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 第１編  総  論 

 

第１章 市の責務、計画の位置づけ、構成等 
 

市は、住民の生命、身体及び財産を保護する責務にかんがみ、国民の保護のための措置

を的確かつ迅速に実施するため、以下のとおり、市の責務を明らかにするとともに、市の

国民の保護に関する計画の趣旨、構成等について定める。 

 

 

１ 市の責務及び市国民保護計画の位置づけ 

 

(1) 市の責務 

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（以下「国民保護法」

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、その区域において関

係機関が実施する国民保護措置を総合的に推進する。 

 

(2) 市国民保護計画の位置づけ 

市は、その責務にかんがみ、国民保護法第３５条の規定に基づき、市国民保護計画

を作成する。 

 

(3) 市国民保護計画に定める事項 

市国民保護計画においては、その区域に係る国民保護措置の総合的な推進に関す

る事項、市が実施する国民保護措置に関する事項等国民保護法第３５条第２項各号

に掲げる事項について定める。 

 

２ 市国民保護計画の構成 

 

市国民保護計画は、以下の各編により構成する。 

第１編 総論 

第２編 平素からの備えや予防 

第３編 武力攻撃事態等への対処 

第４編 復旧等 

第５編 緊急対処事態への対処 
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３ 中津市地域防災計画等との整合性の確保 

 

市においては、災害対策基本法（昭和３６年１１月１５日法律第２２３号）に基づ

き、中津市地域防災計画（以下「市地域防災計画」という。）を策定し、台風や地震

などの自然災害や大規模事故等に対する防災対策を実施している。 

 市地域防災計画は、この計画とは、その対象とする災害の発生原因は異なるものの、

災害の態様や対処方法については、国民保護措置と共通する部分が多い。また、 

発生した事態に効果的に対処するためには、体制の運用や関係機関との連携体制等

の統一を図る必要がある。 

 このようなことから、この計画は、市地域防災計画との整合性を確保し、できるだ

け統一的な運用ができるように配慮するものとする。また、この計画に定めのない事

項については、市地域防災計画等の例による。 

 

４ 市国民保護計画の見直し、変更手続 

 

(1) 市国民保護計画の見直し 

市国民保護計画については、今後、国における国民保護措置に係る研究成果や新た

なシステムの構築、県国民保護計画の見直し、国民保護措置についての訓練の検証結

果等を踏まえ、不断の見直しを行う。 

市国民保護計画の見直しに当たっては、市国民保護協議会の意見を尊重するとと

もに、広く関係者の意見を求めるものとする。 

 

(2) 市国民保護計画の変更手続 

市国民保護計画の変更に当たっては、計画作成時と同様、国民保護法第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「国民保護法施行令」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。）。 
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第２章 国民保護措置に関する基本方針 
 

市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するに当たり、特に留意すべき事項につ

いて、以下のとおり、国民保護措置に関する基本方針として定める。 

 

 

(1) 基本的人権の尊重 

市は、国民保護措置の実施に当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利

を尊重することとし、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制

限は必要最小限のものに限り、公正かつ適正な手続の下に行う。 

 

(2) 国民の権利利益の迅速な救済 

市は、国民保護措置の実施に伴う損失補償、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、できる限り迅速に処理するよう努

める。 

 

(3) 国民に対する情報提供 

市は、武力攻撃事態等においては、国民に対し、国民保護措置に関する正確な情報

を、適時に、かつ、適切な方法で提供する。 

 

(4) 関係機関相互の連携協力の確保 

市は、国、県、近隣市町村並びに関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関と平

素から相互の連携体制の整備に努める。 

 

(5) 国民の協力 

市は、国民保護法の規定により国民保護措置の実施のため必要があると認めると

きは、国民に対し、必要な援助について協力を要請する。この場合において、国民は、

その自発的な意思により、必要な協力をするよう努めるものとする。 

また、市は、消防団及び自主防災組織の充実・活性化、ボランティアへの支援に努

める。 

 

(6) 高齢者、障がい者等への配慮及び国際人道法の的確な実施 

市は、国民保護措置の実施に当たっては、高齢者、障がい者その他特に配慮を要す

る者の保護について留意する。 

また、市は、国民保護措置を実施するに当たっては、国際的な武力紛争において適

用される国際人道法の的確な実施を確保する。 

 

(7) 指定公共機関及び指定地方公共機関の自主性の尊重 

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。 
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(8) 国民保護措置に従事する者等の安全の確保 

