本計画にも記

載すべき節だと考えます。 

 

地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に

ついては、本編Ｐ101 の第 17 節にて同一の記載

をしています。また、地震ではないものについて

は、本編の各節において記載しています。 

 


