
 

 

 

 

坂戸市国民保護計画                                          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１９年２月 
（令和３年２月変更） 

坂 戸 市 



 

 

目 次 

 

第１編 総 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

第１章 計画策定の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

第２章 計画策定の背景・経緯・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

第３章 計画策定に当たっての基本的な考え方・・・・・・・・・・  ２ 

第４章 坂戸市の概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

第１節 地理的特性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

第２節 社会的特性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

第５章 国民保護の実施体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５ 

第１節 市の責務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５ 

第２節 関係機関との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 

第３節 他の市町村との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９ 

第４節 公共的団体との協力体制・・・・・・・・・・・・・・・  ９ 

第５節 市民の協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９ 

第６節 武力攻撃等の態様と留意点・・・・・・・・・・・・・・  ９ 

第２編 平時における準備編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４ 

 第１章 情報収集、伝達体制の構築・・・・・・・・・・・・・・・ １４ 

  第１節 通信の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４ 

  第２節 被災情報の収集・報告に必要な準備・・・・・・・・・・ １４ 

  第３節 安否情報の収集、整理及び提供に必要な準備・・・・・・ １４ 

第２章 迅速な初動体制の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４ 

第１節 ２４時間即応体制の確立・・・・・・・・・・・・・・・ １４ 

第２節 職員配備計画の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

第３節 職員の指定と伝達手段の整備・・・・・・・・・・・・・ １５ 

第４節 交代要員等の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

第３章 警報の住民への周知・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

第４章 避難の指示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６ 

第１節 モデル避難実施要領の作成・・・・・・・・・・・・・・ １６ 

第２節 避難人数の把握・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２ 

第３節 避難の指示の周知体制・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２ 

第４節 避難住民集合場所の指定・・・・・・・・・・・・・・・ ２３ 

第５節 避難施設の周知と施設管理者との連絡体制・・・・・・・ ２４ 

第６節 避難のための交通手段の確保・・・・・・・・・・・・・ ２５ 

第７節 避難候補路の選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６ 



 

 

第８節 避難住民の運送順序・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７ 

第９節 退避場所の把握・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７ 

第１０節 道路啓開の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７ 

第１１節 避難住民等に対する住宅の確保・・・・・・・・・・・ ２７ 

第５章 緊急物資の備蓄等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７ 

第１節 緊急物資の備蓄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７ 

第２節 装備品の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８ 

第３節 市が管理する施設及び設備の整備等・・・・・・・・・・ ２８ 

第６章 緊急物資運送計画の策定・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９ 

第１節 運送路の決定基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９ 

第２節 応援物資の受入れ体制の整備・・・・・・・・・・・・・ ２９ 

第３節 応援物資の発送体制の整備・・・・・・・・・・・・・・ ３０ 

第７章 医療体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３０ 

第１節 初期医療体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１ 

第２節 傷病者搬送体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・ ３３ 

第３節 保健衛生体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３３ 

第８章 生活関連等施設の管理体制の充実・・・・・・・・・・・・ ３４ 

第１節 生活関連等施設の管理体制の整備・・・・・・・・・・・ ３４ 

第２節 核燃料物質・放射性同位元素の所在・種類・量等の把握等 ３４ 

第９章 文化財保護対策の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３５ 

第１０章 研修の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３５ 

第１１章 訓練の実施等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３５ 

第１節 市の訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３６ 

第２節 民間における訓練等・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３７ 

第１２章 市民との協力関係の構築・・・・・・・・・・・・・・・ ３７ 

第１節 消防団の充実・活性化の促進・・・・・・・・・・・・・ ３７ 

第２節 自主防災組織との協力関係の構築・・・・・・・・・・・ ３７ 

第３節 ボランティアとの協力関係の構築・・・・・・・・・・・ ３８ 

第４節 市民の意識啓発等・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３８ 

第３編 武力攻撃事態等対処編・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４０ 

第１章 実施体制の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４０ 

第１節 全庁的な体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４０ 

第２節 市対策本部等の組織・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４１ 

第３節 関係機関との連携体制の確保・・・・・・・・・・・・・ ４７ 

第４節 市対策本部等の廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４９ 



 

 

第５節 市民との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４９ 

第２章 国民保護措置従事者等の安全確保対策・・・・・・・・・・ ５０ 

第１節 特殊標章等の交付・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５０ 

第２節 安全確保のための情報提供・・・・・・・・・・・・・・ ５１ 

第３章 住民の避難措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５３ 

第１節 警報の通知の受入れ・伝達・・・・・・・・・・・・・・ ５３ 

第２節 緊急通報の伝達・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５４ 

第３節 避難の指示等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５４ 

第４節 避難住民の運送手段の確保・・・・・・・・・・・・・・ ５７ 

第５節 避難路の選定と避難経路の決定・・・・・・・・・・・・ ５８ 

第６節 避難路の交通対策の実施・・・・・・・・・・・・・・・ ５８ 

第７節 避難誘導の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５８ 

第８節 避難の指示の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５９ 

第４章 避難住民等の救援措置・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５９ 

第５章 武力攻撃災害への対処措置・・・・・・・・・・・・・・・ ６５ 

第１節 対処体制の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６６ 

第２節 応急措置等の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６６ 

第３節 保健衛生対策の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７０ 

第４節 動物保護対策の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７０ 

第５節 廃棄物対策の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７０ 

第６節 文化財保護対策の実施・・・・・・・・・・・・・・・・ ７１ 

第６章 情報の収集・提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７１ 

第１節 被災情報の収集・提供・・・・・・・・・・・・・・・・ ７１ 

第２節 安否情報の収集・提供・・・・・・・・・・・・・・・・ ７１ 

第３節 各措置機関における安否情報の収集・・・・・・・・・・ ７３ 

第４編 市民生活の安定編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７４ 

第１章 物価安定のための措置・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７４ 

第２章 避難住民等の生活安定措置・・・・・・・・・・・・・・・ ７４ 

第３章 生活基盤等の確保のための措置・・・・・・・・・・・・・ ７４ 

第４章 応急復旧措置の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７４ 

第５編 財政上の措置編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７６ 

第１章 損失補償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７６ 

第２章 損害補償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７６ 

第３章 被災者の公的徴収金の減免等・・・・・・・・・・・・・・ ７６ 

第４章 国民保護措置に要した費用の支弁等・・・・・・・・・・・ ７７ 



 

 

第６編 緊急対処事態対処編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７８ 

第１章 想定する緊急対処事態とその対処措置・・・・・・・・・・ ７８ 

 

【参考】用語集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


