
別紙第１ 付紙第１「情報収集計画」

付紙第１

１ 平素の段階

種類 № 収集項目 収集部局等 被要求機関
最も優先度の高い情報要求 その他の情報要求

1 武力攻撃予測事態の兆候 防災局
2 武力攻撃事態の兆候 防災局
3 武力攻撃災害の兆候 防災局
4 緊急対処事態の兆候 防災局
5 緊急対処事態の災害の兆候 防災局
6 地域人口数 総務部

7 災害時要援護者等の数 災害時要援護者、病人、入院患者、児童
福祉保健部
文化観光局

8
国名簿 国国民保護担当所属、所在地、防災無線、電話、ＦＡＸ、メー

ル
防災局

9
市町村名簿 市町村国民保護担当所属、所在地、防災無線、電話、ＦＡ

Ｘ、メール
防災局

10
指定（地方）行政機関名簿 指定（地方）行政機関国民保護担当所属、所在地、防災無

線、電話、ＦＡＸ、メール
防災局

11
指定（地方）公共機関名簿 指定（地方）公共機関国民保護担当所属、所在地、防災無

線、電話、ＦＡＸ、メール
防災局

12 報道機関名簿 報道機関名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール 統轄監
13 有線放送事業者名簿 報道機関名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、放送エリア 企画部
14 警察施設名簿 警察施設名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール 警察本部
15 国際軍事情勢に係る情報 我が国周辺の情勢、軍事的脅威 警察本部
16 国際テロ情勢に係る情報 NBCテロ等各種テロ情勢、対日テロ情勢 警察本部

17
関係機関との連携に係る情報 関係機関の種別、任務、連絡先、計画内容、連携可能部分

等
警察本部

18
物資及び資材の整備・備蓄に係
る情報

避難住民の誘導、交通規制、警戒、広報、汚染防護等用途
別の物資・資材の整備・備蓄、機関別の保有物資・資材・保
有量、調達先

警察本部

19
情報通信に係る情報 有効な避難の指示等の広報手段、関係機関との情報通信

手段、有効な映像情報伝達システム、非常通信手段、通信
統制・制限等が行われる場合等

警察本部

20
訓練に係る情報 必要な訓練内容、効果的な訓練方法、他都道府県の訓練

情報等
警察本部

2
避難

1
隣接県名簿 隣接県国民保護担当所属、所在地、防災無線、電話、ＦＡ

Ｘ、メール
防災局

2
消防機関名簿 消防機関国民保護担当所属、所在地、防災無線、電話、ＦＡ

Ｘ、メール
防災局

3
ヘリポート状況一覧 ヘリポート名、所在地、管理者名、防災無線、電話、ＦＡＸ、

メール、燃料備蓄量、整備の可否
防災局

4
公用車一覧 車種、ナンバー、乗車定員、最大積載量、管理所属、保管場

所
総務部

5 運転士名簿 運転士の所属、氏名、連絡先等 総務部

6
私立学校名簿 私立学校名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、児童・生徒数、

教員数
企画部

7
鉄道事業者名簿 鉄道事業者国民保護担当所属、所在地、電話、ＦＡＸ、メー

ル、列車所在地、台数、輸送可能人数、除雪列車種別、台
数

企画部

8
バス事業者名簿 バス事業者国民保護担当所属、所在地、電話、ＦＡＸ、メー

ル、バス所在地、台数、輸送可能人数
企画部

9
トラック事業者名簿 トラック事業者国民保護担当所属、所在地、電話、ＦＡＸ、

メール、トラック所在地、台数、輸送可能量
企画部

10
線路状況一覧 線路の名称、運行可能列車重量、運行可能速度、輸送可能

人数
企画部

11 障がい者施設名簿 施設名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、入所可能人数 福祉保健部
12 高齢者施設名簿 施設名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、入所可能人数 福祉保健部

13
児童福祉施設（母子生活支援施
設を含む）名簿

施設名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、入所可能人数 福祉保健部

14
道路状況一覧 国道、県道の名称、延長、幅員、区分、車線数、橋梁強度、

カーブ半径、トンネル高さ、特殊・大型車輌通行不能箇所
県土整備部

15
除雪事業者名簿 除雪事業者名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、除雪車輌種

別、台数
県土整備部

16
空港状況一覧 空港名、所在地、滑走路延長、利用可能航空機種別、機

数、管理者名、電話、ＦＡＸ、メール
県土整備部

17
港湾・漁港状況一覧 港湾・漁港名、所在地、利用可能船舶種別、隻数、管理者

名、電話、ＦＡＸ、メール
県土整備部

18 林道状況一覧 林道の名称、延長、幅員、区分、車線数、通行可能車両 農林水産部

19
避難住民の誘導に係る情報 住民の居住実態、災害時要援護者の居住実態及び避難支

援関係者、地区別の集合施設・避難経路・運送手段・運送
担当機関、指定避難所、救援物資集積所

警察本部

20
交通規制に係る情報 道路網、幹線道路の整備状況、交通規制要点、危険個所、

道路情報表示板等施設実態、各道路管理者・連絡先
警察本部

3
救援

1
避難施設名簿 避難施設名、所在地、収容可能人数、備蓄物資の種別、数

量、管理者の名称、電話、ＦＡＸ、メール
防災局

2
避難物資状況一覧 避難物資の種別、数量、所在地、管理者の名称、電話、ＦＡ

Ｘ、メール
防災局

3 公有財産表 品目、所在地、管理者等 総務部
4 商工業団体名簿 団体名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール 商工労働部
5 医師団体名簿 団体名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、人数 福祉保健部
6 歯科医師団体名簿 団体名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、人数 福祉保健部
7 看護師団体名簿 団体名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、人数 福祉保健部
8 助産師団体名簿 団体名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、人数 福祉保健部
9 薬剤師団体名簿 団体名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、人数 福祉保健部

10
一般病院名簿 一般病院名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、ベッド数、医師

数、看護師数、助産師数
福祉保健部

11
伝染病隔離病舎等名簿 伝染病隔離病舎等名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、入院可

能人数
福祉保健部

12 医療派遣チーム チームの編成、編成数 福祉保健部
病院局

情報要求

情報収集計画
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別紙第１ 付紙第１「情報収集計画」

種類 № 情報要求 収集項目 収集部局等 被要求機関
最も優先度の高い情報要求 その他の情報要求

13 備蓄医薬品 種類、数量、場所、連絡先 福祉保健部
14 医療、助産、救護所 開設適地 福祉保健部
15 火葬施設名簿 火葬施設名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、火葬能力 生活環境部
16 埋葬施設名簿 埋葬施設名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、埋葬能力 生活環境部
17 葬祭事業者名簿 葬祭事業者名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、遺体搬送能力 生活環境部

