
黒部市国民保護計画新旧対照表（平成23年1月変更）

変更箇所
ページ番号

新 旧 備考

P8

(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。旧宇奈月地
区は、市内の面積に対する割合は79.7％を占めるが、１ｋ㎡あたりの人
口密度は17.8人と低い。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）

(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
密度おいても生地、三日市、石田地区が高くなっている。旧宇奈月地区
は、市内の面積に対する割合は79.7％を占めるが、１ｋ㎡あたりの人口
密度は17.8人と低い。
（地区別人口分布状況は資料編に記載）

人口密度（H22.3.31
現在）のデータに変
更

P10

(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１７20年度１日あたり平均乗降者数は、ＪＲ黒
部駅3,1683,167人、ＪＲ生地駅1,0921,037人、富山地方鉄道電鉄黒部駅
703747人、同宇奈月温泉駅675704人、黒部峡谷鉄道宇奈月駅
4,3462,120人となっている。

(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１７年度１日あたり平均乗降者数は、ＪＲ黒部駅
3,168人、ＪＲ生地駅1,092人、富山地方鉄道電鉄黒部駅703人、同宇奈月
温泉駅675人、黒部峡谷鉄道宇奈月駅4,346人となっている。

鉄道乗降者数の
データを直近の数値
に改めたことによる

【職員参集基準】 【職員参集基準】 市の組織改正と事態
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①
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①担当課体制 総務課職員が参集

防災危機管理班職員及び消防本部総務課職員は各
２～３名程度、関係課職員は必要人数

②危機管理連絡会議体制 防災危機管理班職員及び消防本部総務課職員は全
員、関係課は非常参集職員

②③緊急事態連絡室体制 原則として、市国民保護対策本部体制に準じて職
員の参集を行うが、具体的な参集基準は、個別の
事態の状況に応じ、その都度判断

③④市国民保護対策本部体制 全ての市職員が本庁又は出先機関等に参集

体　　 　制 参　集　基　準

①担当課体制 総務課職員が参集

②緊急事態連絡室体制 原則として、市国民保護対策本部体制に準じて職員
の参集を行うが、具体的な参集基準は、個別の事態
の状況に応じ、その都度判断

③市国民保護対策本部体制 全ての市職員が本庁又は出先機関等に参集

事態の状況 体制

①

②
市の全部課等での対応は不要だが、
情報収集等の対応が必要な場合

①

市の全部課等での対応が必要な場合 ②
③

体制の判断基準
事態認定前 市の全部課等での対応は不要だが、情報収集等の対応が

必要な場合

市の全部課等での対応が必要な場合
事態認定後 市国民保護対策本
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い場合
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P13
【事態の状況に応じた初動体制の確立】 【事態の状況に応じた初動体制の確立】

程度 、参集
体制を強化したこと
による

事態の程度に応じ、
参集体制を強化した
ことによる

事態の状況 体制

①

②又
は③

市の全部課等での対応は不要だ
が、情報収集等の対応が必要な場

①

市の全部課等での対応が必要な場 ②③
③④

体制の判断基準
事態認定前 市の全部課等での対応は不要だが、情報収集等の対応

が必要な場合

市の全部課等での対応が必要な場合

事態認定後 市国民保護対策本
部設置の通知がな
い場合
市国民保護対策本部設置の通知を受けた場合

体 　 　制 参 集 基 準
①担当課体制 総務課職員が参集

防災危機管理班職員及び消防本部総務課職員は各
２～３名程度、関係課職員は必要人数

②危機管理連絡会議体制 防災危機管理班職員及び消防本部総務課職員は全
員、関係課は非常参集職員

②③緊急事態連絡室体制 原則として、市国民保護対策本部体制に準じて職
員の参集を行うが、具体的な参集基準は、個別の
事態の状況に応じ、その都度判断

③④市国民保護対策本部体制 全ての市職員が本庁又は出先機関等に参集

体　　 　制 参　集　基　準

①担当課体制 総務課職員が参集

②緊急事態連絡室体制 原則として、市国民保護対策本部体制に準じて職員
の参集を行うが、具体的な参集基準は、個別の事態
の状況に応じ、その都度判断

③市国民保護対策本部体制 全ての市職員が本庁又は出先機関等に参集

事態の状況 体制

①

②
市の全部課等での対応は不要だが、
情報収集等の対応が必要な場合

①

市の全部課等での対応が必要な場合 ②
③

体制の判断基準
事態認定前 市の全部課等での対応は不要だが、情報収集等の対応が

必要な場合

市の全部課等での対応が必要な場合
事態認定後 市国民保護対策本

部設置の通知がな
い場合
市国民保護対策本部設置の通知を受けた場合
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P13

