
国民保護計画（本編）　新旧対照表

ページ番号 変更箇所 新 旧 備考

(1)
P7～10

第１編
第４章
第１節

(2)気候
　市においては、年間平均気温が平野部で14℃、年間降水量は山岳部で
は平均　4,000mm以上と、我が国屈指の多雨多雪地帯であり、平野部でも
2,000～3,000mmの年間降水量となっている（Ｈ１７～Ｈ２６平均）。

(3) 人口分布
　地区別の人口は、大布施、石田、三日市、生地地区の順に多く、人口密
度においては生地、三日市、石田地区が高くなっている。本市の１ｋ㎡あた
りの人口密度は、97.9人となっている。
　　（地区別人口分布状況は資料編に記載）

(4) 道路の位置等
　市内の主要幹線道路網は、市内を南北に縦断する北陸自動車道及び国
道８号、主要地方道魚津生地入善線と、市内の東西及び黒部宇奈月温泉
駅と国道８号バイパスを結ぶ主要地方道黒部宇奈月線、市道新堂中新線
及び若栗生地線を軸に構成されており、市内には北陸自動車道黒部イン
ターチェンジが整備されている。
　他の主要地方道としては、朝日宇奈月線が愛本橋により、黒部朝日公園
線が権蔵橋等により黒部川を越えて入善町及び朝日町に繋がっているほ
か、その他の主要道路として中山間部を走る新川広域営農団地農道により
魚津市、入善町及び朝日町と繋がっている。
　国道８号バイパスの開通により朝夕の通勤時間帯の国道８号での慢性的
な交通渋滞は解消されたものの、山間地等では災害に弱い区間や冬期間
通行不能区間がある。

(5) 鉄道の位置等
　鉄道は、北陸新幹線が市内を南北に縦断しており、黒部宇奈月温泉駅が
設置されている。
　また、あいの風とやま鉄道のあいの風とやま鉄道線が市内を南北に縦断
しており、あいの風とやま鉄道黒部駅及びあいの風とやま鉄道生地駅が設
置されているほか、富山地方鉄道本線により宇奈月温泉駅から富山市まで
が結ばれており、市内には１６駅が設置されている。
　この他、黒部峡谷鉄道が、４月から11月までの期間において宇奈月温泉
から欅平までの区間20.1㎞を営業運行している。
　上記鉄道主要駅の平成２６年度１日あたり平均乗降者数は、あいの風と
やま鉄道黒部駅2,662人、あいの風とやま鉄道生地駅804人、富山地方鉄
道電鉄黒部駅691人同宇奈月温泉駅680人、黒部峡谷鉄道宇奈月駅2,780
人となっている。

(2)気候
　市においては、年間平均気温が平野部で14℃、年間降水量は山岳部で
は平均　4,000mm以上と、我が国屈指の多雨多雪地帯であり、平野部でも
2,500～3,500mmの年間降水量となっている（Ｈ７～Ｈ１６平均）。

(3) 人口分布
　地区別の人口は、石田、三日市、大布施、生地地区の順に多く、人口密
度においても生地、三日市、石田地区が高くなっている。本市の１ｋ㎡あた
りの人口密度は、99.5人となっている。
　　（地区別人口分布状況は資料編に記載）

(4) 道路の位置等
　市内の主要幹線道路網は、市内を南北に横断する北陸自動車道及び国
道８号、主要地方道魚津生地入善線と、市内の東西を結ぶ主要地方道黒
部宇奈月線及び若栗生地線を軸に構成されており、市内には北陸自動車
道黒部インターチェンジが整備されている。
　
他の主要地方道としては、朝日宇奈月線が愛本橋により、黒部朝日公園
線が権蔵橋等により黒部川を越えて入善町及び朝日町に繋がっているほ
か、その他の主要道路として中山間部を走る新川広域営農団地農道により
魚津市、入善町及び朝日町と繋がっている。
　朝夕の通勤時間帯には国道８号で慢性的な交通渋滞が発生しているほ
か、山間地等では災害に弱い区間や冬期間通行不能区間がある。

(5) 鉄道の位置等
　

　鉄道は、ＪＲ西日本の北陸本線が市内を南北に縦断しており、ＪＲ黒部駅
及びＪＲ生地駅が設置されている。私鉄では、富山地方鉄道本線により宇
奈月温泉駅から富山市までが結ばれており、市内には１５駅が設置されて
いる。
　この他、黒部峡谷鉄道が、４月から11月までの期間において宇奈月温泉
から欅平までの区間20.1㎞を営業運行している。
　上記鉄道主要駅の平成２０年度１日あたり平均乗降者数は、ＪＲ黒部駅
3,167人、ＪＲ生地駅1,037人、富山地方鉄道電鉄黒部駅747人同宇奈月温
泉駅704人、黒部峡谷鉄道宇奈月駅2,120人となっている。

名称・数値等につい
て、時点修正
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国民保護計画（本編）　新旧対照表

ページ番号 変更箇所 新 旧 備考

(2)
P11

第１編
第５章
第１節

　

　市国民保護計画においては、緊急対処事態として、県国民保護計画にお
いて想定されている以下に掲げる事態を対象とする。
(1) 攻撃対象施設等による分類
（例）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
　　　　 事態石油コンビナート・可燃性ガス貯蔵施設等の爆破、危険物積
　　　 　載船への攻撃、ダムの破壊、原子力事業所等の破壊

　

　市国民保護計画においては、緊急対処事態として、県国民保護計画にお
いて想定されている以下に掲げる事態を対象とする。
(1) 攻撃対象施設等による分類
（例）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
          事態石油コンビナート・可燃性ガス貯蔵施設等の爆破、危険物積
　　　   載船への攻撃、ダムの破壊

