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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 

 

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、武力攻撃事態及び武力攻撃

予測事態（以下「武力攻撃事態等」という。）並びに緊急対処事態において、武力攻撃

や大規模テロなどから国民の生命、身体及び財産を保護するため、「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112号。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。)及び千葉県国民保護計画(以下「県国民保護計画」という。)を踏ま

え、市国民保護計画に基づき、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 武力攻撃事態及び予測事態への備えと対処 

第３編 緊急対処事態への備えと対処 

第４編 復旧等 

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、富津市の国民保護に関する計画（以下「市国民保護計画」という）の趣旨、構成

について定める。 
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３. 市国民保護計画の特色 

 

（1）策定の基本的な考え方 

本計画の作成に当たっては、「基本指針」、「県国民保護計画」、「市町村国民保護

モデル計画」に基づき、「富津市地域防災計画」を参考に作成した。 

 

（2）富津市の実情・特色にあった計画 

本市においては、火力発電所などが立地しているほか、都市部、田園地帯等多様な地

域特性を有していることを配慮し策定した。 

 

（3）大規模テロなどの記述を充実 

火力発電所等で発生することが想定される大規模テロについて、対応モデルを提示す

るなど具体的な記述に努めた。 

 

（4）初動体制を充実 

国における事態認定前であっても緊急事態が発生した場合における初動対応を切れ

目のないものとするよう体制の充実を図った。 

 

（5）避難・救援等の記述を充実 

高齢者、障害者等の要配慮者をはじめとして、市民の避難・救援等についての措置及

び平素からの備えにおける記述を充実させた。 

 

４. 富津市地域防災計画等との関連 

 

（1）富津市地域防災計画との関連 

市国民保護計画は、国民保護措置の実施体制、住民の避難や救援の実施に関する事項、

平素において備えておくべき物資や訓練等に関する事項などを定めるものである。 

これらの一部については、地震等の自然災害発生時などに対処するための「富津市地

域防災計画」の内容を参考とした。 

なお、国等による事態認定が行われる初動段階においては、原因不明の緊急事態に対

し、その態様に応じて「富津市地域防災計画」に基づく対処がなされる場合も想定され

る。 

 

（2）千葉県石油コンビナート等防災計画との関連 

本市においては、火力発電所・技術研究所などが立地していることから、当該施設を

対象とした武力攻撃災害や緊急対処事態における災害の対処が必要となる。 

これらの災害への対処については、千葉県石油コンビナート等防災計画に基づく対処

を考慮し行うものとする。 

※ 当市は、石油コンビナート等特別防災区域外であるが君津市の工業地域と隣接する

ため、千葉県石油コンビナート等防災計画を参考とする。 
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５. 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。 

 

 

第２章 国民保護措置に関する基本方針 

 

 

 

（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。 

 

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、国民保護措置に関する基本方針を以下のとおり定める。 
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（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、ボランティアヘの支援に努める。 

 

（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 

市は、国民保護措置の実施に当たっては、警報の伝達や避難誘導、救援などについて、

高齢者、障害者、乳幼児、病人及び外国人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、外国人の安否情報の収集・提供、

特殊標章等の交付などについて、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、日本赤十字社が実施する国民保護措置については、公正かつ中立な活動が行わ

れていること等、その特性にかんがみ、その自主性を尊重する。 

また、市は、放送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する国民保

護措置については、放送の自律を保障することにより、その言論その他表現の自由に特

に配慮する。 

なお、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。 

 

（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 

 

 

 

 

 

※ 国、県、市等におけるそれぞれの国民保護措置の仕組みは下記のとおりである。 

 
 国民の保護に関する措置の仕組み   

 国（対策本部）  千葉県（対策本部）  富津市（対策本部）  

住 

民 

（
協 

力
） 

 ・警報の発令 

 

 

 

 

 

・避難措置の指示 

 

（要避難地域、避難先地域等） 

 

 ・警報の市町村への通知 

 

 

 

 

 

・避難の指示 

（避難経路・交通手段等） 

 ・警報の伝達（サイレン等

を使用） 

 

 

 

 

・避難の指示の伝達 

・避難住民の誘導 

（避難実施要領の策定） 

 

 

 

 

  

・救援の指示 

 

 

  

 

 

・救援 

 

 

  

・救援に協力 

 

  

・武力攻撃災害への対処の指示

（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 

 

 

 

・生活関連等施設の安全確保 

  

・武力攻撃災害の防御 

 

 

・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 

  

・消防 

 

 

・応急措置の実施 

 警戒区域の設定・退避の指示 

 

 

 

 
・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 

 
  

  

 

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 総合調整の要請 

消防等を指揮、警察・自

衛隊等に誘導を要請 

 

