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国民保護計画の用語

【参考】 用語の内容

１ 地域等

番号 用 語 内 容 備 考

１ 要避難地域 住民の避難が必要な地域 法第５２条

２ 避難先地域 法第５２条住民の避難先となる地域（避難経路となる地域を含む ）。

３ 受入地域 他の都道府県からの避難住民を受け入れるべき地域 法第５８条

２ 機関名等

番号 用 語 内 容 備 考

１ 県 石川県知事及びその他の執行機関、又は石川県

２ 県警察 石川県警察本部長及びその他の執行機関

３ 市 金沢市長及びその他の執行機関、又は金沢市

事態対処法第２条４ 指定行政機関 事態対処法第２条第５号に定める機関（国の機関）

事態対処法第２条５ 指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局等（国の出先機関）で、政令
で定めるもの

事態対処法第２条指定公共機関 独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会そ
６ の他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公

益的事業を営む法人で政令で定めるもの

指定地方公共機関 法第２条石川県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益

的事業を営む法人、地方道路公社その他の公共的施設を管理する法７
人及び地方独立行政法人で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて知

事が指定するもの

８ 市協議会 金沢市国民保護協議会 法第３９条

事態対処法第10条９ 国の対策本部 事態対策本部

事態対処法第23条１０ 国の緊急本部 緊急対処事態対策本部

事態対処法第11条１１ 国の対策本部長 事態対策本部長（内閣総理大臣）

事態対処法第24条１２ 国の緊急本部長 緊急対処事態対策本部長（内閣総理大臣）

１３ 県対策本部 石川県国民保護対策本部 法第２７条

１４ 県緊急本部 石川県緊急対処事態対策本部 法第１８３条

１５ 県対策本部長 石川県国民保護対策本部長 法第２８条

１６ 県緊急本部長 石川県緊急対処事態対策本部長 法第１８３条

１７ 市対策本部 金沢市国民保護対策本部 法第２７条
本部条例

１８ 市緊急対処事態対 金沢市緊急対処事態対策本部 法第１８３条
策本部 本部条例
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番号 用 語 内 容 備 考

１９ 市対策本部長 金沢市国民保護対策本部長 法第２８条
本部条例

２０ 市緊急対処事態対 金沢市緊急対処事態対策本部長 法第１８３条
策本部長 本部条例

２１ 道路管理者 道路法に定める道路を管理する主体（国、県、市） 道路法第18条

２２ 水防管理者 水防法に定める水防管理の主体 水防法第２条

３ 法令・条例名等

番号 用 語 内 容 備 考

事態対処法 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と
１ 独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律（平成15

年法律第79号）

法 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
２
国民保護法 法律（平成16年法律第112号）

法施行令 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
３
国民保護法施行令 法律施行令（平成16年政令第275号）

安否情報省令 武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並
４ びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を

定める省令（平成18年総務省令第50号）

５ 本部条例 金沢市国民保護対策本部及び金沢市緊急対処事態対策本部 法第３１条
条例（平成18年条例第3号）

６ 協議会条例 金沢市国民保護協議会条例（平成18年条例第4号） 法第３９条

７ 戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949第１ジュネーヴ条約

年８月12日のジュネーヴ条約

８ 海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関第２ジュネーヴ条約

する1949年８月12日のジュネーヴ条約

９ 捕虜の待遇に関する1949年８月12日のジュネーヴ条約第３ジュネーヴ条約

１０ 戦時における文民の保護に関する1949年８月12日のジュネ第４ジュネーヴ条約

ーヴ条約

１１ 第一追加議定書 1949年８月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の 法第１５７条
犠牲者の保護に関する追加議定書（議定書Ⅰ）

１２ 第二追加議定書 1949年８月12日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争
の犠牲者の保護に関する追加議定書（議定書Ⅱ）

１３ 災対法 災害対策基本法（昭和36年法律第223号）
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番号 用 語 内 容 備 考

１４ 特定公共施設利用 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法
法 律（平成16年法律第114号）

４ 特定の用語に含まれる範囲、意味

番号 用 語 内 容 備 考

事態対処法第９条１ 対処基本方針 武力攻撃事態等への対処に関する基本的な方針

事態対処法第22条２ 緊急対処事態対処 緊急対処事態に関する対処方針
方針

３ 基本指針 国民の保護に関する基本指針 法第３２条

特定公共施設利４ 利用指針 特定公共施設等（港湾施設、飛行場施設、道路、海域、空
用法第６条等域及び電波）の利用に関する指針

５ 国国民保護計画 指定行政機関の国民の保護に関する計画 法第３３条

６ 県国民保護計画 石川県の国民の保護に関する計画 法第３４条

７ 市国民保護計画 金沢市の国民の保護に関する計画 法第３５条

８ 指定地方公共機関の国民の保護に関する業務計画 法第３６条指定地方公共機関国民保護業務計画

事態対処法第２条９ 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃

事態対処法第２条１０ 武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危
険が切迫していると認められるに至った事態

事態対処法第２条１１ 武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻
撃が予測されるに至った事態

事態対処法第１条１２ 武力攻撃事態等 武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態

武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発
生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認

事態対処法第22条１３ 緊急対処事態 められるに至った事態（後日、対処基本方針において武力攻撃事態
であることの設定が行われることとなる事態を含む ）で、国家と。
して緊急に対処することが必要なもの