県国民保護計画の
変更を踏まえ、緊急
対処事態の例とし
て、「原子力事業所
等の破壊」を追加

(3)
P14

第２編
第１章
第１節

(2) 消防団の充実・活性化の推進等
　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、住民の消防団への入団促進、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
う配慮する。
　さらに、市は、消防本部及び消防署における参集基準等を参考に、消防
団員の参集基準を定める。

(2) 消防団の充実・活性化の推進等
　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
よう配慮する。
　さらに、市は、消防本部及び消防署における参集基準等を参考に、消防
団員の参集基準を定める。

消防庁国民保護計
画及び富山県国民
保護計画における文
言の修正に伴う修正

(4)
P21

第２編
第１章
第４節

(1) 警報の伝達体制の整備
　市は、知事から警報の内容の通知があった場合の住民及び関係団体へ
の伝達方法等についてあらかじめ定めておくとともに、住民及び関係団体
に伝達方法等の理解が行き渡るよう事前に説明や周知を図る。この場合に
おいて、民生委員や社会福祉協議会、国際交流関係機関、観光協会等と
の協力体制を構築するなど、高齢者、障害者、外国人、観光客等に対する
伝達に配慮する。
　また、伝達に当たっては、ファクシミリや携帯電話のメール機能など多様
な手段を活用して行うとともに、その整備に努める。

(2) 防災行政無線の整備
　市は、武力攻撃事態等における迅速な警報の内容の伝達等に必要とな
る同報系防災行政無線について、旧市町の無線の統合にあわせたデジタ
ル化の推進や可聴範囲の拡大を図る。
　さらに、全国瞬時警報システム（J-ALERT）の運用に必要な体制を確保す
るものとする。

(1) 警報の伝達体制の整備
　市は、知事から警報の内容の通知があった場合の住民及び関係団体へ
の伝達方法等についてあらかじめ定めておくとともに、住民及び関係団体
に伝達方法等の理解が行き渡るよう事前に説明や周知を図る。この場合
において、民生委員や社会福祉協議会、国際交流関係機関、観光協会等
との協力体制を構築するなど、高齢者、障害者、外国人、観光客等に対す
る伝達に配慮する。

(2) 防災行政無線の整備
　市は、武力攻撃事態等における迅速な警報の内容の伝達等に必要とな
る同報系防災行政無線について、旧市町の無線の統合にあわせたデジタ
ル化の推進や可聴範囲の拡大を図る。
　さらに、全国瞬時警報システム（Ｊ-Alert）に対応した体制の整備に努め
る。

富山県国民保護計
画において、複数の
情報伝達手段の整
備について規定され
たことに伴う修正

J-ALERTが整備済
のため、体制につい
ての文言を修正

２ 緊急対処事態 ２ 緊急対処事態

３ 消防機関の体制 ３ 消防機関の体制

２ 警報等の伝達に必要な準備 ２ 警報等の伝達に必要な準備
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国民保護計画（本編）　新旧対照表

ページ番号 変更箇所 新 旧 備考

(1) 基礎的資料の収集
　（略）

※【市対策本部において集約・整理すべき基礎的資料】

　○　住宅地図
　○　市内の人口分布データ
　○　区域内の道路網のリスト
　○　輸送力のリスト
　○　避難施設のリスト（避難施設データベース）
　○　備蓄物資、調達可能物資のリスト
　○　生活関連等施設等のリスト
　○　関係機関（国、県、旅館等民間事業者等）の連絡先一覧、協定
　○　町内会・自治会、自主防災組織等の連絡先等一覧
　○　消防機関のリスト
　○　要配慮者の避難支援プラン
　※資料編に記載

(2) 隣接する市町村との連携の確保
　（略）

(3) 高齢者、障害者等要配慮者への配慮
　市は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、障害者等自ら避難するこ
とが困難な者の避難について、自然災害時への対応として作成している避
難支援プランを活用しつつ、要配慮者の避難対策を講じる。
　その際、避難誘導時において、災害・福祉関係部局を中心とした横断的な
「要配慮者支援班」を迅速に設置できるよう職員の配置に留意する。

　市は、県が行う避難施設の指定に際しては、必要な情報を提供するなど
県に協力する。
　市は、県が指定した避難施設に関する情報を避難施設データベースや富
山県総合防災情報システム等により、県と共有するとともに、県と連携して
住民に周知する。

(1) 基礎的資料の収集
　（略）

※【市対策本部において集約・整理すべき基礎的資料】

　○　住宅地図
　○　市内の人口分布データ
　○　区域内の道路網のリスト
　○　輸送力のリスト
　○　避難施設のリスト（避難施設データベース）
　○　備蓄物資、調達可能物資のリスト
　○　生活関連等施設等のリスト
　○　関係機関（国、県、旅館等民間事業者等）の連絡先一覧、協定
　○　町内会・自治会、自主防災組織等の連絡先等一覧
　○　消防機関のリスト
　○　災害時要援護者の避難支援プラン
　※資料編に記載

(2) 隣接する市町村との連携の確保
　（略）

(3) 高齢者、障害者等災害時要援護者への配慮
　市は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、障害者等自ら避難するこ
とが困難な者の避難について、自然災害時への対応として作成している避
難支援プランを活用しつつ、災害時要援護者の避難対策を講じる。
　その際、避難誘導時において、災害・福祉関係部局を中心とした横断的
な「災害時要援護者支援班」を迅速に設置できるよう職員の配置に留意す
る。

　市は、県が行う避難施設の指定に際しては、必要な情報を提供するなど
県に協力する。
　市は、県が指定した避難施設に関する情報を避難施設データベース等に
より、県と共有するとともに、県と連携して住民に周知する。

災害対策基本法等
の一部改正による用
語の整理

県総合防災情報シ
ステムの改修に伴う
文言追加

(5)、(6)
P26～P28

第２編
第２章
第１節

１ 避難に関する基本的事項 １ 避難に関する基本的事項

５ 避難施設の指定への協力 ５ 避難施設の指定への協力
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国民保護計画（本編）　新旧対照表