・食品、生活必需

品等の給与 

・収容施設の供与 

・医療の提供 等 

指示 

是正 

救 

援 
指示 指示 

武
力
攻
撃
災
害
へ
の
対
処 

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。 

※緊急情報ネットワーク（Em-net）、全国瞬時警報システム（J-ALERT）、防災行政無線、公共ネットワーク、衛星通信等を 

活用するとともに、情報伝達システムの改善に向けた検討、整備に努める 

避 

難 

指示 

是正 
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１. 関係機関の事務又は業務の大綱 

 

国民保護措置について、市、県及び指定地方行政機関は、おおむね次に掲げる業務を

処理することとされている。 

 

○ 市 

 事務又は業務の大綱 

富津市 

１ 国民保護計画の作成 

２ 国民保護協議会の設置、運営 

３ 国民保護対策本部及び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、消防、廃棄物の処理、被災情報の収集その他の

武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害への対処に関する措置の実施 

８ 国民生活の安定に関する措置の実施 

９ 武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害の復旧に関する措置の実施 

 

○ 県 

 事務又は業務の大綱 

千 葉 県 

１ 国民保護計画の作成 

２ 国民保護協議会の設置、運営 

３ 国民保護対策本部及び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及び緊急対処事態におけ

る災害への対処に関する措置の実施 

９ 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 武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害の復旧に関する措置の実施 
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○ 指定地方行政機関 

 事務又は業務の大綱 

関東管区警察局 

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 

北関東防衛局 
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 

関東総合通信局 

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 

関東財務局 

千葉財務事務所 

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 

横浜税関 １ 輸入物資の通関手続き 

関東信越厚生局 １ 救援等に係る情報の収集及び提供 

千葉労働局 １ 被災者の雇用対策 

関東農政局 

１ １ 応急用食料調達・供給支援 

２ 農業用ダム等の安全確保 

３ ＮＢＣ（核・生物・化学兵器）攻撃等による汚染農産物の安全

性確認 

４ 家畜保護に関する配慮 

５ 農林水産業に係る被害拡大防止 

６ 農林水産関係施設の応急の復旧 

７ 食料等の価格・供給の安定に必要な措置 

８ 被災農林漁業者への資金の融通に関する措置 

関東森林管理局 １ 武力攻撃災害対策用復旧用資材の調達・供給 

関東経済産業局 

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 

関東東北産業保安 

監督部 

１ 危険物等の保全 

２ 鉱山における災害時の応急対策 

関東地方整備局 

利根川上流河川事務所 

利根川下流河川事務所 

江戸川河川事務所 

首都国道事務所 

千葉国道事務所 

千葉港湾事務所 

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 

関東運輸局 
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 

東京航空局 

成田空港事務所 

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 

東京航空交通管制部 １ 航空機の安全確保に係る管制上の措置 

東京管区気象台 １ 気象状況の把握及び情報の提供 

第三管区海上保安本部 
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 
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第三管区海上保安本部 

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 
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第４章 市の地理的、社会的特徴 

 

 

 

１. 地形 

富津市は千葉県の中南部に位置し、北東部を君津市、東南部を鴨川市、南部は鋸山を

隔て鋸南町に接し、西部は東京湾に臨み対岸に神奈川県横須賀市と相対している。面積

は２０５．５３平方キロメートルを有しており、北部はおおむね平坦で田畑が多く、砂

土であるため、地味は余り肥沃ではないが灌漑により耕作に適しているとともに、富津

沖埋立により大規模な火力発電所、技術研究所などがあり工業地帯を形成している。ま

た、鹿野山（標高３７９．０メートル）、鋸山（同３２９．５メートル）、高宕山（同３

３０．１メートル）、などの山々が連なりこれらを源流とする小糸川、染川、湊川、金

谷川があり、更に中部には、岩瀬川、小久保川、南部には白狐川などがあり、それぞれ

東京湾に注いでいる。これらの流域には、帯状に耕地が開けており水と気候に恵まれ、

米穀、そ菜園芸に適している。また、東部から南部にかけての山間部は、豊かな森林資

源等にも恵まれている。更には、東京湾に突出した富津岬から南に約４０キロメートル

に及ぶ海岸線は、豊かな観光資源に恵まれ南房総国定公園となっている。 

  【図１】 

 

２． 気候 

本市における気象は、平均気温は１５℃前後で温暖であり、平均降雨量は 1,700mm 程

度である。春と秋に降雨量が多く特に雷や台風によるものは、降雨が急激であるため、

日雨量が多く排水しきれず出水の原因となっている。 

 

 

