
苫小牧市国民保護計画の変更の概要

１ 主な変更の内容

区分 変更内容 変更理由

協議 ■■国民保護に関する基本指針の一部変更に伴う

国民保護に関する取組を踏まえた記述の変更

■緊急情報ネットワークシステム（Em-Net）、全

国瞬時警報システム（J-ALERT）関係の追記

第２編 平素からの備えや予防

第１章 組織体制の整備等

第４  情報収集・提供等の体制整備

２   警報等の伝達に必要な準備

○(2) 情報伝達体制の整備      （P32）
緊急情報ネットワークシステム（Em-Net）、全

国瞬時警報システム（J-ALERT）を追記

第３編 武力攻撃事態等への対処

第４章 警報及び避難の指示等

第１  警報の内容の伝達等

２   警報の内容の伝達方法

○(1) 警報の内容・・・        （P58）
警報の伝達手段として緊急情報ネットワーク

システム（Em-Net）、全国瞬時警報システム

（J-ALERT）の追加

■「周知」関係の明記

４ 事態想定ごとの避難の留意点

○弾道ミサイル攻撃の場合      (66~77) 
「避難に当たって配慮すべき事項」の箇所に、

平素から「全国瞬時警報システム（J-ALERT）
による情報の伝達と弾道ミサイルの落下時の

行動の周知に努める」ことを明記

○国民の保護に関する基本指

針（以下「基本指針」という。）

の変更

○北海道国民保護計画（以下

「道計画」という。）変更

（H26.11）

○基本指針の変更(H25.3) 

○基本指針の変更

○消防国第 106 号(H29.12) 
（平成 29 年 12 月通知）

協議 ■「武力攻撃事態等合同対策協議会」関係の追記

第３編 武力攻撃事態等への対処

第３章 関係機関相互の連携

１   国・道の対策本部との連携

○(2) 国・道の現地対策本部との連携  (P53)
国の現地対策本部長が武力攻撃事態等合同対

策会議を開催する場合について追記

基本指針の変更（H25.3）



協議 ■「大規模集客施設」関係の新設

第３編 武力攻撃事態等への対処

第４章 警報及び避難の指示等

第２  避難住民の誘導

○(7)  （P65）
「大規模集客施設等における当該施設滞在者

等の避難」の新設

○基本指針の変更

○道計画変更（H26.11）

協議 ■武力攻撃原子力災害関係の追記・新設

第３編 武力攻撃事態等への対処

第７章 武力攻撃災害への対処

第４  NBC 攻撃による災害への対処 （P88）
○(4)  汚染原因に応じた対応

・「市は、避難住民等の避難退域時検査及び簡易除染

その他放射線物質による汚染拡大を防止するため、

住民等へ向け、避難退域時検査の場所、災害の概要、

避難に必要な情報に努めるものとする。」の新設

・「市長は、必要に応じ、安定ヨウ素剤の予防

服用の実施及び飲食物の摂取制限について、北

海道地域防災計画（原子力防災計画編）に準じ

て行なうものとする。」の新設

○防災基本計画（原子力災害対

策編）の修正

○道計画変更（H28.11）

○基本指針の変更

○道計画変更（26.11）



軽微 ■文言の追記

第１編 総論

第２章 国民保護措置に関する基本指針

○(4) 関係機関相互の連携協力の確保  (P3) 
文中の「北海道（以下「道」という。）」の追記

第２編 平素からの備えや予防

第１章 組織・体制の整備等

第２  関係機関との連携体制の整備

２  北海道との連携

○(4)  北海道警察との連携      （P28）
文中の「北海道警察（以下「道警察」という。）」

の追記

第１編 総論

第２章 国民保護措置に関する基本指針

○(6) 「高齢者、障がい者等への配慮及び国際人

道法の的確な実施」の文中、障害を「障がい」

と平仮名表記

（P3･17・18･31･37･43･59･64･71･73･92）

○本文最初の文言を正式名称

とし、以下は「略称」を用い

る。

○苫小牧市として、法令で定義

されている場合や制度、事業

の名称、団体名等固有名詞以

外は、平仮名表記とする。

軽微 ■指定（地方）行政機関、指定（地方）公共機関

等の組織名及び所在地の変更

「北海道農政事務所」         （P6）
「北海道旅客鉄道㈱苫小牧地区駅」   （P7）
「NTT 東日本㈱北海道南支店苫小牧営業支店」（P7）
「㈱ドコモＣＳ北海道苫小牧支店」   （P7）
「郵便事業を営む者」         （P7）
「自衛隊施設等の所在地」       （P12）

