
 

 

 

項

番 
頁 行 修  正  前 修  正  後 

1 巻頭  （追加） 「はじめに」 

2 ⅳ 26 
４ 市災害対策本部・市危機管理緊急対

策本部（仮称）の設置 

４ 市災害対策本部・市危機管理緊急対策本部の

設置 

3 ⅷ 11 ２ 市町村の役割 ２ 市の役割 

4 ⅹ 1 ４ 市町村対策本部の機能確保 ４ 市対策本部の機能確保 

5 4 …住民等の協力を得つつ、… …住民等の自発的な協力を得つつ、… 

6 
8 

9 
…別途具体的な実施手順等を定める「実

施マニュアル（仮称）」を作成… 

…警報の伝達、住民の避難誘導、安否情報の収集

及び提供、救援事務及び警戒区域の設定など、各

部局における業務（第３編第１章 組織・体制の

整備）に関する具体的な実施手順を定める「実施

マニュアル（仮称）」を作成… 

7 9 6 Ⅵ 計画作成時の住民への公表 ⅵ 計画作成時の住民への公表 

8 10 25 …国民に対し、必要な援助について… 

…国民に対し、①避難住民の誘導に必要な援助、

②避難住民等の救援に必要な援助、③消火、負傷

者の搬送、被災者の救助その他の武力攻撃災害等

への対処に関する措置に必要な援助、④保健衛生

の確保に必要な援助について… 

9 21 13 
２ 外国人登録者数 

 本市の外国人… 

２ 災害時要援護者 

(1)高齢者、障害者等 

本市の 65歳以上の要介護認定者数は、11,729 

人で、65歳以上人口総数の18.2%を占め、総人

口の 2.9%にあたる。障害者数については、身体

障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の交付

者数合わせて 19,373人で人口総数の 4.8%、5

歳以下の乳幼児数については、23,190人で人口

総数の 5.7%である。また、平成 16 年度の妊婦

届出件数は 3,791 件で妊産婦数は人口総数の

0.9%となる（平成 17 年 10 月１日現在。身体

障害者数及び妊婦届出数は平成 17 年３月末日現

在。資料「ひらかた高齢者保健福祉計画 21（第

３期）」、「平成 17 年度 枚方市統計書」、「平成

16年度 枚方市事務概要」）。 

 

(2)外国人登録者数 

本市の外国人… 

第１回協議会以降の計画案修正箇所の新旧一覧表 資料４



10 6 
…まで延びている。久御山ジャンクショ

ンでは京滋バイパス… 
…まで延びていて、京滋バイパス… 

11 11 ァ 国道１号線 ァ 国道１号 

12 12 
…京都府との府境（高野道二丁目付近）

… 
…京都府との府境（高野道２丁目付近）… 

13 15 イ 国道 168号線 イ 国道 168号 

14 18 ウ 国道 170号線 ウ 国道 170号 

15 20 エ 国道 307号線 エ 国道 307号 

16 23 ア 府道 13号線（京都守口線） ア 主要地方道 京都守口線（府道13号） 

17 25 
…南中振三丁目付近で国道一号線と合

流する。 
…南中振３丁目付近で国道１号と合流する。 

18 26 イ 府道 17号線（枚方高槻線） イ 主要地方道 枚方高槻線（府道17号） 

19 

22 

 

28 ウ 府道 18号線（枚方交野寝屋川線） ウ 主要地方道 枚方交野寝屋川線（府道18号）

20 1 エ 府道 21号線（八尾枚方線） エ 主要地方道 八尾枚方線 （府道 21号） 

21 2 
…南中振一丁目付近で寝屋川市域へ入

る。 
…南中振１丁目付近で寝屋川市域へ 

22 4 オ 府道 71号線（枚方山城線） オ 主要地方道 枚方山城線（府道71号） 

23 8 …市内では、約21万９千台の… …市内では、約219,000台の… 

24 9 

貨物用自動車が約9千台、…普通・小型

乗用車が約11万 3千台、特殊用途車が

約２千台、軽自動車が約２万台、軽貨物

車が約１万台、二輪車が約６万３千台…

貨物用自動車が約 9,000 台、…普通・小型乗用

車が約113,000台、特殊用途車が約2,000台、

軽自動車が約20,000台、軽貨物車が約10,000

台、二輪車が約63,000台… 

25 17 

１ 鉄道 

（追加） 

市域を…  

１ 鉄道 

（１）路線 

市域を…  

26 19 …ＪＲ学研都市線の三本がある。 …ＪＲ学研都市線の３本がある。 

27 21 …北から順に、楠葉、牧野、御殿山… …北から順に、樟葉、牧野、御殿山… 

28 22 …光善寺の六駅があり、楠葉駅～… …光善寺の６駅があり、樟葉駅～… 

29 25 …星ヶ丘、村野の四駅があり… …星ヶ丘、村野の４駅があり… 

30 28 …市内東部を府道片野久御山線と… …市内東部を府道交野久御山線と… 

31 

23 

29 …藤阪、津田の三駅があり… …藤阪、津田の３駅があり… 

32 24 1 （追加） 

 