(4) 幹部職員等への連絡手段の確保
　市の幹部職員及び国民保護担当職員防災危機管理班職員及び消防
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、「携帯メール一斉連絡システム」等の電話・メール等による連絡手段
を確保する。

(5) 幹部職員等の参集が困難な場合の対応
　市の幹部職員及び国民保護担当職員防災危機管理班職員及び消防
職員が、交通の途絶、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。

(6) 職員の服務基準
　市は、(3)①～③④の体制ごとに、参集した職員の行うべき所掌事務を
定める。

(4) 幹部職員等への連絡手段の確保
　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、「携帯メール一斉連絡システム」
等の電話・メール等による連絡手段を確保する。

(5) 幹部職員等の参集が困難な場合の対応
　市の幹部職員及び国民保護担当職員が、交通の途絶、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。

(6) 職員の服務基準
　市は、(3)①～③の体制ごとに、参集した職員の行うべき所掌事務を定
める。

市の組織改正と事態
の程度に応じ、参集
体制を強化したこと
による

(1) 非常通信体制の整備
    市は、国民保護措置の実施に関し、非常通信体制の整備、重要通信
の確保に関する対策の推進を図るものとし、自然災害その他の非常時に
おける通信の円滑な運用を図ること等を目的として 関係県 関係省庁

(1) 非常通信体制の整備
    市は、国民保護措置の実施に関し、非常通信体制の整備、重要通信
の確保に関する対策の推進を図るものとし、自然災害その他の非常時に

組織名称の変更に
よる

P19
おける通信の円滑な運用を図ること等を目的として、関係県、関係省庁、
地方公共団体、主要な電気通信事業者等で構成された北陸地区地方非
常通信協議会との連携に十分配慮する。

の確保に関する対策の推進を図るものとし、自然災害その他の非常時に
おける通信の円滑な運用を図ること等を目的として、関係省庁、地方公
共団体、主要な電気通信事業者等で構成された北陸地区非常通信協議
会との連携に十分配慮する。

P21

(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。
   また、国においては全国瞬時警報システム（Ｊ-Alert）の整備を進めて
おり、市においても防災行政無線のデジタル化にあわせてこの整備を検
討する。
　 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。

(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。
　また、国においては全国瞬時警報システム（Ｊ-Alert）の整備を進めて
おり、市においても防災行政無線のデジタル化にあわせてこの整備を検
討する。

国において全国瞬時
警報システム（J-
ALERT）が運用開始
されたことによる
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変更箇所
ページ番号
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P34

(1) 緊急事態連絡室等の設置
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、県及び県警察に連絡を行う
とともに、市として的確かつ迅速に対処するため、黒部市緊急事態連絡
室（以下「市緊急事態連絡室」という。）を設置する。市緊急事態連絡室
は、市対策本部員のうち、国民保護担当部課長防災危機管理班長など、
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。

※【市緊急事態連絡室の構成等】

(1) 緊急事態連絡室（仮称）等の設置
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、県及び県警察に連絡を行う
とともに、市として的確かつ迅速に対処するため、黒部市緊急事態連絡
室（以下「市緊急事態連絡室」という。）を設置する。市緊急事態連絡室
は、市対策本部員のうち、国民保護担当部課長など、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。

※【市緊急事態連絡室の構成等】

市の組織改正による

平成19年4月より助
役から副市長へ変
更されたことによる

 
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

P37

(1) 市対策本部の設置の手順
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２０２２０１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。

