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共通項目 

・本文中の「するものとする。」を「する。」に変更 

・表（図）番号の追加 例：「市の事務又は業務の大綱」を「表１－４ 市の事務又は業務の大綱」 

・表（図）番号の追加に伴う表番号づれの修正 

 

 

 

頁 改正後 改正前 修正理由 

1 第１編 総  論 第１編 総  論  

 
第１章 市の責務，計画の目的，構成，用

語の定義等 

第１章 市の責務，計画の目的，構成，用

語の定義等 
 

 １ 市の責務及び市国民保護計画の目的 １ 市の責務及び市国民保護計画の目的  

 （１）市の責務 （１）市の責務 ・県計画と整合を図

る 

・語句の整理 

 市（市長及びその他の執行機関をいう。以下同

じ。）は，武力攻撃事態等及び緊急対処事態におい

て，武力攻撃事態等における国民の保護のための措

置に関する法律（平成 16年法律第 112号。以下「法」

という。），その他の法令，法第 32 条第４項の規

定に基づき示された国民の保護に関する基本指針

（以下「基本指針」という。）及び県の国民の保護

に関する計画（以下「県国民保護計画」という。）

を踏まえ，市の国民の保護に関する計画（以下「市

国民保護計画」という。）に基づき，国民の協力を

得つつ，他の機関と連携協力し，自ら国民の保護の

ための措置（以下「国民保護措置」という。）を的

確かつ迅速に実施し，市域において関係機関が実施

する国民保護措置を総合的に推進する。 

市（市長及びその他の執行機関をいう。以下同

じ。）は，武力攻撃事態等及び緊急対処事態におい

て，武力攻撃事態等における国民の保護のための措

置に関する法律（平成 16年法律第 112号。以下「法」

という。），その他の法令，国民の保護に関する基

本指針（平成 17年３月閣議決定。以下「基本指針」

という。）及び県の国民の保護に関する計画（以下

「県国民保護計画」という。）を踏まえ，市の国民

の保護に関する計画（以下「市国民保護計画」とい

う。）に基づき，国民の協力を得つつ，他の機関と

連携協力し，自ら国民の保護のための措置（以下「国

民保護措置」という。）を的確かつ迅速に実施し，

市内において関係機関が実施する国民保護措置を

総合的に推進する。 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

 （略） （略）  

 表１－１ 武力攻撃事態及び緊急対処事態の４類型

（別紙） 

 ・表の追加 

 （略） （略）  

 ３ 市国民保護計画の見直し，変更手続 ３ 市国民保護計画の見直し，変更手続  

 （２）市国民保護計画の変更手続  （２）市国民保護計画の変更手続 ・県計画と整合を図

る  市国民保護計画の変更に当たっては，法第 39 条

第３項の規定に基づき，市国民保護協議会に諮問の

上，知事に協議し，その同意を得た後，市議会に報

告し，公表する。（ただし，法施行令（以下「施行

令」という。）で定める軽微な変更については，市

国民保護協議会への諮問及び知事への協議は不

要）。 

市国民保護計画の変更に当たっては，計画作成時

と同様，法第 39 条第３項の規定に基づき，市国民

保護協議会に諮問の上，知事に協議し，市議会に報

告し，公表するものとする（ただし，武力攻撃事態

等における国民の保護のための措置に関する法律

施行令（以下「法施行令」という。）で定める軽微

な変更については，市国民保護協議会への諮問及び

知事への協議は要しない。）。 

 （略） （略）  

 ４ 用語の定義 ４ 用語の定義 表内の用語の修正 

別紙参照  表１－２ 用語の定義 表１－１ 用語の定義 

 （略） （略）  
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頁 改正後 改正前 修正理由 

5 第２章 国民保護措置に関する基本方針 第２章 国民保護措置に関する基本方針  

 （略） （略）  

 （６）災害時要援護者への配慮 （６）高齢者，障害者等への配慮及び国際人道法の的確

な実施 

・県計画と整合を図

る 

 国民を保護するに当たっては，災害時要援護者へ

の対応について，留意する。 

市は，国民保護措置の実施に当たっては，高齢者，

障害者，外国人及び旅行者その他特に配慮を要する

者の保護について留意する。 

 （７）指定公共機関及び指定地方公共機関の自主性の尊

重 

（７）指定公共機関及び指定地方公共機関の自主性の尊

重 

・県計画と整合を図

る 

・語句の整理 

・地域防災計画との

整合を図る 

 

 指定公共機関及び指定地方公共機関の実施する

国民保護措置について，その自主性を尊重する。 

市は，指定公共機関及び指定地方公共機関の国民

保護措置の実施方法については，指定公共機関及び

指定地方公共機関が武力攻撃事態等の状況に即し

て自主的に判断するものであることに留意する。 

 （略） （略）  
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頁 改正後 改正前 修正理由 

6 第３章 関係機関の事務又は業務の大綱等 第３章 関係機関の事務又は業務の大綱等  

 １ 国民保護措置の全体の仕組み  ・項の追加 

 （略） （略）  

    

 ２ 国民保護措置における事務又は業務の大綱  ・項の追加 

 （略） （略）  
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頁 改正後 改正前 修正理由 

10 第４章 鈴鹿市の概況 第４章 鈴鹿市の地理的及び社会的特徴 
・地域防災計画と整

合を図る（以下，こ

の章について同

じ。） 

 １ 自然条件  

 （１）地勢 （１）地形  

 鈴鹿市は，三重県の北部に位置し，南は津市に，西は

鈴鹿山脈で滋賀県に接するほか亀山市と接し，北は四日

市市に接しており，東は伊勢湾に面し，海岸線の距離は

約 14kmである。 

地形は，市の西部を南北に海抜 300ｍから 900ｍの鈴鹿

山脈が走り，その山麓から鈴鹿川左岸に至る地域は，海

抜 30ｍから 300ｍの内部川開析扇状地が広がっている。 

鈴鹿川右岸から海岸にかけては海抜０ｍから 10ｍの鈴

鹿川流域の沖積平野と海岸線の後退によって生じた，海

岸平野が形成されている。 

市の中南部は，洪積層である稲生丘陵，道伯台地，神

戸台地及び郡山台地が海抜 10ｍから 80ｍで分布し，その

間を中ノ川が沖積平野を形成している。 

市の概形は，東西 22.6km，南北 21.9kmの扇状に近い形

で，面積 194.67㎢を有している。 

鈴鹿市は，三重県の北中部に位置し，市域は 194．67

㎢である。北は四日市市と接し，南は津市に，また，西

は亀山市に接し，東は伊勢湾に面している。海岸線の延

長は約 14kmである。 

市の中央部から東南部にかけては，海抜 10ｍ程度の平

坦地帯，北部から西南部にかけては，海抜 50ｍから 80ｍ

の丘陵地帯を形成し，一部は鈴鹿山脈に達し，滋賀県に

接している。また，一級河川鈴鹿川が市内を横断するよ

うに，南西部から北東部にかけて流れている。 

 

 （２）気候 （２）気候  

 鈴鹿市は，年平均気温は 15.9℃，年間降雨量約 1,585

㎜という恵まれた気候である。しかし，冬は養老山地と

伊吹山の間を抜けてくる強風（俗に「鈴鹿おろし」とい

う。）のために寒く，市の北西部では比較的降雪量も多く，

年平均気温は 16℃前後で，全体として温暖な気候であ

る。また，年間降雨量は，1,200ミリから 2,000ミリ程度

である。冬は大陸の寒気団の影響により，降雪をみるこ

とがあるが，交通規制を実施するようなものではない。 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

まれには海岸部まで積雪が見られることがある。 

年間を通しての風向きは，亀山市寄りの西部地域では

西風が，平野部では北西風が多い。 

台風も年に１回から２回は接近，又は上陸するが，最

も注意をはらわなければならないのが台風進路の右側と

なる紀伊半島上陸コースである。 

    

 表１－８ 気象概況 表１－４ 気象概況  

    

  （３）人口分布  

  平成 17年の国勢調査による市の人口は，193,114人（男

／96,577人 女／96,537人）となっており，三重県の総

人口 1,866,963人の 10.34％を占め，県内では四日市市，

津市についで 3番目に人口の多い市である。 

年齢別にみると，15 歳未満が総人口に占める割合は

15.9％，15 歳から 64 歳までの人口は 67.5％，65 歳以上

は 16.5％となっている。三重県の構成比と比較すると 15

歳未満は 1.6ポイント，15歳から 64歳までは 3.4ポイン

ト高く，65歳以上は 5ポイント低くなっている。 

人口分布は，市の中央部から東部にかけて分布する牧

田地区，白子地区，神戸地区の３つの核とその周辺地区

に人口が集中している。市全域面積の 13.29％の面積をも

つ人口集中地区（DID）の人口が全体の約 55％を占めてい

る。 

 

  表１－５ 人口集中地区（DID）  
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頁 改正後 改正前 修正理由 

  昼間人口比率は 94.5パーセントで，就業・通学人口の

流出超過となっている。（平成 12年国勢調査）また，外

国人登録人口は， 8,558 人で，その内，ブラジル国籍が

52％を占めている。（平成 16年度末現在） 

 

    

  表１－６ 地区別人  

  （４）道路の位置等  

  鈴鹿市は，市域の西部に,鈴鹿 IC が設置されている東

名阪自動車及び国道 306 号が通過している。また，市の

中央部及び東部においては，それぞれ南北に国道 1 号，

国道 23号が通過している。 

これら幹線道路により，隣接する四日市市や津市，亀

山市さらには名古屋圏，関西圏までの広域交通体系が構

築されている。 

 

  （５）鉄道，港湾の位置等  

  市内に路線を有する鉄道事業者は，東海旅客鉄道株式

会社（以下｢JR 東海｣という。），近畿日本鉄道株式会社

（以下｢近鉄｣という。）及び伊勢鉄道株式会社（以下｢伊

勢鉄道｣という。）がある。 

このうち，JR 東海は，市の中央部を東西に横断する関

西本線が存在し，近鉄は，沿岸部を南北方向に走り，名

古屋市と県南部を結ぶ名古屋本線が存在する。また，名

古屋本線から分岐して，市の中央部へ向かう鈴鹿線が存

在する。 

伊勢鉄道は，近鉄名古屋本線と並行したルートで，四
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頁 改正後 改正前 修正理由 

日市市と津市を結ぶ１路線が存在する。なお，港湾は，

地方港湾として千代崎港，白子港が存在する。 

 ２ 社会的条件   

 （１）市の概況   

 昭和17年12月に，２町12ケ村が合併し，鈴鹿市として

市制を実施し，当時の人口は52,370人であった。その後

の市域の拡大や昭和30年代後半からの相次ぐ企業の進出

及び住宅団地造成などにより，急激に人口が増加した。 

しかし，昭和48年の第１次石油ショックを契機に人口

の社会増が少なくなり，全国的な傾向に呼応するように

出生率も低下してきているため，昭和50年代以降は，人

口増加率が低くなっている。 

平成 26 年３月 31 日現在の，鈴鹿市の総人口は 200,805

人，総世帯数は 81,841世帯である。 

  

 （２）建物の状況   

 本市にある建物のうち，約 63％が木造建築物である。

この建物の建築年別割合は，概ね昭和 45年以前に建築さ

れたものが 23％，昭和 46年から昭和 55年が 21％，昭和

56年以降が 56％なっている。 

  

 ３ ライフラインの状況 

（１）水道 

市内における水道の普及率は99.9％である。 

（２）下水道等 

下水道の普及率は平成26年３月31日現在で53.1％

である。また，集落排水事業区域のうち大半の地区が
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頁 改正後 改正前 修正理由 

供用開始している。 

（３）ガス 

家庭用のガスとして，都市ガス及びプロパンガスが

使用されている。 

（４）道路 

ア 高速道路 

鈴鹿市西部にある東名阪自動車道から中部圏，関

西圏へのアクセスが可能であり，交通の便に優れて

いる。また，伊勢湾岸自動車道，新名神高速道路が

東名阪自動車に接続していることから，利便性が高

い。 

イ 国道・県道（広域幹線道路） 

国道１号線，国道23号線，国道306号線が供用さ

れているほか，中勢バイパス（一部供用），北勢バ

イパスの整備計画がされている。 

（５）鉄道，港湾の位置等 

市内に路線を有する鉄道事業者は，東海旅客鉄道株

式会社（以下｢JR東海｣という。），近畿日本鉄道株式会

社（以下｢近鉄｣という。）及び伊勢鉄道株式会社（以

下｢伊勢鉄道｣という。）がある。 

このうち，JR東海は，市の中央部を東西に横断する

関西本線が存在し，近鉄は，沿岸部を南北方向に走り，

名古屋市と県南部を結ぶ名古屋本線が存在する。ま

た，名古屋本線から分岐して，市の中央部へ向かう鈴

鹿線が存在する。 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

伊勢鉄道は，近鉄名古屋本線と並行したルートで，

四日市市と津市を結ぶ１路線が存在する。なお，港湾

は，地方港湾として千代崎港，白子港が存在する。 

（６）大規模集客施設等 

市内には，大規模集客施設として鈴鹿サ－キットが

存在する。また，椿大神社をはじめとして名所，旧跡

も点在している。特に，鈴鹿サーキットでは，自動車

や二輪車の国際的なレースの開催により，国内外から

多くの観光客が訪れる。これら施設等において武力攻

撃事態等が発生した場合，生活習慣，言語等が異なる

外国人をはじめ多数の観光客等を避難させる必要が

生じるため，平常時より外国人を含めた観光客及び旅

行者に配慮した対処が必要である。また，市の内陸部

には自動車産業をはじめ電機・機械産業等が集積して

いることから，これら事業所における対処にも留意す

る必要がある。 

（７）電気 

市内の電気の普及率は100％である。 

（８）海路の状況 

国際拠点港湾に指定されている国際貿易港である

四日市港へは，一般道路を利用して約30分でのアクセ

スが可能であり，輸出入における利便性が高い。 

（９）空港の状況 

中部国際空港へは，陸路では，東名阪自動車道から

伊勢湾岸自動車道，知多半島道路，知多横断道路を経
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頁 改正後 改正前 修正理由 

由して約１時間でアクセスすることが可能である。ま

た，海路では，津市にある空港アクセス港から高速船

を利用すると，約１時間でのアクセスが可能である。 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

19 第６章 鈴鹿市地域防災計画等との関係 第６章 鈴鹿市地域防災計画との関係 ・現状と整合を図る 

 第１章 組織及び体制の整備等 第１章 組織及び体制の整備等  

 第１ 市における組織及び体制の整備 第１ 市における組織及び体制の整備  

 １ 対象とする事態の相違 １ 対象とする事態の相違 ・災害対策基本法

の一部改正による

修正 

（災害の種類の追

加） 

 市国民保護計画は，基本指針において想定されてい

る前章で示した武力攻撃事態等に対処するためのもの

である。 

これに対し，災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223

号）第 42条の規定に基づき作成されている鈴鹿市地域

防災計画(以下「市地域防災計画」という。)は，災害

対策基本法第２条第１号に定める，暴風，竜巻，豪雨，

豪雪，洪水，崖崩れ，土石流，高潮，地震，津波，噴

火，地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事

若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度において，

これらに類する政令で定める原因により生ずる被害に

対処する。 

市国民保護計画は，基本指針において想定されてい

る前章で示した武力攻撃事態等に対処するためのもの

である。 

これに対し，災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223

号）第 42条の規定に基づき作成されている鈴鹿市地域

防災計画(以下「市地域防災計画」という。)は，災害

対策基本法第２条第１号に定める，暴風，豪雨，豪雪，

洪水，高潮，地震，津波，噴火その他の異常な自然現

象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被

害の程度において，これらに類する政令で定める原因

により生ずる被害に対処するものである。 

    

 ２ 市地域防災計画の活用 ２ 市地域防災計画の活用  

 前項に示すように市国民保護計画と市地域防災計画

では，法体系及び災害の発生原因は異なるものの，そ

の災害の状態及び災害への対処には類似性がある。ま

た，市地域防災計画に基づく防災のための体制，物資，

資機材等について共通するものが多いことから，相互

に連携し，活用する。 

なお，市危機対策計画に基づき整備された体制等に

前項に示すように市国民保護計画と市地域防災計画

では，法体系及び災害の発生原因は異なるものの，そ

の災害の状態及び災害への対処には類似性がある。 

また，市地域防災計画に基づく防災のための体制，

物資，資機材等について共通するものが多いことから，

相互に連携し，活用する。 

・県計画と整合を図

る 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

関しても，国民保護措置の実施に活用可能な場合は，

有効に活用する。 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

21 第２編 平素からの備えや予防 第２編 平素からの備えや予防 
 

 第１章 組織及び体制の整備等 第１章 組織及び体制の整備等  

 第１ 市における組織及び体制の整備 第１ 市における組織及び体制の整備  

    