３． 人口分布 

本市の人口は平成29年2月1日現在44,882人、17,675世帯が在住し、人口密度は218人／

k㎡である。 

富津地区に市の人口の約5割近くが居住しているほか、大佐和地区に約3割、天羽地地

区に約2割と市街地を形成しています。 

また、年齢５歳階級別分布をみると、65～69歳の階級（いわゆる団塊の世代）の総人

口に占める割合が最も高くなっている。 

 

４． 道路の位置等 

本市の幹線道路網の状況は、館山自動車道（高速自動車国道）が君津市から富津中央

ＩＣを通過し富津竹岡ＩＣまで、富津館山道路（自動車専用道路）が富津竹岡ＩＣから

富津金谷ＩＣを通過し館山方面に縦断している。国道127号が、君津市から東側に接続

し、中央部を横断し、館山方面に通過している。また、国道16号が市の北部の臨海部に

沿って通っており、国道465号と接続し、国道127号の機能を補完している。【図２】 

 

市は、国民保護措置を適切かつ迅速に実施するため、考慮すべき地理的、社会的特

徴とそれらを踏まえた留意事項を以下のとおりとする。 
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５． 鉄道、港湾の位置等 

鉄道は、ＪＲ内房線が海岸沿いに千葉・木更津方面から館山方面に延びており、千葉

方面から青堀駅、大貫駅、佐貫町駅、上総湊駅、竹岡駅、浜金谷駅がある。 

港湾は、北から木更津港、上総湊港、浜金谷港が存在し、浜金谷港から久里浜へ東京

湾フェリーが運航されている。 

 

  



11 

 

 

【図２】 本市の道路・鉄道・港湾等の位置 
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６． その他 

（1）本市における人口流動 

①通勤・通学者の状況 

本市に在住している通勤・通学者のうち約49％（12,206人）が市外へ、本市に通勤・

通学している人の約39％（7,994人）が市外在住となっている。 

 

②本市における観光客数 

市内観光客数は、平成26年度現在、年間198万人程度となっている。（千葉県統計

年鑑） 

 

【表１】 

本市における通勤・通学者数 

（平成 22 年国勢調査） 
    

（富津市在住の通勤・通学者数）  （富津市への通勤・通学者数） 

 人数 割合   人数 割合 

総数 25050 100.0%  総数 20703 100.0% 

富津市内 12709 50.7%  富津市内 12709 61.4% 

富津市外 12206 48.8%  富津市外 7994 38.6% 

  君津市 5043 20.1%    君津市 3322 16.0% 

  木更津市 3355 13.4%    木更津市 2107 10.2% 

  千葉市 814 3.2%    袖ヶ浦市 352 1.7% 

  市原市 673 2.7%    鋸南町 269 1.3% 

  袖ヶ浦市 623 2.5%    千葉市 260 1.3% 

  23 区内 473 1.9%    市原市 254 1.2% 

 その他 1225 4.9%   その他 1430 6.9% 

不詳 135 0.5% 

 ※小数点第２位を四捨五入しているため合計が合わないことがある 

 

 

７． 本市での留意事項 

本市の特性から、ゲリラや特殊部隊による攻撃や大規模テロの発生に特に留意して、

国民の保護措置を的確に行っていくことが重要である。 

 

（1）市内立地施設に係る留意事項 

臨海部において電力施設やガス施設を形成していることから以下の点に留意すべき

である。 

 

・液化天然ガスなどの可燃性物質の大規模な爆発が発生した場合、爆風、放射熱等の影

響が広範囲に及ぶおそれがある。 
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（2）人口流動に係る留意事項 

通勤・通学、観光客などの交流人口が多いことから、帰宅困難者対策について、以下

の点に留意すべきである 

 

・「むやみに移動を開始しない」を基本原則とする。 

・企業等に所属しない人に対しては速やかに帰宅を支援する必要がある。 

・企業等に所属する人でも本市に留まった後は整然と帰宅させる必要があることから、

徒歩帰宅支援及び搬送のための対策を実施する必要がある。 

・帰宅支援の準備が整うまでの期間、一時的に避難可能な施設の検討等を行う必要が

ある。 
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第５章 市国民保護計画が対象とする事態 

 

 

 

１. 武力攻撃事態 

市国民保護計画においては、武力攻撃事態として、県国民保護計画において想定され

ている事態（４類型）を対象とする。 

 

類  型 特  徴 留  意  点 

着上陸侵攻 

事前の準備が可能であり、

戦闘予想地域からの先行避

難が必要 

一般的に国民保護措置を実

施すべき地域が広範囲に渡

ることを想定 

ゲリラや特殊部隊による攻撃 

事前にその活動を予測・察 

知することが困難で、突発 

的に被害が生じることを想 

定 

攻撃当初は屋内に一時避難 

させ、関係機関が安全措置 

を講じつつ避難を実施 

弾道ミサイル攻撃 

発射された段階での攻撃目 

標の特定は極めて困難で、 

発射後極めて短時間で着弾 

迅速な情報伝達等による被 

害の局限化が重要であり、 

地下又は堅ろうな建物内へ 

の避難が中心 

航空攻撃 

航空機による爆撃であり、 

攻撃目標の特定が困難 

地下又は堅ろうな建物内へ 

の避難等を広範囲に指示す 

ることが必要 

 