(２) 駅 

 市内の鉄道駅の中で最も乗降客数が多いのは枚

方市駅で、約87,000人（１日あたりの延べ人数。

以下同じ）が利用しており、樟葉駅（約61,000

人）、牧野駅（約 27,000 人）、光善寺駅（約

24,000 人）の順にこれに次ぐ（平成 14 年 12

月 10 日 京阪電気鉄道株式会社調べ。資料「平

成17年度 枚方市統計資料。」） 

 



33 3 

第６節 主な施設等 

（追加） 

 枚方市には、水道に関する… 

第６節 主な施設等 

１ 大規模集客施設 

 本市が擁する大規模集客施設としては、「くずは

モール（平均来場者数48,000人/日。以下同じ）」

と「ビオルネ（15,000人/日）」の２つの大規模

商業施設、府下で２番目に多い入場者数を誇る遊

園地「ひらかたパーク（4,600人/日）」等が挙げ

られる。 

２ 生活関連等施設 

本市には、水道に関する… 

34 9 

…中宮浄水場（中宮北町20番３号）と、

…村野浄水場（村野高見台７番２号）が

ある。 

…中宮浄水場（中宮北町）と、…村野浄水場（村

野高見台）がある。 

35 11 …１日当たり12万７千㎥である。… …１日当たり127,000㎥である。… 

36 

25 

13 

…一日当たり179万 7千㎥である。

（追加） 

なお本市に… 

…一日当たり1,797,000㎥である。 

また、本市には「紳士服団地（長尾谷町付近）」、

「枚方企業団地（招提田近付近）」、「家具団地（長

尾家具町付近）」、「鉄工塗料団地（招提大谷付近）」、

「東部企業団地（春日野付近）」及び「枚方工業団

地（春日西町付近）」の６つの企業団地があり、こ

れらの地域では危険物等を取り扱う事業所の集中

がみられる。 

 なお、本市に… 

37 2 

船舶により上陸を行う場合は、上陸用の

小型船舶等が接岸容易な地形を有する

沿岸部が、航空機により侵攻部隊を投入

する場合には、大型の輸送機が離着陸可

能な空港が存在する地域が目標となり

やすいとされている。 

上陸用の小型船舶等が接岸容易な地形を有する沿

岸部や、大型の輸送機が離着陸可能な空港が存在

する地域が目標となりやすいとされているが、本

市にこれらに該当する地域は存在しない。 

38 6 
…火災等が考えられ、石油コンビナート

など、攻撃目標… 
…火災等が考えられ、攻撃目標… 

39 17 
…また、大都市における避難にあっては

… 
…また、避難にあっては… 

40 

27 

24 
…橋りょう、ダム、原子力関連施設など

に対する… 
…橋りょうなどに対する… 

41 30 10 

ア 原子力事業所等の破壊 

ⅰ 大量の放射性物質等が放出され、周

辺住民が被ばくする。 

ⅱ 汚染された飲食物を摂取した住民

が被ばくする。 

イ 石油コンビナート・可燃性ガス貯蔵

施設等の爆破 

爆発及び火災の発生… 

ア 可燃性ガス貯蔵施設等の爆破 

爆発及び火災の発生… 



42 30 13 

ウ 危険物積載船への攻撃 

危険物の拡散による沿岸住民への被害

が発生するとともに、港湾及び航路の閉

塞、海洋資源の汚染等社会経済活動に支

障が生ずる。 

エ ダムの破壊 

下流に及ぼす被害は多大なものとな

る。 

（削除） 

43 33 14 …、被害の範囲も一様ではない。 
…、被害の範囲も一様ではない（第１編第７章参

照）。 

44 35 1８ 市は、緊急対処事態においては… 市長は、緊急対処事態においては… 

45 37 11 …大きく以下の四つに分類できる。 …大きく以下の４つに分類できる。 

46 40 11 

消防本部等… 

（追加） 

生物兵器… 

消防本部等… 

生活関連等施設 

 国民生活に関連を有する施設で、その安全を確

保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそ

れがあると認められるもの。また、その安全を確

保しなければ周辺の地域に著しい被害を生じさせ

るおそれがあるとみとめられる施設をいう。 

生物兵器… 

47 25 …ある場合、本部長（市長）は、… …ある場合、市対策本部長は、… 

48 
46 

26 なお、本部長（市長）は、… なお、市対策本部長は、… 

49 47 １8 (3) 対策本部の開設手順等 

(3) 指揮体制 

 本部の指揮伝達系統及び指揮順位は次図の通り

とし、これに基づいて体制を整える。 

【指揮伝達系統】   【指揮順位】 

   図     本部長に事故等あるときの指

揮順位は次の通りとする。

              図 

(4) 対策本部の開設手順等 

50 6 本部長(市長)は、国において… 対策本部長は、国において… 

51 
48 

30 （イ）本部長（市長）は、… （イ）市対策本部長は、… 