市は、国民保護措置に従事する者の安全の確保に十分に配慮するものとする。 

また、要請に応じて国民保護措置に協力する者に対しては、その内容に応じて安全

の確保に十分に配慮する。 
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第３章 関係機関の事務又は業務の大綱等 

 

市は、国民保護措置の実施に当たり関係機関との円滑な連携を確保できるよう、国

民保護法における市の役割を確認するとともに、関係機関の連絡窓口をあらかじめ把

握しておく。 

 

【国民保護措置の全体の仕組み】 

   

国（対策本部）   県（対策本部）   市（対策本部）   

・警報の発令   ・警報の市への通知   ・警報の伝達（サイレン等を使用）  

 
 

・避難措置の指示   ・避難の指示   ・避難の指示の伝達  

 
 

 （要避難地域,避難先

地域等） 
  （避難経路，交通手段等）   ・避難住民の誘導  

 
 

         （避難実施要領の策定）  

 
 

  
      

 （消防等を指揮、警察・自衛隊

等に誘導を要請） 
 

住
民
（協
力
） 

・救援の指示   ・救援   ・救援に協力  

  
  

  ・食品、生活必需品等

の供給 
     

      ・収容施設の供与      

      ・医療の提供等      

・武力攻撃災害への対

処の指示 
  

・武力攻撃災害の防御 
  ・消防  

（消防庁長官による消

防に関する指示） 
         

・大規模又は特殊な武

力攻撃災害（NBC攻

撃等）への対処 

  

・応急措置の実施（警戒

区域の設定・退避の指

示） 

  
・・応急措置の実施（警戒区域の 

設定・退避の指示） 
 

    ・緊急通報の発令      

 
 

・生活関連等施設の安

全確保 
         

 
 

・国民生活の安定          

 
 

  
  

  
     

 
 

・対策本部における総

合調整 
  ・対策本部における総合

調整 
  ・対策本部における総合調整  

 
 

     

 
 

         

指定公共機関 ・・放送事業者による警報等の放送   ・日本赤十字社による救援への協力    

指定地方公共機関 
・・運送事業者による住民・物資の

運送 
  ・電気・ガス等の安定的な供給    

         

国、地方公共団体、指定公共機関等が相互に連携   

 

 

 

 

 

 

避 

難 

救 

援 

武
力
攻
撃
災
害
へ
の
対
処 

指示 

指示 

指示 指示 

総合調整の要請 

措置の実施要請 措置の実施要

請 

 
総合調整 総合調整 

総合調整の要

請 

是正 

是正 
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１ 市   

 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

 

 

 

 

 

中 津 市 

(1) 市国民保護計画の作成 

(2) 市国民保護協議会の設置、運営 

(3) 市国民保護対策本部及び市緊急対処事態対策本部の設置、運営 

(4) 組織の整備、訓練 

(5) 警報の伝達、避難実施要領の策定、避難住民の誘導、関係機関の調整その他の住  

民の避難に関する措置の実施 

(6) 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置の  

実施 

(7) 退避の指示、警戒区域の設定、廃棄物の処理、被災情報の収集その他の武力攻撃  

災害への対処に関する措置の実施 

(8) 水の安定的な供給その他の国民生活の安定に関する措置の実施 

(9) 武力攻撃災害の復旧に関する措置の実施 

 

 

 

 

 ２ 県   

 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

大 分 県        

  

(1) 大分県国民保護計画の作成 

(2) 大分県国民保護協議会の設置、運営 

(3) 大分県国民保護対策本部及び大分県緊急対処事態対策本部の設置、運営 

(4) 組織の整備、訓練 

(5) 警報の通知 

(6)  住民に対する避難の指示、避難住民の誘導に関する措置、都道府県の区域を越える

住民の避難に関する措置その他の住民の避難に関する措置の実施 

(7) 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置の実

施 

(8) 武力攻撃災害の防除及び軽減、緊急通報の発令、退避の指示、警戒区域の設定、保

健衛生の確保、被災情報の収集その他の武力攻撃災害への対処に関する措置の実施 

(9) 生活関連物資等の価格の安定等のための措置その他の国民生活の安定に関する措置

の実施 

(10) 交通規制の実施 

(11) 武力攻撃災害の復旧に関する措置の実施 
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 ３ 指定地方行政機関      