 

２. 緊急対処事態 

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

ている事態例を対象とする。 

なお、市は、緊急対処事態に対する対処については、武力攻撃事態におけるゲリラや

特殊部隊による攻撃等と類似の事態が想定されるため、武力攻撃事態の対処に準じて行

う。 

 

  

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。 
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分
類 類      型 事  態  例 

攻
撃
対
象
施
設
等 

危険性を内在する物質を有する施

設等に対する攻撃が行われる事態 

・可燃性ガス貯蔵施設等の爆破 

・危険物積載船への攻撃 

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 

・大規模集客施設、駅、バスターミナル

等の爆破 

・列車等の爆破 

・政治経済活動の中枢（市役所、トンネ

ル、電力・通信施設 等）に対する攻

撃 

攻 

撃 

手 

段 

多数の人を殺傷する特性を有する

物質等による攻撃が行われる事態 

・ダーティボム(爆薬と放射性物質を組

み合わせたもの）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 

・水源地に対する放射性物質、毒素等の

混入 

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 

・航空機等による多数の死傷者を伴う自

爆テロ 

 

 

３. ＮＢＣ攻撃の場合の対応 

１ 核兵器等 

○核兵器を用いた攻撃（以下「核攻撃」という。）による被害は、当初は主に核爆発に

伴う熱線、爆風及び初期核放射線によって、その後は放射性降下物や中性子誘導放射能（物

質に中性子線が放射されることによって、その物質そのものが持つようになる放射能）に

よる残留放射線によって生ずる。核爆発によって①熱線、爆風及び初期核放射線が発生し、

物質の燃焼、建造物の破壊、放射能汚染の被害を短時間にもたらす。残留放射線は、②爆

発時に生じた放射能をもった灰（放射性降下物）からの放射線と、③初期核放射線を吸収

した建築物や土壌から発する放射線に区分される。このうち①及び③は、爆心地周辺にお

いて被害をもたらすが、②の灰（放射性降下物）は、爆心地付近から降下し始め、逐次風

下方向に拡散、降下して被害範囲を拡大させる。このため、熱線による熱傷や放射線障害

等、核兵器特有の傷病に対する医療が必要となる。 

 ○放射性降下物は、放射能をもった灰であり、爆発による上昇気流によって上空に吸い

上げられ、拡散、降下するため、放射性降下物による被害は、一般的には熱線や爆風によ

る被害よりも広範囲の地域に拡大することが想定される。放射性降下物が皮膚に付着する

ことによる外部被ばくにより、あるいはこれを吸飲することや放射性降下物によって汚染
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された飲料水や食物を摂取することによる内部被ばくにより、放射性障害が発生するおそ

れがある。したがって、避難に当たっては、風下を避け、手袋、帽子、雨ガッパ等によっ

て放射性降下物による外部被ばくを抑制するほか、口及び鼻を汚染されていないタオル等

で保護することや汚染された疑いのある水や食物の摂取を避けるとともに、安定ヨウ素剤

の服用等により内部被ばくの低減に努める必要がある。また、汚染地域への立入制限を確

実に行い、避難の誘導や医療にあたる要員の被ばく管理を適切にすることが重要である。 

 ○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。 

 ○核攻撃等においては、避難住民等（運送に使用する車両及びその乗務員を含む。）の

避難退域時検査及び簡易除染（防災基本計画（原子力災害対策編）の簡易除染をいう。以

下同じ。）その他放射性物質による汚染の拡大を防止するため必要な措置を講じる必要が

ある。 

 

２ 生物兵器 

 ○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。 

 ○したがって、厚生労働省を中心とした一元的情報収集、データ解析等サーベイランス

（疾病監視）により、感染源及び汚染地域を特定し、感染源となった病原体の特性に応じ

た、医療活動、まん延防止を行うことが重要である。 

  

３ 化学兵器 

 ○一般に科学剤は、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、

その性質は科学剤の種類によって異なる。 

 ○このため、国、地方公共団体等関係機関の連携の下、原因物質の検知及び汚染地域の

特定又は予測を適切にして、住民を安全な風上の高台に誘導する等、避難措置を適切にす

るとともに、汚染者については、可能な限り除染し、原因物質の特性に応じた救急医療を

行うことが重要である。また、科学剤は、そのままでは分解・消滅しないため、汚染され

た地域を除染して、当該地域から原因物質を取り除くことが重要である。 