 ２ 市職員の参集基準等 ２ 市職員の参集基準等（総務部，生活安全部，

消防本部） 

・所管部局の削除 

 （１）職員の迅速な確保（人事課） （１）職員の迅速な確保 ・所管部局の挿入 

 （２）24 時間即応体制の確立（防災危機管理課，人事

課） 

（２）24時間即応体制の確立 ・所管部局の挿入 

 市は，武力攻撃等が発生した場合において，速や

かに対応する必要があるため，災害対策本部におけ

る職員配置体制を活用し，24 時間即応可能な交代

等配置体制を確保する。 

市は，武力攻撃等が発生した場合において，事態

の推移に応じて速やかに対応する必要があるため，

消防本部等の体制を活用し，速やかに市長及び国民

保護担当職員に連絡が取れる 24 時間即応可能な体

制を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現状の運用と整合

を図る 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

 （３）市の体制及び職員の参集基準等（防災危機管理

課） 

（３）市の体制及び職員の参集基準等 ・所管部局の挿入 

 市は，武力攻撃等により多数の人が殺傷された事

態を把握した場合，又は同様の事象で原因が不明な

場合（以下これらを「危機事象」という。）につい

ては，市として的確かつ迅速に対処するための「緊

急事態連絡室」の体制を構築する。また，国の国民

保護対策本部長から本市に対し国民保護対策本部

設置の通知を受けた場合に設置する「鈴鹿市国民保

護対策本部」（以下「市国民保護対策本部」という。）

の体制を構築する。 

なお，全職員は，勤務時間外及び休日等において，

非常体制をとるべき事案が発生又は発生するおそ

れがあることを知った場合は，連絡を待たず，自ら

所属機関へ参集する。 

市は，事態の状況に応じて適切な措置を講ずるた

め，次の体制を整備するとともに，その参集基準を

定める。 

・語句の整理 

・「危機事象」につい

て定義 

・県計画と整合を図

る 

    

 表２－２ 市の配備体制（別紙） 表２－２ 市の配備体制（別紙） ・表の修正 

別紙参照 

 （４）職員への連絡手段の確保（各部局） （４）幹部職員等への連絡手段の確保 ・所管部局の挿入 

・県計画と整合を図

る 

 市は，職員への参集等連絡手段を構築し，各職員

が携帯電話等を携行することで，電話・メール等に

よる連絡手段を確保する。 

市の幹部職員及び国民保護担当職員は，常時，参

集時の連絡手段として，携帯電話，衛星電話等を携

行し，電話・メール等による連絡手段を確保する。 

 （５）職員の参集が困難な場合の対応（防災危機管理

課） 

（５）幹部職員等の参集が困難な場合の対応 ・所管部局の挿入 

 職員が，交通の途絶，職員の被災等により参集が 市の幹部職員及び国民保護担当職員が，交通の途 ・現状の運用と整合
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頁 改正後 改正前 修正理由 

困難な場合等も想定し，事態の状況に応じた職員の

参集手段を確保する。 

なお，市国民保護対策本部長である市長に事故が

あるときは副市長がその職務を代行する。この場合

において，鈴鹿市職務代理者規則（昭和 62 年鈴鹿

市規則第 22号）に規定する順序とする。 

絶，職員の被災などにより参集が困難な場合等も想

定し，あらかじめ，参集予定職員の次席の職員を代

替職員として指定しておくなど，事態の状況に応じ

た職員の参集手段を確保する。 

なお，市国民保護対策本部長，である市長に事故

があった場合には助役，収入役の順に指揮を執る。 

を図る 

 （６）職員の服務基準（各部局） （６）職員の服務基準 ・所管部局の挿入 

 （７）交代要員等の確保（防災危機管理課，人事課） （７）交代要員等の確保 ・所管部局の挿入 

 市は，市国民保護対策本部（以下「市対策本部」

という。）を設置した場合に，その機能が確保され

るよう，交代要員の確保その他職員の配置等につい

て定める。 

市は，防災に関する体制を活用しつつ，市国民保

護対策本部（以下「市対策本部」という。）を設置

した場合においてその機能が確保されるよう，交代

要員の確保その他職員の配置等について定める。 

 

    

 ３ 消防機関の体制 ３ 消防機関の体制（消防本部） ・所管部局の削除 

 （１）消防本部及び消防署における体制（消防本部及

び消防署） 

（１）消防本部及び消防署における体制 ・所管部局の挿入 

 消防本部等は，消防団が避難住民の誘導等に重要

な役割を担うことに鑑み，県と連携し，地域住民の

消防団への参加促進，消防団に係る広報活動，消防

団に対する全国の先進事例の情報提供，施設及び設

備の整備の支援等の取組みを積極的に行い，消防団

の充実・活性化を図る。 

また，消防団に対する国民保護措置についての研

修を実施するとともに，国民保護措置についての訓

練に消防団を参加させるよう配慮する。 

市は，消防団が避難住民の誘導等に重要な役割を

担うことにかんがみ，県と連携し，地域住民の消防

団への参加促進，消防団に係る広報活動，全国の先

進事例の情報提供，施設及び設備の整備の支援等の

取組みを積極的に行い，消防団の充実・活性化を図

る。 

また，市は，県と連携し，消防団に対する国民保

護措置についての研修を実施するとともに，国民保

護措置についての訓練に消防団を参加させるよう

・語句の整理 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

さらに，消防本部等における参集基準等を参考

に，消防団員の参集基準等を定める。 

配慮する。 

さらに，市は，消防本部等における参集基準等を

参考に，消防団員の参集基準等を定める。 

 （２）消防団の充実・活性化の推進等（消防本部等） （２）消防団の充実・活性化の推進等 ・所管部局の挿入 

   ・所管部局の削除 

 ４ 国民の権利利益の救済に係る手続等 ４ 国民の権利利益の救済に係る手続等（生活安

全部） 

・所管部局の挿入 

 （１）国民の権利利益の迅速な救済（総務課） （１）国民の権利利益の迅速な救済 ・所管部局の挿入 

 市は，武力攻撃事態等が発生した場合には，国民

保護措置の実施に伴う損失補償及び国民保護措置

に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利

益の救済に係る手続を的確かつ迅速に処理するた

め，国民からの問い合わせに対応するための総合的

な窓口を開設できる体制を整備する。また，必要に

応じ外部の専門家等の協力を得ることなどにより，

国民の権利利益の救済のため迅速に対応する。 

市は，武力攻撃事態等の認定があった場合には，

国民保護措置の実施に伴う損失補償及び国民保護

措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権

利利益の救済に係る手続を迅速に処理するため，国

民からの問い合わせに対応するための総合的な窓

口を開設する。 

また，必要に応じ外部の専門家等の協力を得るこ

となどにより，国民の権利利益の救済のため迅速に

対応する。 

・県計画と整合を図

る 

    

 表２－３ 国民の権利利益の救済に係る手続項目一覧 表２－３ 国民の権利利益の救済に係る手続項目一覧 ・実費弁償の挿入 

別紙参照 

    

 （２）国民の権利利益に関する文書の保存（各部局） （２）国民の権利利益に関する文書の保存 ・所管部局の挿入 

    

25 第２ 関係機関との連携体制の整備 第２ 関係機関との連携体制の整備  

 １ 基本的考え方 １ 基本的考え方（生活安全部，関係部局等） ・所管部局の削除 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

 （１）防災のための連携体制の活用（防災危機管理課） （１）防災のための連携体制の活用 ・所管部局の挿入 

 （２）関係機関の計画との整合性の確保（各部局） （２）関係機関の計画との整合性の確保 ・所管部局の挿入 

 （３）関係機関相互の意思疎通（各部局） （３）関係機関相互の意思疎通 ・所管部局の挿入 

    

 ２ 県との連携 ２ 県との連携（生活安全部） ・所管部局の削除 

 （１）県の連絡先の把握等（防災危機管理課） （１）県の連絡先の把握等 ・所管部局の挿入 

 （２）県との情報共有（防災危機管理課） （２）県との情報共有 ・所管部局の挿入 

 （３）市国民保護計画の県への協議（防災危機管理課） （３）市国民保護計画の県への協議 ・所管部局の挿入 

 （４）警察との連携（防災危機管理課） （４）警察との連携 ・所管部局の挿入 

    

 ３ 近接市町との連携 ３ 近接市町との連携（生活安全部，環境部，水

道局，消防本部） 

・所管部局の削除 

 （１）近接市町との連携（各部局） （１）近接市町との連携 ・所管部局の挿入 

 （２）消防機関の連携体制の整備（消防本部等） （２）消防機関の連携体制の整備 ・所管部局の挿入 

    

 ４ 指定公共機関等との連携 ４ 指定公共機関等との連携（生活安全部，保健

福祉部，産業振興部，消防本部） 

・所管部局の削除 

 （１）指定公共機関等の連絡先の把握（各部局） （１）指定公共機関等の連絡先の把握 ・所管部局の挿入 

 （２）医療機関との連携（保健福祉部，消防本部等） （２）医療機関との連携 ・所管部局の挿入 

 （３）関係機関との協定の締結等（各部局） （３）関係機関との協定の締結等 ・所管部局の挿入 

    

 ５ 自主防災組織及びボランティア団体等に対す

る支援 

５ 自主防災組織及びボランティア団体等に対す

る支援（生活安全部，保健福祉部，消防本部） 

・所管部局の削除 

 （１）自主防災組織等に対する支援（防災危機管理課，

保健福祉部） 

（１）自主防災組織等に対する支援 ・所管部局の挿入 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

 （２）地域における自主防災組織の活動環境の整備（防

災危機管理課，保健福祉部，消防本部等） 

（２）地域における自主防災組織の活動環境の整備 ・所管部局の挿入 

 （３）ボランティア団体等に対する支援（保健福祉部） （３）ボランティア団体等に対する支援 ・所管部局の挿入 

 市は，防災のための連携体制を踏まえ，日本赤十

字社三重県支部，社会福祉協議会その他のボランテ

ィア関係団体等との連携を図り，武力攻撃事態等に

おいてボランティア活動が円滑に行われるよう，そ

の活動環境の整備に努める。また，企業ボランティ

アを支援するため，企業ボランティアの活動が促進

されるよう，その活動環境の整備に努める。 

市は，防災のための連携体制を踏まえ，日本赤十

字社三重県支部，社会福祉協議会その他のボランテ

ィア関係団体等との連携を図り，武力攻撃事態等に

おいてボランティア活動が円滑に行われるよう，そ

の活動環境の整備に努める。 

・企業ボランティア

について加筆 

    

28 第３ 通信の確保 第３ 通信の確保  

 （１）通信体制の整備（防災危機管理課，水道局，消

防本部等） 

（１）通信体制の整備（生活安全部，水道局，消防本

部） 

・所管部局の修正 

 （２）通信体制の確保（防災危機管理課，企画財務部，

総務部,水道局，消防本部等） 

（２）通信体制の確保（企画財務部，総務部，生活安

全部,水道局，消防本部） 

・所管部局の修正 

 （３）通信体制の整備に当たっての留意事項（防災危

機管理課，総務部，保健福祉部，水道局，消防本部等） 

（３）通信体制の整備に当たっての留意事項（総務部，

生活安全部，保健福祉部，水道局，消防本部） 

・所管部局の修正 

    

30 第４ 情報収集及び提供等の体制整備 第４ 情報収集及び提供等の体制整備  

 １ 基本的考え方 １ 基本的考え方（生活安全部） ・所管部局の削除 

 （１）情報収集及び提供のための体制の整備（防災危

機管理課） 

（１）情報収集及び提供のための体制の整備 ・所管部局の挿入 

 （２）関係機関における情報の共有（防災危機管理課） （２）関係機関における情報の共有 ・所管部局の挿入 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

 ２ 警報等の通知及び伝達に必要な準備 ２ 警報等の通知及び伝達に必要な準備（企画財

務部，生活安全部，保健福祉部） 

・所管部局の削除 

 （１）警報の発令  ・警報の発令の解

説を追加 

（以下，号番号の条

づれ） 

 国対策本部長は，武力攻撃から国民の生命，身体

又は財産を保護するため緊急の必要があるときは

警報を発令する。（法 44条） 

警報の内容は次とおりである。 

・ 武力攻撃事態等の現状及び予測 

・ 武力攻撃が迫り，又は現に武力攻撃が発生し

たと認められる地域 

・ 住民及び公私の団体に対し周知させるべき事

項 

上記の警報の対象地域となった場合については，

県知事を通じて本市に対し周知される。 

 

 （２）警報の伝達体制の整備（各部局） （１）警報の伝達体制の整備 ・所管部局の挿入 

 （３）防災行政無線の整備（防災危機管理課） （２）防災行政無線の整備 ・所管部局の挿入 

 （４）警察との連携（防災危機管理課） （３）警察との連携 ・所管部局の挿入 

 （５）国民保護に係るサイレン音の周知（防災危機管

理課，消防本部） 

（４）国民保護に係るサイレンの住民への周知 ・所管部局の挿入 

・語句の整理 

 （６）大規模集客施設等に対する警報の伝達のための

準備（各部局） 

（５）大規模集客施設等に対する警報の伝達のための

準備 

・所管部局の挿入 

 （７）民間事業者からの協力の確保（防災危機管理課） （６）民間事業者からの協力の確保 ・所管部局の挿入 

    

 ３ 安否情報の収集，整理及び提供に必要な準備 ３ 安否情報の収集，整理及び提供に必要な準備

（生活安全部） 

・所管部局の削除 
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 （１）安否情報の種類及び報告様式（防災危機管理課） （１）安否情報の種類及び報告様式 ・所管部局の挿入 

 （２）安否情報収集のための体制整備（防災危機管理

課） 

（２）安否情報収集のための体制整備 ・所管部局の挿入 

 （３）安否情報の収集のための準備（防災危機管理課）   

・県計画と整合を図

る 

・号の追加 

 市は，安否情報の報告が円滑に行われるよう，避

難施設の管理者等に対し，安否情報の報告先及び報

告様式について周知徹底を図る。 

 

 （４）安否情報の収集，整理，報告及び提供のための

準備（防災危機管理課） 

 ・県計画と整合を図

る 

・号の追加  市は，安否情報を円滑に収集，整理，報告及び提

供することができるよう，安否情報の収集，整理及

び提供の責任者をあらかじめ定め，必要な研修及び

訓練を行う。 

 

 （５）安否情報の収集に協力を求める関係機関の把握

（防災危機管理課） 

（３）安否情報の収集に協力を求める関係機関の把握 ・号づれ 

・所管部局の追加 

 市は，安否情報の収集を円滑に行うため，医療機

関，学校，大規模事業所等安否情報を保有し，収集

に協力を求める可能性のある関係機関について，把

握しておく。 

市は，安否情報の収集を円滑に行うため，医療機

関，学校，大規模事業所等安否情報を保有し，収集

に協力を求める可能性のある関係機関について把

握する。 

 

    

 ４ 被災情報の収集及び報告に必要な準備（防災

危機管理課） 

４ 被災情報の収集及び報告に必要な準備（生活

安全部） 

・所管部局の修正 

・語句の整理 

 市は，被災情報の収集，整理及び知事への報告等を

適時かつ適切に実施するため，あらかじめ情報収集及

び連絡に当たる担当者を定めるなど必要な体制の整

情報収集及び連絡体制の整備 

市は，被災情報の収集，整理及び知事への報告等を

適時かつ適切に実施するため，あらかじめ情報収集及
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備に努める。 

 

び連絡に当たる担当者を定めその育成を図るなど，必

要な体制の整備に努める。 

    

36 第５ 研修及び訓練 第５ 研修及び訓練  

 １ 研修 １ 研修（総務部，生活安全部，消防本部） ・所管部局の削除 

 （１）研修機関における研修の活用（防災危機管理課，

総務部，消防本部等） 

（１）研修機関における研修の活用 ・所管部局の挿入 

 （２）職員に対する研修機会の確保（防災危機管理課，

総務部，消防本部等） 

（２）職員に対する研修機会の確保 ・所管部局の挿入 

 （３）外部有識者等による研修（防災危機管理課，総

務部，消防本部等） 

（３）外部有識者等による研修 ・所管部局の挿入 

 （４）消防団及び自主防災組織に対する研修等（防災

危機管理課，消防本部等） 

（４）消防団及び自主防災組織に対する研修等 ・所管部局の挿入 

    

