
 

「八尾市地域防災計画修正（素案）」についての市民意見提出制度（パブリックコメント）の実施結果と市の考え方について 

 

「八尾市地域防災計画」を修正するにあたり、八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例第１２条の規定に基づき、素案を公表し、 

市民意見提出制度（パブリックコメント）を実施しましたので、その結果と提出された市民意見に対する市の考え方を公表します。 

 

１ 集計結果等 

（１）意見募集期間 

   令和３年１２月２８日（火）～令和４年１月２７日（木） 

 

（２）提出方法別の提出人数及び意見数 

提出方法 提出人数（人） 意見数（件） 

直接持参 １ １０ 

電子メール ０ ０ 

ＦＡＸ ０ ０ 

郵便 ０ ０ 

合計 １ １０ 

 



２ 提出された市民意見と市の考え方 

No. 該当箇所 意見・提言内容（原文） 市の考え方 素案修正有無 

１ 第１部 第１篇 総則 

第３章 防災関係機関等

の事務及び業務の大綱 

第２節処理すべき事務

又は業務の内容 ９ 公

共的団体その他防災上

重要な施設の管理者 

(９)やおコミュニティ

放送株式会社、株式会社

ジェイコムウエストか

わち局 

外部からの支援が一切入らない場合（電源を自前で

確保する必要がある時）のＦＭ局の継戦能力は？ 

事業者防災に関して、八尾市地域防災計画第１部 第２編 

予防対策 第３章 災害につよいひとづくり 第８節 事

業者防災の促進において、『市及び府は、事業者の防災活

動を促進するため、経済団体や企業防災活動を支援する

団体等との連携体制を構築し、広報・啓発や必要な情報

提供等の支援に努める。また、防災体制の整備、防災訓

練、事業所の耐震化、予想被害からの復旧計画の策定、

各計画の点検・見直し、燃料電力等重要なライフライン

の供給不足への対応、取引先とのサプライチェーンの確

保等の事業継続上の取組を実施する等、事業継続マネジ

メント（ＢＣＭ）の取組を通じて、防災活動の推進に努

める。』と記載していることから、やおコミュニティ放送

株式会社についても、発災時に迅速かつ的確な災害対応

が行えるよう事業継続マネジメントを促進してまいりま

す。 

無 

２ 第１部 第１編 総則 

第４章 防災の基本方針 

第３節 基本方針 第１ 

災害に強いまちづくり 

６ 広域災害への対応 

市庁舎以外でも、エアードームテントなどで司令部

を設置できるようにする。 

組立て式のテントやクイックテント等の可搬資機材を用

いながら、柔軟に司令部等を設置できるよう備えており

ます。 

無 



No. 該当箇所 意見・提言内容（原文） 市の考え方 素案修正有無 

３ 第１部 第１編 総則 

第４章 防災の基本方針 

第３節 基本方針 第２ 

災害に強いひとづくり 

３防災マニュアル及び

職員防災教育の充実 

実際の訓練で「サイコロ」（職員に事前に知らされ

ない内容の被害・問題発生）をふり、それに対応す

る訓練を行い、問題点の洗い出し、即応能力の向上

を目指す。 

平成 29 年度 八尾市総合防災訓練においては、事前に内

容を伝達せず被害状況や課題等を職員に提供し、災害対

応する訓練を行いました。 

また、令和元年度八尾市総合防災訓練においても、訓練

実施日のみを事前に伝達し、参集時間は非公表としたう

えで職員参集訓練を行いました。 

今後とも通常時の業務や防災訓練等を通じて職員の即応

能力が向上するよう努めてまいります。 

無 

４ 第１部 第２編 予防対

策 第１章 災害に強い

まちづくり 第２節 水

害予防対策の推進 第１ 

水害予防対策の推進 ３ 

整備計画 (７)水害減

災対策の推進 

大雨で増水している時に、発生した地震により大和

川の堤防が損壊した場合等の複合災害に対する備

えは？ 

１．情報収集の仕方 

２．情報発信の仕方（避難する方向、誘導する方法） 

複合災害であっても、人命第一優先の考えのもと、まず

は決壊した大和川の浸水想定区域住民の立ち退き避難を

行います。具体的には、地震の被害状況等を考慮しなが

ら、大和川の柏原水位観測所の水位や河川カメラ等での

現況の確認、加えて大和川河川事務所や近隣自治体と連

携しながら堤防決壊等の情報を収集します。次に、収集

した情報を防災行政無線、広報車、市のホームページ、

緊急速報メール等の地域防災計画に記載しているあらゆ

