
も く じ 
 

第１編 総 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

第１章 計画策定の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

第２章 計画策定の背景・経緯・・・・・・・・・・・・・・１ 

第３章 計画策定に当たっての基本的な考え方・・・・・・・１ 

第４章 市の概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

第５章 国民保護の実施体制・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 

第２編 平時における準備編・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

 

第１章 迅速な初動体制の確保・・・・・・・・・・・・・・５ 

第２章 警報の住民への周知・・・・・・・・・・・・・・・６ 

第３章 避難の指示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

第４章 緊急物資の備蓄等・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

第５章 緊急物資運送計画の策定・・・・・・・・・・・・１０ 

第６章 医療体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

第７章 生活関連等施設の管理体制の充実・・・・・・・・１２ 

第８章 文化財保護対策の準備・・・・・・・・・・・・・１２ 

第９章 研修の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 

第10章 訓練の実施等・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

第11章 市民との協力関係の構築・・・・・・・・・・・・１３ 

 

第３編 武力攻撃事態等対処編・・・・・・・・・・・・・・１５ 

 

第１章 実施体制の確保・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

第２章 国民保護措置従事者等の安全確保対策・・・・・・１７ 

第３章 住民の避難措置・・・・・・・・・・・・・・・・１８ 

第４章 避難住民等の救援措置・・・・・・・・・・・・・２０ 

第５章 武力攻撃災害への対処措置・・・・・・・・・・・２３ 

第６章 情報の収集・提供・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

 

 

 

 

  



第４編 市民生活の安定編・・・・・・・・・・・・・・・・２７ 

 

第１章 物価安定のための措置・・・・・・・・・・・・・２７ 

第２章 避難住民等の生活安定措置・・・・・・・・・・・２７ 

第３章 生活基盤等の確保のための措置・・・・・・・・・２７ 

第４章 応急復旧措置の実施・・・・・・・・・・・・・・２７ 

 

第５編 財政上の措置編・・・・・・・・・・・・・・・・・２８ 

 

第１章 損失補償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８ 

第２章 損害補償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８ 

第３章 被災者の公的徴収金の減免等・・・・・・・・・・２８ 

第４章 国民保護措置に要した費用の支弁等・・・・・・・２８ 

 

第６編 緊急対処事態対処編・・・・・・・・・・・・・・・２９ 

 

第１章 想定する緊急対処事態とその対処措・・・・・・・２９ 
 



第１編 総  則 

第１章 計画策定の目的 

本計画は、我が国に対する武力攻撃や大規模テロ等から、市民の

生命、身体及び財産を保護し、市民生活等への影響を最小とするた

めに、必要な事項を定める。 

 

 

第２章 計画策定の背景・経緯 

  平成 13 年 9 月 11 日に米国で同時多発テロが発生し、その

後も世界各地でテロが引き起こされている。 

  平成 15 年 6 月に「武力攻撃事態対処法」が、平成 16 年 6 月

には「国民保護法」などの有事関連七法が成立し、武力攻撃や大

規模テロに対処するための国全体としての枠組みが整備された。 

 

 

第３章 計画策定に当たっての基本的な考え方 

本計画策定にあたっての基本的考え方は、以下のとおりである。 

 

国民保護措置実施体制の確立及び連携 

準備体制の充実 

情報の伝達と共有化の確保 

災害時要援護者への配慮 

市民の自助・共助 

基本的人権の尊重、言論その他表現の自由の保障 

国民の権利利益の迅速な救済 

国際人道法の的確な実施の確保 

国民保護措置に従事する者等の安全の確保 
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第４章 市の概況 

第１節 地理的特性 

本市は、東京都心から約 20 km 、埼玉県の南部に位置し、東

は川口市、西は戸田市、南は川口市及び戸田市、北はさいたま

市と接している。接する市域は、東西 4.0 km、南北 1.7 kmの

長方形をなし、面積は、5.10 ㎢と、市としては全国一狭小な都

市である。 

 