18
生活関連物資等事業者名簿 生活関連物資等事業者名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、生

活関連物資等品目、数量
生活環境部

19
仮設住宅事業者名簿 仮設住宅事業者名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、仮設住宅

供給能力
生活環境部

20
仮設住宅建設可能地一覧 仮設住宅建設可能地名称、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、仮

設住宅建設可能戸数、電気、上下水道状況
生活環境部

21 仮設住宅用資材 仮設住宅用資材、応急修理資材の供給可能量 生活環境部
農林水産部

22 公営住宅等の状況 県営住宅、県職員住宅、市町村住宅、市町村職員住宅 生活環境部
23 防疫関係連絡先名簿 市町村担当課名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール 生活環境部
24 入浴施設名簿 施設名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、収容能力 生活環境部
25 給水点 場所、給水可能量、飲料水の可否 生活環境部
26 食料備蓄量 米穀、乾パン、乾燥米穀の保有状況 農林水産部
27 弁当供給業者名簿 業者名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、緊急時提供可能食数 農林水産部
28 災害救助用米穀保管倉庫一覧 業者名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、保有数量 農林水産部
29 農業団体名簿 団体名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール 農林水産部
30 林業団体名簿 団体名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、木材可能供給量 農林水産部
31 水産業団体名簿 団体名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール 農林水産部
32 獣医師団体名簿 獣医師団体名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール 農林水産部

33
家畜飼料等事業者名簿 家畜飼料等事業者名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、家畜飼

料供給能力
農林水産部

34 建設業協会名簿 団体名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール 県土整備部

35
土木建築資材一覧 建設業協会名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、土木建築資材

品目、数量
県土整備部

36
県立病院名簿 県立病院名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、ベッド数、医師

数、看護師数、助産師数
病院局

37 文化財名簿 文化財名、種別、所有者等所在地、電話、ＦＡＸ、メール 教育委員会

38
公立学校等名簿 学校等名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、児童・生徒数、教

員数、保管危険物

総務部
教育委員会

39 給食施設名簿 給食施設名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、供給可能食数 教育委員会

1
生活関連等施設の安全確保に係
る情報

種別ごとの施設の所在地、名称、管理者、連絡窓口、セキュ
リティーシステム、緊急時マニュアル、被災時の影響、警戒
ポイント等

警察本部

2 危険区域等 河川、海岸、ダム、砂防、急傾斜地、治山施設 県土整備部

3
生活関連等施設管理者名簿 生活関連等施設管理者国民保護担当所属、所在地、防災

無線、電話、ＦＡＸ、メール
防災局

4
危険物質等取扱者名簿 危険物質等取扱者名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、危険物

質等の種別、数量
防災局

5
危険物貯蔵所名簿 危険物貯蔵所名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、危険物の種

別、数量
防災局

6
ガス事業者名簿 ガス事業者国民保護担当所属、所在地、電話、ＦＡＸ、メー

ル、ガス供給量
防災局

7
電気通信事業者名簿 電気通信事業者国民保護担当所属、所在地、電話、ＦＡＸ、

メール、通信設備供給量
総務部

8
電気事業者名簿 電気事業者国民保護担当所属、所在地、電話、ＦＡＸ、メー

ル、電気供給量
企業局

9
電力施設名簿 発電所、発電用ダム、変電所、送電系統図、

所在地、電話、ＦＡＸ、メール、電気供給量
企業局

10
工業用水施設名簿 工業用水施設名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、工業用水供

給量
企業局

11
毒物劇物営業者等名簿 毒物劇物営業者等名、所在地、電話、毒物劇物種別（一般・

農業用品目・特定品目の別）
福祉保健部

12
下水道事業者名簿 下水道事業者名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、下水処理能

力
生活環境部

13
廃棄物処理事業者名簿 一般・産業廃棄物処理事業者名、所在地、電話、ＦＡＸ、メー

ル、廃棄物処理能力
生活環境部

14 清掃事業者名簿 清掃事業者名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、清掃能力 生活環境部

15
し尿処理事業者名簿 し尿処理事業者名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、し尿処理

能力
生活環境部

16
へい獣処理施設名簿 へい獣処理施設名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、へい獣処

理能力
生活環境部

17
特定物資事業者名簿 特定物資事業者名、所在地、電話、ＦＡＸ、メール、特定物資

品目、数量
生活環境部

18
上水道事業者名簿 水道事業者、水道水供給事業者名、所在地、電話、ＦＡＸ、

メール、上水供給能力
生活環境部

19
海上漂流物 位置、場所、種類、発見者、回収者、保管場所、危険の有無 農林水産部

２ 緊急避難段階

種類 № 収集項目 収集部局等 被要求機関
最も優先度の高い情報要求 その他の情報要求

1
共通

1 ミサイル発射情報
準備している国、燃料の注入、発射、飛翔状況、迎撃状況、
着弾位置

防災局

2
異常な兆候の発見 異常な発症例のパターン、多くの人が一斉に異常を訴える、

大量の鳥等が死ぬ
防災局

3
使用された兵器の種類の特定 ＮＢＣＲ兵器 防災局

警察本部
4 救急医療方法 国による専門情報 福祉保健部
5 気象情報 風向、風速、気温、日照、大気の安定度、湿度、雨量、霧等 防災局
6 被害状況 被害地域、程度 福祉保健部
7 安否情報 文化観光局
8 除染剤、応急医療用医薬品 保管の位置、種類、数量、輸送時間 福祉保健部
9 救急医療の体制 国による専門家チームの派遣 福祉保健部

