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パブリックコメント手続き結果概要 
 

１．案件名 

  「交野市国民保護計画（原案）」 

 

２．実施機関（担当所管課等） 

 (1)名称      ： 交野市国民保護協議会 

            （事務局 都市整備部防災安全課） 

 (2)所在地     ： 〒576-8501 交野市私部１丁目１番１号 

                  （市役所別館１階） 

 (3)電話番号    ： ０７２－８９２－０１２１ 

 

３．概況   

 (1)意見等募集期間 ： 開始 平成１８年１１月 １日（水）から 

終了 平成１８年１１月３０日（木）まで 

(2)結果周知手段  ： 広報かたの、交野市ホームページ 

(3)結果資料公表場所： 交野市ホームページ、情報公開コーナー、 

            交野市都市整備部防災安全課 

 

４．受付した意見等の件数 

 合計  ２件 （延べ  ２４件） 

（注）一回の提出で複数項目に意見をいただいたものがある場合、それを分けて

延べ件数として（ ）内に記載しました。 

 

５．受付した意見等の結果 

(1)全般に関する意見                     ０件 

(2)意義や目的など、基本的な項目に関する意見         ０件 

(3)関係機関等に関する意見                  ３件 

(4)武力攻撃事態等に関する意見                ２件 

(5)基本的人権の尊重等に関する意見              ５件 

(6)避難・救援等に関する意見                 ３件 

(7)誤字・脱字等に関する意見                 ２件 

その他、パブリックコメント対象外の意見          ９件 

                   合計    ２４件 

 

６．意見等に対する考え方・対応 

 

(1)全般に関する意見等 

 
意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数 

- - ０

 

(2)意義や目的など、基本的な項目に関する意見等 

 
意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数 

- 

  

- ０
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(3) 関係機関等に関する意見等 
 

意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数 

 武力攻撃事態等における自衛隊の主た

る任務は侵害排除活動であり、自衛隊の国

民保護措置は、国民保護措置の任務に充て

られる要員が紛争の間軍事上の任務を遂

行しないこと等とする国際人道法等に抵

触し、非難される。 

国際人道法は、文民保護組織に配属され

る軍隊の構成員及び部隊は、尊重され、か

つ、保護されること並びにそのための条件

等について規定しているものであり、原案

は抵触しないと考えます。 

また、原案における自衛隊の責務と役割

は、国民保護措置に尽きるものです。 

２

交野市の国民保護計画に第五管区海上

保安本部等が何故関係するのか。 

 広域避難の際に、海上船舶を利用する場

合もあります。 

１

 

 

(4) 武力攻撃事態等に関する意見等 

 
意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数 

 武力攻撃事態想定では、事前にその活動

の予測又は察知ができない、攻撃目標の特

定が困難等とあることから、地域防災計画

等に基づく取組みの蓄積は活用できない。

先の大戦での教訓から学ぶべき。 

予測又は察知、攻撃目標の特定が困難な

事態想定もありますが、事態発生後におい

ても地域防災計画等に基づく自然災害へ

の対応で培ってきた様々な蓄積は活用で

きると考えます。 

過去の武力攻撃事態等の教訓による国

民保護措置等に係る研究成果等を踏まえ、

不断の見直しを行います。 

 

  １

交野市に武力攻撃事態等が発生すると

は思えないから計画は不必要である。 

無防備こそが国民保護に必要である。 

「外国からの攻撃」や「大規模テロ」と

いった事態は、発生してはならないもので

す。しかし、平成 13 年、米国での同時多

発テロや平成 16 年のマドリード、平成 17

年のロンドンでの公共交通機関を狙った

爆破などの例をあげるまでもなく、いつど

こで、何が起こるかわからない現実であ

り、万が一にも起こった場合には、住民の

生命・財産を守るための措置を講ずる必要

があると考えます。 

１

 

(5) 基本的人権の尊重等に関する意見等 

 
意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数 

市及び教育委員会における連絡網の整

備は、現在作成していない。プライバシー、

個人情報の保護と矛盾する。 

 連絡網の整備を体制の整備に改めます。 １

安否情報の収集について、個人情報の配

慮方法が不明。 

 安否情報の収集は、様式に基づくことと

し、個人情報に配慮しています。また、照

会の要件と回答の内容の項において、照会

を行う者の本人確認等を身分証明書によ

り行う等により、当該照会が不当目的でな

く、不当目的使用されるおそれがないと認

めるときに回答するとともに、回答を行っ

た担当者、回答の相手方の氏名や連絡先等

を把握する等の配慮を行うとしています。

１
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 基本的人権の尊重について、国民保護措

置等の実施にあたって国民の自由と権利

に制限が加えられる場合があるが、どこに

根拠を置くのか。有事の際に人権制限が当

り前と想起させる。 

 