 ２ 訓練 ２ 訓練（総務部，生活安全部，消防本部，教育

委員会） 

・所管部局の削除 

 （１）訓練の実施（防災危機管理課，消防本部等） （１）市における訓練の実施 ・所管部局の挿入 

・語句の整理 

・県計画と整合を図

る 

 ・ 市対策本部を迅速に設置するための職員の参集

訓練及び市対策本部設置運営訓練 

・ 被災情報，安否情報に係る情報収集訓練並びに

警報，避難の指示等の通知及び伝達訓練 

・ 避難誘導訓練及び救援訓練 

・ 市対策本部を迅速に設置するための職員の参集

訓練及び市対策本部設置運営訓練 

・ 警報及び避難の指示等の内容の伝達訓練並びに

被災情報及び安否情報に係る情報収集訓練 

・ 避難誘導訓練及び救援訓練 

 （２）訓練に当たっての留意事項（防災危機管理課，

保健福祉部，消防本部等，教育委員会事務局） 

（２）訓練に当たっての留意事項 ・所管部局の挿入 

 関係する部局は，訓練実施に当たり，以下の点に  ・県計画と整合を図
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留意する。 る 

 （略） （略）  

 ② 国民保護措置についての訓練の実施に関して

は，住民の避難誘導，救援等に当たり，自治会，

自主防災組織，民生委員・児童委員等の協力を求

めるとともに，特に災害時要援護者への的確かつ

迅速な対応が図られるよう留意する。 

② 住民の避難誘導や救援等の訓練に当っては，自

治会等の協力を求めるとともに，特に災害時要援

護者への的確な対応が図られるよう留意する。 

・県計画と整合を図

る 

・語句の整理 

 ③ 訓練実施時は，客観的な評価を行うとともに，

参加者等から意見を聴取するなど，各訓練の結果

を検証し，国民保護計画の見直し作業等に反映す

る。 

③ 訓練実施時は，客観的な評価を行うとともに，

参加者等から意見を聴取するなど，訓練の結果を

検証し，国民保護計画の見直し作業等に反映す

る。 

・語句の整理 

 ④ 自治会，自主防災組織等と連携し，住民に対し

広く訓練への参加を呼びかけ，訓練の普及啓発に

努め，訓練の開催時期，場所等は，住民の参加が

容易となるよう配慮する。 

④ 市は，自治会，自主防災組織等と連携し，住民

に対し広く訓練への参加を呼びかけ，訓練の普及

啓発に資するよう努め，訓練の開催時期，場所等

は，住民の参加が容易となるよう配慮する。 

・語句の整理 

 ⑤ 県と連携し，学校，病院，駅，事業所，大規模

集客施設等その他の多数の者が利用する施設の

管理者に対し，火災，地震等の計画及びマニュア

ル等に準じて警報の伝達及び避難誘導を適切に

行うため必要となる訓練の実施を促す。 

⑤ 市は，県と連携し，学校，病院，駅，事業所，

大規模集客施設等その他の多数の者が利用する

施設の管理者に対し，火災，地震等の計画及びマ

ニュアル等に準じて警報の内容の伝達及び避難

誘導を適切に行うため必要となる訓練の実施を

促す。 

・語句の整理 

 ⑥ 警察と連携し，避難訓練時における交通規制等

の実施について留意する。 

⑥ 市は，警察と連携し，避難訓練時における交通

規制等の実施について留意する。 

・語句の整理 
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38 
第２章 避難，救援及び武力攻撃災害への

対処に関する平素からの備え 

第２章 避難，救援及び武力攻撃災害への

対処に関する平素からの備え 

・語句の整理 

 １ 避難に関する基本的事項 １ 避難に関する基本的事項（生活安全部，保健

福祉部，教育委員会） 

・所管部局の削除 

 （１）基礎的資料の収集（各部局） （１）基礎的資料の収集 ・所管部局の挿入 

 市は，的確かつ迅速に避難住民の誘導を行うこと

ができるよう，次の基礎的資料を準備する。 

市は，迅速に避難住民の誘導を行うことができる

よう，次の基礎的資料を準備する。 

・語句の整理 

    

 表２－９ 避難住民の誘導に必要な基礎的資料（別紙） ・市の地図 ・表形式に変更 

  ※人口分布，世帯数，昼夜別の人口データ等  

  ・市内の道路網のリスト  

  ※避難経路として想定される高速道路，国道，

県道，市道等の道路リスト等 

 

  ・輸送力のリスト  

  ※鉄道，バス，船舶等の運送事業者や公共交通

機関の保有する輸送力のデータ等 

※鉄道網やバス網、保有車両数などのデータ等 

 

  ・避難施設のリスト  

  ※避難住民の収容能力や屋内外の別について

のリスト等 

 

  ・備蓄物資，調達可能物資のリスト  

  ※備蓄物資の所在地，数量，主要な民間事業者

のリスト等 

 

  ・生活関連等施設等のリスト  

  ※避難住民の誘導に影響を与えかねない一定  
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規模以上のもの等 

  ・関係機関（国，県，民間事業者等）の連絡先一

覧，協定 

 

  ・自治会，自主防災組織等の連絡先等一覧  

  ※代表者及びその代理の者の自宅及び勤務先

の住所，連絡先等 

 

 （２）隣接する市町との連携の確保（防災危機管理課） （２）隣接する市町との連携の確保 ・所管部局の挿入 

 （３）災害時要援護者への配慮（防災危機管理課，保

健福祉部，教育委員会事務局） 

（３）災害時要援護者への配慮 ・所管部局の挿入 

 （４）民間事業者からの協力の確保（各部局） （４）民間事業者からの協力の確保 ・所管部局の挿入 

 （５）学校及び事業所との連携（防災危機管理課，産

業振興部，教育委員会事務局） 

（５）学校及び事業所との連携 ・所管部局の挿入 

    

 ２ 避難実施要領のパターンの作成（防災危機管

理課） 

２ 避難実施要領のパターンの作成（生活安全部） ・所管部局の修正 

 市は，関係機関（県，警察，海上保安部，自衛隊等）

と緊密な意見交換を行いつつ，県が作成した「避難実

施要領の手引き」等に基づき，「「避難実施要領パタ

ーン」作成の手引き」（平成 23 年 10 月消防庁作成）

も参考にしつつ，複数の避難実施要領のパターンをあ

らかじめ作成する。 

市は，関係機関（県，警察，海上保安部，自衛隊等）

と緊密な意見交換を行いつつ，県が作成した「避難実

施要領の手引き」等に基づき，複数の避難実施要領の

パターンをあらかじめ作成する。 

・現状と整合を図る 

    

 ３ 救援に関する基本的事項 ３ 救援に関する基本的事項（生活安全部） ・所管部局の削除 

 （１）県との調整（防災危機管理課） （１）県との調整 ・所管部局の挿入 

 （２）基礎的資料の準備（防災危機管理課） （２）基礎的資料の準備 ・所管部局の挿入 



鈴鹿市国民保護計画 新旧対照表 
 

- 26 - 

 

頁 改正後 改正前 修正理由 

    

 ４ 運送事業者の輸送力及び輸送施設の把握等 ４ 運送事業者の輸送力及び輸送施設の把握等

（生活安全部） 

・職員の削除 

 （１）運送事業者の輸送力及び輸送施設に関する情報

の把握（防災危機管理課） 

（１）運送事業者の輸送力及び輸送施設に関する情報

の把握 

・所管部局の削除 

 （２）運送経路の把握等（防災危機管理課） （２）運送経路の把握等 ・所管部局の挿入 

    

 ５ 避難施設の指定への協力（防災危機管理課） ５ 避難施設の指定への協力（生活安全部） ・所管部局の修正 

    

 ６ 生活関連等施設の把握等 ６ 生活関連等施設の把握等（総務部、生活安全

部，施設を所管する各部局等） 

・所管部局の削除 

 （１）生活関連施設等の把握（防災危機管理課，総務

部，生活安全部，施設を所管する各部局） 

（１）生活関連施設等の把握 ・所管部局の挿入 

 （２）市が管理する公共施設等における警戒（防災危

機管理課，総務部，生活安全部，施設を所管する各部

局） 

（２）市が管理する公共施設等における警戒 ・所管部局の挿入 
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41 第３章 物資及び資材の備蓄及び整備 第３章 物資及び資材の備蓄及び整備  

 １ 市における備蓄 １ 市における備蓄（生活安全部，消防本部，防

災資機材備蓄部局） 

・所管部局の削除 

 （１）防災のための備蓄との関係（各部局） （１）防災のための備蓄との関係 ・所管部局の挿入 

 （２）国民保護措置の実施のために必要な物資及び資

材（消防本部等） 

（２）国民保護措置の実施のために必要な物資及び資

材 

・所管部局の挿入 

 （３）県との連携（防災危機管理課） （３）県との連携 ・所管部局の挿入 

    

 ２ 市が管理する施設及び設備の整備，点検等 ２ 市が管理する施設及び設備の整備，点検等（施

設，設備を管理する部局等） 

・所管部局の削除 

 （１）施設及び設備の整備及び点検（各部局） （１）施設及び設備の整備及び点検 ・所管部局の挿入 

 （２）上下水道施設等のライフライン施設の機能性の

確保（土木部，水道局） 

（２）ライフライン施設の機能性の確保 ・所管部局の挿入 

・県計画と整合を図

る 

 （３）復旧のための各種資料等の整備等（土木部，水

道局） 

（３）復旧のための各種資料等の整備等 ・所管部局の挿入 
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42 第４章 国民保護に関する啓発 第４章 国民保護に関する啓発  

 １ 国民保護措置に関する啓発 １ 国民保護措置に関する啓発  

 （１）啓発の方法（防災危機管理課，保健福祉部，消

防本部等） 

（１）啓発の方法 ・所管部局の挿入 

 市は，国及び県と連携しつつ，住民に対し，広報

紙，パンフレット，テレビ，ラジオ，インターネッ

ト及びモバイル機器等の様々な媒体を活用して，国

民保護措置の重要性について継続的に啓発を行う

とともに，住民向けの研修会，講演会等を開催する。 

また，災害時要援護者に対しては，点字や外国語

を使用した広報媒体を使用するなど実態に応じた

方法により，啓発を行う。 

市は，国及び県と連携しつつ，住民に対し，広報

紙，パンフレット，テレビ，インターネット等の様々

な媒体を活用して，国民保護措置の重要性について

継続的に啓発を行う。また，災害時要援護者に対し

ては，実態に応じた方法により，啓発を行う。 

・現状と整合を図る 

 （２）防災に関する啓発との連携（防災危機管理課，

消防本部） 

（２）防災に関する啓発との連携 ・所管部局の挿入 

 （３）学校における教育（教育委員会） （３）学校における教育 ・所管部局の挿入 

    

 ２ 武力攻撃事態等において住民に期待する行動

等に関する啓発（防災危機管理課，保健福祉部，

消防本部等，教育委員会） 

２ 武力攻撃事態等において住民に期待する行動

等に関する啓発（生活安全部，教育委員会） 

・所管部局の修正 

 市は，武力攻撃災害の兆候を発見した場合の市長

等に対する通報義務，不審物等を発見した場合の管

理者に対する通報等について，啓発資料等を活用し

て住民への周知を図るとともに，弾道ミサイル攻撃

の場合や地域においてテロが発生した場合などに

住民がとるべき対処についても，国が作成する各種

市は，武力攻撃災害の兆候を発見した場合の市長等

に対する通報義務，不審物等を発見した場合の管理者

に対する通報等について，啓発資料等を活用して住民

への周知を図る。 

また，市は，県その他関係機関と連携して，武力攻

撃災害が発生した場合等における住民に期待する行動

・語句の修正 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

資料を，防災に関する行動マニュアルなどと併せて

活用しながら，住民に対し周知するよう努める。 

また，日本赤十字社三重県支部，県とともに，傷

病者等の応急手当について普及に努める。 

（避難住民の誘導，避難住民等の救援，消火，負傷者

の搬送及び応急処置，被災者の救助等）についても住

民に対し周知し，住民の自発的な協力が得られるよう

努める。 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

43 第３編 武力攻撃事態等への対処 第３編 武力攻撃事態等への対処  

 
第１章 初動連絡体制の迅速な確立及び初

動措置 

第１章 初動連絡体制の迅速な確立及び初

動措置 
 

 １ 初動連絡体制及び初動措置 １ 危機対策本部等の設置及び初動措置（総務管理

部，消防対策部） 

・初動連絡体制の具

体的記載 

 （１）初動情報の収集（職員，防災危機管理課）   

 ① 職員は，危機事象が発生した場合は，速やかに

初期情報の収集を行い，直ちに防災危機管理課に

報告する。 

 ・職員の初動行動を

追加 

 ② 職員は，住民からの通報，近隣市町からの連絡

及びその他の情報により，危機事象の発生を把握

した場合は，直ちにその旨を防災危機管理課に報

告する。 

 ・職員の初動行動を

追加 

 ③ 防災危機管理課は，報告した者等の協力を得

て，危機事象に関する初期情報及び支援情報の収

集に努めるとともに，現場の安全が確保されてい

る場合は，現場に職員を派遣し，さらに，国，県，

関係機関等と密接に連携して情報収集を行い，対

応にあたる関係機関，各部局との情報共有を行

う。 

 ・防災危機管理課の

初動行動を追加 

 ④ 防災危機管理課は，収集した情報を直ちに市長

に報告する。 

 ・防災危機管理課の

初動行動を追加 

 ⑤ 市長は，危機事象が災害対策基本法に規定する

災害に該当する場合は，市地域防災計画に定める

方法に従い対応するものとし，本計画に規定する

 ・危機事象を適用す

る根拠を追加 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

武力攻撃事態等に該当する場合は，本計画に定め

る方法に従い対応するものとし，それ以外の場合

には，鈴鹿市危機対策計画に定める方法に従い，

被害の最小化を図る。 

 （２）緊急事態連絡室の設置（総務管理部） （１）危機対策本部等の設置  

 ① 市長は，現場からの情報等により危機事象の発

生を把握した場合は，速やかに，県及び警察に連

絡を行うとともに，緊急事態連絡室を設置する。

緊急事態連絡室は，市国民保護対策本部員のうち

事案発生時の対処に不可欠な少人数の要員により

構成する。 

① 市長は，現場からの情報により多数の人を殺傷

する行為等の事案の発生を把握した場合において

は，速やかに，県及び警察に連絡を行うとともに，

市として的確かつ迅速に対処するため，「危機対

策本部」を設置する。「危機対策本部」は，市国

民保護対策本部員により構成する。 

・緊急事態連絡室の

設置根拠 

・語句の整理 

 ② 緊急事態連絡室は，関係機関を通じて当該事案

に係る情報収集に努め，国，県，関係する指定公

共機関，指定地方公共機関等の関係機関に対して

迅速に情報提供を行う。 

② 「危機対策本部」は，関係機関を通じて当該事

案に係る情報収集に努め，国，県，関係する指定

公共機関，指定地方公共機関等の関係機関に対し

て迅速に情報提供を行うとともに，危機対策本部

を設置した旨について，県に連絡を行う。 

・語句の整理 

 ③ 市に対して，国から県を通じて警戒態勢の強化

等を求める通知及び連絡があった場合，又は武力

攻撃事態等の認定が行われたが市に関して対策本

部を設置すべき指定がなかった場合等において，

市長が不測の事態に備えた即応体制を強化すべき

と判断した場合には，初動対応が必要とされる担

当課による体制を立ち上げ，若しくは緊急事態連

絡室を設置して，即応体制の強化を図る。この場

合において，市長は，情報連絡体制の確認，職員
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頁 改正後 改正前 修正理由 

の参集体制の確認，関係機関との通信及び連絡体

制の確認，生活関連等施設等の警戒状況の確認等

を行い，市域において事案が発生した場合に迅速

に対応できるよう，必要に応じ全庁的な体制を構

築する。 

 ④ 市は，緊急事態連絡室を設置した旨について，

県に連絡を行う。 

  

    

 表３－１ 緊急事態連絡室 構成員（別紙）  ・表の追加 

    

 図３－１ 緊急事態連絡室の構成等（別紙） 図３－１ 市危機対策本部の構成等（別紙） ・語句の整理 

    