ページ番号 変更箇所 新 旧 備考

(7)
P29

第２編
第２章
第１節

(1)生活関連等施設の把握等
　（略）

※【生活関連等施設の種類及び所管省庁、所管県担当部局】

(1)生活関連施設等の把握等
　（略）

※【生活関連等施設の種類及び所管省庁、所管県担当部局】

原子力規制委員会
設置に伴う所管省庁
の変更に伴う修正

国民保護法
施行令

 各号 施　設　の　種　類 所管省庁名

 １号 発電所、変電所 経済産業省

 ２号 ガス工作物 経済産業省

 ３号 取水施設、貯水施設、浄水施設、配水池 厚生労働省

 ４号 鉄道施設、軌道施設 国土交通省

 ５号 電気通信事業用交換設備 総務省

 ６号 放送用無線設備 総務省

 ７号 水域施設、係留施設 国土交通省

 ８号 滑走路等、旅客ターミナル施設、航空保安施設 国土交通省

国土交通省

農林水産省

 １号 危険物 総務省消防庁

 ２号 毒劇物（毒物及び劇物取締法） 厚生労働省

 ３号 火薬類 経済産業省

 ４号 高圧ガス 経済産業省

文部科学省

経済産業省

文部科学省

経済産業省

 ７号 放射性同位元素（汚染物質を含む。） 文部科学省

厚生労働省

農林水産省

 ９号 電気工作物内の高圧ガス 経済産業省

各省庁

（主務大臣）

 11号 毒性物質 経済産業省

 10号

第２７条

ダム

第２８条

核燃料物質（汚染物質を含む。）

核原料物質

毒劇薬（薬事法）

生物剤、毒素

 ９号

 ５号

 ６号

 ８号

国民保護法
施行令

 各号 施　設　の　種　類 所管省庁名

 １号 発電所、変電所 経済産業省

 ２号 ガス工作物 経済産業省

 ３号 取水施設、貯水施設、浄水施設、配水池 厚生労働省

 ４号 鉄道施設、軌道施設 国土交通省

 ５号 電気通信事業用交換設備 総務省

 ６号 放送用無線設備 総務省

 ７号 水域施設、係留施設 国土交通省

 ８号 滑走路等、旅客ターミナル施設、航空保安施設 国土交通省

国土交通省

農林水産省

 １号 危険物 総務省消防庁

 ２号 毒劇物（毒物及び劇物取締法） 厚生労働省

 ３号 火薬類 経済産業省

 ４号 高圧ガス 経済産業省

文部科学省

経済産業省

原子力規制委
員会
文部科学省

経済産業省

原子力規制委
員会
文部科学省

原子力規制委
員会
厚生労働省

農林水産省

 ９号 電気工作物内の高圧ガス 経済産業省

各省庁

（主務大臣）

 11号 毒性物質 経済産業省

核燃料物質（汚染物質を含む。）

 ７号 放射性同位元素（汚染物質を含む。）

 ６号 核原料物質

 10号

第２７条

ダム

第２８条

毒劇薬（薬事法）

生物剤、毒素

 ５号

 ９号

 ８号

６ 生活関連等施設の把握等 ６ 生活関連等施設の把握等

 市緊急事態連絡室 関係機関 

※事態の推移に応じ、体制の強化又は縮小を行う。  

消防機関 県 海上保安部等 県警察 その他関係機関 連絡室長（市長） 参集室員 ・副市長 ・防災危機管理統括監（総務企画部長） ・消防本部消防長 ・関係部課長 ・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 自衛隊 ・迅速な情報収集、分析 ・防災危機管理班長（総務課長）  市緊急事態連絡室 関係機関 

※事態の推移に応じ、体制の強 化又は縮小を行う。 

消防機関 県 海上保安部等 県警察 その他関係機関 連絡室長（市長） 参集室員 ・助役※（H19 年４月から副市長となる） ・国民保護担当部課長 ・消防本部消防長 ・関係部課長 ・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 自衛隊 ・迅速な情報収集、分析  市緊急事態連絡室 関係機関 

※事態の推移に応じ、体制の強 化又は縮小を行う。 

消防機関 県 海上保安部等 県警察 その他関係機関 連絡室長（市長） 参集室員 ・助役※（H19 年４月から副市長となる） ・国民保護担当部課長 ・消防本部消防長 ・関係部課長 ・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 自衛隊 ・迅速な情報収集、分析  市緊急事態連絡室 関係機関 

※事態の推移に応じ、体制の強化又は縮小を行う。  

消防機関 県 海上保安部等 県警察 その他関係機関 連絡室長（市長） 参集室員 ・副市長 ・防災危機管理統括監（総務企画部長） ・消防本部消防長 ・関係部課長 ・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 自衛隊 ・迅速な情報収集、分析 ・防災危機管理班長（総務課長） 

4 



国民保護計画（本編）　新旧対照表

ページ番号 変更箇所 新 旧 備考

(6)
P30

第２編
第３章
第１節

(1)防災のための備蓄との関係
　（略）
(2)国民保護措置の実施のために必要な物資及び資材
　（略）
(3) 県や他の市町村との連携
　市は、国民保護措置のために特に必要となる物資及び資材の備蓄・整備
について、県と密接に連携して対応する。
　また、富山県総合防災情報システムを活用して、県や他の市町村におけ
る物資や資材の備蓄状況に関する情報を共有するとともに、武力攻撃事態
等が長期にわたった場合においても、国民保護措置に必要な物資及び資
材を調達することができるよう、他の市町村等や事業者等との間で、その供
給に関する協定をあらかじめ締結するなど、必要な体制を整備する。

