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用 語 集 
 

 

      あ        

■安定ヨウ素剤 

環境中に放出された放射性

ヨウ素が呼吸や飲食により体

内に吸収されると、甲状腺に蓄

積され、放射線障害が生じる可

能性がある 

これを防ぐために安定ヨウ

素剤を予め服用し、甲状腺を安

定ヨウ素で満たしておくこと

により、放射線障害の発生を極

力防止する 

 

■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（当該市町村の住民以外の者

で当該市町村に在るもの及び

当該市町村で死亡したものを

含む。）の安否に関する情報 
→国民保護法第 94条 
 

■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 17年 3月

28日総務省令第 44号） 

 

■ＬＧＷＡＮ 

総 合 行 政 ネ ッ ト ワ ー ク

（ Local Government Wide 

Area Network）の略 

地方公共団体相互間のコミ

ュニケーションの円滑化、情報

の共有による情報の高度利用

を図るための基盤として整備

され、全国の地方公共団体を相

互に接続する行政専用のネッ

トワーク 

 

■ＮＢＣ(核・生物・化学) 

｢Nuclear｣(核) 

｢Biological｣(生物) 

｢Chemical｣(化学)の総称 

 

■ＮＰＯ(民間非営利組織) 

Nonprofit Organizationの

略 

継続的、自発的に社会貢献活

動を行う、営利を目的としない

団体の総称 

 

■応急の復旧 

武力攻撃災害によって被害

が生じた施設及び設備につい

て、復旧には至らないものの、

その機能を暫定的に回復する

ため、必要な修繕等の措置を講

ずること 
→国民保護法第 139条 
 

 

      か         

■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。）で国民保護法施行令で

定めるもの 
→国民保護法第 103条、国民保護法施行

令第 28条 

 

■基本指針 

国民の保護に関する基本指

針(平成 17年 3月 25日閣議決

定) 

国民の保護のための措置の

実施に関する基本的な方針、国

民保護計画等の作成の基準と

なる事項に加え、想定される武

力攻撃事態の類型に応じた避

難、救援、武力攻撃災害への対

処などの措置について政府が

定めたもの 

 

■救援物資 

救援の実施に必要な物資(医

薬品､食品､寝具その他政令で

定める物資) 

 

 

■緊急消防援助隊 

国内における大規模災害又

は特殊災害の発生に際し、消防

庁長官の求めに応じ、又は指示

に基づき、被災地の消防の応援

等を行うことを任務として、都

道府県又は市町村に属する消

防に関する人員及び施設によ

り構成される部隊 
→消防組織法第 45条 
 

■緊急対処事態 

武力攻撃の手段に準じる手

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められる

に至った事態で、国家として緊

急に対処することが必要な事

態 
→事態対処法第 25条 
 

■緊急対処保護措置 

緊急対処事態において、国民

の生命、身体及び財産を保護す

るため、市が行う住民の避難に

関する措置、避難住民等の救援

に関する措置などのこと 
→国民保護法第 172条 
 

■緊急通報 

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

場合において、当該武力攻撃災

害による住民の生命、身体又は

財産に対する危険を防止する

ため、緊急の必要があると認め

るとき、知事が発令するもの 
→国民保護法第 99条 
 

■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

護のための措置の実施に当た

って必要な物資及び資材 
→国民保護法第 79条 
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■国際人道法 

武力紛争という極限的な状

態においても最低限守るべき

人道上のルールを定めたもの 

国際人道法は「戦闘で、傷つ

いた兵士や敵に捕えられた捕

虜、また、戦闘に参加しない文

民を保護する」、「戦闘におい

ては敵に不必要な苦痛を与え

ない」、「文民と戦闘員、ある

いは民間の施設と軍事施設と

を区別し、攻撃を軍事目標に限

定する」といった基本的な考え

方の上に成り立っている。国際

人道法で中心的なものは 1949

年のジュネーブ４条約と２つ

の追加議定書 

 

■国民保護協議会 

都道府県又は市町村におけ

る国民の保護のための措置に

関する重要事項を審議すると

ともに、国民保護計画を作成す

るための諮問機関となる協議

会 

 

■国民保護計画 

政府が定める国民の保護に

関する基本指針に基づいて、地

方公共団体及び指定行政機関

が作成する計画 

国民の保護のための措置を

行う実施体制、住民の避難や救

援などに関する事項、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

たもの 

 

■国民保護措置 

武力攻撃事態等において、国

民の生命、身体及び財産を保護

するため、市が行う住民の避難

に関する措置、避難住民等の救

援に関する措置などのこと 

 

