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は じ め に

この計画は、秋田市が「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」、いわゆる国民保護法やその他の関連する法律とジュネーブ

条約などの国際人道法に基づいて作成したもので、秋田市にいる全ての人を

保護することを目的としています。

もとより、国民一人ひとりの国際平和への不断の努力が必要不可欠である

と考えております。

しかしながら、万が一、武力攻撃事態や緊急対処事態(大規模テロ)などの

不測の事態が発生した場合、秋田市は、この計画に基づき、関係機関と連携

して避難誘導や救援、武力攻撃に伴う災害に対処することとしています。

住民の皆様には、この計画の趣旨をご理解いただき、自主的なご協力をお

願いいたします。





－ 目次 1 －

目 次

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第１編 総 論 １

・・・・・・・・・・・・・・・・・・第１章 市の責務、計画の位置づけ、構成等 １

・・・・・・・・・・・・・・１ 市の責務および市国民保護計画の位置づけ １

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 市国民保護計画の構成 ２

・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 市国民保護計画の見直し、変更手続 ２

・・・・・・・・・・第２章 国民保護措置（緊急対処保護措置）に関する基本方針 ２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第３章 関係機関の事務又は業務の大綱等 ４

・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 市および関係機関の役割分担の概要 ４

・・・・・・・・・・・・・・・２ 市および関係機関の事務又は業務の大綱 ５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第４章 市の地理的、社会的特徴 １０

・・・・・・・・・・・・・・・・・・第５章 市国民保護計画が対象とする事態 １２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 武力攻撃事態等 １２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 緊急対処事態 １５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第２編 平素からの備えや予防 １８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第１章 組織・体制の整備等 １８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第１ 市における組織・体制の整備 １８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 市各部局等における平素の業務 １８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 市職員の参集基準等 ２２

・・・・・・・・・・・・・・３ 市対策本部等の機能の確保のための準備 ２４

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 消防機関の体制 ２４

・・・・・・・・・・・・・・・・５ 国民の権利利益の救済に係る手続等 ２５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第２ 関係機関との連携体制の整備 ２７

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 基本的考え方 ２７

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 県との連携 ２７

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 近接市町村との連携 ２８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 指定公共機関等との連携 ２８

・・・・・・・・・・・・・・・・・５ ボランティア団体等に対する支援 ３１

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第３ 通信の確保 ３３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第４ 情報収集・提供等の体制整備 ３３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 基本的考え方 ３３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 警報等の伝達に必要な準備 ３５

・・・・・・・・・・・３ 安否情報の収集、整理および提供に必要な準備 ３６

・・・・・・・・・・・・・・・・４ 被災情報の収集・報告に必要な準備 ３７

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第５ 研修および訓練 ３８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 研修 ３８



－ 目次 2 －

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 訓練 ３８

第２章 避難、救援および武力攻撃災害（緊急対処事態における災害）への対処に

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・関する平素からの備え ４０

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 避難に関する基本的事項 ４０

・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 避難実施要領のパターンの作成 ４１

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 救援に関する基本的事項 ４２

・・・・・・・・・・・・・・４ 運送事業者の輸送力・輸送施設の把握等 ４２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 避難施設の指定への協力 ４３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 生活関連等施設の把握等 ４３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第３章 物資および資材の備蓄、整備 ４３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 市における備蓄 ４３

・・・・・・・・・２ 市が管理する施設ならびに設備の整備および点検等 ４４

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第４章 国民保護に関する啓発 ４５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 国民保護措置に関する啓発 ４５

・・・・・２ 武力攻撃事態等において住民がとるべき行動等に関する啓発 ４５

・・・・・・・・・・・・・・・第３編 武力攻撃事態等（緊急対処事態）への対処 ４６

・・・・・・・・・・・・・・第１章 初動連絡体制の迅速な確立および初動措置 ４６

・・・・・１ 事態認定前における市国民保護対策部の設置および初動措置 ４６

２ 武力攻撃（緊急対処事態における攻撃）等の兆候に関する連絡があった

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・場合の対応 ４８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第２章 市対策本部の設置等 ４９