(1)防災のための備蓄との関係
　（略）
(2)国民保護措置の実施のために必要な物資及び資材
　（略）
(3) 県との連携
　市は、国民保護措置のために特に必要となる物資及び資材の備蓄・整備
について、県と密接に連携して対応する。
　また、武力攻撃事態等が長期にわたった場合においても、国民保護措置
に必要な物資及び資材を調達することができるよう、他の市町村等や事業
者等との間で、その供給に関する協定をあらかじめ締結するなど、必要な
体制を整備する。

富山県総合防災情
報システム改修に伴
い、当該システムを
利用した他市町村と
の情報共有について
追加

(8)
P37

第３編
第２章
第１節

(1) 市対策本部の設置の手順
①～③
　（略）

④　市対策本部の開設
　市対策本部担当者は、市庁舎３０１会議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。

⑥　本部の代替機能の確保
　市は、市庁舎が被災した場合等、市対策本部を市庁舎内に設置できない
場合は、黒部消防署、宇奈月市民サービスセンター、宇奈月消防署の中か
ら、本部を設置すべき施設を決定する。

(1) 市対策本部の設置の手順
①～③
　（略）

④　市対策本部の開設
　市対策本部担当者は、市役所黒部庁舎２０２会議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。

⑥　本部の代替機能の確保
　市は、市対策本部が被災した場合等、市対策本部を市役所黒部庁舎内
に設置できない場合は、黒部消防署、市役所宇奈月庁舎、宇奈月消防署
の中から、本部を設置すべき施設を決定する。

庁舎の移転に伴う修
正

P40
第３編
第２章
第１節

(7) 市対策本部長の権限
　市対策本部長は、その区域における国民保護措置を総合的に推進する
ため、各種の国民保護措置の実施に当たっては、次に掲げる権限を適切
に行使して、国民保護措置の的確かつ迅速な実施を図る。

①　市の区域内の国民保護措置に関する総合調整
　市対策本部長は、市の区域に係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、当該市が実施する国民保護措置に関
する総合調整を行う。

(7) 市対策本部長の権限
　市対策本部長は、その区域における国民保護措置を総合的に推進する
ため、各種の国民保護措置の実施に当たっては、次に掲げる権限を適切
に行使して、国民保護措置の的確かつ迅速な実施を図る。

①　市の区域国民保護措置に関する総合調整
　市対策本部長は、市の区域に係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、当該市が実施する国民保護措置に関
する総合調整を行う。

文言の修正

１ 市対策本部の設置 １ 市対策本部の設置

１ 市における備蓄 １ 市における備蓄

 市緊急事態連絡室 関係機関 

※事態の推移に応じ、体制の強化又は縮小を行う。  

消防機関 県 海上保安部等 県警察 その他関係機関 連絡室長（市長） 参集室員 ・副市長 ・防災危機管理統括監（総務企画部長） ・消防本部消防長 ・関係部課長 ・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 自衛隊 ・迅速な情報収集、分析 ・防災危機管理班長（総務課長）  市緊急事態連絡室 関係機関 

※事態の推移に応じ、体制の強 化又は縮小を行う。 

消防機関 県 海上保安部等 県警察 その他関係機関 連絡室長（市長） 参集室員 ・助役※（H19 年４月から副市長となる） ・国民保護担当部課長 ・消防本部消防長 ・関係部課長 ・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 自衛隊 ・迅速な情報収集、分析  市緊急事態連絡室 関係機関 

※事態の推移に応じ、体制の強 化又は縮小を行う。 

消防機関 県 海上保安部等 県警察 その他関係機関 連絡室長（市長） 参集室員 ・助役※（H19 年４月から副市長となる） ・国民保護担当部課長 ・消防本部消防長 ・関係部課長 ・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 自衛隊 ・迅速な情報収集、分析  市緊急事態連絡室 関係機関 

※事態の推移に応じ、体制の強化又は縮小を行う。  

消防機関 県 海上保安部等 県警察 その他関係機関 連絡室長（市長） 参集室員 ・副市長 ・防災危機管理統括監（総務企画部長） ・消防本部消防長 ・関係部課長 ・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 自衛隊 ・迅速な情報収集、分析 ・防災危機管理班長（総務課長） 
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国民保護計画（本編）　新旧対照表

ページ番号 変更箇所 新 旧 備考

(8)
P46

第３編
第４章
第１節

庁舎移転に伴う修正

(9)
P47

第３編
第４章
第１節

(1) 警報の内容の伝達方法については、当面の間は、現在市が保有する伝
達手段に基づき、原則として以下の要領により行う。
①  「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」に
市が含まれる場合
　（略）

②　「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」に
市が含まれない場合
　（略）

　また、ＣＡＴＶやコミュニティラジオによる緊急放送、広報車の使用、消防団
や自主防災組織による伝達、自治振興会等への協力依頼などの防災行政
無線による伝達以外の方法も活用する。
　なお、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）により警報の内容が送信され
る場合は、本市内の同システムを用いた瞬時の情報伝達が可能な地区に
ついては、消防庁が定めた方法により、防災行政無線等を活用して住民に
迅速に警報を伝達することとする。

(2) 市長は、消防機関と連携し、あるいは自主防災組織等の自発的な協力
を得ることなどにより、各世帯等に警報の内容を伝達することができるよう、
体制を整備する。
　この場合において、消防本部は保有する車両・装備を有効に活用し、巡
回等による伝達を行うとともに、消防団は、平素からの地域との密接なつな
がりを活かし、自主防災組織、自治振興会や要配慮者等への個別の伝達
を行うなど、それぞれの特性を活かした効率的な伝達が行なわれるように
配意する。
  また、市は、県警察の交番、駐在所、パトカー等の勤務員による拡声機や
標示を活用した警報の内容の伝達が的確かつ迅速に行われるよう、県警
察と緊密な連携を図る。
 