 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

九州管区警察局 (1) 管区内各県警察の国民保護措置及び相互援助の指導・調整 

(2) 他管区警察局との連携 

(3) 管区内各県警察及び関係機関等からの情報収集並びに報告連絡 

(4) 警察通信の確保及び統制 

九州防衛局 (1) 所管財産（周辺財産）の使用に関する連絡調整 

(2) 米軍施設内通行等に関する連絡調整 

九州総合通信局 (1) 電気通信事業者・放送事業者への連絡調整 

(2) 電波の監督管理、監視並びに無線の施設の設置及び使用の規律に関すること 

(3) 非常事態における重要通信の確保 

(4) 非常通信協議会の指導育成 

九州財務局 (1) 地方公共団体に対する災害融資 

(2) 金融機関に対する緊急措置の指示 

(3) 普通財産の無償貸付 

(4) 被災施設の復旧事業費の査定の立会 

門司税関 (1) 輸入物資の通関手続 

九州厚生局 (1) 医療の指導及び監督 

(2) 感染症の発生及びまん延の防止 

(3) 保健衛生の確保 

大分労働局 (1) 被災者の雇用対策 

九州農政局 (1) 武力攻撃災害対策用食料及び備蓄物資の確保 

(2) 農業関連施設の応急復旧 

九州森林管理局 (1) 武力攻撃災害対策用復旧用資材の調達・供給   

九州経済産業局 (1) 救援物資の円滑な供給の確保 

(2) 商工鉱業の事業者の業務の正常な運営の確保 

(3) 被災中小企業の振興 

九州産業保安監督部 (1) 鉱山における災害時の応急対策 

(2)  危険物等の保全 

九州地方整備局 (1) 被災時における直轄河川、国道等の公共土木施設の応急復旧 

(2) 港湾施設の使用に関する連絡調整 

(3) 港湾施設の応急復旧. 

九州運輸局 (1) 運送事業者への連絡調整 

(2) 運送施設及び車両の安全保安 
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大阪航空局 (1) 飛行場使用に関する連絡調整 

(2) 航空機の航行の安全確保 

福岡管区気象台 (1) 気象状況の把握及び情報の提供 

第七管区海上保安本部 (1) 船舶内に在る者に対する警報及び避難措置の指示の伝達 

(2) 海上における避難住民の誘導、秩序の維持及び安全の確保 

(3) 生活関連等施設の安全確保にかかる立ち入り制限区域の指定等 

(4) 海上における警戒区域の設定等及び退避の指示 

(5) 海上における消火活動及び被災者の救助・救急活動、その他の武力攻撃災害への対

処に関する措置 

九州地方環境事務所 (1) 有害物質等の発生等による汚染状況の情報収集及び提供 

(2)  廃棄物処理施設等の被害状況、がれき等の廃棄物の発生量の情報収集 

                   

  ４ 自衛隊  

 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

陸上自衛隊 

海上自衛隊 

航空自衛隊 

(1) 武力攻撃事態等における侵害の排除  

(2) 武力攻撃事態等における国民保護措置の実施及び関係機関が実施する国民保護措  

    置の支援等 

 

５ 指定公共機関及び指定地方公共機関  

 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

放送事業者 (1) 警報及び避難の指示（警報の解除及び避難の指示の解除を含む。）の内容並びに緊

急通報の内容の放送 

運送事業者    (1) 避難住民の運送及び緊急物資の運送 

(2) 旅客及び貨物の運送の確保 

電気通信事業者  (1) 避難施設における電話その他の通信設備の臨時の設置における協力 

(2) 通信の確保及び国民保護措置の実施に必要な通信の優先的取扱い 

電気事業者 (1) 電気の安定的な供給 

ガス事業者 (1) ガスの安定的な供給 

郵便事業を営む者 (1) 郵便の確保 

病院その他の医療機関 (1) 医療の確保 

道路の管理者 (1) 道路の管理 

日本赤十字社 (1) 救援への協力 

(2) 外国人の安否情報の収集、整理及び回答 

日本銀行 (1) 銀行券の発行並びに通貨及び金融の調節 

(2) 銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を通じた信用秩序の  

    維持                                   
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第４章 市の地理的、社会的特徴 
 

市は、国民保護措置を適切かつ迅速に実施するため、その地理的、社会的特徴等に

ついて確認することとし、以下のとおり、国民保護措置の実施に当たり考慮しておく

べき市の地理的、社会的特徴等について定める。 

 

 