4
武力攻撃
災害への
対処

3
救援

情報要求
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３ 避難準備段階

種類 № 収集項目 収集部局等 被要求機関
最も優先度の高い情報要求 その他の情報要求

1 1 避難措置の指示 どの地域が、いつ、どこに、どのように避難するのか 防災局
共通

2
相手国に係る情報 敵国の具体的な武力攻撃動向（目的、手段、態様、規模、時

期等）
警察本部

3
自衛隊、米軍の対応に係る情報 自衛隊・米軍の対応状況・確定事項・対処方針等 防災局

企画部
警察本部

4
武力攻撃災害、テロ等緊急対処
事態に係る情報

県内における武力攻撃災害、テロ等緊急対処事態発生の
可能性・態様・規模・時期等

警察本部

5 地域人口数 企画部

6 災害時要援護者等数 災害時要援護者、病人
福祉保健部
文化観光局

7 関係機関との連携に係る情報 関係機関の対応状況、関係機関との協議事項 警察本部

8
情報通信に係る情報 広報手段、関係機関との情報通信手段、非常通信手段、通

信統制・制限等の有無・内容
警察本部

9 関係機関との連携に係る情報 関係機関の対応状況、関係機関との協力・連携事項 警察本部

10 県内の武力攻撃災害発生状況
発生場所、発生状況、被災者の状況、退避の必要性、対応
状況

各部局

11 県有施設等の被害状況
被災施設、被害状況、被災者の状況、退避の必要性、対応
状況

総務部

2 1 避難準備の進捗状況 防災局
避難 2 線路の使用可能状況 線路の損壊箇所、被害状況 企画部

3 列車の使用可能状況 使用可能列車の所在地、台数、輸送可能人数 企画部
4 バスの使用可能状況 使用可能バスの所在地、台数、輸送可能人数 企画部
5 トラックの使用可能状況 使用可能トラックの所在地、台数、輸送可能量 企画部
6 県内在住外国人の連絡先 外国人の氏名、性別、住所、電話、国籍 文化観光局
7 情報ハイウェイの使用可能状況 情報ハイウェイの損壊箇所、被害状況 企画部
8 在宅障がい者の状況 障がい者の氏名、性別、住所、電話、障害の種別、重度 福祉保健部
9 在宅高齢者の状況 高齢者の氏名、性別、住所、電話、障害の種別、重度 福祉保健部

10 在宅母子、児童の状況 母子、児童の氏名、性別、住所、電話 福祉保健部
11 海上の使用可能状況 海上の安全、漂流物 農林水産部
12 船舶の使用可能状況 使用可能船舶の所在地、台数、輸送可能人数 農林水産部
13 林道の使用可能状況 林道の損壊箇所、被害状況、積雪状況 農林水産部
14 道路の使用可能状況 道路の損壊箇所、被害状況、積雪状況 県土整備部
15 河川の危険状況 河川の危険箇所、危険度 県土整備部
16 急傾斜地等の危険状況 急傾斜地等の危険箇所、危険度 県土整備部
17 空港の使用可能状況 空港の損壊箇所、被害状況 県土整備部
18 港湾・漁港の使用可能状況 港湾・漁港の損壊箇所、被害状況 県土整備部
19 公園の利用可能状況 県立公園の損害箇所、被害状況 県土整備部

20

避難住民の誘導に係る情報 警報・避難の指示の内容、要避難地域、要避難住民数、各
地区集合施設、避難先（所）、避難経路、自衛隊の使用道
路、運送計画、災害時要援護者の避難確保体制、避難所要
期間、住民等への広報内容、滞在者・旅行者の所在実態・
対応、県外避難先の受け入れ体制

警察本部

21
交通規制に係る情報 避難経路、幹線道路の交通障害の有無、自衛隊・米軍の使

用道路、避難経路周辺の危険個所、交通規制方法、交通規
制要点、各道路管理者の対応状況

警察本部

22
所管県有施設の避難住民受入可
能状況

（通信手段確保の状況を含む） 各部局

1 救援準備の進捗状況 防災局
2 避難先地域市町村の収容可能状 避難先地域市町村の収容可能人数 防災局

3
避難先地域一般病院の使用可能
状況

科別入院可能人数 防災局

4
避難先地域県立病院の使用可能
状況

科別入院可能人数 防災局

5
避難先地域伝染病隔離病舎等の
使用可能状況

入院可能人数 防災局

6 安否情報（避難住民） 避難住民の氏名、年齢、性別、避難先 文化観光局 総務省

7
安否情報（負傷者）
被災情報（人的被害）

負傷者の氏名、年齢、性別、避難先、負傷程度 文化観光局
総務省

8
安否情報（死者）
被災情報（人的被害）

死者の氏名、年齢、性別、遺体安置所 文化観光局
総務省

9
要避難地域一般病院の状況 科別入院患者の人数、重度

特別な避難方法を要する人の人数
福祉保健部

10
一般病院の医療チーム派遣可能
状況

派遣可能医師、看護師等の人数 福祉保健部

11
要避難地域伝染病隔離病舎等の
状況

伝染病患者の種別、人数、重度 福祉保健部

12 受入地域一般病院の使用可能状 科別入院可能人数 福祉保健部

13
一般病院の医療チーム派遣可能
状況

派遣可能医師、看護師等の人数 福祉保健部

14
県内病院の医療チーム派遣要請
状況

派遣希望医師、看護師等の人数 福祉保健部

15
受入地域伝染病隔離病舎等の使
用可能状況

入院可能人数 福祉保健部

16 障がい者施設の受入可能状況 障がい者施設の受入可能人数 福祉保健部
17 高齢者施設の受入可能状況 高齢者施設の受入可能人数 福祉保健部

18
児童福祉施設（母子生活支援施
設を含む）の受入可能状況

児童福祉施設（母子生活支援施設を含む）の受入可能人数 福祉保健部

19
鳥取砂丘こどもの国の受入可能
状況

鳥取砂丘こどもの国の受入可能人数 福祉保健部

20 避難施設のライフライン不足状況 電力、ガス、上水道、下水道、通信施設の不足品目、数量 福祉保健部
21 避難施設生活環境状況 避難施設の生活環境、衛生状況、問題点 生活環境部
22 避難施設廃棄物処理状況 避難施設の廃棄物発生状況、処理状況、問題点 生活環境部
23 避難施設し尿処理状況 避難施設のし尿発生状況、処理状況、問題点 生活環境部
24 県営住宅の受入可能状況 県営住宅の受入可能人数 生活環境部
25 受入可能入浴施設状況 受入可能入浴施設名、収容可能人数、問題点 生活環境部
26 災害救助用米穀の要請状況 要請救援物資の要請者、数量、受入場所、施設等 農林水産部
27 農業大学校の受入可能状況 農業大学校の受入可能人数 農林水産部
28 花回廊の受入可能状況 花回廊の受入可能人数 農林水産部