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 市対策本部の設置 ４９

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 市現地対策本部の設置 ５８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 現地調整所の設置 ５８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 市対策本部の廃止 ６０

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 通信の確保 ６０

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第３章 関係機関相互の連携 ６１

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 国・県の対策本部との連携 ６１

・２ 知事、指定行政機関の長および指定地方行政機関の長等への措置要請等 ６１

・・・・・・・・・・・・・・・・３ 自衛隊の部隊等の派遣要請の求め等 ６２

・・・・・・・・４ 他の市町村長等に対する応援の要求および事務の委託 ６２

・・・・・・・・・・・・５ 指定行政機関の長等に対する職員の派遣要請 ６３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 市の行う応援等 ６３

・・・・・・・・・・・・・・・・７ ボランティア団体等に対する支援等 ６４

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 住民への協力要請 ６４

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第４章 警報および避難の指示等 ６５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第１ 警報の伝達等 ６５



－ 目次 3 －

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 警報の内容の伝達等 ６５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 警報の内容の伝達方法 ６６

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 緊急通報の伝達および通知 ６７

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第２ 避難住民の誘導等 ６７

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 避難の指示の通知・伝達 ６７

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 避難実施要領の策定 ６８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 避難住民の誘導 ７３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 事態別の避難に関する留意点 ７６

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第５章 救援 ７８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 救援の実施 ７８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 関係機関との連携 ７９

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 救援の内容 ７９

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第６章 安否情報の収集・提供 ８０

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 安否情報の収集 ８０

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 県に対する報告 ８１

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 安否情報の照会に対する回答 ８１

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 日本赤十字社に対する協力 ８２

・・・・・・・・・第７章 武力攻撃災害（緊急対処事態における災害）への対処 ８２

・・・・・・・・・第１ 武力攻撃災害（緊急対処事態における災害）への対処 ８２

１ 武力攻撃災害（緊急対処事態における災害）への対処の基本的考え方 ８２

・・・・・・２ 武力攻撃災害（緊急対処事態における災害）の兆候の通報 ８３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第２ 応急措置等 ８３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 退避の指示 ８３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 警戒区域の設定 ８５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 応急公用負担等 ８６

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 消防に関する措置等 ８６

・・・・・・・・・・・・・・・第３ 生活関連等施設における災害への対処等 ８８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 生活関連等施設の安全確保 ８８

２ 危険物質等に係る武力攻撃災害（緊急対処事態における災害）の防止お

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・よび防除 ８９

３ 石油コンビナート等に係る武力攻撃災害（緊急対処事態における災害）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・の発生防止 ９０

・・・・・・・・・・・・・・・・・・第４ ＮＢＣ攻撃による災害への対処等 ９０

・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ ＮＢＣ攻撃による災害への対処 ９０

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第８章 被災情報の収集および報告 ９３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第９章 保健衛生の確保その他の措置 ９３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 保健衛生の確保 ９４

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 廃棄物の処理 ９４

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第10章 国民生活の安定に関する措置 ９５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 生活関連物資等の価格安定 ９５



－ 目次 4 －

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 避難住民等の生活安定等 ９５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 生活基盤等の確保 ９６

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第11章 特殊標章等の交付および管理 ９６

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第４編 復旧等 ９８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第１章 応急の復旧 ９８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 基本的考え方 ９８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 公共的施設の応急の復旧 ９８

・・・・・・・・・・第２章 武力攻撃災害（緊急対処事態における災害）の復旧 ９９

・・・・・・・第３章 国民保護措置（緊急対処保護措置）に要した費用の支弁等 ９９

１ 国民保護措置（緊急対処保護措置）に要した費用の支弁、国への負担金

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・の請求 ９９

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 損失補償および損害補償 １００

・・・・・・・・・・・・・３ 総合調整および指示に係る損失の補てん １００