第２節 社会的特性 

  市は、今後「歓びあふれる交流のまち、わらび」として、

市民生活の活発な活動や、交流を土台に、にぎやかな喜びに

満ちたまちを創り上げていく。 

  5.10 ㎢の地域に、約 7 万人が居住し、人口密度の高さ、

市域の狭さはともに全国第 1 位であるが、各地区での文化

活動が活発で、コミュニティ意識やまちづくりへの関心が高

い市である。 

  地形はほとんどが海抜 3 ～ 5 m 前後の平坦地で、地質は

川口低地と呼ばれる湿地帯である。その中央を京浜東北線、

国道17号線が縦断しており、東京都心へ約 30 分で結ばれ、

交通至便な立地環境にある。 
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第５章 国民保護の実施体制

国民保護に関する措置の仕組み 

 
 

第１節 市の責務 

  国、県等他の地方公共団体、その他関係機関との相互協力

による武力攻撃事態等への対処に必要な国民保護措置の実

施 

  国の基本的な方針に基づく措置の的確、迅速な実施 

  市内において関係機関が実施する措置の総合的推進国民保

護計画の作成 

 
 

第２節 関係機関との連携 

  市は、速やかに国民の保護措置が実施できる体制の整備を
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図る。 

  市は、国、県等の関係機関の担当部所、連絡方法、手続を

把握し、円滑な運営体制の整備を図る。 

 
 

第３節 他の市町村との連携 

市は、他市町村と、市域を越える住民避難や緊急物資の相互

応援に関する協定を結ぶ。 

 
 

第４節 公共的団体との協力体制 

市は、農業協同組合、社会福祉協議会等の公共的団体との連

携を密にし、協力体制の整備を図る。 

 
 

第５節 市民の協力 

市は、市民相互の協力組織やボランティア等を育成する。市が

市民に協力を求める場合は、その安全確保に十分配慮する。 

 
 

第６節 事業所等との協力関係 

市は、大規模事業所や大規模集客施設の管理者等との協力体制

の整備に努める。 
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第２編 平時における準備編 

第１章 迅速な初動体制の確保

第１節 24 時間即応体制の確立 

市は、夜間、休日等においても情報伝達等が 24 時間対応で

きる体制を整備する。 

 
 

第２節 職員配備計画の作成 

  市国民保護対策本部等の部長は、職員配備計画を作成し、

職員に周知し、市長に報告する。 

  配備計画には、交通の途絶、職員の被災などにより参集が

困難な場合に備え、代わりに参集すべき職員について定める。 

 

 

第３節 職員の指定と伝達手段の整備 

市は、市国民保護対策本部等の部長に、携帯電話等の貸与を

進め連絡手段を確保する。 

 
 

第４節 交代要員等の確保 

市は、市国民保護対策本部等を設置した場合、その機能が確

保されるよう、①交代要員の確保、②食料・燃料等の備蓄、③

自家発電設備の確保、④仮眠設備等の確保についてあらかじめ

定めておく。 
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第２章 警報の住民への周知

  市は、住民への警報の周知方法について、あらかじめ複数の

方法を定め、広報紙等により住民に周知する。 

  市は、大規模集客施設等多数の者が利用する施設に避難の指

示が周知できるよう、その伝達方法について定めるよう努める。 

  市は、外国人に対する伝達について配慮する。 

 

 

第３章 避難の指示 

第１節 モデル避難実施要領の作成 

市長は、あらかじめ武力攻撃事態の態様に応じた複数パターン

のモデル避難実施要領を作成し、住民に対して周知する。 

 

 

第２節 避難人数の把握 

  市は、住民を迅速かつ的確に避難させるため、町会ごと

の世帯数及び連絡先、大規模集客施設の利用状況の把握に

も努める。 

  市は、災害時要援護者等の把握に努める。 

  市は、住民への「避難の指示」の周知方法について、あ

らかじめ複数の方法を定め住民に周知する。 

  市は、大規模集客施設等多数の者が利用する施設に避難

の指示が周知できるよう、その伝達方法について定めるよ

う努める。 

 

第３節 避難の指示の周知 

(１)住民への周知方法 

  市は、防災行政無線の放送や広報車の使用、携帯メールの
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活用、町会組織や大規模集合住宅等の管理組合を経由した伝