る広報手段を講じ、ＪＲ関西本線より北側等に、大和川

からできるだけ遠くへ避難する等の避難情報の発信を行

います。万が一、立退き避難に時間的な余裕がない場合

は、近隣の堅牢な建物の最上階に移動する等、身の安全

を確保する避難情報の発信を行います。 

また、平時の取り組みとして、緊急一時避難施設として

身の安全を確保できるように大和川沿川の民間事業者等

をはじめ、引き続き防災協定を締結し、避難施設の確保

等に努めてまいります。 

無 



No. 該当箇所 意見・提言内容（原文） 市の考え方 素案修正有無 

５ 第１部 第２編 予防対

策 第２章 災害応急対

策・復旧対策への備えの

充実 第３ 防災施設間

の連携強化 ３ 地区防

災拠点の整備 

この中で示されている整備が整うまでに時間がか

かるのであれば、次善の策としてプラグイン・ハイ

ブリット車を八尾市の市有車として一定数確保し、

小・中学校の避難所など必要な施設で最低限の電源

を確保できるように整備する。 

昨今の放火事件や保管の問題で、ガソリン使用の発

電機は使用が困難である事や、自主防災組織が保有

を進めているカセットボンベを使用する発電気は

連続使用時間が各メーカーを平均しても１.５時間

～２時間と短いことから、安全で安定的な電源確保

が必須である。 

災害時は停電が発生し、避難所運営等に支障をきたすお

それがあるため、電源確保の一助となるよう過日トヨタ

自動車販売店４社と災害時に外部給電車両の供給を受け

る協定を締結し、指定避難所等に配置できるようにいた

しました。 

今後とも、発災時に速やか電源確保が行えるように努め

てまいります。 

無 

６ 第１部 第２編 予防対

策 第２章 災害応急対

策・復旧対策への備えの

充実 第４節 緊急輸送

体制の整備 第２ 航空

輸送体制の整備 ３ 災

害時用臨時ヘリポート

の選定 

南海トラフ地震により患者が和歌山などから、八尾

徳洲会総合病院にヘリコプター等で搬送されてく

る場合、機種によっては屋上ヘリポートが使用でき

ない可能性も考えられる。直近には山本球場が臨時

ヘリポートとして指定されているが、より近い高美

中学校グラウンドを使用した方が良いと思われる。

最低限の交信方法さえ分かっていれば誘導できる

ので、対応できる無線機を持った自衛隊員が派遣さ

れるか、無線機をあらかじめ用意しておいて普段か

ら関係機関と連携を取っておき訓練しておくこと

で対応できるようにする。 

高美中学校に関しては指定避難所となっており、グラウ

ンドに関しても車両避難や駐車スペースとして活用する

場合があり、臨時ヘリポートとして利用するのは難しい

と考えています。 

無 



No. 該当箇所 意見・提言内容（原文） 市の考え方 素案修正有無 

７ 第１部 第２編 予防対

策 第２章 災害応急対

策・復旧対策への備えの

充実 第５節 避難受入

れ体制の整備 第２ 避

難場所、避難路、避難所

の選定・整備 ６ 避難所

の指定・整備 

「マンション等集合住宅との協定」 

避難所に行かなければ食料等の支援物資が提供さ

れないなどの誤った認識を持った、避難しなくても

いい住民が避難所に避難すると（特にマンション等

集合住宅）、ただでさえコロナ対策で収容人数が減

っている現状で、住居等に被害のある本当に避難し

なければならない人の妨げにならないように、あら

かじめ地域の「まち協」や「自主防災組織」がマン

ション管理組合等と協定を結んでおき、避難所が適

正運用出来るように努める。市は協定締結を主導す

る。 

防災訓練や講演会等の機会にあわせて市民の皆さまや事

業者の皆さまに居住もしくは就労しているところにおい

て想定される災害がなければ同場所で避難していただく

ことが可能であることや、在宅避難した場合においても

食料等の支援物資等が提供されることを周知してまいり

ます。 

また、マンション等の集合住宅住民とそれ以外の住民が

お互いに協力しあい避難できるよう、地区防災計画の作

成を今後も進めてまいります。 

無 

８ 第１部 第２編 予防対

策 第２章 災害応急対

策・復旧対策への備えの

充実 第６節 緊急物資

確保体制の整備 第１ 

食料品・生活必需品等緊

急物資の確保 ３ 重要

物資の備蓄 （２）重要

物資の備蓄（市選定物

資） 

５ 民間事業者との協定

締結による調達の推進 

（２）重要物資の備蓄（市選定物資）に「タオル」

を追加 

 