(3) 警報の内容の伝達においては、特に、高齢者、障害者、外国人等に対
する伝達に配慮するものとし、具体的には、要配慮者について、防災・福祉
部局との連携の下で避難支援プランを活用するなど、要配慮者に迅速に正
しい情報が伝達され、避難などに備えられるような体制の整備に努める。

(1) 警報の内容の伝達方法については、当面の間は、現在市が保有する
伝達手段に基づき、原則として以下の要領により行う。
①  「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」に
市が含まれる場合
　（略）

②　「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」に
市が含まれない場合
　（略）

　また、ＣＡＴＶやコミュニティラジオによる緊急放送、広報車の使用、消防団
や自主防災組織による伝達、自治振興会等への協力依頼などの防災行政
無線による伝達以外の方法も活用する。
　なお、全国瞬時警報システム（Ｊ-Alert）により警報の内容が送信される場
合は、本市内の同システムを用いた瞬時の情報伝達が可能な地区につい
ては、消防庁が定めた方法により、防災行政無線等を活用して住民に迅速
に警報を伝達することとする。

(2) 市長は、消防機関と連携し、あるいは自主防災組織等の自発的な協力
を得ることなどにより、各世帯等に警報の内容を伝達することができるよ
う、体制を整備する。
　この場合において、消防本部は保有する車両・装備を有効に活用し、巡
回等による伝達を行うとともに、消防団は、平素からの地域との密接なつな
がりを活かし、自主防災組織、自治振興会や災害時要援護者等への個別
の伝達を行うなど、それぞれの特性を活かした効率的な伝達が行なわれる
ように配意する。
  また、市は、県警察の交番、駐在所、パトカー等の勤務員による拡声機や
標示を活用した警報の内容の伝達が的確かつ迅速に行われるよう、県警
察と緊密な連携を図る。
 
(3) 警報の内容の伝達においては、特に、高齢者、障害者、外国人等に対
する伝達に配慮するものとし、具体的には、災害時要援護者について、防
災・福祉部局との連携の下で避難支援プランを活用するなど、災害時要援
護者に迅速に正しい情報が伝達され、避難などに備えられるような体制の
整備に努める。

災害対策基本法等
の改正（災害時要援
護者の名称）に伴う
修正

２ 警報の内容の伝達方法 ２ 警報の内容の伝達方法

１ 警報の内容の伝達等１ 警報の内容の伝達等

通知 

知事（県対策本部） 

市長（市対策本部） 

市長から関係機関への警報の通知・伝達 市長から関係機関への警報の通知・伝達 

その他の関係機関 通知（２）① 

通知 

住民及び関係のある（国）公私の団体 

伝達（２）②③ 

通知 

通知 

（２）②※ 市長は、ホームページ（http://ｗｗｗ.city.kurobe.toyama.jp）に警報の内容を掲載 

（２）③※ 警報の伝達に当たっては、防災行政無線のほか拡声器を活用することなどにより行う。 

宇奈月庁舎・出先機関等 

市の他の執行機関 武力攻撃が迫り、または現に武力攻撃が発
生したと認められる地域に該当する市町村に
は特に優先して通知 

国の対策本部長による警報の発令 

通知 

通知 

（２）① 

（２）① 

（１）① 

総務大臣（消防庁） 

通知 

知事（県対策本部） 

市長（市対策本部） 

市長から関係機関への警報の通知・伝達 市長から関係機関への警報の通知・伝達 

その他の関係機関 通知（２）① 

通知 

住民及び関係のある（国）公私の団体 

伝達（２）②③ 

通知 

通知 

（２）②※ 市長は、ホームページ（http://ｗｗｗ.city.kurobe.toyama.jp）に警報の内容を掲載 

（２）③※ 警報の伝達に当たっては、防災行政無線のほか拡声器を活用することなどにより行う。 

宇奈月庁舎市民サービスセ
ンター・出先機関等 

市の他の執行機関 
武力攻撃が迫り、または現に武力攻撃が発
生したと認められる地域に該当する市町村に
は特に優先して通知 

国の対策本部長による警報の発令 

通知 

通知 

（２）① 

（２）① 

（１）① 

総務大臣（消防庁） 

6 



国民保護計画（本編）　新旧対照表

ページ番号 変更箇所 新 旧 備考

(9)
P47

第３編
第４章
第１節

(1) 警報の内容の伝達方法については、当面の間は、現在市が保有する伝
達手段に基づき、原則として以下の要領により行う。
①  「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」に
市が含まれる場合
　（略）

②　「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」に
市が含まれない場合
　（略）

　また、ＣＡＴＶやコミュニティラジオによる緊急放送、広報車の使用、消防団
や自主防災組織による伝達、自治振興会等への協力依頼などの防災行政
無線による伝達以外の方法も活用する。
　なお、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）により警報の内容が送信され
る場合は、本市内の同システムを用いた瞬時の情報伝達が可能な地区に
ついては、消防庁が定めた方法により、防災行政無線等を活用して住民に
迅速に警報を伝達することとする。

(2) 市長は、消防機関と連携し、あるいは自主防災組織等の自発的な協力
を得ることなどにより、各世帯等に警報の内容を伝達することができるよう、
体制を整備する。
　この場合において、消防本部は保有する車両・装備を有効に活用し、巡
回等による伝達を行うとともに、消防団は、平素からの地域との密接なつな
がりを活かし、自主防災組織、自治振興会や要配慮者等への個別の伝達
を行うなど、それぞれの特性を活かした効率的な伝達が行なわれるように
配意する。
  また、市は、県警察の交番、駐在所、パトカー等の勤務員による拡声機や
標示を活用した警報の内容の伝達が的確かつ迅速に行われるよう、県警
察と緊密な連携を図る。
 