達等、住民への避難の周知方法について、あらかじめ 複数

の方法を定め、広報紙等により住民に周知する。 

  市は、地域におけるケーブルテレビ会社と、避難の指示の

緊急放送に関して調整を図るよう努める。 

  市は、大規模事業所の従業員や大規模集客施設の利用者に

避難の指示が周知できるよう、その伝達方法について、事業

主等と協議してあらかじめ定めるよう努める。 

 

 

(２)災害時要援護者への周知方法 

  市は、病院及び社会福祉施設の管理者と協議の上、あらか

じめ避難の指示の周知方法について定めておく。 

  市は在宅災害時要援護者に対し、迅速かつ的確な周知が行

われるよう、町会、自主防災組織と協力した連絡体制を整備

する。 

  市は、外国語の原稿による市防災行政無線での放送や、広

報車での広報、掲示板の設置等、外国人住民への避難の周知

方法について、明らかにしておく。 

 

 

(３)周知内容 

  市は、① 避難指示の理由 ② 住民の避難が必要

な地域(要避難地域) ③ 住民の避難先となる地

域(避難先地域) ④ 避難場所 ⑤ 主要な避難の

経路 ⑥ 避難のための交通手段、集合場所 ⑦ 注意

事項(戸締り、携帯品、服装等) 

 

(４)情報通信機器の活用 

市は、住民に対して避難の指示の周知を図るため、国及び県

と協力して情報通信機器を活用した新たなシステムの整備を進

める。 
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第４節 避難交通手段の決定 

  避難の交通手段については、鉄道、バス、徒歩を基本とす

る。 

  災害時要援護者の移動に関しては、必要に応じ

て自家用車、市の公用車等を使用する。 

  市は、鉄道、バス、タクシー、市保有車両等

による輸送能力等を把握する。 

 

 

第５節 避難路の選定 

  市は、県が決定した避難候補路とネットワークを構築する

ための避難候補路を定める。 

  市は、候補路を定めるときには県と協議するとともに、警

察署と調整し、候補路を決定した場合は関係機関に通知する。 

 

 

第６節 運送順序の決定 

避難住民の運送は、① 重病者、重傷者、障害者、妊産婦 ② 

高齢者、乳幼児、児童 ③ その他の住民の順序で行う。 

 
 

第７節 避難施設の周知と施設管理者との連絡体制 

  市は、施設管理者の同意を得て避難場所として指定する。 

  市は、避難場所の管理者との連絡体制を整備する。 

  市は、避難場所の運営マニュアルを整備し、避難場所の所

在地等について、住民への周知に努める。 

 

 

第８節 被災者に対する住宅供給対策 
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市は、県があらかじめ定めた「被災者住宅供給計画」に基づ

き、被災者に対する住宅供給対策について定める。 

 
 

第９節 避難住民集合場所の指定 

  市は、地域の避難住民が一時的に集合する避難住民集合場

所を指定する。 

  市は、避難住民集合場所を定めたときには、住民等に周知

する。 

 

 

第１０節 道路啓開の準備 

市は、あらかじめ道路啓開の実施計画を作成し、必要な資機

材の整備に努める。また、建設業関係団体と協定を締結するな

ど、応急復旧に備える。 

 

 

第１１節 退避場所の把握 

市は、武力攻撃事態等の態様に応じて適切な避難場所につい

てあらかじめ調査し、把握するように努める。 
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第４章 緊急物資の備蓄等 

第１節 緊急物資の備蓄 

  市は、備蓄を充実していくとともに、生産・流通事業者等

と協定を締結するなど、物資の確保に努め、備蓄品の充実を

図る。 

 

 

 

第２節 装備品の整備 

市は、職員が国民保護措置を実施する際に必要となる防護服

等装備品の整備に努める。 

 
 

第３節 市が管理する施設及び設備の整備等 

  市が管理する施設及び設備について定期的に点検、整備す

る。 

  迅速な復旧のため、土地等の権利関係を証明する資料等に

ついて、適切な整備、保存に努める。 

 

 