(1) 位置及び面積等 

本市は九州の北東部で大分県の最北西部に位置し、東は宇佐市、南西は玖珠郡・

日田市、北西は福岡県に接し、北東は周防灘を隔てて中国地方を望み、東は犬丸川

をはさんで宇佐市に接している。 

東西32.8㎞、南北30.0km、総面積491.53㎞2で、大分県の面積の約7.75%を占めて

いる。 

 

東端：中津市大字植野       東経131°16′44″ 

西端：中津市山国町槻木      東経130°55′33″ 

南端：中津市耶馬溪町大字深耶馬  北緯 33°21′54″ 

北端：中津市字小祝        北緯 33°37′54″ 

 

 
 

   本市は県北の中核都市であり、県都大分市までは82km、北九州市へは52kmの距

離にある。主要な交通機関としては、ＪＲ日豊本線および国道10号、北大道路(中津

バイパス)が、ほぼ平行して東西に走り、また、国道212号が中津市を起点として南

に延びて市域を縦断している。 

 

 

(2) 気象 

気候は瀬戸内海気候区に属し年間を通じ比較的温暖で、冬は北九州方面や関門

海峡からの季節風の影響で天気が悪く、曇りの日が多い。 

平野部における平均気温は17.0度で、大分県のなかでは比較的気温の高い地域

であるが、山間部の平均気温は15.0度以下と低くなっている。年間降水量は、中

津観測所が1,724.5㎜、耶馬溪観測所が2,397.0㎜で山間部は平野部に比べて降水

量が多くなっている（平成28年）。 

風力は割合弱く年平均2.3メートル程度で、比較的に温暖であるが、夏季から秋

季にかけては、大雨や台風の影響を受けやすく災害危険度も大きい。また、冬季

から春季にかけては、空気が乾燥し、季節風が強いため火災の危険度が高い。山

間部では冬季の積雪、路面凍結が発生する。 
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(3) 人口分布 

本市は、人口83,965人（平成27年10月国勢調査）の県北の中核都市で、古くから

交通の要衝として繁栄してきた街である。 

終戦前後にかけての周辺地域の合併と、朝鮮戦争の勃発に伴う特需を背景とし

た、鉄鋼工業の相次ぐ進出により、昭和20年代の中津市は、100,000人を超える人

口を維持しつづけ、活況を呈していた。 

しかし、昭和30年代に、旧来の繊維産業の衰退をうけて市の人口は、減少傾向に

転じた。 

エネルギー革命による石炭産業衰退のなかでの北九州工業地帯の相対的地位低下

は、北九州市に依存体質の強い本市の鉄鋼業のあいつぐ閉鎖を生ぜしめた。これに

よる雇用環境の縮小は、新産業都市の大分市や福岡、本州方面への人口の社会流出

に一段と拍車をかけ、昭和45年には最盛期と比べて約2万人近くの人口減少をみる

に至った。 

しかしながら、その間にも窯業関連や自動車関連の工場進出がすすみ、さらにサ

ービス業を主体とした第三次産業の規模も拡大傾向となって、新たな雇用の場が確

保され、50年以降は一転して人口が増加傾向に転じ、昭和60年には87,700人を数え

た。しかし、それ以降わずかながら減少傾向が続いており、平成17年には84,400人

となっている。 

今後は人口減少、少子・高齢化が続くと予想される。 

また、昼間人口をみると、中津地域は中核都市としての通勤、通学者が流入し、

夜間人口をかなり上まわっている。特に、市街地において、その集中が顕著であ

る。 

世帯数は年々増加の傾向にあり、平成27年10月国勢調査では約35,785世帯であ

る。家族構成は、核家族化が一段と進んでいる。 

地域別人口・世帯数の動向をみると、平野部の人口は横ばいで、世帯数が増加し

ているのに対し、近年、中山間地域では人口、世帯数ともに減少している。 

 

(4) 道路、鉄道、港湾の位置等 

   主要な交通機関としては、ＪＲ日豊本線および国道２１３号、国道１０号、東九

州自動車道が、ほぼ平行して東西に走り、また国道２１２号が中津市を起点として

南に縦断している。また、 

中津港は、平成１１年に重要港湾、平成２２年重点港湾に指定され、整備が進めら

れている。将来、フェリーの着岸も可能となる。 
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【 道路、鉄道、港湾の位置図 】 
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第５章 市国民保護計画が対象とする事態 
 

 市国民保護計画においては、以下のとおり県国民保護計画において想定されている

武力攻撃事態及び緊急対処事態を対象とする。 

 

１ 武力攻撃事態の類型   

 