収容施設や臨時の医療施設設置のため

の土地、建物の使用等の制約は避難住民や

被災者の生命及び身体を保護することと

の法益との比較考量において、他にとり得

る手段がない場合に必要最小限の措置と

して行うものです。憲法第 29 条第３項も、

「私有財産は、正当な補償の下に、これを

公共のために用ひることができる」と規定

しています。 

また、有事であることを理由に、言論の

制約、集会を禁止するような人権制限は課

しません。 

１

 基本方針の各項目の末尾が「留意する」

の表現の意図が不明。 

基本方針の冒頭に明記するように「特に

留意して、実施する国民保護措置等」を列

挙したものです。 

１

 自発的な参加である国民保護訓練に参

加しないと、不当な扱いを受けることか

ら、訓練をすべきでない。 

住民の訓練参加の協力は任意であり、住

民の自発的な判断に委ねられるものです。

訓練参加について強制にわたることがあ

ってはならないことはもとより、協力の要

請に応じない住民に不当な扱いはしませ

ん。 

１

 

 

(6) 避難・救援等に関する意見等 

 
意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数 

多数の住民を遠方に短期間で避難させ

ること等は困難であることから、実際に対

応できない。 

現行の市職員数では要員が不足してい

る。 

 国民保護措置等については、国全体とし

て万全の態勢を整備するもので、本市とし

ても避難実施要領の作成、訓練等を行い的

確かつ迅速な実施に努めます。 

１

核兵器を用いた攻撃の避難の際に、手

袋、帽子、雨ガッパ等の着用では、被爆を

防げない。 

 風下を避けて、できるだけ爆心地から遠

くへ避難することと併せて行うことによ

り、放射性降下物による外部被爆を最小限

に抑えるために必要な措置です。 

１

避難住民の救援に関する飲料水の確保

が市の実態にそぐわない。 

 救援の主体は府知事であることから、あ

らかじめ府と役割分担を調整します。 

１

 

 

 

(7) 誤字・脱字等に関する意見等 

 
意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数 

 誤字、脱字、余字  ご指摘の通り修正します。 １

JR 学研都市線は愛称であり、正式名称は

片町線である。 

愛称と正式名称を併記します。 １
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その他、パブリックコメント対象外の意見等 

 
意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数 

 協議会の日時が「広報」に掲載されてい

ない。 

 会議開催の周知は、庁舎内のへの掲示の

方法により公表したところです。 

１

 協議会の配付資料が、傍聴の場で見るこ

とができなかった。 

 協議会の資料は、各委員に事前に送付し

たものであり、傍聴者の閲覧の配慮が足ら

なかったことをお詫びします。なお、協議

会終了後、情報公開コーナーで公表しまし

た。 

１

 広報のパブリックコメントの案内に、閲

覧開始日の記載がない。 

 パブリックコメントの案内は、閲覧開始

日号の広報に掲載したものです。 

１

 パブリックコメントと併せて公表した

「国民保護法と交野市国民保護計画（原

案）の概要について」に自衛隊に関する記

述がなく、意図的に隠蔽している。 

 概要版は、国民保護法と市原案の要旨を

まとめたものであり、他意はありません。

１

 国際人道法等が協議会委員、市民への説

明会等による周知がなされていない。 

 また、関係機関が作成する条約に関する

パンフレット等を市の施設で配布せよ。 

 原案に関係する法令等を全て周知する

ことは不可能であることから、概要版を作

成したところです。 

 協議会委員は、国民保護業務計画の作成

主体等であり、関係法令等の見識を有する

と考えます。 

 関係機関からパンフレット等の配布の

要請があれば検討します。 

１

 国際人道法等による赤十字マークの使

用の制限があるにも関わらず、不適切な使

用が散見されるが、どのように整理するの

か。 

 赤十字マークの使用については、関係機

関により適切に処理すべきでありますが、

市において必要な協力は行います。 

１

国際人道法等の専門家たる委員が入っ

ていない。 

 国籍を問わず保護の対象、国際人道法の

的確な実施等において、国際人道法等の趣

旨を踏まえて策定しています。 

 また、国際人道法等の文民保護組織たる

指定地方公共機関等は協議会の委員を構

成しています。 

２

一度の市協議会を経てのパブリックコ

メントの実施は、協議が十分でない。 

 協議会の開催に加えて、会議の場以外で

の意見も踏まえてのパブリックコメント

です。 

１

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