第５章 緊急物資運送計画の策定 

第１節 運送路の決定基準 

市は、県が定めた緊急物資運送候補路とネットワークを構築

するため、道路、鉄道を利用した陸上運送、ヘリポート等を利

用した各運送方法による緊急物資運送候補路をあらかじめ定め

る。 

第２節 応援物資の受入れ体制の整備 
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  市は、県と協力して、物資集積地までの運送を迅速に実施

するため、情報の提供体制を整備する。 

  市は、物資集積所における応援物資の仕分け、配送を円滑

迅速に実施するため職員の配置や配送方法等について、あら

かじめ定める。 

 
 

第３節 応援物資の発送体制の整備 

・物資集積地に他の市町村、民間企業、市民からの応援物資を

集積する。 

・物資集積所における応援物資の仕分けを円滑かつ迅速に実施

するため、職員の配備や発送方法についてあらかじめ定める。 

 

 

第６章 医療体制の整備 

第１節 初期医療体制の整備 

  消防機関は、県や救急医療機関等の関係機関との密接な連

携により、多数の負傷者等の発生に備え、救急救助体制の整

備に万全を期する。 

  市は、各医療機関等と協議し、事前に救護班の編成、出動

手順及び医療救護所の設置、運営等について定めておく。 

  市は、ＮＢＣ災害に対処できる資機材の整備及び知識の習

得に努める。 

 

 

第２節 傷病者搬送体制の整備 

道路が被害を受けた場合を考慮し、医療機関への搬送経路を複

数検討し、傷病者搬送体制の協力体制の構築に努める。 

 

第３節 保健衛生体制の整備 
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  市は、避難が長期化する場合等に備え、健康管理のための

実施体制を整備する。 

  市は、防疫活動ができるよう体制を整備する。 

  市は、県の定めた「広域火葬計画」に基づき、埋、火葬対

策を講じる。 

 

 

第７章 生活関連等施設の管理体制の充実 

第１節 生活関連等施設の管理体制の整備 

  市は、県及び消防機関等と連携し、生活関連等施設につい

て把握し、情報を共有する。 

  市は、生活関連等施設の管理者に対し、管理体制の充実に

ついて要請する。 

 

 

第２節 核燃料物質・放射性同位元素の所在、種類、量等の把握等 

市、消防機関は、放射性同位元素使用施設の所在や、担当部署、

連絡窓口、連絡手段について把握しておく。 
 

 

第８章 文化財保護対策の準備

  市は、文化財等の所有者、保管場所、保存状況等について把

握する。 

  市は、武力攻撃災害の発生に備え、関係機関との連携体制を

整備する。 

  市は、県とともに文化財等の保護のための対応マニュアルを

作成し、訓練を実施する。 

 

 

第９章 研修の実施 
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市は、職員の研修機会の確保に努めるとともに、消防団員及び自

主防災組織に対して、国民保護措置に関する研修等を行うよう努め

る。 
 

 

第１０章 訓練の実施等 

関係機関が共同して、国民保護措置について訓練を行うよう努める。

訓練は、災害対策基本法に定める防災訓練との連携が図られるよう 

に配慮する。 

 

 

第１節 市の訓練 

住民の参加と協力を得て、訓練を実施する。また、国や県等と

の合同訓練の実施に努める。 

 
 

第２節 民間における訓練等 

  市は、事業所から訓練実施に関し要請があった時には、職

員派遣など必要な支援を行う。 

  学校、駅、大規模集客施設等の管理者は、事態発生時にお

ける初動対応、避難誘導等を定めたマニュアル策定に努める。 
 

 

 

第１１章 市民との協力関係の構築 

第１節 消防団の充実・活性化の促進 

市は、住民の消防団への参加促進、消防団に係る広報活動等を

行い、消防団の充実、活性化を図る。 
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第２節 自主防災組織との協力関係の構築 

市は、自主防災組織に対して必要な支援を行い、その育成に努

める。 
 

 

第３節 ボランティアとの協力関係の構築 

市は、県、日本赤十字社埼玉県支部及び社会福祉協議会などと

連携し、ボランティアの受入れ体制を整備する。 
 

 