情報要求

3
救援

鳥取県国民保護計画
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別紙第１ 付紙第１「情報収集計画」

種類 № 情報要求 収集項目 収集部局等 被要求機関
最も優先度の高い情報要求 その他の情報要求

29
土地開発公社所有地の受入可能
状況

土地開発公社所有地の受入可能人数 県土整備部

30
住宅供給公社所有地の受入可能
状況

住宅供給公社所有地の受入可能人数 県土整備部

31
空港、港湾、漁港用地の受入可
能状況

空港、港湾、漁港用地の受入可能状況 県土整備部

32 県立公園の受入可能状況 県立公園の受入可能人数 県土整備部

33
要避難地域県立病院の状況 科別入院患者の人数、重度

特別な避難方法を要する人の人数
病院局

34
県内の避難先地域県立病院の使
用可能状況

科別入院可能人数、県立病院の被害状況、医師・看護師・
医薬品等の不足状況

病院局

35
県立病院の医療救護班派遣可能
状況

派遣可能医師、看護師等の人数 病院局

36
児童、生徒受入状況 受入児童、生徒の氏名、学年、避難前通学学校名、避難施

設名
教育委員会

37 教職員受入状況 受入教職員の氏名、避難前勤務学校名、避難施設名 教育委員会
38 公立学校等の受入可能状況 公立学校等受入可能児童、生徒数 教育委員会
39 教職員住宅の受入可能状況 教職員住宅の受入可能人数 教育委員会
40 少年自然の家等の受入可能状況 少年自然の家等の受入可能人数 教育委員会

41
物資及び資材の調達に係る情報 危機の態様、避難規模等に応じた物資・資材の必要量、調

達先
警察本部

42
医療・養護関係施設等に係る情
報

総合病院、特別養護老人ホーム、刑務所等の避難体制・見
通し・支援の必要性

警察本部

43 避難受け入れに係る情報 避難施設、避難住民数、受け入れ時期、運送計画、避難経 警察本部
44 避難先地域市町村の収容可能状 避難先地域市町村の収容可能人数 防災局
45 備蓄物資の使用可能状況 使用可能備蓄物資の品目、数量、所在 防災局
46 救援物資の要請状況 要請救援物資の要請者、品目、数量、受入場所、施設等 防災局
47 救援物資の不足状況 不足救援物資の品目、数量 防災局
48 救援物資の要請状況 要請救援物資の要請者、品目、数量、受入場所、施設等 防災局
49 他県等の医療チーム派遣可能状 派遣可能医師、看護師等の人数 防災局
50 私立学校の受入可能状況 私立学校受入可能児童、生徒数 企画部
51 県職員住宅の受入可能状況 県職員住宅の受入可能人数 総務部
52 工業団地の受入可能状況 工業団地の受入可能人数 商工労働部

53
県対策本部による直接運送業務
に利用可能な公用車数

車種、ナンバー、乗車定員、最大積載量、管理所属、保管場
所

各部局

54
県対策本部による直接運送業務
に動員可能な運転士数

運転士の所属、氏名、連絡先等 各部局

４
武力攻撃
災害への
対処

1

生活関連等施設の安全確保に係
る情報

各施設の自主警戒状況、警察による警備強化の必要性、必
要な警備体制

警察本部

４ 避難段階

種類 № 収集項目 収集部局等 被要求機関
最も優先度の高い情報要求 その他の情報要求

1
共通

1
相手国に係る情報 敵国の具体的な武力攻撃動向（目的、手段、態様、規模、時

期等）
警察本部

2
自衛隊、米軍の対応に係る情報 自衛隊・米軍の対応状況・確定事項・対処方針等 防災局

企画部
警察本部

3
武力攻撃災害、テロ等緊急対処
事態に係る情報

県内における武力攻撃災害、テロ等緊急対処事態発生の
可能性・態様・規模・時期等

警察本部

4 関係機関との連携に係る情報 関係機関の対応状況、関係機関との協議事項 警察本部

5
情報通信に係る情報 広報手段、関係機関との情報通信手段、非常通信手段、通

信統制・制限等の有無・内容
警察本部

6 関係機関との連携に係る情報 関係機関の対応状況、関係機関との協力・連携事項 警察本部

7 県内の武力攻撃災害発生状況
発生場所、発生状況、被災者の状況、退避の必要性、対応
状況

各部局

8 県内の武力攻撃災害の兆候
発生場所、発生状況、被災者の状況、退避の必要性、対応
状況

各部局

9 県有施設等の被害状況
被災施設、被害状況、被災者の状況、退避の必要性、対応
状況

総務部

2 1 避難の進捗状況 各部局等
避難 2 線路の使用可能状況 線路の損壊箇所、被害状況 企画部

3 列車の使用可能状況 使用可能列車の所在地、台数、輸送可能人数 企画部
4 バスの使用可能状況 使用可能バスの所在地、台数、輸送可能人数 企画部
5 トラックの使用可能状況 使用可能トラックの所在地、台数、輸送可能量 企画部
6 県内在住外国人の連絡先 外国人の氏名、性別、住所、電話、国籍 文化観光局
7 情報ハイウェイの使用可能状況 情報ハイウェイの損壊箇所、被害状況 企画部
8 林道の使用状況 林道の損壊箇所、被害状況、積雪状況 農林水産部
9 道路の使用状況 道路の損壊箇所、被害状況、積雪状況 県土整備部

10 河川の危険状況 河川の危険箇所、危険度 県土整備部
11 急傾斜地等の危険状況 急傾斜地等の危険箇所、危険度 県土整備部
12 空港の使用状況 空港の損壊箇所、被害状況 県土整備部
13 港湾・漁港の使用状況 港湾・漁港の損壊箇所、被害状況 県土整備部
14 公園利用可能状況 県立公園の損害箇所、被害状況 県土整備部

15

避難住民の誘導に係る情報 警報・避難の指示の内容、要避難地域、要避難住民数、各
地区集合施設、避難先（所）、避難経路、自衛隊の使用道
路、運送計画、災害時要援護者の避難確保体制、避難所要
期間、住民等への広報内容、滞在者・旅行者の所在実態・
対応、県外避難先の受け入れ体制