５ 民間事業者等との協定締結による調達の推進 

【 調達を必要とする生活必需品 】 

 

水が貴重な状況を想定した場合、乳首の部分だけを

洗えばいいように哺乳瓶に使い捨てのビニールを

被せる市販の「インナーバッグ」を、「保育用品」

の項目に追加する。 

 

「その他」の項目で、土のう袋に砂を入れる時に役

に立つ「底抜きルーペ缶」を用意すると、いちいち

人が持ち続けなくても簡単に入れることができる。 

（学校の床に塗るワックスなどの使用済み缶など

の底をくり抜いておくだけ。プラ製でも可） 

防災重要備蓄物資(市選定物資)の中の日用品セットの一

つとして、タオルが含まれています。 

「インナーバッグ」に関しては、備蓄計画の検討の際に

参考とさせていただきます。 

また、「底抜きペール缶」に関しても今後の活用を検討す

る際の参考とさせていただきます。 

無 



No. 該当箇所 意見・提言内容（原文） 市の考え方 素案修正有無 

９ 第１部 第２編 予防対

策 第３章 災害に強い

ひとづくり 第１節 防

災知識の普及 ３ 市民

に対する防災知識の普

及と意識啓発 （１）周

知内容 

☆下記の内容のようなものも含める 

 

感染症蔓延時に大規模災害が発生した時の避難所

選択と避難者の心得 

 

１．自宅の安全が確認出来たら、原則、「在宅避難」

を心がける 

２．避難する場合、指定緊急避難所のほかに、親戚

や知人宅への避難も考える（事前に承諾を得る） 

３．高齢者、障がい者、基礎疾患のある人、妊産婦、

病人等は福祉避難所へ避難 

４．避難時はマスク、除菌用品、タオル、歯ブラシ、

石鹸、保険証、お薬手帳などを携行 

５．受付で検温、手指消毒、靴底消毒の徹底、マス

ク装着、健康チェックの記入など係員の指示に従う 

６．入所前に、スマホ・ケータイなどの持ち物の消

毒及び清拭 

７．元気な避難者は役割分担を申し出て、トイレ、

水道蛇口、ドアノブ等の定期清拭・消毒などの役割

を分担する 

８．咳やくしゃみをするときは、人のいない方を向

いてマスク、ハンカチで口を覆う 

９．パーテーション等で間仕切りし、ソーシャル・

ディスタンス（社会的距離）を保った避難スペース

で待機する 

１０．大声を出したりせず、室内でもマスクを装着

し、保温などに心がけ、不要不急の移動・行動を慎

現在、八尾市において各小学校区の特性に応じた地区防

災計画の作成を推進しており、「在宅避難」、「災害時要配

慮者の避難先」、「避難所の運営方法」等についても検討

していただけるよう啓発してまいります。 

また、防災訓練や講演会等の機会にあわせ、市民の皆さ

まや事業者の皆さまに居住もしくは就労しているところ

において想定される災害がなければ同場所で避難してい

ただくことが可能であることや指定避難所等に避難する

際に備えておくべき心得をお伝えできるように努めてま

いります。 

無 



No. 該当箇所 意見・提言内容（原文） 市の考え方 素案修正有無 

む 

１１．できるだけほかの人と向かい合わせにならな

いようにする 

１２．物資の受け取りはソーシャル・ディスタンス

（社会的距離）を取り、手渡しでなく 

   不接触受領を心がける 

１３．朝夕定期検温を行い、体調に変化があれば直

ちに自己申告する 

１４．心を強く持ち、思いやり、助け合って困難を

乗り越える 

１０ 第１部 第２編 予防対

策 第３章 災害に強い

ひとづくり 第４節 災

害時要配慮者支援体制

の整備 ６ 外国人等へ

の対策 

発災初期に必要な避難行動を促す・誘導するために

必要最低限で、複数の言語に対応できる簡単な単語

帳か、Ｂ６ぐらいの紙に「下表」のようなものを用

意してほしい。それを持って地域の防災リーダーが

対応にあたる。地域でそれぞれがバラバラに翻訳を

依頼して料金が発生するのは無駄である。 

項目：逃げろ、ついて来い、避難所、etc. 

言語：英語、ベトナム語、中国語、etc. 

災害時の外国人等への対応については、一般財団法人自

治体国際化協会が作成している『災害時多言語表示シー

ト』『多言語指さしボード』等の活用を進め、地域で言語

等の配慮がしやすいように努めてまいります。 

無 

 