第４節 市民の意識啓発等 

市は、パンフレットの配布、研

修会の実施等により意識啓発を

行う。 
 

 

 

第５節 事業者等との協力関係の構築 

市は、訓練等を通じて事業所等との協力関係を構築するととも

に、従業員における人材の把握等に努める。 
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第３編 武力攻撃事態等対処編 

第１章 実施体制の確保 

第１節 全庁的な体制の整備 

  市長は、多数の人を殺傷する行為等の事案発生を把握した

場合は、速やかに「危機対策会議」を設置し、迅速かつ的確

に対応する。 

  国から国民保護対策本部又は緊急対処事態対策本部設置

の指定があった場合には、市長は国民保護対策本部等を設置

し、職員を配備する。 

 

 

第２節 市国民保護対策本部の組織等 

  国民保護対策本部等には、部を置く。 

  本部会議は、本部長、副本部長、本部長付、部長で構成し、

本部長、副本部長、本部長付、部長の出席をもって開催する。 

  事態への対処にあたっては、市地域防災計画の組織及び事

務分掌を準用する。 
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【蕨市国民保護対策本部組織図】 

蕨市国民保護対策本部 

本 部 長：市 長 

副本部長：副市長 

本 部 員：危機管理監 他 

（別に定める「蕨市危機対策

本部設置要綱」のとおり）
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第３節 関係機関との連携体制の確保 

  市は、通信手段の機能を確認し、支障があれば応急復旧作

業を行う。 

  市国民保護対策本部等は、国、県との調整に関し、国、県

の現地対策本部と一元的に行う。  

  市長は、国民保護措置を実施するために必要があるときは、

知事に対して自衛隊の部隊等の派遣要請を行うよう求める。 

 市は、通信手段の機能を確認し、支障があれば応急復旧作業

を行う。市は、警報が発令された場合、速やかに武力攻撃事

態等の対処体制に移行し、状況を県に報告する。本部設置の

指定を受けたときは、速やかに市国民保護対策本部等を設置

し、県に報告する。また、蕨警察署に通知する。  
 

 

第４節 市国民保護対策本部等の廃止 

市長は、内閣総理大臣から、市国民保護対策本部等を設置すべ

き市の指定の解除の通知を受けたときは、速やかに対策本部を廃

止する。 
 

第５節 市民との連携 

武力攻撃事態等が発生した場合、自主防災組織等に協力を要請

するほか、日本赤十字社埼玉県支部、社会福祉協議会などと連携

を図る。 
 

第２章 国民保護措置従事者等の安全確保対策 

第１節 特殊標章等の交付 

国の定める基準、手続等に従い、国民保護措置に係る職務を行

う者に対して、特殊標章等の使用を認める。自主防災組織やボラ

ンティアに対しても文民保護標章等を交付し、使用を認める。 

第２節 安全確保のための情報提供 
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市は、避難住民や運送事業者、自主防災組織、ボランティア等

の安全を確保するため、必要な情報を提供する。 

 

 

第３章 住民の避難措置

第１節 警報の通知の受入れ、伝達 

  市は、あらかじめ定めた手順で県からの警報の通知を受け

入れる。 

  市は、警報の通知を受けたときは、消防機関、市の他の執

行機関及び議会に対して直ちに警報を通知する。 

  市は、警報の通知を受けたときは、直ちに住民に伝達を行

う。また、大規模集客施設等の管理者に対して、警報の伝達

に努める。 

 

 

第２節 緊急通報の伝達 

市は、県から緊急通報の通知を受けた場合には、直ちに住民に

伝達を行う。また、第１節に準じて大規模集客施設等の管理者に

対して、緊急通報の伝達に努める。 

 

第３節 避難の指示等 

  市は、県からの避難の指示の受入れは、第１節に準じて行

う。 

  市長は、知事から避難の指示を受けた場合には、その旨を

直ちに住民に対して伝達するとともに、あらかじめ定めたモ

デル避難実施要領から適切な要領を選択し、避難実施要領を

速やかに作成する。 

  市は、市域を越える避難の際は、避難実施要領及び知事の

指示に基づき、住民を避難誘導する。 
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第４節 避難住民の運送手段の確保 