警察本部

16
交通規制に係る情報 避難経路、幹線道路の交通障害の有無、自衛隊・米軍の使

用道路、避難経路周辺の危険個所、交通規制方法、交通規
制要点、各道路管理者の対応状況

警察本部

3 1 救援の進捗状況 防災局
救援 2 避難先地域市町村の収容状況 避難先地域市町村の収容人数 防災局

3 避難先地域一般病院の使用状況 科別入院人数 防災局
4 避難先地域県立病院の使用状況 科別入院人数 防災局

5
避難先地域伝染病隔離病舎等の
使用状況

入院人数 防災局

情報要求

3
救援

鳥取県国民保護計画
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別紙第１ 付紙第１「情報収集計画」

種類 № 情報要求 収集項目 収集部局等 被要求機関
最も優先度の高い情報要求 その他の情報要求

3 6 安否情報（避難住民） 避難住民の氏名、年齢、性別、避難先 文化観光局 総務省
救援

7
安否情報（負傷者）
被災情報（人的被害）

負傷者の氏名、年齢、性別、避難先、負傷程度 文化観光局
総務省

8
安否情報（死者）
被災情報（人的被害）

死者の氏名、年齢、性別、遺体安置所 文化観光局
総務省

9
受入地域伝染病隔離病舎等の使
用状況

入院人数 福祉保健部

10 障がい者施設の受入状況 障がい者施設の受入人数 福祉保健部
11 高齢者施設の受入状況 高齢者施設の受入人数 福祉保健部

12
児童福祉施設（母子生活支援施
設を含む）の受入状況

児童福祉施設（母子生活支援施設を含む）の受入人数 福祉保健部

13 鳥取砂丘こどもの国の受入状況 鳥取砂丘こどもの国の受入人数 福祉保健部
14 避難施設のライフライン不足状況 電力、ガス、上水道、下水道、通信施設の不足品目、数量 福祉保健部
15 県営住宅の受入状況 県営住宅の受入人数 生活環境部
16 受入入浴施設状況 受入入浴施設名、収容人数、問題点 生活環境部
17 災害救助用米穀の要請状況 要請救援物資の要請者、数量、受入場所、施設等 農林水産部
18 農業大学校の受入状況 農業大学校の受入人数 農林水産部
19 花回廊の受入状況 花回廊の受入人数 農林水産部
20 土地開発公社所有地の受入状況 土地開発公社所有地の受入人数 県土整備部
21 住宅供給公社所有地の受入状況 住宅供給公社所有地の受入人数 県土整備部
22 空港、港湾、漁港用地の受入状 空港、港湾、漁港用地の受入状況 県土整備部

23
県内の避難先地域県立病院の使
用可能状況

科別入院可能人数、県立病院の被害状況、医師・看護師・
医薬品等の不足状況

病院局

24 県立病院の医療救護班派遣状況 派遣可能医師、看護師等の人数 病院局

25
児童、生徒受入状況 受入児童、生徒の氏名、学年、避難前通学学校名、避難施

設名
教育委員会

26 教職員受入状況 受入教職員の氏名、避難前勤務学校名、避難施設名 教育委員会
27 公立学校等の受入状況 公立学校等受入児童、生徒数 教育委員会
28 教職員住宅の受入状況 教職員住宅の受入人数 教育委員会
29 少年自然の家等の受入状況 少年自然の家等の受入人数 教育委員会

30
物資及び資材の調達に係る情報 危機の態様、避難規模等に応じた物資・資材の必要量、調

達先
警察本部

31 避難受け入れに係る情報 避難施設、避難住民数、受け入れ時期、運送計画、避難経 警察本部
32 避難先地域市町村の収容状況 避難先地域市町村の収容人数 防災局
33 備蓄物資の使用状況 使用備蓄物資の品目、数量、所在 防災局
34 救援物資の要請状況 要請救援物資の要請者、品目、数量、受入場所、施設等 防災局
35 救援物資の不足状況 不足救援物資の品目、数量 防災局
36 救援物資の要請状況 要請救援物資の要請者、品目、数量、受入場所、施設等 防災局
37 他県等の医療チーム派遣状況 派遣医師、看護師等の人数 防災局
38 私立学校の受入状況 私立学校受入可能児童、生徒数 企画部
39 県職員住宅の受入状況 県職員住宅の受入人数 総務部
40 工業団地の受入状況 工業団地の受入人数 商工労働部

41
県対策本部による直接運送業務
に利用可能な公用車数

車種、ナンバー、乗車定員、最大積載量、管理所属、保管場
所

各部局

42
県対策本部による直接運送業務
に動員可能な運転士数

運転士の所属、氏名、連絡先等 各部局

４
武力攻撃
災害への
対処

1

生活関連等施設の安全確保に係
る情報

各施設の自主警戒状況、警察による警備強化の必要性、必
要な警備体制

警察本部

５ 避難生活段階

種類 № 収集項目 収集部局等 被要求機関
最も優先度の高い情報要求 その他の情報要求

1
共通

1
相手国に係る情報 敵国の具体的な武力攻撃動向（目的、手段、態様、規模、時

期等）
警察本部

2
自衛隊、米軍の対応に係る情報 自衛隊・米軍の対応状況・確定事項・対処方針等 防災局

企画部
警察本部

3
武力攻撃災害、テロ等緊急対処
事態に係る情報

県内における武力攻撃災害、テロ等緊急対処事態発生の
可能性・態様・規模・時期等

警察本部

4
関係機関との連携に係る情報 関係機関の対応状況、関係機関との協力・連携事項、応援

部隊等の受け入れ状況
警察本部

5
情報通信に係る情報 関係機関との情報通信手段、非常通信手段、通信統制・制

限等の有無・内容
警察本部

6
関係機関との連携に係る情報 関係機関の対応状況、関係機関との協力・連携事項、応援

部隊等の受け入れ状況
警察本部

7
情報通信に係る情報 広報手段、関係機関との情報通信手段、非常通信手段、通

信統制・制限等の有無・内容
警察本部

8 関係機関との連携に係る情報 県等関係機関の復旧活動状況、関係機関との協力事項 警察本部

9
特殊標章・身分証明書の交付・使
用に係る情報

関係機関における特殊標章・身分証明書の交付・使用状況 警察本部

10 被災情報 被災状況、住民被害、人的被害 各部局

11 県内の武力攻撃災害発生状況
発生場所、発生状況、被災者の状況、退避の必要性、対応
状況

各部局

12 県有施設等の被害状況
被災施設、被害状況、被災者の状況、退避の必要性、対応
状況

総務部

2
避難

1
児童、生徒、避難状況 被災児童、生徒の氏名、学年、避難前通学学校名、避難施

設名
教育委員会

2 教員避難状況 被災教員の氏名、避難前勤務学校名、避難施設名 教育委員会

3

交通規制に係る情報 避難経路、幹線道路の交通障害の有無、自衛隊・米軍の使
用道路、避難経路周辺の危険個所、交通規制方法、交通規
制要点、各道路管理者の対応状況、空港・港湾・ＪＲの使用
の可否又は有無

警察本部

情報要求

鳥取県国民保護計画
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種類 № 情報要求 収集項目 収集部局等 被要求機関
最も優先度の高い情報要求 その他の情報要求

2
避難

4
交通規制に係る情報 緊急通行車両の指定・標章交付状況、緊急交通路の指定

が必要な路線
警察本部

5

応急措置の実施に係る情報 県内における武力攻撃災害の発生状況、緊急通報の発令
状況・内容、拡大等の見通し、生活関連等施設の自主警戒
状況、治安関係情報、警備強化が必要な施設、施設の被災
状況、被災者の有無、影響範囲、汚染等拡大の見通し、立
入制限・退避指示・警戒区域の設定・交通規制が必要な区
域、救助・二次災害防止・汚染拡大防止に必要な措置、住
民等の避難状況