 （３）初動措置の確保（総務管理部，消防対策部） （２）初動措置の確保 ・所管部局の挿入 

 市は，緊急事態連絡室において，各種の連絡調整

に当たるとともに，必要に応じ，消防法に基づく火

災警戒区域又は消防警戒区域の設定あるいは救助及

び救急の活動状況を踏まえ，必要な応急措置を行う。

その際，市長は，国，県等から入手した情報に基づ

き，必要な指示を行う。 

市は，警察官職務執行法に基づき，警察官が行う

避難の指示，警戒区域の設定等が円滑に行われるよ

う，警察と緊密な連携を図る。 

また，政府による事態認定がなされ，市に対し，

市対策本部の設置の指定がない場合においては，市

長は，必要に応じ法に基づき，退避の指示，警戒区

市は，「危機対策本部」において，各種の連絡調

整に当たるとともに，必要に応じ，消防法に基づく

火災警戒区域又は消防警戒区域の設定あるいは救助

及び救急の活動状況を踏まえ，必要な応急措置を行

う。その際，市長は，国，県等から入手した情報に

基づき，必要な指示を行う。 

市は，警察官職務執行法に基づき，警察官が行う

避難の指示，警戒区域の設定等が円滑に行われるよ

う，警察と緊密な連携を図る。 

また，政府による事態認定がなされ，市に対し，

市対策本部の設置の指定がない場合においては，市

長は，必要に応じ法に基づき，退避の指示，警戒区

・語句の整理 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

域の設定，対策本部設置の要請などの措置等を行う。 域の設定，対策本部設置の要請などの措置等を行う。 

 （４）関係機関への支援の要請（総務管理部） （３）関係機関への支援の要請 ・所管部局の挿入 

    

 ２ 国民保護対策本部への移行に要する調整 ２ 国民保護対策本部への移行に要する調整（総務

管理部） 

・所管部局の削除 

 （１）国から市対策本部を設置すべき通知があった場合

（総務管理部） 

（１）国から市対策本部を設置すべき通知があった場合 ・所管部局の挿入 

 緊急事態連絡室を設置した後に政府において事態

認定が行われ，市に対し，市対策本部を設置すべき

市の指定の通知があった場合は，直ちに市対策本部

を設置して新たな体制に移行するとともに，緊急事

態連絡室を廃止する。 

「危機対策本部」を設置した後に政府において事

態認定が行われ，市に対し，市対策本部を設置すべ

き市の指定の通知があった場合は，直ちに市対策本

部を設置して新たな体制に移行するとともに，「危

機対策本部」は廃止する。 

・語句の整理 

 （２）市地域防災計画に従い事態の対応を行っていた場

合（総務管理部） 

（２）市地域防災計画に従い事態の対応を行っていた場

合 

・所管部局の挿入 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

    

 図３－２ 危機事象発生時のフローチャート（別紙） 図３－２ 危機発生時のフローチャート（別紙） ・語句の整理 

・体制の修正 

別紙参照 

    

  ３ 武力攻撃等の兆候に関する連絡があった場合の対

応（総務管理部） 

「１ 初動連絡体制及

び初動措置」の内容

に追加したため削除   市は，国から県を通じて警戒態勢の強化等を求める通

知及び連絡があった場合，武力攻撃事態等の認定が行わ

れたが市に関して対策本部を設置すべき指定がなかっ

た場合等において，市長が不測の事態に備えた即応体制

を強化すべきと判断した場合には，担当課による体制を

立ち上げ，又は，危機対策本部を設置して，即応体制の

強化を図る。 

この場合において，市長は，情報連絡体制の確認，職

員の参集体制の確認，関係機関との通信及び連絡体制の

確認，生活関連等施設等の警戒状況の確認等を行い，市

内において事案が発生した場合に迅速に対応できるよ

う，必要に応じ全庁的な体制を構築する。 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

47 第２章 市対策本部の設置等 第２章 市対策本部の設置等  

 １ 市対策本部の設置 １ 市対策本部の設置（総務管理部） ・所管部局の削除 

 （１）市対策本部の設置の手順（総務管理部） （１）市対策本部の設置の手順 ・所管部局の挿入 

 市対策本部を設置する場合については，次の手順

により行う。 

市対策本部を設置する場合については，次の手順

により行う。 

 

 （略） （略）  

 ② 市長による市対策本部の設置 ② 市長による市対策本部の設置  

 指定の通知を受けた市長は，直ちに市対策本部

を設置する。 

なお，事前に緊急事態連絡室を設置していた場

合は，市対策本部に切り替える。 

指定の通知を受けた市長は，直ちに市対策本部

を設置する。 

なお，事前に危機対策本部を設置していた場合

は，市対策本部に切り替えるものとする。 

 

 （略） （略）  

 ④ 市対策本部の開設 ④ 市対策本部の開設  

 市対策本部総務管理部は，市庁舎５階災害対策

本部室に市対策本部を開設するとともに，市対策

本部に必要な各種通信システムの起動，資機材の

配置等必要な準備を開始する（特に，関係機関が

相互に電話，ＦＡＸ，電子メール等を用いること

により，通信手段の状態を確認）。 

市長は，市対策本部を設置したときは，市議会

に市対策本部を設置した旨を連絡する。 

市対策本部総務管理部は，市庁舎５階災害対策

本部室に市対策本部を開設するとともに，市対策

本部に必要な各種通信システムの起動，資機材の

配置等必要な準備を開始する。 

市長は，市対策本部を設置したときは，市議会

に市対策本部を設置した旨を連絡する。 

・県計画と整合を図

る 

 ⑤ 交代要員等の確保 ⑤ 交代要員等の確保  

 市は，鈴鹿市災害対策本部の体制に準じ，職員

の配置，交代要員の確保等を行う。 

市は，防災に関する体制に準じ，職員の配置，

交代要員の確保等を行う。 

・語句の整理 

 ⑥ 本部の代替機能の確保 ⑥ 本部の代替機能の確保  
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頁 改正後 改正前 修正理由 

 市は，市対策本部が被災した場合等市対策本部

を市庁舎内に設置できない場合に備え，西館庁舎，

別館第３庁舎，消防庁舎，水道局庁舎を市対策本

部の予備施設とする。 

なお，事態の状況に応じ，これら施設の中から，

市長の判断により市対策本部の設置施設を選択す

る。また，市外への避難が必要で，市域に市対策

本部を設置することができない場合には，知事と

市対策本部の設置場所について協議を行う。 

市は，市対策本部が被災した場合等市対策本部

を市庁舎内に設置できない場合に備え，西館庁舎，

分館第２庁舎，消防庁舎，水道局庁舎を市対策本

部の予備施設とする。 

なお，事態の状況に応じ，これら施設の中から，

市長の判断により市対策本部の設置施設を選択す

るものとする。また，市外への避難が必要で，市

内に市対策本部を設置することができない場合に

は，知事と市対策本部の設置場所について協議を

行う。 

・現状と整合を図る 

 （２）市対策本部を設置すべき市の指定の要請等（総務

管理部） 

（２）市対策本部を設置すべき市の指定の要請等 ・所管部局の挿入 

 （３）市対策本部の組織構成及び機能（各部局） （３）市対策本部の組織構成及び機能 ・所管部局の挿入 

 （４）市対策本部における広報等（総務管理部） （４）市対策本部における広報等 ・所管部局の挿入 

 市は，武力攻撃事態等において，情報の錯綜等に

よる混乱を防ぐために，住民に適時適切な情報提供

及び行政相談を行うため，市対策本部における広報

広聴体制を整備する。 

広報等の手段としては，テレビ及びラジオ放送，

インターネットホームページ，記者会見，問い合せ

窓口の開設等様々な手段を活用し，災害時要援護者

に配慮した情報提供を行う。 

市は，武力攻撃事態等において，情報の錯綜等に

よる混乱を防ぐために，住民に適時適切な情報提供

及び行政相談を行うため，市対策本部における広報

広聴体制を整備する。 

・県計画と整合を図

る 

 

 （５）市現地対策本部の設置（総務管理部） （５）市現地対策本部の設置 ・所管部局の挿入 

 （６）現地調整所の設置（総務管理部） （６）現地調整所の設置 ・所管部局の挿入 

 市長は，武力攻撃による災害が発生した場合，そ 市長は，武力攻撃による災害が発生した場合，そ ・語句の修正 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

の被害の軽減及び現地において措置に当たる要員の

安全を確保するため，現場における関係機関（県，

警察，海上保安部等，自衛隊，医療機関等）の活動

を円滑に調整する必要があると認めるときは，現地

調整所を速やかに設置し，（又は関係機関により現

地調整所が設置されている場合は職員を派遣し，）

関係機関との情報共有及び活動調整を行う。 

の被害の軽減及び現地において措置に当たる要員の

安全を確保するため，現場における関係機関（県，

警察，海上保安部等，自衛隊，医療機関等）の活動

を円滑に調整する必要があると認めるときは，現地

調整所を設置し，（又は関係機関により現地調整所

が設置されている場合は職員を派遣し，）関係機関

との情報共有及び活動調整を行う。 

 （７）市対策本部長の権限（総務管理部） （７）市対策本部長の権限 ・所管部局の挿入 

 （８）市対策本部の廃止（総務管理部） （８）市対策本部の廃止 ・所管部局の挿入 

    

 ２ 通信の確保 ２ 通信の確保（総務管理部） ・所管部局の削除 

 （１）情報通信手段の確保（総務管理部） （１）情報通信手段の確保 ・所管部局の挿入 

 （２）情報通信手段の機能確認（総務管理部） （２）情報通信手段の機能確認 ・所管部局の挿入 

 市は，必要に応じ，情報通信手段の機能確認を行

うとともに，支障が生じた情報通信施設の応急復旧

作業を行うこととし，そのための要員を直ちに現場

に配置し，応急復旧に努め，直ちに総務省又は県に

その状況を連絡する。 

市は，必要に応じ，情報通信手段の機能確認を行

うとともに，支障が生じた情報通信施設の応急復旧

作業を行うこととし，そのための要員を直ちに現場

に配置する。また，直ちに総務省又は県にその状況

を連絡する。 

・県計画と整合を図

る 

 

 （３）通信輻輳により生じる混信等の対策（総務管理部） （３）通信輻輳により生じる混信等の対策 ・所管部局の挿入 

 市は，武力攻撃事態等における通信輻輳等の対策

のため，必要に応じ，通信運用の指揮要員等を避難

先地域等に配置し，自ら運用する無線局等の通信統

制等を行うなど，通信を確保するための措置を講ず

る。 

市は，武力攻撃事態等における通信輻輳等の対策

のため，必要に応じ，通信運用の指揮要員等を避難

先地域等に配置し，自ら運用する無線局等の通信統

制等を行うなど通信を確保するための措置を講ずる

よう努める。 

・語句の修正 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

53 第３章 関係機関相互の連携 第３章 関係機関相互の連携  

 １ 国及び県の対策本部との連携 １ 国及び県の対策本部との連携（総務管理部） ・所管部局の削除 

 （１）国及び県の対策本部との連携（総務管理部） （１）国及び県の対策本部との連携 ・所管部局の挿入 

 （２）国及び県の現地対策本部との連携（総務管理部） （２）国及び県の現地対策本部との連携 ・所管部局の挿入 

    

 ２ 知事，指定行政機関の長，指定地方行政機関の

長等への措置要請等 

２ 知事，指定行政機関の長，指定地方行政機関の

長等への措置要請等（総務管理部） 

・所管部局の削除 

 （１）知事等への措置要請（総務管理部） （１）知事等への措置要請 ・所管部局の挿入 

 市は，市内における国民保護措置を的確かつ迅速

に実施するため必要があると認めるときは，知事そ

の他県の執行機関（以下「知事等」という。）に対

し，その所掌事務に係る国民保護措置の実施に関し

必要な要請を行う。この場合において，市は，要請

する理由，活動内容等を明らかにして行う。 

市は，市内における国民保護措置を的確かつ迅速

に実施するため必要があると認めるときは，知事そ

の他県の執行機関（以下「知事等」という。）に対

し，その所掌事務に係る国民保護措置の実施に関し

必要な要請を行う。この場合において，市は，要請

する理由，活動内容等をできる限り具体的に明らか

にして行う。 

・語句の整理 

 （２）知事等に対する指定行政機関の長又は指定地方行

政機関の長への措置要請の求め（総務管理部） 

（２）知事等に対する指定行政機関の長又は指定地方行

政機関の長への措置要請の求め 

・所管部局の挿入 

 市長は，市内における国民保護措置の求めを的確

かつ迅速に実施するため特に必要があると認めると

きは，知事等に対し，指定行政機関の長又は指定地

方行政機関の長にその所掌事務に係る国民保護措置

の実施に関し必要な要請を行うよう求める。 

市は，市内における国民保護措置の求めを的確か

つ迅速に実施するため特に必要があると認めるとき

は，知事等に対し，指定行政機関の長又は指定地方

行政機関の長にその所掌事務に係る国民保護措置の

実施に関し必要な要請を行うよう求める。 

・語句の整理 

 （３）指定公共機関，指定地方公共機関への措置要請（総

務管理部） 

（３）指定公共機関，指定地方公共機関への措置要請 ・所管部局の挿入 

 市長は，国民保護措置を的確かつ迅速に実施する 市は，国民保護措置を的確かつ迅速に実施するた ・語句の整理 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

ため必要があると認めるときは，関係する指定公共

機関又は指定地方公共機関に対し，その業務に係る

国民保護措置の実施に関し必要な要請を行う。この

場合において，市長は，当該機関の業務内容に照ら

し，要請する理由，活動内容等を明らかにして行う。 

め必要があると認めるときは，関係する指定公共機

関又は指定地方公共機関に対し，その業務に係る国

民保護措置の実施に関し必要な要請を行う。この場

合において，市は，当該機関の業務内容に照らし，

要請する理由，活動内容等をできる限り明らかにす

る。 

    

 ３ 自衛隊の部隊等の派遣要請の求め等（総務管理

部） 

３ 自衛隊の部隊等の派遣要請の求め等（総務管理

部） 

 

 市長は，国民保護措置を円滑に実施するため必要があ

ると認めるときは，知事に対し，自衛隊の部隊等の派遣

（以下「国民保護等派遣」という。）の要請を行うよう

求める。また，通信の途絶等により知事に対する自衛隊

の部隊等の派遣の要請の求めができない場合は，努めて

三重地方協力本部長又は市国民保護協議会委員たる隊

員を通じて，陸上自衛隊にあっては中部方面総監を介

し，防衛大臣に連絡する。 

市長は，国民保護等派遣を命ぜられた部隊のほか，防

衛出動及び治安出動（内閣総理大臣の命令に基づく出動

（自衛隊法第 78 条）及び知事の要請に基づく出動（自

衛隊法第 81 条））により出動した部隊とも，市対策本

部及び現地調整所において緊密な意思疎通を図る。 

市長は，国民保護措置を円滑に実施するため必要があ

ると認めるときは，知事に対し，自衛隊の部隊等の派遣

の要請を行うよう求める。 

また，通信の途絶等により知事に対する自衛隊の部隊

等の派遣の要請の求めができない場合は，努めて三重地

方協力本部長又は市国民保護協議会委員たる隊員を通

じて，陸上自衛隊にあっては中部方面総監を介し，防衛

大臣に連絡する。 

市長は，国民保護等派遣を命ぜられた部隊のほか，防

衛出動及び治安出動（内閣総理大臣の命令に基づく出動

（自衛隊法第 78条））及び知事の要請に基づく出動（自

衛隊法第 81 条））により出動した部隊とも，市対策本

部及び現地調整所において緊密な意思疎通を図る。 

・県計画と整合を図

る 

 ４ 他の市町長等に対する応援の要求，事務の委託 ４ 他の市町長等に対する応援の要求，事務の委託

（総務管理部） 

・所管部局の削除 

 （１）他の市町長等への応援の要求（総務管理部） （１）他の市町長等への応援の要求 ・所管部局の挿入 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

 （２）県への応援の要求（総務管理部） （２）県への応援の要求 ・所管部局の挿入 

 （３）事務の一部の委託（各部局） （３）事務の一部の委託 ・所管部局の挿入 

 ５ 指定行政機関の長等に対する職員の派遣要請

（総務管理部） 

５ 指定行政機関の長等に対する職員の派遣要請

（総務管理部） 

 