■国民保護法 

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

る法律（平成 16 年法律第 112

号） 

武力攻撃事態等において武

力攻撃から国民の生命・身体・

財産を保護するため、国や地方

公共団体等の責務、住民の避難

に関する措置、避難住民等の救

援に関する措置、武力攻撃災害

への対処に関する措置及びそ

の他の国民保護措置等に関し

必要な事項を定めたもの 

 

■国民保護法施行令 

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

る法律施行令（平成 16年政令

第 275号） 

 

 

      さ       

■災害拠点病院 

救護所あるいは病院などの

後方医療機関として、地域の医

療機関を支援する機能を有す

る病院で、重症・重篤な傷病者

を受入れるなど、災害時の医療

救護活動において中心的な役

割を担う病院 

 

■災害対策基本法 

国土をはじめ国民の生命、身

体及び財産を災害から保護す

るため、防災に関し、国、地方

公共団体及びその他の公共機

関を通じて必要な体制を確立

するとともに防災計画など災

害対策の基本を定めた法律 

 

■サーベイランス 

感染症等の発生を早期に認

知し、有効な対策を確立する目

的で、疾病の発生状況などを継

続的に監視すること。具体的に

は、患者の発生状況、病原体の

分離状況、免疫の保有状況など

の情報収集、解析を継続的に行

う 

 

■事態対処法 

武力攻撃事態等における我

が国の平和と独立並びに国及

び国民の安全の確保に関する

法律(平成 15年法律第 79号) 
→国民保護法第 1条 

武力攻撃事態等への対処に

ついて､基本理念､国､地方公共

団体等の責務､国民の協力その

他の基本的事項を定めること

により､武力攻撃事態等への対

処のための態勢を整備すると

ともに､武力攻撃事態等への対

処に関して必要となる個別の

法制の整備に関する事項を定

めるもの 

 

■事態認定 

政府が定める対処基本方針

又は緊急対処事態対処方針の

中で、武力攻撃やテロなどの事

案を、武力攻撃事態、武力攻撃

予測事態又は緊急対処事態と

して認定すること 

 

■指定行政機関 

武力攻撃事態等における我

が国の平和と独立並びに国及

び国民の安全の確保に関する

法律施行令（事態対処法施行

令）で定めるもの 

内閣官房、内閣府、国家公安

委員会、警察庁、金融庁、消費

者庁、総務省、消防庁、法務省、

公安調査庁、外務省、財務省、

国税庁、文部科学省、スポーツ

庁、文化庁、厚生労働省、農林

水産省、林野庁、水産庁、経済

産業省、資源エネルギー庁、中

小企業庁、国土交通省、国土地

理院、観光庁、気象庁、海上保

安庁、環境省、原子力規制委員

会、防衛省及び防衛装備庁 
→事態対処法第２条、事態対処法施行令

第１条 
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■指定地方行政機関 

指定行政機関の地方支分部

局その他の国の地方行政機関

で、事態対処法施行令で定める

もの 
→事態対処法第２条、事態対処法施行令

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、事態対処法

施行令で定めるもの 
→事態対処法第２条、事態対処法施行令

第３条 
 

■指定地方公共機関 

都道府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当該都

道府県の知事が指定するもの 
→国民保護法第２条 

 

■自主防災組織 

大規模災害等の発生による

被害を防止し、軽減するために

地域住民が連帯し、協力し合っ

て「自らのまちは自ら守る」と

いう精神により、効果的な防災

活動を実施することを目的に

結成された組織 

 

■住民 

居住者、滞在者、通過者など、

その地域にいるすべての者 

 

■収容施設 

避難等により本来の住居に

おいて起居することができな

くなった避難住民等の一時的

な居住の安定等を図るために

知事等が供与しなければなら

ない公民館や体育館などの避

難所や応急仮設住宅等の施設 
→国民保護法第 75条 

 

■生活関連等施設 

発電所、浄水施設、危険物の

貯蔵施設など国民生活に関連

のある施設で、その安全を確保

しなければ国民生活に著しい

支障を及ぼすおそれがあると

認められる施設又はその安全

を確保しなければ周辺地域に

著しい被害を生じさせるおそ

れがあると認められる施設 

 

 

 

■損害補償 

国民が国や地方公共団体か

らの要請を受けて、国民保護措

置の実施に協力したことによ

り死亡、負傷等をした場合に、

その損害を補償すること 
→国民保護法第 160条 

 