警察本部

3 1
避難先地域市町村の収容状況 避難先市町村の収容人数、性別、年齢、災害時要援護者人

数
防災局

救援 2 備蓄物資の使用可能状況 使用可能備蓄物資の品目、数量、所在 防災局
3 救援物資の要請状況 要請救援物資の要請者、品目、数量、受入場所、施設等 防災局
4 救援物資の不足状況 不足救援物資の品目、数量 防災局
5 被災情報（その他） 被害の種別、品目、数量等 防災局
6 職員派遣要請状況 派遣要望職員の職種、人数 総務部
7 職員受入要請状況 受入要望職員の職種、人数 総務部
8 県有施設への避難受入状況 受入状況、施設、設備の状況 総務部
9 消費者物価指数 消費者物価指数 企画部

10 ＮＰＯ、ボランティア活動状況 ＮＰＯ、ボランティアの人数、活動内容 福祉保健部
11 避難施設のライフライン不足状況 電力、ガス、上水道、下水道、通信施設の不足品目、数量 福祉保健部
12 義援金の状況 義援金の額 福祉保健部
13 義援物品の状況 義援物品の種別、数量 福祉保健部
14 一般病院の使用可能状況 一般病院の被害状況、医師、看護師、医薬品等不足状況 福祉保健部

15
避難施設における伝染病発生状
況

伝染病患者の種別、所在、人数、重度 福祉保健部

16 避難施設生活環境状況 避難施設の生活環境、衛生状況、問題点 生活環境部
17 避難施設廃棄物処理状況 避難施設の廃棄物発生状況、処理状況、問題点 生活環境部
18 避難施設し尿処理状況 避難施設のし尿発生状況、処理状況、問題点 生活環境部
19 被災情報（ライフライン） 上水道、下水道の被災箇所、被害の種別、重度 生活環境部
20 生活関連物資等需給状況 生活関連物資等事業者名、品目、販売数量、価格状況 生活環境部
21 特定物資在庫状況 特定物資事業者名、品目、在庫数量、価格状況 生活環境部
22 災害救助用米穀の要請状況 要請救援物資の要請者、数量、受入場所、施設等 農林水産部
23 被災情報（ライフライン） 電気の供給状況、被害状況、復旧状況・見通し 企業局
24 被災情報（ライフライン） ガスの供給状況、被害状況、復旧状況・見通し 防災局
25 被災情報（ライフライン） 通信の疎通状況、被害状況、復旧状況・見通し 企画部
26 県立病院の使用可能状況 県立病院の被害状況、医師、看護師、医薬品等不足状況 病院局

27
物資及び資材の調達に係る情報 危機の態様、避難規模等に応じた物資・資材の必要量、調

達先
警察本部

28
避難住民の救援に係る情報 県及び関係機関が実施する救援措置、被災者の有無・捜索

救出の必要性、安否情報、避難所における治安状況、避難
住民の要望

警察本部

29 物資及び資材の調達に係る情報 武力攻撃災害対処に必要な物資・資材・調達先 警察本部
30 物資及び資材の調達に係る情報 復旧・備蓄に必要な物資・資材・調達先 警察本部

1
生活関連等施設の安全確保に係
る情報

各施設の自主警戒状況、警察による警備強化の必要性、必
要な警備体制

警察本部

2 発電所、電気設備の状況 発電所、電気設備の被害状況 企業局
3 危険物質等管理状況 危険物質等の種別、数量、管理状況 防災局

4
隣接県放射性物質等放出状況 放出された放射性物質等の種別、数量、影響範囲、影響程

度
防災局

5 家畜伝染病発生状況 家畜伝染病患畜の種別、所在、頭数、重度 農林水産部

6

応急措置の実施に係る情報 県内における緊急対処事態の発生状況、拡大等の見通し、
生活関連等施設の自主警戒状況、治安関係情報、警備強
化が必要な施設、施設の被災状況、被災者の有無、影響範
囲、汚染等拡大の見通し、立入制限・退避指示・警戒区域の
設定・交通規制が必要な区域、救助・二次災害防止・汚染拡
大防止に必要な措置、住民等の避難状況

警察本部

６ 復帰段階

細部は、当時の状況によります。
種類 № 収集項目 収集部局等 被要求機関

最も優先度の高い情報要求 その他の情報要求
1 復帰に関する情報 いつ、どのように復帰するのか 防災局

2 復帰先の被災状況

ライフライン
住宅
インフラ
県有施設（業務利用の可否、復帰者一時受入の可否）

各部局

総務省

3 復帰の進捗状況 防災局
4 復帰の方法に関する情報 避難の経路、避難の手段、その他 各部局
5 安否情報 文化観光局 総務省
6 その他の被災情報 各部局 総務省
7 国の動向 各部局

７ 生活再建段階

細部は、当時の状況によります。
種類 № 収集項目 収集部局等 被要求機関

最も優先度の高い情報要求 その他の情報要求
1 被災状況 各部局 総務省
2 復興復旧状況 防災局
3 復興に係る国の方針 法令、支援制度 各部局
4 安否情報 文化観光局 総務省
5 他県の状況 各部局
6 県有施設 各部局

情報要求

情報要求

4
武力攻撃
災害への
対処
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８ 避難受入段階
(1) 受入誘導段階

種類 № 収集項目 収集部局等 被要求機関
最も優先度の高い情報要求 その他の情報要求

1
共通

1
相手国に係る情報 敵国の具体的な武力攻撃動向（目的、手段、態様、規模、時

期等）
警察本部

2
自衛隊、米軍の対応に係る情報 自衛隊・米軍の対応状況・確定事項・対処方針等 防災局

企画部
警察本部

3
武力攻撃災害、テロ等緊急対処
事態に係る情報

県内における武力攻撃災害、テロ等緊急対処事態発生の
可能性・態様・規模・時期等

警察本部

4 関係機関との連携に係る情報 関係機関の対応状況、関係機関との協議事項 警察本部

5
情報通信に係る情報 広報手段、関係機関との情報通信手段、非常通信手段、通

信統制・制限等の有無・内容
警察本部

6 関係機関との連携に係る情報 関係機関の対応状況、関係機関との協力・連携事項 警察本部

7 県内の武力攻撃災害発生状況
発生場所、発生状況、被災者の状況、退避の必要性、対応
状況

各部局

8 県内の武力攻撃災害の兆候
発生場所、発生状況、被災者の状況、退避の必要性、対応
状況

各部局

9 県有施設等の被害状況
被災施設、被害状況、被災者の状況、退避の必要性、対応
状況

総務部

2 1 避難受入の進捗状況 各部局等
避難 2 避難受入に係る情報 要避難地域、受入住民数、受入時期、輸送計画、受入経路 防災局

3 線路の使用可能状況 線路の損壊箇所、被害状況 企画部
4 列車の使用可能状況 使用可能列車の所在地、台数、輸送可能人数 企画部
5 バスの使用可能状況 使用可能バスの所在地、台数、輸送可能人数 企画部
6 トラックの使用可能状況 使用可能トラックの所在地、台数、輸送可能量 企画部
7 情報ハイウェイの使用可能状況 情報ハイウェイの損壊箇所、被害状況 企画部
8 林道の使用状況 林道の損壊箇所、被害状況、積雪状況 農林水産部
9 道路の使用状況 道路の損壊箇所、被害状況、積雪状況 県土整備部