この計画においては、武力攻撃事態として、以下に掲げる４類型を対象として想

定する。 

   (1)   着 上 陸 侵 攻                

特  徴 留意点 

・船舶による場合 

 沿岸部が当初の侵攻目標になりやす

 い 

・航空機による場合 

 沿岸部に近い空港が攻撃目標になり

やすい 

・国民保護措置の実施地域 

 広範囲、期間が比較的長期に及ぶこ

とも想定 

・被害 

 爆弾、砲弾による家屋、施設の破壊

、火災など 

・事前準備が可能であり、先行避難が必要 

・広域避難の混乱発生防止のため、対策本部長の調整

のもと、避難経路の確保、交通規制の実施 

・都道府県の区域を越える避難の場合は、対策本部長

は、関係都道府県知事から意見を聴き、国の方針と

して具体的な避難先地域等について避難措置の指示

を実施 

・国、地方公共団体は、速やかな避難のために輸送力

を確保 

・避難生活の長期化を想定して食品等救援物資が円滑

に調達・確保できるよう、あらかじめ供給・調達体

制の整備 

 

 

   (2) ゲリラや特殊部隊による攻撃 

特  徴 留意点 

・突発的な被害の発生の可能性 

・都市部の中枢、鉄道、橋りょう、ダ

ム、原子力関連施設への注意が必要 

・被害は比較的狭い範囲に限定される

のが一般的であるが、攻撃目標とな

る施設の種類によっては、大きな被

害が生ずるおそれがある（生活関連

等施設の被害） 

・ＮＢＣ兵器やダーティボム    

（爆薬と放射性物質を組み合わせた

もの）が使用されることも想定 

・武力攻撃が行われる地域の今後の推移の予測等を踏

まえ、要避難地域の住民の速やかな避難 

・武力攻撃の態様に応じ、攻撃当初は屋内に一時避難

させ、その後安全措置を講じつつ適切に避難させる

等の対応が必要 

・ ・県知事は、避難措置の指示がなされていない状況に

 おいて、武力攻撃災害の兆候等を覚知した場合は、

 住民の危険防止のための緊急通報の発令、県知事及

 び市長による退避の指示、警戒区域の設定等時宜に

 応じた措置 
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   (3)  弾 道 ミ サ イ ル 攻 撃                    

特  徴 留意点 

･ 発射段階での攻撃目標の特定が極

めて困難であり、短時間で着弾 

･ 弾頭の種類（通常弾頭、ＮＢＣ弾

頭）を着弾前に特定するのが困難 

･ 弾頭の種類に応じて、被害の様相

及び対応が大きく異なる 

・通常弾頭の場合、被害は局限され

、家屋、施設の破壊、火災等を想

定 

・迅速な情報伝達等による被害の局限化が重要 

・発射の兆候を事前に察知できる場合には、迅速に避

難措置の指示を実施 

・当初は屋内避難を指示、着弾後に被害状況を迅速に

把握した上で、弾頭の種類に応じた避難措置の指示

を実施 

・避難は屋内避難が中心で、できるだけ近傍のコンク

リート造り等の堅ろうな施設や建築物の地階、地下

街、地下駅舎等の地下施設に避難 

・事態の推移、被害の状況等に応じ、他の安全な地域

へ避難 

 

 

   (4)   航 空 攻 撃                   

特  徴 留意点 

･ 弾道ミサイル攻撃の場合に比べ時

間的余裕があるものの、あらかじ

め攻撃目標を特定することが困難 

･ 都市部の主要な施設やライフライ

ンのインフラ施設が目標 

・被害は、家屋破壊、火災など 

・攻撃の目標地を限定せずに、屋内への避難等の避難

措置を広範囲に指示の必要 

・屋内避難に当たっては、できるだけ近傍のコンクリ

ート造り等の堅ろうな施設や建築物の地階、地下街

、地下鉄駅舎等の地下施設に避難 

・事態の推移、被害の状況等に応じ、他の安全な地域

への避難 

・生活関連等施設の安全確保措置を講じ、武力攻撃災

害の発生・拡大の防止が必要 
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２ 緊急対処事態   

 

 緊急対処事態として、以下に掲げる事態例を対象として想定する。 

 

項目 類型別 形  態 主な被害の概要 

 

 

 