○農水省北海道農政事務所の

組織再編（H27.10.1）
○社名変更

・北海道旅客鉄道㈱（H29.7）
・㈱ドコモ CS 北海道(H29.7)
○基本指針の変更

日本郵政公社の民営化に伴

う記述の修正(H19.10) 
軽微 ■「資料編」の削除に伴う項目削除

第１編 総論

第３章 関係機関の事務又は業務の大綱等

○３ 「関係機関等の連絡先」項目を削除 （P8）

○「資料編」は本文から分離す

る。

軽微 ■本文中における統計の数値の修正

第１編 総論

○第４章 市の地理的、社会的特長 （P10～12）
(2) 気候

(3) 人口構造

(5) 鉄道、空港、港湾の位置等

○データ時点修正



(6) その他

・石油コンビナート・石油備蓄基地・火力発電所

軽微 ■苫小牧市の組織機構の改正に伴う変更

第２編 平素からの備えや予防

第１章 組織・体制の整備等

第１  市における組織･体制の整備

○１ 市における各部室課における平素の業務（P14~23) 

【市の各部室課における処理すべき業務】の修正

２ 市職員の参集基準等

○(5) 幹部職員等の参集が困難な場合の対応（P25）

【市対策本部長、市対策副本部長及び市対策本

の代替職員】の修正

第３編 武力攻撃事態等への対処

第２章 市対策本部の設置等

○１  事態認定前における緊急事態連絡室等の

設置及び初動措置       (P48)
○(3) 市対策本部の組織及び機能

市対策本部員４：福祉部長、健康こども部長、

教育部長

各部室課：会計管理者、健康子ども部

福祉部、教育部

○組織機構の改正（H31.4.1）
 総務部行政監理室と給与厚

生課の統合

○組織機構の改正（H30.4.1）
・「交通部」及び「スポーツ生

涯学習部」の廃止

・「健康福祉部」を「福祉部」へ編組

・「学校教育部」を【教育部】へ編組

・「健康こども部」を新設

・総合政策部に「協働・男女平等

参画室」の新設

・産業経済部に「企業政策室」「産

業振興室」を新設

・消防本部に「予防室」を新設

○「苫小牧市副市長担任事務規定」

の改正(H27.4)

軽微 ■誤記の訂正

第２編 平素からの備えや予防

第１章 組織・体制の整備等

○第３  通信の確保         （P30）
文中「北海道地方非常通信協議会」に訂正

第４  情報収集・提供等の体制整備

１ 基本的考え方

○(2) 体制の整備に当たっての留意事項 （P31）
  表中の運用面において「担当職員」に訂正

○文言訂正

○道計画変更（H21.3）

○文言訂正

○道計画変更（H28.12）

軽微 ■■国の基本指針の変更に伴う国民保護に関する

取組の追加（記述の変更）

■「訓練」関係の追記

第２編 平素からの備えや予防

第１章 組織・体制の整備等

第５  研修及び訓練

○基本指針の変更(H29.11) 
○消防国第１０６号（H29,12,19)

○道計画変更（H30.12）



○２ 訓練              (P35) 
本箇所に地下への避難訓練や様々な情報伝手段

を用いた訓練等を提示として追加

■「避難施設」関係の追記

第２章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に

関する平素の備え

○５  避難施設の指定への協力    （P39）
「避難施設の指定」の箇所に、都市部に限らず

地下施設等を避難施設に指定するよう配慮すること

及び避難施設の収容人員数を把握し、地域的な偏り

がなく、より多くの避難施設を指定することを明記

○基本指針の変更

○消防国第１０６号

（H29,12,19) 

軽微 ■「避難行動要支援者」関係の文言整理

第３編 武力攻撃事態等への対処

第４章 警報及び避難の指示等

第１  警報の伝達等

２   警報の内容の伝達方法

○(2 市長は・・・         (P58~59))
文中の「災害時要支援者」を「避難行動要支援

者」に変更する。

○第２  避難住民の誘導等    (P62~64) 
文中の「災害時要支援者」を「避難行動要支援

者」に変更する。

文中「(7)大規模集客施設等にける当該施設滞在

者等の避難」を新設したことによる項目番号の

繰り下げ

○災害対策基本法の一部改正

（H26.5）により「要配慮者」「避

難行動要支援者名簿」等の規定

○「避難行動要支援者の避難行

動支援に関する指針」H25.8)
策定により文言整理

○道計画変更（H26.11）

２ 変更手続

  苫小牧市国民保護協議会への諮問（法３９条３項）及び北海道知事への協

議（法３９条５項）（※共に、軽微な変更を除く）を経て決定する。

３ 変更の予定年月

平成３１年６月