１４ 武力攻撃災害 武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、 法第２条
火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害

１５ 緊急対処事態にお 法第１８３条武力攻撃に準ずる攻撃により、直接又は間接に生ずる人の死亡又は
負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害ける災害

国民保護措置 対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指 法第２条では
定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関若しくは指定 「国民の保護

」地方公共機関が法律の規定に基づいて実施する法第２条第 のための措置
３項第１号から第６号までに掲げる措置その他の武力攻撃

１６ から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力
攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において
当該影響が最小となるようにするための措置（第６号に掲
げる措置にあっては、対処基本方針が廃止された後これら
の者が法律の規定に基づいて実施するものを含む ）。

武力攻撃災害への 武力攻撃災害を防除し、及び軽減する措置その他武力攻撃 法第９７条
１７ 対処に関する措置 災害による被害が最小となるようにするために実施する措

置
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番号 用 語 内 容 備 考

緊急対処保護措置 法第１７２条緊急対処事態対処方針が定められてから廃止されるまでの間に、指
定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関若しくは指定地方公共
機関が法第１８３条において準用する法の規定に基づいて実施する
事態対処法第２２条第３項第２号に掲げる措置（緊急対処事態対処１８
方針が廃止された後これらの者が法律の規定に基づいて実施する被
害の復旧に関する措置を含む ）その他これらの者が当該措置に関。
し国民の保護のための措置に準じて法律の規定に基づいて実施する
措置

１９ 応急対策 法第１０５条原則は武力攻撃原子力災害の発生又はその拡大防止のための応急の
対策 （場合により武力攻撃災害のための応急の対策を含む ）。 。

２０ 応急措置 退避の指示、警戒区域の設定、応急公用負担等 法第112条ほか

２１ 応急の復旧 法第１３９条一時的な補修や修繕のことをいい、当面の機能を回復させること

２２ 武力攻撃災害の復 武力攻撃により被害を受けた施設又は設備の復旧のことを 法第１４１条
旧 いい、本格的な工事を行って機能を現状に回復させること

安否情報 避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民 法第９４条
２３ （当該市町の住民以外の者で当該市町に在るもの及び当該

市町で死亡したものを含む ）の安否に関する情報。

２４ 被災情報 武力攻撃災害による被害の状況に関する情報 法第１２６条

２５ 被災者 武力攻撃災害による被災者 法第７４条

２６ 避難施設 住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うため、政令 法第１４８条
で定める基準を満たす施設

２７ 収容施設 公民館、体育館、応急仮設住宅など避難住民等の救援のた 法第７５条
めに供与される施設

２８ 生活関連等施設 ダム、発電所、浄水施設などの国民生活に極めて重要な関 法第１０２条
連を有する施設や毒物劇物等の危険物施設

２９ ライフライン 上下水道施設、電気施設、ガス施設、通信施設

３０ 自主防災組織 災対法第５条第２項の自主防災組織 法第４条

３１ 関係機関 国民保護措置の実施に関係する全ての機関

３２ 緊急物資 避難住民等の救援に必要な物資及び資材その他国民の保護 法第７９条
のための措置の実施に当たって必要な物資及び資材

３３ 救援物資 救援の実施に必要な物資（医薬品、食品、寝具その他政令 法第８１条で
で定める物資） は 「物資」、

３４ 特定物資 救援物資であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送 法第８１条
を業とする者が取り扱うもの

３５ 医薬品 医薬品、医療機器の品質、有効性及び安全性の確保等に関 法第９２条
する法律（昭和35年法律第145号）第２条第１項の医薬品

３６ 義援金品 個人、企業、団体、他の地方公共団体等から提供、又は提
供の申入れがあった金銭又は物品

緊急通報 法第９９条武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に、
住民の生命、身体又は財産に対する危険を防止するため知事が緊急３７
に発令する通報

危険物質等 引火若しくは爆発又は空気中への飛散若しくは周辺地域へ 法第１０３条
３８ の流出により人の生命、身体又は財産に対する危険が生ず

るおそれがある物質（生物を含む ）で政令で定めるもの。
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番号 用 語 内 容 備 考

核燃料物質 原子力基本法（昭和30年法律第186号）第３条第２号の核 法第１０６条
３９ 燃料物質

目的とする電気通信の送信をいう ）の事業を行う者。

４０ 放送事業者 放送法（昭和25年法律第132号）第２条第２６の放送事業 法第７条
者

４１ ＣＡＴＶ 有線テレビジョン放送法（昭和47年法律第114号）第２条
第４項の有線テレビジョン放送の業務を行う者が行う放送

、国民保護等派遣部 法第63条では自衛隊法第76条第１項、第78条第１項若しくは第81条第２項の規定
４２ 隊 「出動等を命により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等のうち国民の保護のための

ぜられた自衛措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等若しくは同法第77条の４第
隊の部隊等」１項の規定により派遣を命ぜられた自衛隊の部隊等

４３ ゲリラ 軍事組織に属さない勢力

４４ 特殊部隊 特別に訓練された兵士により編成された部隊

４５ ＮＢＣ 核（Nuclear 、生物(Biological)、化学(Chemical)の略）

４６ 特殊標章 法第１５８条第一追加議定書第６６条３に定める文民保護のための特殊標章