  市は、地域の安全を確認し、周辺の交通事情を考慮し

て、避難誘導の拠点を決定し、あらかじめ定め

た方法により、災害時要援護者の避難を実施

する。 

  市は、運送事業者等に対して、避難住民

の運送について協力を要請する。 

  避難誘導拠点、避難場所に配置された市

職員等は、避難住民の運送実施状況につい

て把握し、逐次市国民保護対策本部等に報

告する。 

 

 

第５節 避難路の選定と避難経路の決定 

市は、避難の指示があった場合には、県が決定した主要避難経

路に接続する避難経路を決定する。 

 
 

第６節 避難路の交通対策の実施 

  市長は、交通の混乱防止、住民避難の迅速安全な実施のた

め、警察署長に対し、必要な交通規制を要請する。 

  市は、交通規制の状況について住民に周知する。 

  市長は、被害状況を把握し、迅速な道路啓開を行う。 

 

 

第７節 避難誘導の実施 

  市長は、避難実施要領を定め、関係機関を指揮して住民の

避難誘導を行う。この場合、避難に資する情報を随時提供し、

混乱が生じないよう配慮する。 

  市長は、知事に避難誘導等に必要な支援を求める。 
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第８節 避難の指示の解除 

市は、避難の指示が解除されたときは、避難住民の復帰に関す

る要領を策定し、必要な措置を講ずる。 
 

 

第４章 避難住民等の救援措置 

市は県と連携し、関係機関の協力を得て、衣食住や医療の提供

などの救援の措置を行う。 

 

１ 収容施設の供与 

  市は、必要に応じて公共住宅及び民間賃貸住宅の貸与又は

応急仮設住宅を供与する。 

  避難場所の運営は、避難場所運営マニュアルに基づき、救

援を行うため配置された職員が責任者となって、当該施設職

員、ボランティア、自主防災組織、避難住民等の協力を得て

運営する。 

 

 
２ 食料品、飲料水の供給及び生活必需品の供給又は貸与 

  市は、県と協力して、避難住民等の基本的な生活を確保す

るため、生活必需品等の供給又は貸与を実施する。 

  市は、応援物資を集積し、仕分けし、配送又は発送する。 

  市は、運送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機

関に対して運送について要請する。 

 

３ 医療の提供 

（１）救急救助、傷病者の搬送 

  消防機関は、災害等発生時には、その状況について的確に
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情報を収集し、災害の程度に応じて優先順位を定め出動する。 

  消防機関で対処することが困難と認められる場合には、協

定に基づき、県内の他の消防機関の応援を要請する。 

  医療救護班又は傷病者を最初に受け入れた医療機関は、ト

リアージの実施結果をふまえ、後方医療機関に搬送する必要

があるか否か判断する。 

  市は、重症者などの場合は必要に応じて、県防災ヘリコプ

ター等による搬送の要請を行う。 

  市、消防機関は、傷病者搬送の要請

を受けたときは、あらかじめ定めた搬

送先順位に基づき、搬送する。 

 

 

（２）医療救護班の編成と医療資機材等の調達 

  市は、医療救護班を編成し派遣する。 

  市長は、医療救護班の使用する医療資機材等が不足する場

合、県に調達を要請する。 

 

 

（３）ＮＢＣ災害への対処 

市は、国、県等との連携を図りながら対処する。 

 

 

（４）医療の要請等に従事する者の安全確保 

  市は、医師、看護師その他の医療関係者に対し、必要な

情報を随時十分に提供すること等により、医療関係者の安

全の確保に十分に配慮する。 

 
 

４ 被災者の捜索及び救出 

  市は、県と協力し、安否情報、被災情報の収集を行う。 
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  市は、被災情報に基づき、被災者の捜索及び救出を行う。

また、可能と思われる場合は、自主防災組織等に捜索・救

助を依頼する。 
  

５ 死体の捜索、処理及び埋・火葬 

  市は、警察等と連携しながら、武力攻撃災害により発生した

死体の捜索、処理、埋火葬等を実施する。 

  死体については、一時保管、検視（見分）、検案、身元確認

作業等、死体の輸送、死体収容所（安置所）の開設、遺留品等

の整理の手順により、県が行う処理に市は協力する。 

  市のみでは火葬が困難な場合には、県に対して火葬の実施に

必要な措置を講じる。 

 