 （１）市長は，国民保護措置の実施のため必要があ

るときは，指定行政機関の長若しくは指定地方行

政機関の長又は特定指定公共機関（指定公共機関

である特定独立行政法人をいう。）に対し，当該

機関の職員の派遣の要請を行う。 

また，必要があるときは，地方自治法の規定に

基づき，他の地方公共団体に対し，当該地方公共

団体の職員の派遣を求める。 

（１）市は，国民保護措置の実施のため必要がある

ときは，指定行政機関の長若しくは指定地方行政

機関の長又は特定指定公共機関（指定公共機関で

ある特定独立行政法人をいう。）に対し，当該機

関の職員の派遣の要請を行う。 

また，必要があるときは，地方自治法の規定に

基づき，他の地方公共団体に対し，当該地方公共

団体の職員の派遣を求める。 

・語句の整理 

 （２）市長は，（１）の派遣の要請を行うときは，

県を経由して行う。 

ただし，人命の救助等のために緊急を要する場

合は，直接要請を行う。 

また，当該要請等を行っても必要な職員の派遣

が行われない場合などにおいて，国民保護措置の

実施のため必要があるときは，県を経由して総務

大臣に対し，（１）の職員の派遣について，あっ

せんを求める。 

（２）市は，（１）の派遣の要請を行うときは，県

を経由して行う。 

ただし，人命の救助等のために緊急を要する場

合は，直接要請を行う。 

また，当該要請等を行っても必要な職員の派遣

が行われない場合などにおいて，国民保護措置の

実施のため必要があるときは，県を経由して総務

大臣に対し，（１）の職員の派遣について，あっ

せんを求める。 

・語句の整理 

    

 ６ 市の行う応援等 ６ 市の行う応援等（総務管理部） ・所管部局の削除 

 （１）他の市町に対して行う応援等（総務管理部） （１）他の市町に対して行う応援等 ・所管部局の挿入 

 ① 市長は，他の市町から応援の求めがあった場合 ① 市は，他の市町から応援の求めがあった場合に ・語句の整理 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

には，求められた応援を実施することができない

場合及び他の機関が実施する国民保護措置と競合

する場合等，正当な理由のある場合を除き，必要

な応援を行う。 

は，求められた応援を実施することができない場

合及び他の機関が実施する国民保護措置と競合す

る場合等，正当な理由のある場合を除き，必要な

応援を行う。 

 （２）指定公共機関又は指定地方公共機関に対して行う

応援等（総務管理部） 

（２）指定公共機関又は指定地方公共機関に対して行う

応援等 

・所管部局の挿入 

 市長は，指定公共機関又は指定地方公共機関の行

う国民保護措置の実施について労務，施設，設備又

は物資の確保についての応援を求められた場合に

は，求められた応援を実施することができない場合

及び他の機関が実施する国民保護措置と競合する場

合等，正当な理由のある場合を除き，必要な応援を

行う。 

市は，指定公共機関又は指定地方公共機関の行う

国民保護措置の実施について労務，施設，設備又は

物資の確保についての応援を求められた場合には，

求められた応援を実施することができない場合及び

他の機関が実施する国民保護措置と競合する場合

等，正当な理由のある場合を除き，必要な応援を行

う。 

・語句の整理 

    

 ７ 自主防災組織及びボランティア団体等に対す

る支援等 

７ 自主防災組織及びボランティア団体等に対す

る支援等（総務管理部） 

 

 （１）自主防災組織等に対する支援（総務管理部，市民

対策部） 

（１）自主防災組織等に対する支援 ・所管部局の挿入 

 市は，自主防災組織，自治会及び民生委員・児童

委員等による警報の内容の伝達及び自主防災組織等

の地域のリーダーとなる住民による避難住民の誘導

等の実施に関する協力について，その安全を十分に

確保し，適切な情報の提供及び活動に対する資材の

提供等により，自主防災組織等に対する必要な支援

を行う。 

市は，自主防災組織及び自治会による警報の内容

の伝達及び自主防災組織等の地域のリーダーとなる

住民による避難住民の誘導等の実施に関する協力に

ついて，その安全を十分に確保し，適切な情報の提

供及び活動に対する資材の提供等により，自主防災

組織等に対する必要な支援を行う。 

・支援団体の追加 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

 （２）ボランティア活動への支援等（総務管理部，市民

対策部） 

（２）ボランティア活動への支援等 ・所管部局の挿入 

 市は，武力攻撃事態等におけるボランティア活動

に際しては，その安全を十分に確保する必要がある

ことから，国，県等の各種情報により，武力攻撃事

態等の状況を踏まえ，その可否を判断する。 

また，市は，安全の確保が十分であると判断した

場合には，県と連携して，ボランティア関係団体等

と相互に協力し，被災地又は避難先地域におけるニ

ーズや活動状況の把握，ボランティアへの情報提供，

ボランティアの生活環境への配慮，避難所等に臨時

に設置されるボランティアセンター等におけるボラ

ンティアの登録及び派遣調整等の受入体制の確保等

に努め，その技能等の効果的な活用を図る。 

市は，武力攻撃事態等におけるボランティア活動

に際しては，その安全を十分に確保する必要がある

ことから，武力攻撃事態等の状況を踏まえ，その可

否を判断する。 

また，市は，安全の確保が十分であると判断した

場合には，県と連携して，ボランティア関係団体等

と相互に協力し，被災地又は避難先地域におけるニ

ーズや活動状況の把握，ボランティアへの情報提供，

ボランティアの生活環境への配慮，避難所等に臨時

に設置されるボランティア・センター等におけるボ

ランティア登録及び派遣調整等の受入体制の確保等

に努め，その技能等の効果的な活用を図る。 

・県計画と整合を図

る 

 

    

 ８ 住民への協力要請及び救援物資の受入れ等 ８ 住民への協力要請及び救援物資の受入れ等（総

務管理部，市民対策部） 

・所管部局の削除 

 （１）住民への協力要請（総務管理部，消防対策部） （１）住民への協力要請 ・所管部局の挿入 

 （２）民間からの救援物資の受入れ（市民対策部） （２）民間からの救援物資の受入れ ・所管部局の挿入 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

57 第４章 警報及び避難の指示等 第４章 警報及び避難の指示等  

 第１ 警報の伝達等 第１ 警報の伝達等  

 １ 警報の内容の伝達等 １ 警報の内容の伝達等（総務管理部，関係各対策

部） 

・所管部局の削除 

 （１）警報の伝達（各部局） （１）警報の伝達 ・所管部局の挿入 

 市長は，知事から警報の通知を受けた場合には，

あらかじめ定められた伝達方法（伝達先，伝達手段

及び伝達順位）により，速やかに住民及び関係のあ

る公私の団体（自治会，町内会等をいう。以下同じ。）

に警報の内容を伝達する。 

市は，県から警報の通知を受けた場合には，あら

かじめ定められた伝達方法（伝達先，伝達手段及び

伝達順位）により，速やかに住民及び関係のある公

私の団体に警報の内容を伝達する。 

 

 （２）警報の通知（各部局） （２）警報の通知 ・所管部局の挿入 

 ① 市は，市の他の執行機関その他の関係機関（教

育委員会，私立学校等）に対し，警報の内容を通

知する。その際，執行機関等に対しては，所管す

る施設等に警報の内容を通知するよう要請する。 

① 市は，市の他の執行機関その他の関係機関（教

育委員会，私立学校等）に対し，警報の内容を通

知する。その際，関係機関に対しては，所管する

施設等に警報の内容を通知するよう要請する。 

 

    

 ２ 警報の伝達方法 ２ 警報の伝達方法（総務管理部，消防対策部） ・所管部局の削除 

 （１）警報の伝達（総務管理部，市民対策部，消防対策

部） 

（１）警報の伝達 ・所管部局の挿入 

 警報の伝達については，防災行政無線，モーター

サイレン，ホームページ，緊急速報メール，ケーブ

ルテレビ，コミュニティＦＭ等，市の保有又は活用

できる伝達手段に基づき，原則として次の要領によ

り行う。 

警報の伝達方法については，市が保有する伝達手

段に基づき，原則として次の要領により行う。 

・語句の整理 

 （２）消防機関の役割等（総務管理部，消防対策部） （２）消防機関の役割等 ・所管部局の挿入 
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 （３）災害時要援護者への配慮（市民対策部） （３）災害時要援護者への配慮 ・所管部局の挿入 

 （４）警報の伝達の解除（総務管理部，市民対策部，消

防対策部） 

（４）警報の伝達の解除 ・所管部局の挿入 

    

 ３ 緊急通報の伝達及び通知（総務管理部，市民対

策部，消防対策部） 

３ 緊急通報の伝達及び通知（総務管理部，消防対

策部） 

・所管部局の修正 

    

60 第２ 避難住民の誘導等 第２ 避難住民の誘導等  

 （略） （略）  

 ２ 避難実施要領の策定 ２ 避難実施要領の策定（総務管理部） ・所管部局の削除 

 （１）避難実施要領の策定（総務管理部） （１）避難実施要領の策定 ・所管部局の挿入 

 市長は，避難の指示の通知を受けた場合は，直ち

に，県が作成した「避難実施要領の手引き」に基づ

き，あらかじめ作成した避難実施要領のパターンの

中から，避難の指示の内容に応じた避難実施要領の

案を作成するとともに，当該案について，各執行機

関，県，警察，海上保安部，自衛隊等の関係機関の

意見を聴いた上で，迅速に避難実施要領を策定する。 

その際，避難実施要領の通知及び伝達が避難の指

示の通知後，速やかに行えるよう，その迅速な作成

に留意する。 

避難の指示の内容が修正された場合又は事態の状

況が変化した場合には，直ちに，避難実施要領の内

容を修正する。 

なお，避難実施要領に定める事項は，次のとおり

市長は，避難の指示の通知を受けた場合は，直ち

に，県が作成した「避難実施要領の手引き」に基づ

き，あらかじめ作成した避難実施要領のパターンの

中から，避難の指示の内容に応じた避難実施要領の

案を作成するとともに，当該案について，各執行機

関，県，警察，海上保安部，自衛隊等の関係機関の

意見を聴いた上で，迅速に避難実施要領を策定する。 

その際，避難実施要領の通知及び伝達が避難の指

示の通知後速やかに行えるよう，その迅速な作成に

留意する。 

避難の指示の内容が修正された場合又は事態の状

況が変化した場合には，直ちに，避難実施要領の内

容を修正する。 

なお，避難実施要領に定める事項は，次のとおり

・語句の整理 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

とする。 とする。 

 ・避難の経路，避難の手段及びその他避難の方法に

関する事項 

・避難の経路，避難の手段その他避難の方法に関す

る事項 

 

 ・避難住民の誘導の実施方法，避難住民の誘導に係

る関係職員の配置及びその他避難住民の誘導に関

する事項 

・避難住民の誘導の実施方法，避難住民の誘導に係

る関係職員の配置その他避難住民の誘導に関する

事項 

 

 ・その他避難の実施に関し必要な事項 ・その他避難の実施に関し必要な事項  

 （２）避難実施要領の策定の際における考慮事項（総務

管理部） 

（２）避難実施要領の策定の際における考慮事項 ・所管部局の挿入 

 （３）避難実施要領の内容の伝達等（総務管理部） （３）避難実施要領の内容の伝達等 ・所管部局の挿入 

    

 ３ 避難住民の誘導 ３ 避難住民の誘導（総務管理部及び全対策部）  

 （１）市長による避難住民の誘導（各部局） （１）市長による避難住民の誘導 ・所管部局の挿入 

 市長は，避難実施要領で定めるところにより，市

の職員並びに消防長及び消防団長を指揮し，避難住

民を誘導する。その際，避難実施要領の内容に沿っ

て，自治会，学校，事業所等を単位として誘導を行

う。ただし，緊急の場合には，この限りではない。 

また，市長は，避難実施要領に沿って，避難経路

の要所に職員を配置して，各種の連絡調整に当たら

せるとともに，行政機関の車両や案内板を配置して，

誘導の円滑化を図る。また，職員には，住民に対す

る避難誘導活動への理解や協力を得られるよう，防

災服，腕章，旗，特殊標章等（ジュネーヴ諸条約及

び第一追加議定書に規定する特殊標章及び身分証明

市長は，避難実施要領で定めるところにより，市

の職員並びに消防長及び消防団長を指揮し，避難住

民を誘導する。その際，避難実施要領の内容に沿っ

て，自治会，学校，事業所等を単位として誘導を行

う。ただし，緊急の場合には，この限りではない。 

また，市長は，避難実施要領に沿って，避難経路

の要所に職員を配置して，各種の連絡調整に当たら

せるとともに，行政機関の車両や案内板を配置して，

誘導の円滑化を図る。また，職員には，住民に対す

る避難誘導活動への理解や協力を得られるよう，防

災服，腕章，旗，特殊標章等を携行させる。 

なお，夜間では，避難誘導員が避難経路の要所に
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頁 改正後 改正前 修正理由 

書をいう。以下同じ。）を携行させる。 

なお，夜間では，避難誘導員が避難経路の要所に

おいて，夜間照明（投光器具，車のヘッドライト等）

を配備するなど必要な措置を講ずる。 

おいて，夜間照明（投光器具，車のヘッドライト等）

を配備するなど必要な措置を講ずる。 

 （２）消防機関の活動（消防対策部） （２）消防機関の活動 ・所管部局の挿入 

 （３）避難誘導を行う関係機関との連携（総務管理部） （３）避難誘導を行う関係機関との連携 ・所管部局の挿入 

 （４）自主防災組織等に対する協力の要請（総務管理部，

市民対策部，消防対策部） 

（４）自主防災組織等に対する協力の要請 ・所管部局の挿入 

 市長は，避難住民の誘導に当たっては，自主防災

組織及び自治会長，民生委員・児童委員等の地域に

おいてリーダーとなる住民に対して，避難住民の誘

導に必要な援助について，協力を要請する。 

市長は，避難住民の誘導に当たっては，自主防災

組織及び自治会長等の地域においてリーダーとなる

住民に対して，避難住民の誘導に必要な援助につい

て，協力を要請する。 

・語句の整理 

 （５）誘導時における食品の給与等の実施及び情報の提

供（総務管理部，市民対策部） 

（５）誘導時における食品の給与等の実施及び情報の提

供 

・所管部局の挿入 

 （６）高齢者，障がい者等への配慮（総務管理部，市民

対策部） 

（６）高齢者，障害者等への配慮 ・所管部局の挿入 

 市長は，高齢者，障がい者等の避難を万全に行う

ため，社会福祉協議会，民生委員・児童委員，介護

保険制度関係者，障がい者団体等と協力して，災害

時要援護者への連絡及び運送手段の確保を的確に行

う。 

市長は，高齢者，障害者等の避難を万全に行うた

め，社会福祉協議会，民生児童委員，介護保険制度

関係者，障害者団体等と協力して，災害時要援護者

への連絡及び運送手段の確保を的確に行うものとす

る。 

・語句の整理 

 （７）残留者等への対応（各部局） （７）残留者等への対応 ・所管部局の挿入 

 （８）避難所等における安全確保等（市民対策部） （８）避難所等における安全確保等 ・所管部局の挿入 

 （９）動物の保護等に関する配慮（産業対策部） （９）動物の保護等に関する配慮 ・所管部局の挿入 

 （10）通行禁止措置の周知（総務管理部，土木対策部） （10）通行禁止措置の周知 ・所管部局の挿入 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

 （11）県に対する要請等（総務管理部，市民対策部） （11）県に対する要請等 ・所管部局の挿入 

 （12）避難住民の運送の求め等（各部局） （12）避難住民の運送の求め等 ・所管部局の挿入 

 （13）避難住民の復帰のための措置（各部局） （13）避難住民の復帰のための措置 ・所管部局の挿入 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

66 第５章 救援 第５章 救援  

 
１ 救援の実施 １ 救援の実施（総務管理部及び全対策部） ・所管部局の削除 

 （１）救援の実施（各部局） （１）救援の実施 ・所管部局の挿入 

 （２）救援の補助（各部局） （２）救援の補助 ・所管部局の挿入 

    

 ２ 関係機関との連携 ２ 関係機関との連携（総務管理部，市民対策部）  

 （１）県への要請等（総務管理部） （１）県への要請等 ・所管部局の挿入 

 （２）他の市町との連携（総務管理部） （２）他の市町との連携 ・所管部局の挿入 

 （３）日本赤十字社との連携（市民対策部） （３）日本赤十字社との連携 ・所管部局の挿入 

 （４）緊急物資の運送の求め（市民対策部） （４）緊急物資の運送の求め ・所管部局の挿入 

    

 ３ 救援の内容 ３ 救援の内容（総務管理部及び全対策部）  

 （１）救援の基準等（各部局） （１）救援の基準等 ・所管部局の挿入 

 （２）救援における県との連携（各部局） （２）救援における県との連携 ・所管部局の挿入 
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68 第６章 安否情報の収集・提供 第６章 安否情報の収集・提供  