(3) 警報の内容の伝達においては、特に、高齢者、障害者、外国人等に対
する伝達に配慮するものとし、具体的には、要配慮者について、防災・福祉
部局との連携の下で避難支援プランを活用するなど、要配慮者に迅速に正
しい情報が伝達され、避難などに備えられるような体制の整備に努める。

(1) 警報の内容の伝達方法については、当面の間は、現在市が保有する
伝達手段に基づき、原則として以下の要領により行う。
①  「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」に
市が含まれる場合
　（略）

②　「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」に
市が含まれない場合
　（略）

　また、ＣＡＴＶやコミュニティラジオによる緊急放送、広報車の使用、消防団
や自主防災組織による伝達、自治振興会等への協力依頼などの防災行政
無線による伝達以外の方法も活用する。
　なお、全国瞬時警報システム（Ｊ-Alert）により警報の内容が送信される場
合は、本市内の同システムを用いた瞬時の情報伝達が可能な地区につい
ては、消防庁が定めた方法により、防災行政無線等を活用して住民に迅速
に警報を伝達することとする。

(2) 市長は、消防機関と連携し、あるいは自主防災組織等の自発的な協力
を得ることなどにより、各世帯等に警報の内容を伝達することができるよ
う、体制を整備する。
　この場合において、消防本部は保有する車両・装備を有効に活用し、巡
回等による伝達を行うとともに、消防団は、平素からの地域との密接なつな
がりを活かし、自主防災組織、自治振興会や災害時要援護者等への個別
の伝達を行うなど、それぞれの特性を活かした効率的な伝達が行なわれる
ように配意する。
  また、市は、県警察の交番、駐在所、パトカー等の勤務員による拡声機や
標示を活用した警報の内容の伝達が的確かつ迅速に行われるよう、県警
察と緊密な連携を図る。
 
(3) 警報の内容の伝達においては、特に、高齢者、障害者、外国人等に対
する伝達に配慮するものとし、具体的には、災害時要援護者について、防
災・福祉部局との連携の下で避難支援プランを活用するなど、災害時要援
護者に迅速に正しい情報が伝達され、避難などに備えられるような体制の
整備に努める。

災害対策基本法等
の改正（災害時要援
護者の名称）に伴う
修正

7 



国民保護計画（本編）　新旧対照表

ページ番号 変更箇所 新 旧 備考

(8)
P49

第３編
第４章
第２節

※　避難の指示の流れについては下図のとおり。 ※　避難の指示の流れについては下図のとおり。

庁舎移転に伴う修正

(9)
P50

第３編
第４章
第２節

(2) 避難実施要領の策定の際における考慮事項
　　避難実施要領の策定に際しては、以下の点に考慮する。
①　避難の指示の内容の確認
　　（地域毎の避難の時期、優先度、避難の形態）
②　事態の状況の把握（警報の内容や被災情報の分析）
（特に、避難の指示以前に自主的な避難が行われる状況も勘案）
③　避難住民の概数把握
④　誘導の手段の把握（屋内避難、徒歩による移動避難、長距離避難（運
  送事業者である指定地方公共機関等による運送））
⑤　輸送手段の確保の調整（※　輸送手段が必要な場合）
　　（県との役割分担、運送事業者との連絡網、一時避難場所の選定）
⑥　要配慮者の避難方法の決定（避難支援プラン、要配慮者支援班の設
置）
⑦　避難経路や交通規制の調整（具体的な避難経路、県警察との避難経
　路の選定・自家用車等の使用に係る調整、道路の状況に係る道路管理
　者との調整）
⑧　職員の配置（各地域への職員の割り当て、現地派遣職員の選定）
⑨　関係機関との調整（現地調整所の設置、連絡手段の確保）
⑩　自衛隊及び米軍の行動と避難経路や避難手段の調整（県対策本部と
　の調整、国の対策本部長による利用指針を踏まえた対応）

(2) 避難実施要領の策定の際における考慮事項
　　避難実施要領の策定に際しては、以下の点に考慮する。
①　避難の指示の内容の確認
　　（地域毎の避難の時期、優先度、避難の形態）
②　事態の状況の把握（警報の内容や被災情報の分析）
（特に、避難の指示以前に自主的な避難が行われる状況も勘案）
③　避難住民の概数把握
④　誘導の手段の把握（屋内避難、徒歩による移動避難、長距離避難（運
　送事業者である指定地方公共機関等による運送））
⑤　輸送手段の確保の調整（※　輸送手段が必要な場合）
　　（県との役割分担、運送事業者との連絡網、一時避難場所の選定）
⑥　要援護者の避難方法の決定（避難支援プラン、災害時要援護者支援
　班の設置）
⑦　避難経路や交通規制の調整（具体的な避難経路、県警察との避難経
　路の選定・自家用車等の使用に係る調整、道路の状況に係る道路管理
　者との調整）
⑧　職員の配置（各地域への職員の割り当て、現地派遣職員の選定）
⑨　関係機関との調整（現地調整所の設置、連絡手段の確保）
⑩　自衛隊及び米軍の行動と避難経路や避難手段の調整（県対策本部と
　の調整、国の対策本部長による利用指針を踏まえた対応）

１ 避難の指示の通知・伝 １ 避難の指示の通知・伝

２ 避難実施要領の策定 ２ 避難実施要領の策定

 

知事（県対策本部） 

市長（市対策本部） 

市長から関係機関への避難の指示の通知・伝達 市長から関係機関への避難の指示の通知・伝達 

その他の関係機関 
通知 

通知 

住民及び関係のある（国）公私の団体 

伝達 

通知 

通知 

※ 市長は、避難の指示受領後、速やかに避難実施要領を作成し、上記と同様に通知・伝達を行う。 

宇奈月庁舎・出先機関等 

市の他の執行機関 

※ 

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に該当する市町村
には特に優先して通知。 

国の対策本部長による 

避難措置の指示の発令 

総務大臣（消防庁） 

通知 

通知 

避難措置の指示 

避難の指示 

避難実施要領作成 

 