 
６ 電話その他の通信設備の提供 

市は、電気通信事業者である指定公共機関及び指定地方公共機

関の協力を得て、避難場所での電話その他の通信設備の提供等を

行う。 

 
 

７ 被災住宅の応急修理 

市は、県と協力して、武力攻撃事態等により住宅が被災し、自

己の資力では応急修理できない者に対して、必要最小限の修理を

行う。 

 
 

８ 学用品の給与 

市は、県と協力して、就学上必要な学用品を喪失した小学校児童

及び中学校生徒に対し、教科書（教材を含む）、文房具及び通学

用品を支給する。 
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９ 住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等の除去 

市は、県と協力して、住宅及びその周辺に土石や竹木等が堆積

し、自己の資力では除去できず、日常生活に著しい支障を受けて

いる者に対して、必要最小限の除去を行う。 

 

 

第５章 武力攻撃災害への対処措置 

第１節 対処体制の確保 

  市国民保護対策本部等は、県国民保護対策本部等、国の

対策本部、警察署等から情報の収集に努める。 

  市長は、武力攻撃災害の兆候について連絡又は通知を受

けたときは、その内容の調査を行ない、必要があれば知事、

その他関係機関に通知する。 

  市長は、住民の生命等を保護するため緊急の必要がある

と認めるときは、知事に対し国の対策本部長に必要な措置

を要請するよう求める。 

 

 

第２節 応急措置等の実施 

１ 退避の指示・警戒区域の設定 

 退避の指示 

市長は、武力攻撃災害が発生し、又は発生する恐れがあ

る場合に特に必要があると認める場合は、退避の指示を行

う。 

 警戒区域の設定 

市長は、必要があると認めるときには警戒区域を設定し、

立入り制限や禁止、当該警戒区域からの退去を命じる。 

 市長の事前措置 

市長は、武力攻撃災害を拡大させる恐れがある設備や物

件の所有者等に対して、当該設備等の除去、移動、使用の
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一時制限や保安等の指示を行う。 

 

２ 生活関連等施設の状況の把握 

  市長は、市内の生活関連等施設の状況について必要な情

報の収集を行う。 

 

 

３ 危険物質等の災害への対処措置 

  市長は、緊急の必要があると認めるときは、危険物質等

の取扱者に対し、必要な措置を構ずることを命じる。 

  市長は、必要があると認める場合には、危険物質等の取

扱者に対し、警備の強化等を求める。 

 

 

４ 武力攻撃原子力災害への対処措置 

武力攻撃等により、車両が被害を受け、積載する核燃料物資

が容器外に放出又は放出される事態が発生した場合には、国民

保護法の定める武力攻撃原子力災害に該当するため、市は、市

地域防災計画に定めるところに準じて措置を実施する。 

 
 

５ ＮＢＣ攻撃による汚染への対処 

  市長は、ＮＢＣ 攻撃が行なわれた場合は、現場及びその

影響を受ける地域の住民に対して、応急措置として退避の指

示又は警戒区域の設定を行う。 

  市長は、県国民保護対策本部等との情報交換に努めるとと

もに、自衛隊等の専門的意見も聴き、必要な支援を要請する。 

 

 

第３節 保健衛生対策の実施 
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市は、避難住民等の健康管理が必要とされる場合には、第２編

第６章第３節で定めた方法に基づき、保健衛生対策を実施する。 

 

 

第４節 動物保護対策の実施 

市は、国の定める「動物の保護等に関する配慮につい

ての基本的な考え方」を踏まえ、所要の措置を講ずる。 

 
 

第５節 廃棄物対策の実施 

  市は、その特殊性に配慮しながら、廃棄物対策を実施し、県

に対して支援を要請する。 

  市は、し尿を衛生的に処理するため、施設の復旧と円滑な収

集・運搬につとめ、避難住民等の生活に支障が生じることがな

いよう努める。 

 