10 河川の危険状況 河川の危険箇所、危険度 県土整備部
11 急傾斜地等の危険状況 急傾斜地等の危険箇所、危険度 県土整備部
12 空港の使用状況 空港の損壊箇所、被害状況 県土整備部
13 港湾・漁港の使用状況 港湾・漁港の損壊箇所、被害状況 県土整備部
14 公園利用可能状況 県立公園の損害箇所、被害状況 県土整備部

15

住民の避難受入誘導に係る情報 警報・避難の指示の内容、要避難地域、要避難住民数、各
地区避難施設、避難受入経路、自衛隊の使用道路、運送計
画、災害時要援護者の避難受入確保体制、避難所要期間、
住民等への広報内容、避難施設の受け入れ体制

警察本部

16
交通規制に係る情報 避難受入経路、幹線道路の交通障害の有無、自衛隊・米軍

の使用道路、避難経路周辺の危険個所、交通規制方法、交
通規制要点、各道路管理者の対応状況

警察本部

1 救援の進捗状況 防災局
2 受入地域市町村の受入状況 受入可能人数、受入人数 防災局
3 外国人の受入状況 受入人数、氏名、性別、国籍、避難施設 文化観光局
4 安否情報（避難住民） 氏名、年齢、性別、避難先 文化観光局 総務省

5
安否情報（負傷者）
被災情報（人的被害）

氏名、年齢、性別、避難先、負傷程度 文化観光局
総務省

6
安否情報（死者）
被災情報（人的被害）

氏名、年齢、性別、遺体安置所 文化観光局
総務省

7
受入地域一般病院の受入状況 科別受入可能人数、受入人数、医師・看護師・医薬品等の

不足状況
福祉保健部

8
受入地域伝染病隔離病舎等の受
入状況

受入可能人数、受入人数 福祉保健部

9 障がい者施設の受入状況 受入可能人数、受入人数 福祉保健部
10 高齢者施設の受入状況 受入可能人数、受入人数 福祉保健部

11
児童福祉施設（母子生活支援施
設を含む）の受入状況

受入可能人数、受入人数 福祉保健部

12 鳥取砂丘こどもの国の受入状況 受入可能人数、受入人数 福祉保健部
13 避難施設のライフライン不足状況 電力、ガス、上水道、下水道、通信施設の不足品目、数量 福祉保健部
14 県営住宅の受入状況 受入可能人数、受入人数 生活環境部
15 受入入浴施設状況 受入入浴施設名、収容人数、問題点 生活環境部
16 災害救助用米穀の要請状況 要請救援物資の要請者、数量、受入場所、施設等 農林水産部
17 農業大学校の受入状況 受入可能人数、受入人数 農林水産部
18 花回廊の受入状況 受入可能人数、受入人数 農林水産部
19 土地開発公社所有地の受入状況 受入可能人数、受入人数 県土整備部
20 住宅供給公社所有地の受入状況 受入可能人数、受入人数 県土整備部
21 空港、港湾、漁港用地の受入状 受入可能人数、受入人数 県土整備部

22
受入地域県立病院の受入状況 科別受入可能人数、受入人数、医師・看護師・医薬品等の

不足状況
病院局

23 県立病院の医療救護班派遣状況 医師、看護師等の派遣可能人数、派遣人数 病院局

24
児童、生徒受入状況 受入児童、生徒の氏名、学年、避難前通学学校名、避難施

設名
教育委員会

25 教職員受入状況 受入教職員の氏名、避難前勤務学校名、避難施設名 教育委員会
26 公立学校等の受入状況 受入可能人数、受入人数 教育委員会
27 教職員住宅の受入状況 受入可能人数、受入人数 教育委員会
28 少年自然の家等の受入状況 受入可能人数、受入人数 教育委員会

29
物資及び資材の調達に係る情報 危機の態様、受入規模等に応じた物資・資材の必要量、調

達先
警察本部

30
備蓄物資の使用状況 使用備蓄物資の使用可能状況、使用状況（品目、数量、所

在）
防災局

31 救援物資の被要請状況 被要請救援物資の要請者、品目、数量、受入場所、施設等 防災局
32 救援物資の不足状況 不足救援物資の品目、数量 防災局
33 救援物資の要請状況 要請救援物資の要請先、品目、数量、受入場所、施設等 防災局
34 他県等の医療チーム派遣状況 派遣医師、看護師等の人数 防災局
35 私立学校の受入状況 受入可能人数、受入人数 企画部
36 県職員住宅の受入状況 受入可能人数、受入人数 総務部
37 工業団地の受入状況 受入可能人数、受入人数 商工労働部