 １ 安否情報の収集 １ 安否情報の収集（総務管理部，市民対策部，教

育対策部） 

・所管部局の削除 

 （１）安否情報の収集（総務管理部，市民対策部，教育

対策部） 

（１）安否情報の収集 ・所管部局の挿入 

 市は，避難所において安否情報の収集を行うほか，

平素から把握している市立学校等からの情報収集及

び警察への照会などにより安否情報の収集を行う。 

また，安否情報の収集は，避難所において，避難

住民から任意で収集した情報のほか，住民基本台帳

等市が平素から行政事務の円滑な遂行のために保有

する情報等を活用して行う。 

さらに，災害時要援護者が滞在している施設にお

ける安否情報の収集に努める。 

市は，避難所において安否情報の収集を行うほか，

平素から把握している市立学校等からの情報収集及

び警察への照会などにより安否情報の収集を行う。 

また，安否情報の収集は，避難所において，避難

住民から任意で収集した情報のほか，住民基本台帳，

外国人登録原票等市が平素から行政事務の円滑な遂

行のために保有する情報等を活用して行う。 

さらに，災害時要援護者が滞在している施設にお

ける安否情報の収集に努める。 

・現状と整合を図る 

 （２）安否情報収集の協力要請（各部局） （２）安否情報収集の協力要請 ・所管部局の挿入 

 （３）安否情報の整理（各部局） （３）安否情報の整理 ・所管部局の挿入 

 市は，自ら収集した安否情報について，重複を排

除し，情報の正確性を確保するよう努める。この場

合において，重複している情報及び必ずしも真偽が

定かでない情報についても，その旨がわかるように

整理しておく。 

市は，自ら収集した安否情報について，できる限

り重複を排除し，情報の正確の確保を図るよう努め

る。この場合において，重複している情報及び必ず

しも真偽が定かでない情報についても，その旨がわ

かるように整理をしておく。 

・語句の整理 

    

 ２ 県に対する報告（総務管理部） ２ 県に対する報告（総務管理部）  

 市は，県への報告に当たっては，原則として，安否情

報省令第２条に規定する様式第３号の内容を，安否情報

市は，県への報告に当たっては，原則として，安否情

報省令第２条に規定する様式第３号に必要事項を記載

・県計画と整合を図

る 
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システムを用いて県に対し行う。 

ただし，事態が急迫してこれらの方法によることがで

きない場合は，口頭及び電話等での報告を行う。 

し，電子メールで県に送付する。 

ただし，事態が急迫してこれらの方法によることがで

きない場合は，口頭及び電話などでの報告を行う。 

    

 ３ 安否情報の照会等 ３ 安否情報の照会に対する回答（総務管理部） ・語句の整理 

・所管部局の削除 

 （１）安否情報の照会の受付（各部局） （１）安否情報の照会の受付 ・所管部局の挿入 

 ① 市は，安否情報の照会窓口，電話，ＦＡＸ番号

及びメールアドレスについて，市対策本部を設置

すると同時に住民に周知する。 

① 安否情報の照会窓口，電話及びＦＡＸ番号並び

にメールアドレスについて，市対策本部を設置す

ると同時に住民に周知する。 

・語句の整理 

 （２）安否情報の回答（各部局） （２）安否情報の回答 ・所管部局の挿入 

 （３）個人の情報の保護への配慮（各部局） （３）個人の情報の保護への配慮 ・所管部局の挿入 

    

 ４ 日本赤十字社に対する協力（総務管理部，市民

対策部） 

４ 日本赤十字社に対する協力（総務管理部） ・所管部局の挿入 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



鈴鹿市国民保護計画 新旧対照表 
 

- 51 - 

 

頁 改正後 改正前 修正理由 

74 第７章 武力攻撃災害への対処 第７章 武力攻撃災害への対処  

 第１ 武力攻撃災害への対処 第１ 武力攻撃災害への対処  

 １ 武力攻撃災害への対処の基本的考え方 １ 武力攻撃災害への対処の基本的考え方（総務管

理部） 

・所管部局の削除 

 （１）武力攻撃災害への対処（各部局） （１）武力攻撃災害への対処 ・所管部局の挿入 

 （２）知事への措置要請（総務管理部） （２）知事への措置要請 ・所管部局の挿入 

 （３）対処に当たる職員の安全の確保（各部局） （３）対処に当たる職員の安全の確保 ・所管部局の挿入 

    

75 第２ 応急措置等 第２ 応急措置等  

 １ 退避の指示 １ 退避の指示（総務管理部，消防対策部） ・所管部局の削除 

 （１）退避の指示（総務管理部） （１）退避の指示 ・所管部局の挿入 

 （２）退避の指示に伴う措置等（各部局） （２）退避の指示に伴う措置等 ・所管部局の挿入 

 ① 市長は，退避の指示を行ったときは，広報車等

により速やかに住民に伝達するとともに，放送事

業者に対してその内容を連絡する。 

また，退避の指示の内容等について，知事に通

知を行う。 

退避の必要がなくなったとして，指示を解除し

た場合も同様に伝達等を行う。 

① 市は，退避の指示を行ったときは，広報車等に

より速やかに住民に伝達するとともに，放送事業

者に対してその内容を連絡する。 

また，退避の指示の内容等について，知事に通

知を行う。 

退避の必要がなくなったとして，指示を解除し

た場合も同様に伝達等を行う。 

・語句の整理 

 （３）安全の確保等（総務管理部，消防対策部） （３）安全の確保等 ・所管部局の挿入 

    

 ２ 警戒区域の設定 ２ 警戒区域の設定（総務管理部，消防対策部） ・所管部局の削除 

 （１）警戒区域の設定（総務管理部，消防対策部） （１）警戒区域の設定 ・所管部局の挿入 

 （２）警戒区域の設定に伴う措置等（総務管理部，消防

対策部，土木対策部） 

（２）警戒区域の設定に伴う措置等 ・所管部局の挿入 
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 （３）安全の確保（各部局） （３）安全の確保 ・所管部局の挿入 

    

 ３ 応急公用負担等 ３ 応急公用負担等（総務管理部，消防対策部） ・所管部局の削除 

 （１）市長の事前措置（各部局） （１）市長の事前措置 ・所管部局の挿入 

 （２）応急公用負担（各部局） （２）応急公用負担 ・所管部局の挿入 

    

 ４ 消防に関する措置等 ４ 消防に関する措置等（総務管理部，市民対策部，

消防対策部） 

・所管部局の削除 

 （１）市が行う措置（総務管理部，消防対策部） （１）市が行う措置 ・所管部局の挿入 

 （２）消防機関の活動（消防対策部） （２）消防機関の活動 ・所管部局の挿入 

 （３）消防相互応援協定等に基づく応援要請（消防対策

部） 

（３）消防相互応援協定等に基づく応援要請 ・所管部局の挿入 

 （４）緊急消防援助隊等の応援要請（消防対策部） （４）緊急消防援助隊等の応援要請 ・所管部局の挿入 

 （５）消防の応援の受入れ体制の確立（消防対策部） （５）消防の応援の受入れ体制の確立 ・所管部局の挿入 

 （６）消防の相互応援に関する出動（消防対策部） （６）消防の相互応援に関する出動 ・所管部局の挿入 

 （７）医療機関との連携（市民対策部，消防対策部） （７）医療機関との連携 ・所管部局の挿入 

 （８）安全の確保（総務管理部，消防対策部） （８）安全の確保 ・所管部局の挿入 
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第３ 生活関連等施設における災害への対

処等 

第３ 生活関連等施設における災害への対

処等 
 

 １ 生活関連等施設の安全確保 １ 生活関連等施設の安全確保（総務管理部，水道

対策部，消防対策部，施設を所管する部） 

・所管部局の削除 

 （１）生活関連等施設の状況の把握（各部局） （１）生活関連等施設の状況の把握 ・所管部局の挿入 

 （２）消防機関による支援（消防対策部） （２）消防機関による支援 ・所管部局の挿入 

 （３）市が管理する施設の安全の確保（各部局） （３）市が管理する施設の安全の確保 ・所管部局の挿入 
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 ２ 危険物質等に係る武力攻撃災害の防止及び防

除 

２ 危険物質等に係る武力攻撃災害の防止及び防

除（総務管理部，消防対策部） 

・所管部局の削除 

 （１）危険物質等に関する措置命令（総務管理部，消防

対策部） 

（１）危険物質等に関する措置命令 ・所管部局の挿入 

 （２）警備の強化及び危険物質等の管理状況報告（総務

管理部，消防対策部） 

（２）警備の強化及び危険物質等の管理状況報告 ・所管部局の挿入 
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第４ 武力攻撃原子力災害及びＮＢＣ攻撃

による災害への対処等 

第４ 武力攻撃原子力災害及びＮＢＣ攻撃

による災害への対処等 
 

 １ 武力攻撃原子力災害への対処 １ 武力攻撃原子力災害への対処（総務管理部及び

全対策部） 

・所管部局の削除 

 （１）放射性物質等の放出又は放出のおそれに関する通

報及び公示等（総務管理部） 

（１）放射性物質等の放出又は放出のおそれに関する通

報及び公示等 

・所管部局の挿入 

 （２）住民の避難誘導（各部局） （２）住民の避難誘導 ・所管部局の挿入 

 （３）武力攻撃原子力災害合同対策協議会との連携（総

務管理部，市民対策部，産業振興部，消防対策部） 

（３）武力攻撃原子力災害合同対策協議会との連携 ・所管部局の挿入 

 （４）国への措置命令の要請等（総務管理部） （４）国への措置命令の要請等 ・所管部局の挿入 

 市長は，住民の生命，身体及び財産を保護するた

めに，武力攻撃原子力災害の発生等を防止する必要

があると認めるときは，知事に対して，次の措置を

講じるよう要請する。 

・知事が，関係する指定行政機関の長に対して，必

要な措置を講ずべきことを命令するよう，要請する

こと。 

市長は，住民の生命，身体及び財産を保護するた

めに，武力攻撃原子力災害の発生等を防止する必要

があると認めるときは，知事に対し，関係する指定

行政機関の長が，必要な措置を講ずべきことを命令

するように知事が要請するよう求める。 

また，市長は必要に応じ，知事に対し生活関連等

施設に係る規定に基づき，原子力事業者が安全確保

・知事の要請につい

て文章の整理 
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・知事が，原子力事業者に対して，生活関連等施設

に係る規定に基づき，安全確保のための必要な措置

を講ずるよう，要請すること。 

のために必要な措置を講ずるように知事が要請する

よう求める。 

 （５）安定ヨウ素剤の配布（総務管理部，市民対策部，

産業振興部，消防対策部） 

（５）安定ヨウ素剤の配布 ・所管部局の挿入 

 （６）職員の安全の確保（各部局） （６）職員の安全の確保 ・所管部局の挿入 

    

 ２ ＮＢＣ攻撃による災害への対処（各部局） ２ ＮＢＣ攻撃による災害への対処（総務管理部及

び全対策部） 

・所管部局の修正 

 （１）応急措置の実施（総務管理部，消防対策部） （１）応急措置の実施 ・所管部局の挿入 

 市長は，ＮＢＣ攻撃が行われた場合においては，

その被害の現場における状況に照らして，現場及び

その影響を受けることが予想される地域の住民に対

して，退避を指示し，又は警戒区域を設定する。 

市は，職員の安全を図るための措置を講じた上で，

保有する装備，資機材等により対応可能な範囲内で

関係機関とともに，原因物質の特定，被災者の救助

等の活動を行う。 

市長は，ＮＢＣ攻撃が行われた場合においては，

その被害の現場における状況に照らして，現場及び

その影響を受けることが予想される地域の住民に対

して，退避を指示し，又は警戒区域を設定する。 

市は，保有する装備，資機材等により対応可能な

範囲内で関係機関とともに，原因物質の特定，被災

者の救助等の活動を行う。 

・職員の安全確保を

記載 

 （２）国の方針に基づく措置の実施（各部局） （２）国の方針に基づく措置の実施 ・所管部局の挿入 

 （３）関係機関との連携（総務管理部，市民対策部，産

業振興部，消防対策部） 

（３）関係機関との連携 ・所管部局の挿入 

 （４）汚染原因に応じた対応（総務管理部，市民対策部，

産業振興部，消防対策部） 

（４）汚染原因に応じた対応 ・所管部局の挿入 

 ① 核攻撃等の場合 ① 核攻撃等の場合  

 市は，核攻撃等による災害が発生した場合，国 市は，核攻撃等による災害が発生した場合，国 ・職員の安全確保を
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頁 改正後 改正前 修正理由 

の対策本部による汚染範囲の特定を補助するた

め，汚染の範囲特定に資する被災情報を，県に直

ちに報告する。 

また，措置に当たる要員に防護服を着用させ，

安全を確保した上で，被ばく線量の管理を行いつ

つ，活動を実施させる。 

の対策本部による汚染範囲の特定を補助するた

め，汚染の範囲特定に資する被災情報を，県に直

ちに報告する。 

また，措置に当たる要員に防護服を着用させ，

被ばく線量の管理を行いつつ，活動を実施させる。 

記載 

 ② 生物剤による攻撃の場合 ② 生物剤による攻撃の場合  

 市は，措置に当たる要員に防護服を着用させ，

ワクチン接種等安全を確保した上で，関係機関が

行う汚染の原因物質の特定等に資する情報収集な

どの活動を行う。 

市は，措置に当たる要員に防護服を着用させる

とともに，関係機関が行う汚染の原因物質の特定

等に資する情報収集などの活動を行う。 

・職員の安全確保を

記載 

 （５）市長の権限（各部局） （５）市長の権限 ・所管部局の挿入 

 （６）要員の安全の確保（各部局） （６）要員の安全の確保 ・所管部局の挿入 
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第５ 大規模集客施設等における武力攻撃

災害への対処 

第５ 大規模集客施設等における武力攻撃

災害への対処 
 

 １ 武力攻撃災害への対処に対する基本的考え方 １ 武力攻撃災害への対処に対する基本的考え方

（総務管理部） 

・所管部局の削除 

 （１）関係機関との連携（各部局） （１）関係機関との連携 ・所管部局の挿入 

 （２）観光客等の生命，身体又は財産の保護（防災危機

管理課，産業振興部，文化振興部） 

（２）観光客等の生命，身体又は財産の保護 ・所管部局の挿入 

    

 ２ 平素からの備え ２ 平素からの備え（生活安全部，消防本部） ・所管部局の削除 

 （１）連携体制の整備（各部局） （１）連携体制の整備 ・所管部局の挿入 

 （２）大規模集客施設等におけるマニュアル等の作成， （２）大規模集客施設等におけるマニュアル等の作成， ・所管部局の挿入 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

訓練等の実施（各部局） 訓練等の実施 

 ① 大規模集客施設等の管理者が，武力攻撃事態等

における職員の初動対応，指揮命令系統，施設利

用者の救助，避難誘導等を定めたマニュアル等を

作成する場合には，市は，県と連携して必要な助

言等を行う。 

① 大規模集客施設等の管理者が，武力攻撃事態の

発生時における職員の初動対応，指揮命令系統，

施設利用者の救助，避難誘導等を定めたマニュア

ル等を作成する場合には，市は，県と連携して必

要な助言等を行う。 

・武力攻撃事態及び

武力攻撃予測事態

を記載 

 ② 大規模集客施設等の管理者が，武力攻撃時態等

において施設利用者の安全を確保するため，警察，

消防等の関係機関と連携して，国民保護措置に関

する訓練を定期的に実施する場合には，市は，県

と連携して必要な支援を行う。 

② 大規模集客施設等の管理者が，武力攻撃時に施

設利用者の安全を確保するため，警察，消防等の

関係機関と連携して，国民保護措置に関する訓練

を定期的に実施する場合には，市は，県と連携し

て必要な支援を行う。 

 

 （３）観光客，外国人等に対する配慮（防災危機管理課，

産業振興部，文化振興部） 

（３）観光客，外国人等に対する配慮 ・所管部局の挿入 

    

 ３ 武力攻撃災害への対処 ３ 武力攻撃災害への対処（総務管理部） ・所管部局の削除 

 （１）警報又は緊急通報の伝達（各部局） （１）警報又は緊急通報の伝達 ・所管部局の挿入 

 市は，大規模集客施設等の規模，管理の主体等に

基づき事前に県と分担した結果を基に，大規模集客

施設等の管理者に対し，第２編第１章第４（４）に

掲げるところに従い，警報又は緊急通報を速やかに

伝達する。 

市は，大規模集客施設等の規模，管理の主体等に

基づき事前に県と分担した結果を基に，大規模集客

施設等の管理者に対し，第２編第１章第４節第２項

に掲げるところに従い，警報又は緊急通報を速やか

に伝達する。 

 

 （２）災害発生の連絡又は報告（総務管理部） （２）災害発生の連絡又は報告 ・所管部局の挿入 
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88 