■損失補償 

武力攻撃事態等において、

国、地方公共団体が法律の規定

に基づき収用その他の処分を

行われたことで生じた財産上

の損害に対して、通常生ずべき

損失を補償すること 
→国民保護法第 159条 

た 

 

      た       

■ダーティボム 

放射性物質を散布すること

により、放射能汚染を引き起こ

すことを意図した爆弾 

 

■対処基本方針 

武力攻撃事態等に至ったと

きに政府がその対処に関して

定める基本的な方針 
→事態対処法第９条 

 

■対処措置 

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

定行政機関、地方公共団体又は

指定公共機関が法律の規定に

基づいて実施する措置のこと

で、武力攻撃を排除するために

必要な自衛隊が実施する侵害

排除活動及び国民の保護のた

めの措置など 
→事態対処法第２条 
 

■退避 

目前の危険を一時的に避け

るため武力攻撃災害の及ばな

い地域または場所（屋内を含

む）に逃れること 
→国民保護法第 112条 

 

■多数の者が利用する施設 

学校、病院、駅のほか、大規

模集客施設など 
→国民保護法第 48条 
 

■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

を業とする者が取り扱うもの 
→国民保護法第 81条 

 

■トリアージ 

災害発生時などに多数の傷

病者が発生した場合、傷病者の

緊急度や重傷度に応じ、適切な

搬送・治療を行うこと。医療救

護所などでは、医師などによる

トリアージの結果に基づき、軽

症（緑）・中等症（黄）・重症

（赤）・死亡（黒）に色分けさ

れた「トリアージタッグ」を付

け、必要な搬送や応急措置を実

施すること 
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■同報系防災行政無線 

屋外拡声器や戸別受信機を

介し、市町村役場から住民等に

対して直接・同時に防災情報や

行政情報を伝える無線システ

ム 

 

 

      は       

■非常通信協議会 

電波法に基づき総務大臣の

下部機関として、地震、台風、

洪水、雪害、火災、暴動その他

非常事態が発生した場合に、人

命救助、災害の救援、交通通信

の確保又は秩序の維持のため

に必要な非常通信の円滑な運

用を行うことを目的とした協

議会 

 

■避難先地域 

住民の避難先となる地域（住

民の避難の経路となる地域を

含む） 
→国民保護法第 52条 
 

■避難施設 

避難する住民を受け入れた

り、収容施設の供与・炊き出し

等など住民の避難及び避難住

民等の救援を行うため、国民保

護法に基づき知事があらかじ

め指定した施設 
→国民保護法第 148条 
 

■避難所 

避難先地域において、避難住

民等を受け入れる避難施設 

 

■避難住民等 

避難の指示を受けて避難し

た者（自主的に避難した者を含

む）及び武力攻撃災害による被

災者 
→国民保護法第 75条 

 

■避難実施要領 

避難の指示を受けた市町村

長が、あらかじめ国民の保護に

関する計画に定めている事項

や関係機関の意見聴取等に従

って、避難の経路、避難の手段

その他避難の方法などに関し

て定める要領 
→国民保護法第 61条 

 

■被災者 

武力攻撃災害による被災者 
→国民保護法第 74条 

 

■武力攻撃 

我が国に対する外部からの

武力攻撃のこと 
→事態対処法第２条 

 

■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、

火事、爆発、放射性物質の放出

その他の人的又は物的災害 
→国民保護法第２条 

 

■武力攻撃災害の復旧 

武力攻撃により被害が生じ

た施設を被害が生ずる前の状

態に完全に復旧するための事

業 
→国民保護法第 141条 

 

■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 

 

■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２条 

 

■武力攻撃事態等 

武力攻撃事態及び武力攻撃

予測事態 
→事態対処法第１条 

 

■防災行政無線 

「地域防災計画」に基づき、

それぞれの地域における防災、

応急救助、災害復旧に関する業

務に使用することを主な目的

として、併せて、平常時には一

般行政事務に使用できる無線

局 

市町村の防災行政無線は「同

報、通信用（同報系防災行政無

線」）と「移動通信用（移動系

防災行政無線）」の２種類に大

別 

 

 

      ま       

■モニタリングポスト 

原子力施設等周辺の放射線

を監視するため、気象条件、人

口密度などを考慮して周辺監

視区域境界付近に設置され環

境放射線を連続して測定する

設備のこと 

 

 

      や       

■要避難地域 

住民の避難が必要な地域 
→国民保護法第 52条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