(1) 市対策本部の設置の手順
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。

黒部庁舎会議室名
の変更による

※事態の推移に応じ、体制の強化又は縮小を行う。 
その他関係機関 

・関係部課長 
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。 その他関係機関 

・必要に応じ連絡員等の

派遣を要請 

自衛隊
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ページ番号
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P38

※【市対策本部の組織構成】
本部員会議
本部長（市長）
副本部長
（本部員のうちから市長が指名）
本部員
・副市長
・教育長
・消防長
・市長が市職員のうちから任命する者

※【市対策本部の組織構成】
本部員会議
本部長（市長）
副本部長
（本部員のうちから市長が指名）
本部員
・助役※(H19年４月より副市長となる)
・教育長
・消防長
・市長が市職員のうちから任命する者

平成19年4月より助
役から副市長へ変
更されたことによる

P42

１ 国・県の対策本部との連携
(1) 国・県の対策本部との連携
　 市は、県の対策本部及び、県を通じ国の対策本部と各種の調整や情
報共有を行うこと等により密接な連携を図る。
(2) 国・県の現地対策本部との連携
　 市は、国・県の現地対策本部が設置された場合は、連絡員を派遣する
こと等により、当該本部と緊密な連携を図る。また、運営が効率的である
と判断される場合には、必要に応じて、県・国と調整の上、共同で現地対
策本部を設置し、適宜情報交換等を行うとともに、共同で現地対策本部
の運用を行う。
(3)武力攻撃事態等合同対策協議会への参加

１ 国・県の対策本部との連携
(1) 国・県の対策本部との連携
   市は、県の対策本部及び、県を通じ国の対策本部と各種の調整や情
報共有を行うこと等により密接な連携を図る。
(2) 国・県の現地対策本部との連携
   市は、国・県の現地対策本部が設置された場合は、連絡員を派遣する
こと等により、当該本部と緊密な連携を図る。また、運営が効率的である
と判断される場合には、必要に応じて、県・国と調整の上、共同で現地対
策本部を設置し、適宜情報交換等を行うとともに、共同で現地対策本部
の運用を行う。

国民の保護に関する
基本指針の見直し
（平成20年10月24日
閣議決定）による

(3)武力攻撃事態等合同対策協議会への参加
   市は、国の現地対策本部長により国の現地対策本部と関係地方公共
団体の国民保護対策本部等による武力攻撃事態等合同対策協議会が
開催された場合には、国民保護措置に関する情報を交換し、それぞれの
実施する国民保護措置について相互に協力する。
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変更箇所
ページ番号

新 旧 備考

P47

(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
この場合においては、原則として、同報系防災行政無線で国が定めたサ
イレンを 大音量で吹鳴して住民に注意喚起した後、武力攻撃事態等に
おいて警報が発令された事実等を周知する。

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
ア　この場合においては、原則として、サイレンは使用せず、防災行政無
線やホームページへの掲載をはじめとする手段により、周知を図る。
イ　なお、市長が特に必要と認める場合には、サイレンを使用して住民に
周知を図る。

　 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、市において全国瞬時警報システム（Ｊ-Alert）を整備した際には、
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

(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
この場合においては、原則として、同報系防災行政無線で国が定めたサ
イレンを 大音量で吹鳴して住民に注意喚起した後、武力攻撃事態等に
おいて警報が発令された事実等を周知する。

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
ア　この場合においては、原則として、サイレンは使用せず、防災行政無
線やホームページへの掲載をはじめとする手段により、周知を図る。
イ　なお、市長が特に必要と認める場合には、サイレンを使用して住民に
周知を図る。

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、市において全国瞬時警報システム（Ｊ-Alert）を整備した際には、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。

国において全国瞬時
警報システム（J-
ALERT）が運用開始
されたことによる

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。

P60

　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した書面（電磁的記録を含む。）を、
の内容を安否情報システムを利用して報告し、事態の状況により安否情
報システムが利用できない場合は、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、口頭や電
話などでの報告を行う。

市は、県への報告にあたっては、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した書面（電磁的記録を含む。）を、
電子メールで消防庁に送付する。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、口頭や電話などでの報告を行う。

国において安否情報
システムが運用開始
されたことによる

5/5