攻

撃

対

象

施

設

等 

危険性を内在する物

質を有する施設等に

対する攻撃 

・原子力事業所等の破壊 ･ 大量の放射性物質等の放出、汚染され

た飲食物等の摂取により被ばくする 

・石油コンビナート、可

燃性ガス貯蔵施設等の

爆破 

･ 爆発及び火災による住民への被害や社

会経済活動への支障が生ずる 

・危険物積載船への攻撃 

 

･ 危険物の飛散による住民への被害が発

生するとともに、港湾及び航路の閉塞

、海洋資源の汚染等による社会経済活

動への支障が生ずる 

・ダムの破壊 ・下流域へ及ぼす被害は、多大なものと

なる 

多数の人が集合する

施設、大量輸送機関

等に対する攻撃 

・大規模集客施設の爆破 

・ターミナル駅等の爆破 

・列車等の爆破 

・爆破による人的被害が発生し、施設崩

壊した場合には人的被害は多大なもの

となる 

 

 

 

攻

撃

手

段 

多数の人を殺傷する

特性を有する物質等

による攻撃 

･ ダーティボム等の爆発

による放射能の拡散 

 

・ダーティボム等の爆発による被害は、

爆弾の破片等による被害並びに熱及び

炎による被害等である 

・放射線によって後年、ガンを発症する

こともある 

･ 炭疽菌等生物剤の航空

機等による大量散布 

・人に知られることなく散布が可能であ

り、被害の態様は生物剤によって異な

る 

・人を媒体とする生物剤の場合は、二次

感染による被害の拡大が考えられる 

･ 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 

・臭気の有無等その性質は、化学剤によ

って異なる 

・被害の範囲は、地形、気象等により変

わる 

破壊の手段として交

通機関を用いた攻撃

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 

・爆破による人的被害が発生し、施設崩

壊した場合には人的被害は多大なもの

となる 
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  ３ ＮＢＣ攻撃  

 

ＮＢＣ攻撃（核兵器又は生物剤若しくは化学剤を用いた兵器による攻撃をいう。）

は、特殊な対応が必要であり、留意点等については、以下に定めるとおりである。 

 

(1) 共通の留意点 

・内閣総理大臣は、関係大臣を指揮し、被災者の救助、医療体制の確保及び汚染地域の範囲

の確定及び除染の実施等汚染の拡大の防止のために必要な措置を講ずる 

・消防機関、都道府県警察は、それぞれの攻撃に応じた防護服を着用して、除染、救助等を

実施 

・関係機関は、建物への立入制限、交通規制、給水制限、飲食物の摂取制限及び警戒区域の

設定等の措置を講ずる 

・避難住民誘導の際は、風下方向は避け、皮膚の露出を極力抑えさせる 

・外気からの密閉性の高い屋内の部屋等への避難 

・特有の感染症等の診断・治療技術等に関する研究や教育研修の推進により医療関係者の対

応能力の向上を図る 

・国は、診断、治療に関する専門家の派遣、医薬品の提供等の支援を速やかに実施 

 

 

   (2) 核兵器等の場合 

・避難誘導に当たり、風下を避け、手袋、帽子、雨合羽等により放射性降下物による外部被

ばくを抑制 

・汚染の疑いある水や食物の摂取を避け、安定ヨウ素剤の服用等による内部被ばくを防止 

・熱線、爆風等による直接の被害を受ける地域は、堅牢な建物、地下施設等に避難し、状況

に応じ、放射線の影響を受けない安全な地域への避難誘導 

・医療関係者等からなる緊急被ばく医療派遣チームを現地に派遣 

・被ばく患者に対する汚染や被ばくの程度に応じた適切な医療の実施 

・汚染地域への立入制限を確実に行い、避難誘導や医療に当たる要員の被ばく管理を適切に

実施 

 

 

   (3) 生物兵器の場合 

・人に知られることなく散布が可能、二次感染の拡大防止が課題 

・国を中心とした一元的情報収集及びサーベイランス（疾病監視）による感染源及び汚染地

域の特定 

・感染源となった病原体の特性に応じた医療活動の実施、感染者の入院、治療によるまん延

防止 

・国民に必要なワクチン接種とそれに関する情報についての広報 

・医療関係者に対する天然痘等のワクチン接種等所要の防護措置の実施 
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(4) 化学兵器の場合 

・迅速な原因物質の特定、汚染地域の範囲の特定及び除染、被災者の救助等、汚染の拡大防

止措置の迅速な実施 

・早期に患者を除染し、速やかに適切な医療機関に搬送する等、化学剤の特性に応じた救急

医療の実施 

 