 

第８章 被災情報の収集及び報告（総務管

理部，消防対策部） 
第８章 被災情報の収集及び報告 

・所管部局の挿入 

  （総務管理部，消防対策部） ・所管部局の削除 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

90 第９章 保健衛生の確保その他の措置 第９章 保健衛生の確保その他の措置  

 １ 保健衛生の確保 １ 保健衛生の確保（市民対策部，水道対策部） ・所管部局の削除 

 （１）保健衛生対策（市民対策部） （１）保健衛生対策 ・所管部局の挿入 

 （２）防疫対策（市民対策部） （２）防疫対策 ・所管部局の挿入 

 （３）食品衛生確保対策（市民対策部） （３）食品衛生確保対策 ・所管部局の挿入 

 （４）飲料水衛生確保対策（市民対策部，水道対策部） （４）飲料水衛生確保対策 ・所管部局の挿入 

 ① 避難先地域における感染症等の防止をするた

め，県や関係機関と連携し，飲料水確保，飲料水

の衛生確保のための措置等を実施する。 

② 市は，市地域防災計画の定めに準じて，水道水

の供給体制を整備する。 

③ 市は，水道施設の被害状況の把握を行うととも

に，供給能力が不足する，又は不足すると予想さ

れる場合については，「三重県水道災害広域応援

協定」に基づき，北勢ブロック又は県に対して水

道用水の緊急応援にかかる要請を行う。 

① 避難先地域における感染症等の防止をするた

め，県と連携し，飲料水確保，飲料水の衛生確保

のための措置等を実施する。 

② 市は，市地域防災計画の定めに準じて，水道水

の供給体制を整備する。 

③ 市は，水道施設の被害状況の把握を行うととも

に，供給能力が不足する，または不足すると予想

される場合については，「三重県水道災害広域応

援協定」に基づき，北勢ブロック又は県に対して

水道用水の緊急応援にかかる要請を行う。 

・関係機関の連携を

記載 

・語句の整理 

 （５）栄養指導対策（市民対策部） （５）栄養指導対策 ・所管部局の挿入 

    

 ２ 廃棄物の処理 ２ 廃棄物の処理（市民対策部） ・所管部局の削除 

 （１）廃棄物処理の特例（市民対策部） （１）廃棄物処理の特例 ・所管部局の挿入 

 （略） （略）  

 ② 市は，①により廃棄物の収集，運搬又は処分を

業として行う者により特例基準に適合しない廃棄

物の収集，運搬又は処分が行われたことが判明し

たときは，速やかにその者に対し，期限を定めて

② 市は，①により廃棄物の収集，運搬又は処分を

業として行う者により特例基準に適合しない廃棄

物の収集，運搬又は処分が行われたことが判明し

たときは，速やかにその者に対し，期限を定めて

・語句の整理 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

廃棄物の収集，運搬又は処分の方法の変更その他

の必要な措置を講ずべきことを指示する等，特例

基準に従うよう指導する。 

廃棄物の収集，運搬又は処分の方法の変更その他

の必要な措置を講ずべきことを指示するなど，特

例基準に従うよう指導する。 

 （２）廃棄物処理対策（市民対策部） （２）廃棄物処理対策 ・所管部局の挿入 

 ① 市は，市地域防災計画の定めに準じて，「災害

廃棄物対策指針」（平成 26年環境省大臣官房廃棄

物・リサイクル対策部作成）等を参考としつつ，

廃棄物処理体制を整備する。 

① 市は，市地域防災計画の定めに準じて，「震災

廃棄物対策指針」（平成 10年厚生省生活衛生局作

成）等を参考としつつ，廃棄物処理体制を整備す

る。 

・廃棄物対策指針の

変更に伴う整理 
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92 第１０章 国民生活の安定に関する措置 第１０章 国民生活の安定に関する措置  

 １ 生活関連物資等の価格安定（産業対策部） １ 生活関連物資等の価格安定（産業対策部）  

 市は，武力攻撃事態等において，物価の安定を図り，

国民生活との関連性が高い物資若しくは役務又は国民

経済上重要な物資若しくは役務の適切な供給を図ると

ともに，価格の高騰，買占め及び売惜しみを防止するた

めに，県等の関係機関が実施する措置に協力する。 

市は，武力攻撃事態等において，物価の安定を図り，

国民生活との関連性が高い物資若しくは役務又は国民

経済上重要な物資若しくは役務（以下「生活関連物資等」

という。）の適切な供給を図るとともに，価格の高騰，

買占め及び売惜しみを防止するために県等の関係機関

が実施する措置に協力する。 

・語句の整理 

    

 ２ 避難住民等の生活安定等 ２ 避難住民等の生活安定等（総務管理部，教育対

策部） 

・所管部局の削除 

 （１）被災児童生徒等に対する教育（教育対策部） （１）被災児童生徒等に対する教育 ・所管部局の挿入 

 （２）公的徴収金の減免等（総務管理部） （２）公的徴収金の減免等 ・所管部局の挿入 

 ３ 生活基盤等の確保 ３ 生活基盤等の確保（土木対策部，産業対策部，

水道対策部） 

・所管部局の削除 

 （１）水の安定的な供給（水道対策部） （１）水の安定的な供給 ・所管部局の挿入 

 （２）公共的施設の適切な管理（産業対策部，土木対策

部） 

（２）公共的施設の適切な管理 ・所管部局の挿入 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

93 第１１章 特殊標章等の交付及び管理 第１１章 特殊標章等の交付及び管理 ・所管部局の挿入 

 （１）特殊標章等（総務管理部，消防対策部） （１）特殊標章等 ・所管部局の削除 

 （２）特殊標章等の交付及び管理（総務管理部，消防対

策部） 

（２）特殊標章等の交付及び管理 ・所管部局の挿入 

 （３）特殊標章等に係る普及啓発（総務管理部，教育対

策部，消防対策部） 

（３）特殊標章等に係る普及啓発 ・所管部局の挿入 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

95 第４編 復旧等 第４編 復旧等  

 第１章 応急の復旧 第１章 応急の復旧  

 １ 基本的考え方 １ 基本的考え方（総務管理部，施設，設備を所管

する部） 

・所管部局の削除 

 （１）市が管理する施設及び設備の緊急点検等（各部局） （１）市が管理する施設及び設備の緊急点検等 ・所管部局の挿入 

 （２）通信機器の応急の復旧（総務管理部） （２）通信機器の応急の復旧 ・所管部局の挿入 

 （３）県に対する支援要請（総務管理部） （３）県に対する支援要請 ・所管部局の挿入 

 ２ 公共的施設の応急の復旧 ２ 公共的施設の応急の復旧（施設，設備を所管す

る部） 

 

 （１）市が管理する上水道施設等のライフライン施設の

応急の復旧（水道対策部） 

（１）市が管理するライフライン施設の応急の復旧 ・所管部局の挿入 

 市は，武力攻撃災害が発生した場合には，市が管

理する上水道施設等のライフライン施設について，

速やかに被害の状況を把握するとともに，被害の状

況に応じて，応急の復旧のための措置を講ずる。 

市は，武力攻撃災害が発生した場合には，市が管

理するライフライン施設について，速やかに被害の

状況を把握するとともに，被害の状況に応じて，応

急の復旧のための措置を講ずる。 

 

 （２）市が管理する輸送施設の応急の復旧（各部局） （２）市が管理する輸送施設の応急の復旧 ・所管部局の挿入 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

96 第２章 武力攻撃災害の復旧 第２章 武力攻撃災害の復旧  

 （１）国における所要の法制の整備等（各部局） （１）国における所要の法制の整備等（企画財務部，生

活安全部） 

・所管部局の修正 

 （２）市が管理する施設及び設備の復旧（各部局） （２）市が管理する施設及び設備の復旧（施設，設備を

所管する部局等） 

・所管部局の修正 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

97 
第３章 国民保護措置に要した費用の支弁

等 

第３章 国民保護措置に要した費用の支弁

等 
 

 １ 国民保護措置に要した費用の支弁，国への負担

金の請求 

１ 国民保護措置に要した費用の支弁，国への負担

金の請求（生活安全部防災危機管理課，各部局） 

・所管部局の削除 

 （１）国に対する負担金の請求方法（各部局） （１）国に対する負担金の請求方法  ・所管部局の挿入 

 （２）関係書類の保管（各部局） （２）関係書類の保管 ・所管部局の挿入 

    

 ２ 損失補償及び損害補償 ２ 損失補償及び損害補償（生活安全部，各部局） ・所管部局の削除 

 （１）損失補償（各部局） （１）損失補償 ・所管部局の挿入 

 （２）損害補償（各部局） （２）損害補償 ・所管部局の挿入 

    

 ３ 総合調整及び指示に係る損失の補てん（各部

局） 

３ 総合調整及び指示に係る損失の補てん（生活安

全部） 

・所管部局の修正 
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頁 改正後 改正前 修正理由 

98 第５編 緊急対処事態への対処 第５編 緊急対処事態への対処  

 １ 緊急対処事態 １ 緊急対処事態（武力攻撃事態等における対処に

係る部署に準じる） 

・所管部局の削除 

 市国民保護計画が対象として想定する緊急対処事態

については，第１編第５章２に掲げるとおりである。 

緊急対処事態においては，原則として，武力攻撃事態

等におけるゲリラ及び特殊部隊による攻撃等と類似の

事態が想定されるため，市は，緊急対処事態対策本部の

設置及び緊急対処保護措置の実施等の緊急対処事態へ

の対処について，警報の通知及び伝達を除き，原則とし

て武力攻撃事態等への対処に準じて行う。 

なお，本計画において，武力攻撃事態及び国民保護措

置に関して定めた事項を緊急対処事態及び緊急対処保

護措置に準用する際の主な用語の読み替えは，次のとお

りである。 

市国民保護計画が対象として想定する緊急対処事態

については，第１編第５章２に掲げるとおりである。 

緊急対処事態においては，原則として，武力攻撃事態

等におけるゲリラ及び特殊部隊による攻撃等と類似の

事態が想定されるため，市は，緊急対処事態対策本部の

設置及び緊急対処保護措置の実施等の緊急対処事態へ

の対処について，警報の通知及び伝達を除き，原則とし

て武力攻撃事態等への対処に準じて行う。 

・緊急対処事態にお

ける用語の読み替

え 

    

 表５－１ 緊急対処事態及び緊急対処保護措置に準

用する主な用語（別紙） 

 ・表の追加 

別表参照 

    

 ２ 緊急対処事態における警報の通知及び伝達（各

部局） 

２ 緊急対処事態における警報の通知及び伝達（総

務管理部） 

・所管部局の修正 

    

    

    



訂正後                                                                                                   訂正前 

- 66 - 

 

表１－１ 武力攻撃事態及び緊急対処事態の４類型 

武力攻撃事

態の４類型 

①着上陸進攻 

②ゲリラ・特殊部隊による攻撃 

・日本海での不審船事案（2001/12/22，1998/8/31） 

・カンヌン事件（北朝鮮潜水艦侵入事件，1996/9～11月 

③弾道ミサイル攻撃 

・北朝鮮弾道ミサイル発射事件（2012/12/12，2012/4/13，

2009/7/4，2006/7/5，1998/8/31） 

④航空機による攻撃 

緊急対処事

態の４類型 

①原子力事業所等の破壊，石油コンビナートの爆破等 

②ターミナル駅や列車等の爆破等 

③炭疽菌やサリンの大量散布等 

・地下鉄サリン事件（1995/3/20） 

④航空機による自爆テロ等 

・米国同時多発テロ事件（2001/9/11） 

＜参考＞消防庁「防災・危機管理の基礎知識」より 
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表１－２ 用語の定義 

用 語 等  定    義 

武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。 

武力攻撃事態 
武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認

められるに至った事態をいう。 

武力攻撃予測事態 
武力攻撃事態には至っていないが，事態が緊迫し，武力攻撃が予測されるに至った

事態をいう。 

武力攻撃事態等 武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。 

武力攻撃事態等対策本部 

武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関

する法律（平成 15年法律第 79号。以下「事態対処法」という。）第 10条第１項によ

り設置される組織（対処基本方針が定められたときに，当該対処基本方針に係る対処

措置の実施を推進するため，内閣法第 12 条第４項の規定にかかわらず，内閣総理大

臣が，閣議にかけて，臨時に内閣に設置する対策本部）をいう。 

武力攻撃災害 
武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷，火事，爆発，放射性物質

の放出その他の人的又は物的災害をいう。 

国民の保護のための措置 事態対処法第２条第７号に規定された措置をいう。 

緊急対処事態 

武力攻撃の手段に準じる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又

は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態（後日対

処基本方針において武力攻撃事態であることの認定が行われることとなる事態を含

む。）で，国家として緊急に対処することが必要なものをいう。 

対処基本方針 
武力攻撃事態等に至ったときに，政府が定める武力攻撃事態等への対処に関する基

本的な方針をいう。 

基本指針 
政府が，武力攻撃事態等に備えて，国民保護措置の実施に関し，あらかじめ定める

国民の保護に関する基本的な指針をいう。 

国民保護計画 
指定行政機関，都道府県及び市町村が，それぞれ実施する国民保護措置の内容及び

実施方法などに関して政府の定める基本指針に基づき定める計画をいう。 

国民保護協議会 
都道府県又は市町村における国民保護措置に関する重要事項を審議するとともに，

国民保護計画を作成するための諮問機関となる協議会をいう。 

指定行政機関 

対処措置を実施する国の行政機関のうち中央行政機関（内閣府，国家公安委員会，

警察庁，金融庁，消費者庁，総務省，消防庁，法務省，公安調査庁，外務省，財務省，

国税庁，文部科学省，文化庁，厚生労働省，農林水産省，林野庁，水産庁，経済産業

省，資源エネルギー庁，中小企業庁，国土交通省，国土地理院，観光庁，気象庁，海

上保安庁，環境省，原子力規制委員会及び防衛省）をいう。 

指定公共機関 

独立行政法人，日本銀行，日本赤十字社，日本放送協会その他の公共的機関及び電

気，ガス，運送，通信その他の公益的事業を営む法人で，政令で定めるもの（内閣総

理大臣の公示において，災害研究機関，放送事業者，運送事業者等を指定）をいう。 

指定地方行政機関 
指定行政機関の地方支分部局及びその他の国の地方行政機関で，政令で定めるもの

をいう。 

 

表 1-1 用語の定義 

用 語 等  定    義 

武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃 

武力攻撃事態 
武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認

められるに至った事態 

武力攻撃予測事態 
武力攻撃事態には至っていないが，事態が緊迫し，武力攻撃が予測されるに至った

事態 

武力攻撃事態等 武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態 

武力攻撃事態等対策本部 

武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関

する法律第 10 条第１項により設置される組織であり，対処基本方針が定められた

ときに，当該対処基本方針に係る対処措置の実施を推進する。 

武力攻撃災害 
武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷，火事，爆発，放射性物質

の放出及びその他人的又は物的災害 

国民保護措置 

武力攻撃から国民の生命，身体及び財産を保護するため，又は武力攻撃が国民生活

及び国民経済に影響を及ぼす場合においてその影響が最小となるようにするため

の措置 

緊急対処事態 

武力攻撃の手段に準じる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又

は当該行為が発生する明確な危険が切迫していると認められるに至った事態で，国

家として緊急に対処することが必要なもの 

対処基本方針 武力攻撃事態等に至ったときに政府がその対処に関して定める基本的な方針 

基本指針 

政府が，武力攻撃事態等に備えて，国民保護措置に関してあらかじめ定める基本的

な指針のこと。指定行政機関及び県が定める国民保護計画並びに指定公共機関が定

める国民保護業務計画の基本となるもの 

国民保護計画 
指定行政機関，都道府県及び市町村が，それぞれ実施する国民保護措置の内容及び

実施方法などに関して政府の定める基本指針に基づき定める計画 

国民保護協議会 
都道府県又は市町村における国民保護措置に関する重要事項を審議するとともに，

国民保護計画を作成するための諮問機関となる協議会 

指定行政機関 

対処措置を実施する国の行政機関のうち中央行政機関。 

内閣府，国家公安委員会，警察庁，金融庁，総務省，消防庁，法務省，公安調査庁，

外務省，財務省，国税庁，文部科学省，文化庁，厚生労働省，農林水産省，林野庁，

水産庁，経済産業省，資源エネルギー庁，中小企業庁，原子力安全・保安院，国土

交通省，国土地理院，気象庁，海上保安庁，環境省，防衛省及び防衛施設庁 

指定公共機関 

独立行政法人，日本銀行，日本赤十字社，日本放送協会その他の公共的機関及び電

気，ガス，運送，通信及びその他の公益的事業を営む法人で，政令及び内閣総理大

臣告示で指定されたもの 

指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局及びその他の国の地方行政機関 
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指定地方公共機関 