52 1 市長は、庁舎が被災した… 市対策本部長は、庁舎が被災した… 

53 
49 

13 市対策本部長（市長）が指名する 市対策本部長が指名する 

54 54 23 
…公私の団体（消防団、自治会、社会福

祉協議会、… 

…公私の団体（消防団、校区コミュニティ協議会、

社会福祉協議会、… 

55 55 3 
…携帯電話の一斉メール（e－ひらかた）

等… 

…携帯電話の一斉メール（e－ひらかた安心ネッ

ト）等… 

56 23 
…下記の伝達方法を参考にするなどし

て、迅速に… 
…下記の方法により迅速に… 

57 

 

56 

 26 
…リストをあらかじめ作成し、そのリス

トを活用し消防機関の… 

…リストをあらかじめ作成し、事前に把握した情

報に基づき消防機関の… 



58 27 …社会福祉協議会、自治会等の… 
…社会福祉協議会、校区コミュニティ協議会等の

… 

59 

 

56 

 
32 

…情報に基づき、施設管理者に…インタ

ーネット等により、伝達する… 

…情報に基づき施設管理者に…インターネット等

により伝達する… 

60 65 19 …活用するほか、自主防災組織、… 
…活用するほか、校区コミュニティ協議会を軸と

して自主防災組織、… 

61 5 …自治会、町内会、学校… …自治会・町内会、学校… 

62 13 …必要に応じて、自主防災組織や… 
…必要に応じて、校区コミュニティ協議会を軸に

自主防災組織や… 

63 19 …連携しつつ、自主防災組織、… 
…連携しつつ、校区コミュニティ協議会を軸に自

主防災組織、… 

64 

66 

27 …避難誘導を要請する。（追加） 

…避難誘導を要請する。要請を受けた自衛官は、

その主たる任務である我が国に対する侵略を排除

するための活動に支障が生じない範囲で、可能な

限り誘導を行うものとされている。 

65 23 …障害者団体等や、自主防災組織、… 
…障害者団体等や、校区コミュニティ協議会を軸

に自主防災組織、… 

66 

67 

30 
…府、府警察、海上保安部長等及び自衛

隊に協力を要請する。（追加） 

…府、府警察等及び自衛隊に協力を要請する。要

請を受けた自衛隊は、その主たる任務である我が

国に対する侵略を排除するための活動に支障が生

じない範囲で、可能な限り協力を行うものとされ

ている。 

67 1 （２）関係機関との連携 （２）関係機関等との連携 

68 

74 

20 
…救援に必要な援助について協力を要

請する。 

…救援に必要な援助について自発的協力を要請す

る。 

69 

81 

～ 

84 

 安否情報関係の諸様式 （巻末 資料編へ転載） 

69 10 …その他の市長村の職員は、… …その他の市の職員は、… 

70 

90 

13 
…実施に必要な援助について協力を要

請する。 

…実施に必要な援助について自発的協力を要請す

る。 

71 101 1 

６ 応援要請 

(追加) 

市は、防疫活動… 

６ 関係機関等との連携 

(１)府及び近隣市長村との連携  

市は、防疫活動… 



72 5 （追加） 

(２)住民との連携 

 市長又は市職員は、住民の健康の保持又は環境

衛生の確保に関する措置を講ずるため緊急の必要

があるときは、市域内の住民に対し、その実施に

必要な援助について自発的な協力を要請する。 

なお、この要請を行う者は、要請を受けて保健衛

生の確保に関する措置の実施に必要な援助につい

て協力をする者の安全の確保に十分に配慮しなけ

ればならない。 

73 

101 

14 …（平成１７年８月１日付け環境省… …（平成１７年８月３１日付け環境省… 

74 107 3 各地域代表者への連絡調整… 校区コミュニティ協議会への連絡調整… 

75 111 18 …日本赤十字社、社会福祉協議会、… 
…日本赤十字社、校区コミュニティ協議会、社会

福祉協議会、… 

76 14 （図）自主防災組織・自治会等 （図）校区コミュニティ協議会 

77 
116 

20 …福祉・医療関係者や、自治会、… 
…福祉・医療関係者や、校区コミュニティ協議会

を軸とした自治会、… 

78 3 …伝達ルートの確保に努める。 …伝達ルートを確保する。 

79 19 …対象者の事前把握に努め… …対象者の事前把握を行い… 

80 21 …支援する仕組みづくりに努める。 …支援する仕組みを構築する。 

81 

117 

25 

…携帯電話の一斉メール（e ひらかた安

心ネット）を…伝達手段について検討す

る。 

…携帯電話の一斉メール（e－ひらかた安心ネッ

ト）を…伝達手段を活用する。 

82 119 13 学校、公民館、集会場、… 学校、公民館、自治会館（集会所）、… 

83 巻末  （追加） 資料編 

 

 