38
公用車の使用状況 車種、ナンバー、乗車定員、最大積載量、管理所属、保管場

所
各部局

39 運転士の動員状況 運転士の所属、氏名、連絡先等 各部局

3
救援

情報要求

鳥取県国民保護計画
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別紙第１ 付紙第１「情報収集計画」

種類 № 情報要求 収集項目 収集部局等 被要求機関
最も優先度の高い情報要求 その他の情報要求

４
武力攻撃
災害への
対処

1

生活関連等施設の安全確保に係
る情報

各施設の自主警戒状況、警察による警備強化の必要性、必
要な警備体制

警察本部

(2) 救援段階
種類 № 収集項目 収集部局等 被要求機関

最も優先度の高い情報要求 その他の情報要求
1
共通

1
相手国に係る情報 敵国の具体的な武力攻撃動向（目的、手段、態様、規模、時

期等）
警察本部

2
自衛隊、米軍の対応に係る情報 自衛隊・米軍の対応状況・確定事項・対処方針等 防災局

企画部
警察本部

3
武力攻撃災害、テロ等緊急対処
事態に係る情報

県内における武力攻撃災害、テロ等緊急対処事態発生の
可能性・態様・規模・時期等

警察本部

4
関係機関との連携に係る情報 関係機関の対応状況、関係機関との協力・連携事項、応援

部隊等の受け入れ状況
警察本部

5
情報通信に係る情報 広報手段、関係機関との情報通信手段、非常通信手段、通

信統制・制限等の有無・内容
警察本部

10
特殊標章・身分証明書の交付・使
用に係る情報

関係機関における特殊標章・身分証明書の交付・使用状況 警察本部

13 被災情報 被災状況、住民被害、人的被害 各部局

14 県内の武力攻撃災害発生状況
発生場所、発生状況、被災者の状況、退避の必要性、対応
状況

各部局

15 県有施設等の被害状況
被災施設、被害状況、被災者の状況、退避の必要性、対応
状況

総務部

2
避難

1
児童、生徒、避難状況 被災児童、生徒の氏名、学年、避難前通学学校名、避難施

設名
教育委員会

2 教員避難状況 被災教員の氏名、避難前勤務学校名、避難施設名 教育委員会

3

交通規制に係る情報 受入経路、幹線道路の交通障害の有無、自衛隊・米軍の使
用道路、受入経路周辺の危険個所、交通規制方法、交通規
制要点、各道路管理者の対応状況、空港・港湾・ＪＲの使用
の可否又は有無

警察本部

4
交通規制に係る情報 緊急通行車両の指定・標章交付状況、緊急交通路の指定

が必要な路線
警察本部

5

応急措置の実施に係る情報 県内における武力攻撃災害の発生状況、緊急通報の発令
状況・内容、拡大等の見通し、生活関連等施設の自主警戒
状況、治安関係情報、警備強化が必要な施設、施設の被災
状況、被災者の有無、影響範囲、汚染等拡大の見通し、立
入制限・退避指示・警戒区域の設定・交通規制が必要な区
域、救助・二次災害防止・汚染拡大防止に必要な措置、住
民等の避難状況

警察本部

3
救援

1
受入市町村の収容状況 受入市町村の収容人数、性別、年齢、災害時要援護者の数 防災局

2
備蓄物資の使用状況 使用備蓄物資の使用可能状況、使用状況（品目、数量、所

在）
防災局

3
救援物資の被要請状況 被要請救援物資の要請者、品目、数量、受入場所、施設等 防災局

4 救援物資の不足状況 不足救援物資の品目、数量 防災局
5 救援物資の要請状況 要請救援物資の要請先、品目、数量、受入場所、施設等 防災局
5 被災情報（その他） 被害の種別、品目、数量等 防災局
6 職員派遣要請状況 派遣要請職員の要請者、職種、人数 総務部
7 職員受入要請状況 受入要請職員の要請先、職種、人数 総務部
8 県有施設への受入状況 受入可能人数、受入人数、施設、設備の状況 総務部
9 消費者物価指数 消費者物価指数 企画部

10 ＮＰＯ、ボランティア活動状況 ＮＰＯ、ボランティアの人数、活動内容、要望状況 福祉保健部
11 避難施設のライフライン不足状況 電力、ガス、上水道、下水道、通信施設の不足品目、数量 福祉保健部
12 義援金の状況 義援金の額 福祉保健部
13 義援物品の状況 義援物品の種別、数量 福祉保健部

14
一般病院の使用可能状況 一般病院の被害状況、科別受入可能人数、医師、看護師、

医薬品等不足状況
福祉保健部

15
避難施設における伝染病発生状
況

伝染病患者の種別、所在、人数、重度 福祉保健部

16 避難施設生活環境状況 避難施設の生活環境、衛生状況、問題点 生活環境部
17 避難施設廃棄物処理状況 避難施設の廃棄物発生状況、処理状況、問題点 生活環境部
18 避難施設し尿処理状況 避難施設のし尿発生状況、処理状況、問題点 生活環境部
19 被災情報（ライフライン） 上下水道の供給状況、被害状況、復旧状況・見通し 生活環境部
20 生活関連物資等需給状況 生活関連物資等事業者名、品目、販売数量、価格状況 生活環境部
21 特定物資在庫状況 特定物資事業者名、品目、在庫数量、価格状況 生活環境部
22 災害救助用米穀の要請状況 要請救援物資の要請先、数量、受入場所、施設等 農林水産部
23 被災情報（ライフライン） 電気の供給状況、被害状況、復旧状況・見通し 企業局
24 被災情報（ライフライン） ガスの供給状況、被害状況、復旧状況・見通し 防災局
25 被災情報（ライフライン） 通信の疎通状況、被害状況、復旧状況・見通し 企画部

14
県立病院の使用可能状況 県立病院の被害状況、科別受入可能人数、医師、看護師、

医薬品等不足状況
病院局

27
物資及び資材の調達に係る情報 危機の態様、受入規模等に応じた物資・資材の必要量、調

達先
警察本部

28
避難住民の救援に係る情報 県及び関係機関が実施する救援措置、被災者の有無・捜索

救出の必要性、安否情報、避難施設における治安状況、避
難住民の要望

警察本部

29 物資及び資材の調達に係る情報 武力攻撃災害対処に必要な物資・資材・調達先 警察本部
30 物資及び資材の調達に係る情報 復旧・備蓄に必要な物資・資材・調達先 警察本部

1
生活関連等施設の安全確保に係
る情報

各施設の自主警戒状況、警察による警備強化の必要性、必
要な警備体制

警察本部

2 発電所、電気設備の状況 発電所、電気設備の被害状況 企業局
3 危険物質等管理状況 危険物質等の種別、数量、管理状況 防災局

4
隣接県放射性物質等放出状況 放出された放射性物質等の種別、数量、影響範囲、影響程

度
防災局

5 家畜伝染病発生状況 家畜伝染病患畜の種別、所在、頭数、重度 農林水産部

4
武力攻撃
災害への
対処

情報要求

鳥取県国民保護計画
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別紙第１ 付紙第１「情報収集計画」

種類 № 情報要求 収集項目 収集部局等 被要求機関
最も優先度の高い情報要求 その他の情報要求

4
武力攻撃
災害への
対処

6

応急措置の実施に係る情報 県内における緊急対処事態の発生状況、拡大等の見通し、
生活関連等施設の自主警戒状況、治安関係情報、警備強
化が必要な施設、施設の被災状況、被災者の有無、影響範
囲、汚染等拡大の見通し、立入制限・退避指示・警戒区域の
設定・交通規制が必要な区域、救助・二次災害防止・汚染拡
大防止に必要な措置、住民等の避難状況

警察本部
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