知事（県対策本部） 

市長（市対策本部） 

市長から関係機関への避難の指示の通知・伝達 市長から関係機関への避難の指示の通知・伝達 

その他の関係機関 
通知 

通知 

住民及び関係のある（国）公私の団体 

伝達 

通知 

通知 

※ 市長は、避難の指示受領後、速やかに避難実施要領を作成し、上記と同様に通知・伝達を行う。 

宇奈月庁舎市民サービス

センター・出先機関等 

市の他の執行機関 

※ 

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に該当する市町村
には特に優先して通知。 

国の対策本部長による 

避難措置の指示の発令 

総務大臣（消防庁） 

通知 

通知 

避難措置の指示 

避難の指示 

避難実施要領作成 

8 



国民保護計画（本編）　新旧対照表

ページ番号 変更箇所 新 旧 備考

(8)
P51

第３編
第４章
第２節

　(3)避難実施要領の内容の伝達等
　（略）

(3)避難実施要領の内容の伝達等
　（略）

(1)市長による避難住民の誘導
　（略）

(2) 消防機関の活動
　消防本部及び消防署は、消火活動及び救助・救急活動の状況を勘案しつ
つ、市長の定める避難実施要領に基づき、要所に消防車両等を配置し、車
載の拡声器を活用する等効果的な誘導を実施するとともに、自力歩行困難
な要配慮者の人員輸送車両等による運送を行う等保有する装備を有効活
用した避難住民の誘導を行う。
　消防団は、消火活動及び救助・救急活動について、消防本部又は消防署
と連携しつつ、自主防災組織、自治振興会等と連携した避難住民の誘導を
行うとともに、要配慮者に関する情報の確認や要避難地域内残留者の確
認等を担当する等地域とのつながりを活かした活動を行う。

(3)～(5)
　（略）

(6) 高齢者、障害者等への配慮
　　市長は、高齢者、障害者等の避難を万全に行うため、災害時要援護者
支援班を設置し、社会福祉協議会、民生委員、介護保険制度関係者、障害
者団体等と協力して、要配慮者への連絡、運送手段の確保を的確に行うも
のとする。

(7)～(12)
　（略）

(1)市長による避難住民の誘導
　（略）

(2) 消防機関の活動
　消防本部及び消防署は、消火活動及び救助・救急活動の状況を勘案し
つつ、市長の定める避難実施要領に基づき、要所に消防車両等を配置し、
車載の拡声器を活用する等効果的な誘導を実施するとともに、自力歩行困
難な災害時要援護者の人員輸送車両等による運送を行う等保有する装備
を有効活用した避難住民の誘導を行う。
　消防団は、消火活動及び救助・救急活動について、消防本部又は消防署
と連携しつつ、自主防災組織、自治振興会等と連携した避難住民の誘導を
行うとともに、災害時要援護者に関する情報の確認や要避難地域内残留
者の確認等を担当する等地域とのつながりを活かした活動を行う。

(3)～(5)
　（略）

(6) 高齢者、障害者等への配慮
　　市長は、高齢者、障害者等の避難を万全に行うため、災害時要援護者
支援班を設置し、社会福祉協議会、民生委員、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、運送手段の確保を的確
に行うものとする。

(7)～(12)
　（略）

(9)、(10)
P52～54

第３編
第４章
第２節

災害対策基本法等
の改正（災害時要援
護者の名称）及び富
山県国民保護計画
において、大規模集
客施設等における避
難体制の整備につ
いて規定されたこと
に伴う修正

３ 避難住民の誘導 ３ 避難住民の誘導

 
市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

国の対策本部長による避難措置の指示の発令 

総務大臣（消防庁） 

知事（県対策本部） 

市長による避難実施要領の作成 

住民及び関係のある（国）公私の団体 

市の他の執行機関 
その他の 
関係機関 

宇奈月庁舎・出先機関等 

通知 

通知 

通知 

通知 

通知 

伝達 

通知 

消防機関 

海上保安部長等 警察署 

報道関係者 通知 

通知 

提供 

※ 
（前掲） 

避難の指示 
の通知・伝達 通知 

通知 

 
市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 市長から関係機関への避難実施要領の通知・伝達 

国の対策本部長による避難措置の指示の発令 

総務大臣（消防庁） 

知事（県対策本部） 

市長による避難実施要領の作成 

住民及び関係のある（国）公私の団体 

市の他の執行機関 
その他の 
関係機関 

宇奈月庁舎市民サービス 

センター・出先機関等 

通知 

通知 

通知 

通知 

通知 

伝達 

通知 

消防機関 

海上保安部長等 警察署 

報道関係者 通知 

通知 

提供 

※ 
（前掲） 

避難の指示 
の通知・伝達 通知 

通知 

9 



国民保護計画（本編）　新旧対照表

ページ番号 変更箇所 新 旧 備考

(13)大規模集客施設や旅客輸送関連施設における避難
　市は、大規模集客施設や旅客輸送関連施設に滞在する者等についても、
施設管理者等と連携し、施設の特性に応じ、避難等の国民保護措置が円
滑に実施できるよう、必要な対策をとるものとする。

(14) 避難住民の復帰のための措置
　市長は、避難の指示が解除された時は、避難住民の復帰に関する要領を
作成し、避難住民を復帰させるため必要な措置を講じる。

　（新規）

(13) 避難住民の復帰のための措置
　市長は、避難の指示が解除された時は、避難住民の復帰に関する要領を
作成し、避難住民を復帰させるため必要な措置を講じる。

(11)
P56

第３編
第４章
第２節

　　（略）

　ＮＢＣ攻撃の場合においては、攻撃の特性に応じた対応が必要となること
から、国対策本部長や知事による避難措置の指示等の内容を踏まえ、避
難実施要領の策定及び住民の避難の誘導を行う。
　この場合において、避難誘導をする者に防護服を着用させる等安全を図
るための措置を講ずるとともに、風下方向を避けて避難を行うことなどに留
意する。