都道府県内において電気，ガス，輸送，通信，医療及びその他の公益的事業を営む

法人，地方道路公社その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人で，

あらかじめ当該法人の意見を聴いて知事が指定したもの 

国民保護業務計画 
指定公共機関及び指定地方公共機関が，それぞれ実施する国民保護措置の内容及び

実施方法などに関して定める計画 

避難実施要領 
避難の指示を受けた市町村長が，関係機関の意見を聴いて，避難の経路，避難の手

段その他避難の方法などに関して定める要領 

生活関連等施設 

発電所，浄水施設，危険物等の取扱所等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施設

又は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

ると認められる施設 

自主防災組織 

大規模災害等の発生による被害を防止し，軽減するために地域住民が連帯し，協力

し合って「自らのまちは自ら守る」という精神により，効果的な防災活動を実施す

ることを目的に結成された組織 

安否情報 避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民の安否に関する情報 

災害時要援護者 

災害の発生及び危機が迫っていることの認知，安全な場所に避難すること，避難先

での生活を続けること等に大きな困難が生じる人々であり，高齢者，障がい者，難

病患者，妊産婦，乳幼児，傷病者，日本語を理解できない外国人，旅行者等をいう。 

治安出動 

内閣総理大臣が，一般の警察力では治安を維持することができないと認める場合又

は都道府県知事からの出動の要請があってかつ内閣総理大臣が事態やむを得ない

と認める場合に命じる自衛隊の出動 

防衛出動 

内閣総理大臣が，我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃

が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態に際して，我が国

を防衛するために必要があると認める場合に命じる自衛隊の出動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定地方公共機関 

都道府県の区域内において電気，ガス，輸送，通信，医療その他の公益的事業を営

む法人，地方道路公社その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人で，

あらかじめ当該法人の意見を聴いて都道府県の知事が指定するものをいう。 

国民保護業務計画 
指定公共機関及び指定地方公共機関が，それぞれ実施する国民保護措置の内容及び

実施方法などに関して定める計画をいう。 

避難実施要領 
避難の指示を受けた市町村長が，関係機関の意見を聴いて，避難の経路，避難の手

段その他避難の方法などに関して定める要領をいう。 

生活関連等施設 

発電所，浄水施設，危険物等の取扱所等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施設又

は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

認められる施設をいう。 

自主防災組織 

大規模災害等の発生による被害を防止し，軽減するために地域住民が連帯し，協力

し合って「自らのまちは自ら守る」という精神により，効果的な防災活動を実施する

ことを目的に結成された組織をいう。 

安否情報 
避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民の安否に関する情報を

いう。 

退避の指示 
市長が，武力攻撃災害が発生し，又は発生するおそれがある場合において，特に必

要があると認めるときは，住民に対し行う退避のための指示をいう。 

避難の指示 
国の対策部長から県知事を通じて市長に出されるものであり，住民を避難させるた

めの指示をいう。 

災害時要援護者等 

災害の発生及び危機が迫っていることの認知，安全な場所に避難すること，避難先

での生活を続けること等に大きな困難が生じる人々であり，高齢者，障がい者等の災

害時要援護者と妊産婦，乳幼児，外国人，旅行者等の要配慮者をいう。 

治安出動 

内閣総理大臣が，一般の警察力では治安を維持することができないと認める場合又

は都道府県知事からの出動の要請があってかつ内閣総理大臣が事態やむを得ないと

認める場合に命じる自衛隊の出動をいう。 

防衛出動 

内閣総理大臣が，我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃

が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態に際して，我が国を

防衛するために必要があると認める場合に命じる自衛隊の出動をいう。 
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① 危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われる事態（表１－１２） 

事 態 例 特 徴 ・ 留 意 点 等 

・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により住民に被害が発生するとともに，建物，水道，電気，

ガス等のライフライン等が被災し，社会経済活動に支障が生ずる。 

・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

塞並びに海洋資源の汚染等社会経済活動に支障が生ずる。  

・ダムの破壊 
・ダムが破壊された場合には，下流に及ぼす被害が多大なものとなる。 

 

② 多数の人が集合する施設，大量輸送機関等に対する攻撃が行われる事態（表１－１３） 

事 態 例 特 徴 ・ 留 意 点 等 

・大規模集客施設等（レジャー施設，

テーマパーク等）の爆破 

・主要駅等の爆破 

・列車等の爆破 

・大規模集客施設，主要駅等で爆破が行われた場合，爆破による人的被害が発生

し，施設が崩壊した場合には人的被害は多大なものとなる。 

 

 

 

① 多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われる事態（表１－１４） 

事 態 例 特 徴 ・ 留 意 点 等 

・ダーティボム等の爆発による 

放射能の拡散 

 

・炭疽菌等生物剤の航空機等に 

よる大量散布 

 

・市街地等におけるサリン等化 

学剤の大量散布 

 

・水源地に対する毒素等の混入 

放射性物質等 ・ダーティボムは，爆薬と放射性物質を組み合わせたもので，

核兵器に比して小規模ではあるが，爆薬による爆発の被害

と放射能による被害をもたらすことから，これらに対する

対処が必要となる。 

・ダーティボムの爆発による被害は，爆弾の破片及び飛び散

った物体による被害並びに熱及び炎による被害等である。 

・ダーティボムの放射線によって正常な細胞機能が攪乱され

ると，後年，ガンを発症することもある。 

生物剤による攻撃 ・生物剤は，人に知られることなく散布することが可能であ

り，また発症するまでの潜伏期間に感染者が移動すること

により，生物剤が散布されたと判明したときには，既に被

害が拡大している可能性がある。 

・生物剤による被害は使用される生物剤の特性，特にヒトか

らヒトへの感染力，ワクチンの有無，既に知られている生

物剤か否か等により被害の範囲が異なるが，ヒトを媒体と

する生物剤による攻撃が行われた場合には，二次感染によ

り被害が拡大することが考えられる。 

 

 

 

 

① 危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われる事態 

事 態 例 特 徴 ・ 留 意 点 等 

・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により住民に被害が発生するとともに，建物，ライフライ

ン等が被災し，社会経済活動に支障が生ずる。 

・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

塞並びに海洋資源の汚染等社会経済活動に支障が生ずる。  

・ダムの破壊 ・ダムが破壊された場合には，下流に及ぼす被害が多大なものとなる。 

 

 

② 多数の人が集合する施設，大量輸送機関等に対する攻撃が行われる事態 

事 態 例 特 徴 ・ 留 意 点 等 

・大規模集客施設等（レジ

ャー施設，テーマパーク

等）の爆破 

・主要駅等の爆破 

・列車等の爆破 

・大規模集客施設，主要駅等で爆破が行われた場合，爆破による人的被害が発生

し，施設が崩壊した場合には人的被害は多大なものとなる。 

 

 

① 多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われる事態 

事 態 例 特 徴 ・ 留 意 点 等 

・ダーティボム等の爆発に

よる放射能の拡散 

 

・炭疽菌等生物剤の航空機

等による大量散布 

 

・市街地等におけるサリン

等化学剤の大量散布 

 

・水源地に対する毒素等の

混入 

放射性物質等 ・ダーティボムは，爆薬と放射性物質を組み合わせたもの

で，核兵器に比して小規模ではあるが，爆薬による爆発

の被害と放射能による被害をもたらすことから，これら

に対する対処が必要となる。 

・ダーティボムの爆発による被害は，爆弾の破片及び飛び

散った物体による被害並びに熱及び炎による被害等であ

る。 

・ダーティボムの放射線によって正常な細胞機能が攪乱さ

れると，後年，ガンを発症することもある。 

生物剤による攻撃 ・生物剤は，人に知られることなく散布することが可能で

あり，また発症するまでの潜伏期間に感染者が移動する

ことにより，生物剤が散布されたと判明したときには，

既に被害が拡大している可能性がある。 

・生物剤による被害は使用される生物剤の特性，特にヒト

からヒトへの感染力，ワクチンの有無，既に知られてい

る生物剤か否か等により被害の範囲が異なるが，ヒトを

媒体とする生物剤による攻撃が行われた場合には，二次

感染により被害が拡大することが考えられる。 
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化学剤による攻撃 ・化学剤は，地形，気象等の影響を受けて，風下方向に拡散

し，空気より重いサリン等の神経剤は下をはうように広が

る。また，特有のにおいがあるもの，無臭のもの等，その

性質は化学剤の種類によって異なる。 

 

 

② 破壊の手段として交通機関を用いた攻撃等が行われる事態（表１－１５） 

事 態 例 特 徴 ・ 留 意 点 等 

・航空機等による多数の死傷者を

伴う自爆テロ 

・弾道ミサイル等の飛来 

・主な被害は施設の破壊に伴う人的被害であり，施設の規模によって被害の大き

さが変わる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化学剤による攻撃 ・化学剤は，地形，気象等の影響を受けて，

風下方向に拡散し，空気より重いサリン等

の神経剤は下をはうように広がる。また，

特有のにおいがあるもの，無臭のもの等，

その性質は化学剤の種類によって異なる。 

 

② 破壊の手段として交通機関を用いた攻撃等が行われる事態 

事 態 例 特 徴 ・ 留 意 点 等 

・航空機等による多数の死

傷者を伴う自爆テロ 

・弾道ミサイル等の飛来 

・主な被害は施設の破壊に伴う人的被害であり，施設の規模によって被害の大き

さが変わる。 

・攻撃目標の施設が破壊された場合，周辺への被害も予想される。 

・爆発，火災等の発生により住民に被害が発生するとともに，建物，ライフライ

ン等が被災し，社会経済活動に支障が生ずる。 
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表２－２ 市の配備体制 

体制 配備内容 

緊急事態連絡室 事態の情報収集等が必要な場合で，情報連絡活動等を円滑に行い，状況

に応じ対策本部体制に移行できる体制 

相当の被害が発生することが予想され，又は発生した場合で，所掌する

応急対策を迅速かつ的確に行うことができる体制 

市国民保護対策

本部 

市国民保護対策本部設置の通知を受けた場合に市の総力をあげて国民保

護措置を実施することができる体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－９ 避難住民の誘導に必要な基礎的資料 

基礎的資料 内  容 

市域の地図 人口分布，世帯数，昼夜別の人口のデータ等 

市域の道路網のリスト 避難経路として想定される高速道路，国道，県道，市道等の道

路のリスト等 

輸送力のリスト ・鉄道，バス，船舶等の運送事業者や公共交通機関の保有する

輸送力のデータ等 

・鉄道網やバス網，保有車両数などのデータ等 

避難施設のリスト 避難住民の収容能力や屋内外の別についてのリスト等 

備蓄物資及び調達可能物資の

リスト 

備蓄物資の所在地，数量，主要な民間事業者のリスト等 

生活関連等施設等のリスト 避難住民の誘導に影響を与えかねない一定規模以上のもの等 

関係機関 国，県，民間事業者等の連絡先一覧，協定 

自治会，自主防災組織，民生

委員・児童委員等の連絡先等

一覧 

代表者及びその代理の者の自宅及び勤務先の住所，連絡先等 

 

 

 

 

表 2-2 市の配備体制 

事態の状況 体制の判断基準 体    制 

事態認定前 情報収集等が必要な

場合 

災害対策本部第１非常配備体制又

は第２非常配備に準じる。 

 

事態認定前 市内で武力攻撃災害

が発生し，又は発生

が予想される場合 

災害対策本部第３非常配備に準じ

る。 

【危機対策本部体制】 

事態認定後 市国民保護対策

本部設置の通知

がない場合 

 

情報収集等が必要な

場合 

災害対策本部第１非常配備体制又

は第２非常配備に準じる。 

 

市内で武力攻撃災害

が発生し，又は発生

が予想される場合 

災害対策本部第３非常配備に準じ

る。 

【危機対策本部体制】 

国民保護対策本

部設置の通知を

受けた場合 

 第４非常配備 

【市国民保護対策本部体制】 

 



訂正後                                                                                                   訂正前 

- 72 - 

 

表３－１ 緊急事態連絡室 構成員 

構成員 職  名 

室長 市長 

副室長 副市長 

防災危機管理監 防災危機管理監 

防災危機管理担当理事 防災危機管理担当理事 

消防対策部長 消防長 

教育対策部長 教育長 

水道対策部長 水道事業管理者 

市民対策部長 保健福祉部長 

総務管理部 総務班 災害対策本部運営マニュアルに準じる職員 

総務管理部 動員班 災害対策本部運営マニュアルに準じる職員 

市民対策部 医療班 災害対策本部運営マニュアルに準じる職員 

消防対策部 消防統制班 災害対策本部運営マニュアルに準じる職員 

消防対策部 消防活動班 災害対策本部運営マニュアルに準じる職員 

その他市長が必要と認めた者  

 

 

 

 

図３－１ 緊急事態連絡室の構成等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 市危機対策本部の構成等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 部 長 ( 市 長 ) 県 県 

・緊急事態連絡室の設 

置報告 

・必要に応じ連絡員等 

の派遣を要請 

事態の推移に応じ，体制 

の強化又は縮小を行う。 

連絡室長（市長） 

・収入役    

・助役 

・教育長 

・消防長 

・水道事業業管理者 

・各部長 

事態の推移に応じ，体制 

の強化又は縮小を行う。 

・迅速な情報収集・分析 

・危機対策本部 

 の設置報告 

・必要に応じ連絡員等 

 の派遣を要請 

警察 

海上保安部等 

自衛隊 

その他関係機関 

危機対策本部 関係機関 緊急事態連絡室 関係機関 

警  察 

海上保安部等 

その他関係機関 

自衛隊 

・迅速な情報収集・分析 

 

表３－１に掲げる職員 
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図３－２ 危機発生時のフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 2 危機発生時のフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報
告 

国民保護対策本部の設置 

（国民保護法第 27条） 

 

・情報収集 

・避難，救助等の措置実施 

 

危機対策本部の設置 

（鈴鹿市危機対策計画に基づく） 

 

・情報収集 

・避難，救助等の活動の実施 

 

災害対策本部の設置 

（災害対策基本法第 23条） 

 

・情報収集 

・避難，救助等の活動の実施 

 

初 動 情 報 収 集 活 動 【初動情報収集活動・状況の把握】 

防災危機管理課・消防本部 

市 長 

指
示 

緊急事態連絡室による情報収集，救助等の活動の準備等 

政府による本

部 

設置の指定 

(事 態 認 定 ) 

災害対策基本

法の災害に該

当する場合 

左記 2 つ以外の

危機の場合 

原因不明の危機発生※
 

緊急事態連絡室の設置 

爆破，有毒ガスの事件発生 

【状況判断】 

生活安全部・消防本部 報告・指示 市 長 等 

危 機 対 策 本 部 の 設 置 

危 機 対 策 本 部 に よ る 情 報 収 集 ， 救 助 等 の 活 動 の 実 施 

市 国 民 保 護 対 策 本 部 の 設 置 市 災 害 対 策 本 部 の 設 置 

( 国 民 保 護 法 第 2 7 条 ) ( 災 害 対 策 基 本 法 第 2 3 条 ) 

政府による本部 

設置の指定 

(事 態 認 定 ) 

災害対策基本法 

の災害に該当 

する場合 

市国民保護対策本部による 

情報収集，避難，救援等の措置の実施 

市災害対策本部による 

情報収集，救助等の活動の実施 
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図３－４ 鈴鹿市国民保護対策本部の組織構成 

 

本部長  副本部長  防災危機管理監  本部（７部２１班） 

（市長）  （副市長）    総務管理部（６班） 

    防災危機管理担当理事  市民対策部（５班） 

      産業対策部（２班） 
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      本部長が指名する者 

※組織構成は，鈴鹿市災害対策本部に準じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3 鈴鹿市国民保護対策本部の組織構成 

 

鈴鹿市国民保護対策本部 
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【災害対策本部の準用】 
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表５－１ 緊急対処事態及び緊急対処保護措置に準用する主な用語 

武力攻撃事態 緊急対処事態 

国民保護措置 緊急対処保護措置 

武力攻撃災害 緊急対処事態における災害 

武力攻撃 緊急対処事態における攻撃 

国（武力攻撃事態等）対策本部 国（緊急対処事態）対策本部 

県（国民保護）対策本部 県（緊急対処事態）対策本部 

市（国民保護）対策本部 市（緊急対処事態）対策本部 

対処基本方針 緊急対処事態対処方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