 

第６節 文化財保護対策の実施 

市は、重要文化財等の被害状況を把握し、第２編第８章に定め

る対応マニュアルに基づき、文化財保護対策を実施する。 
 

 

第６章 情報の収集・提供 

第１節 被災情報の収集・提供 

  市は、武力攻撃が発生した日時及び場所又は地域、発生した

災害の概要、人的及び物的被害の状況等の被災情報を収集し、

県に報告する。 

  市は、定期的に記者会見を行うなどして、収集した情報を市

民に提供する。 
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第２節 安否情報の収集・提供 

  市は、避難住民等の安否情報を収集し整理に努め、当該情

報を県に報告する。 

  市は、安否情報の照会窓口等について、住民に周知する。 

  市は、住民からの安否情報の照会を、安否情報対応窓口に

総務省令に規定する様式に必要事項を記載した書面を提出

することにより受け付ける。 

  市は、安否情報の照会があったときは、当該照会が不当な

目的によるものではなく、また、照会に対する回答により知

り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがないと認め

るときは回答する。 

  安否情報は、個人情報であることから、取扱いに十分留意

する。 

  市は、日本赤十字社が行う外国人の安否情報の収集に対し

て、必要な協力を実施する。 

 

 

第３節 各措置期間における安否情報の収集 

市は、国民保護措置従事者の安否情報を収集するよう努める。 
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第４編 市民生活の安定編 

第１章 物価安定のための措置 

生活関連物資等の需給、価格動向や実施した措置の内容について、

市民への迅速かつ的確な情報提供に努め、必要に応じ市民から相談

窓口、情報収集窓口の充実を図る。 

第２章 避難住民等の生活安定措置

  市教育委員会は、被災した児童生徒等に対する教育に支障が

生じないようにするため、関係機関と連携して措置を実施する。 

  市は、被災者等の就労状況の把握に努めるとともに、厚生労

働省の雇用の維持に関する措置に協力し、雇用の確保に努める。 

 

 

第３章 生活基盤等の確保のための措置 

市は、所管するライフライン施設が武力攻撃事態等においてそ

の機能を十分に発揮できるよう、安全確保と適切な管理に努める。 

第４章 応急復旧措置の実施 

市は、管理する施設及び設備について武力攻撃災害が発生した

ときは、関係機関と協力して、被害の拡大防止及び被災者の生活

確保を最優先に応急復旧計画を策定して、応急復旧措置を実施す

る。 
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第５編 財政上の措置編 

第１章 損失補償 

市は、国民保護法に基づく土地等の一時使用等によって、通常

生ずべき損失については、国民保護法施行令に定める手続き等に

従い、補償を行う。 

 
 

 

第２章 損害補償 

市は、その要請を受けて国民保護措置の実施に必要な援助に

ついて協力した者が、死亡、負傷等したときは、国民保護法施

行令に定める手続き等に従い、損害補償する。 
 

 

第３章 被災者の公的徴収金の減免等

市は、避難住民等の負担の軽減を図るために必要があると判

断するときは、法律及び条例の定めるところにより、税や国民

健康保険制度における医療費等の公的徴収金の減免等の措置を

講ずる。 
 

 

第４章 国民保護措置に要した費用の支弁等 

市は、国民保護措置の実施に要した費用で市が支弁したもの

については、別途国が定めるところにより、国に対し負担金の

請求を行う。 
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第６編 緊急対処事態対処編 

第１章 想定する緊急対処事態とその対処措置

市は、県が策定した「緊急対処事態対応マニュアル」に準じて

「市緊急対処事態対応マニュアル」を策定し、このマニュアルに

基づき緊急対処保護措置を実施する。 

 

 
１ 想定する事態について 

① 多数の人が集合する施設に毒性物質（サリン）が大量散布さ

れた事態 

② 大量輸送交通機関が走行中に爆破された事態 

③ 核燃料物質が運送中爆破された事態 

 

 

２ 市緊急対処事態対策本部の設置 

  国から緊急対処事態対策本部設置の指定があった場合には、市

長は対策本部を設置し、職員を配備する。 
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