　　（略）

　
　（新規）

県国民保護計画の
変更を踏まえ、避難
住民の誘導の緊急
対処事態の例とし
て、「ＮＢＣ攻撃の場
合」を追加

(12)
P58

第３編
第５章
第１節

(1) 救援の基準等
　市長は、事務の委任を受けた場合は、「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による救援の程度及び方法の基準」（平成
２５年内閣府告示第２２９号。以下「救援の程度及び基準」という。）及び県
国民保護計画の内容に基づき救援の措置を行う。
　市長は、「救援の程度及び基準」によっては救援の適切な実施が困難で
あると判断する場合には、知事に対し、内閣総理大臣に特別な基準の設定
についての意見を申し出るよう要請する。

(1) 救援の基準等
　市長は、事務の委任を受けた場合は、「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による救援の程度及び方法の基準」（平
成１６年厚生労働省告示第３４３号。以下「救援の程度及び基準」という。）
及び県国民保護計画の内容に基づき救援の措置を行う。
  市長は、「救援の程度及び基準」によっては救援の適切な実施が困難で
あると判断する場合には、知事に対し、厚生労働大臣に特別な基準の設定
についての意見を申し出るよう要請する。

災害対策基本法等
の一部改正による、
国民保護法の救援
事務の厚生労働省
から内閣府（防災担
当）への移管に伴う
整理

P64
第３編
第７章
第２節

(1)～(3)
　（略）
　
(4) 安全の確保等
①　市長は、退避の指示を住民に伝達する市の職員に対して、二次被害が
生じないよう国及び県からの情報や市で把握した武力攻撃災害の状況、関
係機関の活動状況等についての最新情報を共有するほか、消防機関、県
警察及び海上保安部等と現地調整所等において連携を密にし、活動時の
安全の確保に配慮する。

(1)～(3)
　（略）
　
(4) 安全の確保等
①　市長は、退避の指示を住民に伝達する市の職員に対して、二次被害が
生じないよう国及び県からの情報や市で把握した武力攻撃災害の状況、関
係機関の活動状況等についての最新情報を共有するほか、消防機関、県
警察及び海上保安部等等と現地調整所等において連携を密にし、活動時
の安全の確保に配慮する。

誤字修正

(9)、(10)
P52～54

第３編
第４章
第２節

災害対策基本法等
の改正（災害時要援
護者の名称）及び富
山県国民保護計画
において、大規模集
客施設等における避
難体制の整備につ
いて規定されたこと
に伴う修正

着上陸侵攻の場合

ＮＢＣ攻撃の場合

着上陸侵攻の場合

３ 救援の内容 ３ 救援の内容

３ 退避の指示 ３ 退避の指示

10 



国民保護計画（本編）　新旧対照表
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(13)
P73

第３編
第８章
第１節

○被災情報の収集及び報告
①～②
　（略）

③  市は、被災情報の収集に当たっては、県及び消防庁に対し火災・災害
等即報要領（昭和５９年１０月１５日付け消防災第２６７号消防庁長官通知）
に基づき、電子メール、ＦＡＸ等により直ちに被災情報の第１報を報告すると
ともに、富山県総合防災情報システムに所要の情報を入力し、県、他の市
町村その他関係機関との情報の共有化を図る。

○被災情報の収集及び報告
①～②
　（略）

③  市は、被災情報の収集に当たっては、県及び消防庁に対し火災・災害
等即報要領（昭和５９年１０月１５日付け消防災第２６７号消防庁長官通知）
に基づき、電子メール、ＦＡＸ等により直ちに被災情報の第１報を報告する。

富山県総合防災情
報システムの改修に
伴い、当該システム
を利用した県・他市
町村との情報の共有
について追加

(14)
P74～75

第３編
第９章
第１節

　市は、避難先地域における避難住民等についての状況等を把握し、その
状況に応じて、地域防災計画に準じて、次に掲げる措置を実施する。

(1) 保健衛生対策
　市は、避難先地域において、県と連携し医師等保健医療関係者による健
康相談、指導等を実施する。
　また、被災地域が広域となる場合、県と連携し、他市町村からの応援を要
請する。
　この場合において、高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の心身双
方の健康状態には特段の配慮を行うとともに、避難が長期化する場合は、
被災者の心のケアやエコノミークラス症候群の予防に留意する。
　また、住宅人工呼吸器装着者や人工透析等の治療を受けている患者の
受療状況を把握し、必要に応じて、国、県、周辺市町村、消防署、電力会社
等の関係機関と連携し、生命保持に努める。

(2)～(5)
　（略）

(6)動物関係対策
　飼育者や住民からの逸走通報の受付を行い、動物の保護を行う。
　また、避難所及び仮設住宅における動物の飼育者への支援を行うととも
に、一時的に飼えなくなった動物及び迷子動物の一時預かりを行うため、
県関係機関、周辺市町村に協力を要請する。

　市は、避難先地域における避難住民等についての状況等を把握し、その
状況に応じて、地域防災計画に準じて、次に掲げる措置を実施する。

(1) 保健衛生対策
　市は、避難先地域において、県と連携し医師等保健医療関係者による健
康相談、指導等を実施する。
　（新規）

　この場合において、高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の心身双
方の健康状態には特段の配慮を行う。

　（新規）

(2)～(5)
　（略）

　（新規）

災害時厚生センター
活動マニュアルの策
定に伴い富山県国
民保護計画修正が
修正されたことに伴
う修正

３ 保健衛生の確保 ３ 保健衛生の確保
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