
化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアルの目次 新旧対照表 
 

現行  改正案 
序章 対象災害の範囲 序章 対象災害の範囲 

 第１節 対象  第１節 対象 

 第２節 化学災害  第２節 化学災害 

  第１項 化学災害とは   第１ 化学災害 

  第２項 化学テロ災害とは   第２ 化学テロ災害 

  第３項 化学剤   第３ 化学剤 

 第３節 生物災害（バイオハザード）  第３節 生物災害（バイオハザード） 

  第１項 生物災害とは   第１ 生物災害 

  第２項 生物テロ災害とは   第２ 生物テロ災害 

  第３項 衛生主管部局（保健所）との事前調整   第３ 生物剤 

  第４項 生物剤   第４ 衛生主管部局（保健所）との事前調整 

第１章 消防本部の通信指令部署の対応及び消防対策本部の設置 第１章 消防活動の基本原則 

 第１節 通信指令部署の対応  第１節 消防活動の主眼 

  第１項 119番受信から出動指令まで  第２節 消防活動の流れ 

  第２項 関係機関への情報提供  第３節 消防活動における基本的事項 

  第３項 化学テロ災害に伴う部隊編成の考え方（例）   第１ 区域の区分 

 第２節 消防本部における化学災害又は生物災害時の対策本部の設置   第２ 防護措置の区分 

  第１項 消防対策本部の役割   第３ 区域ごとの防護措置と活動内容 

  第２項 関係機関との調整内容   第４ 活動時の合図要領 

  第３項 メディア対応  

第２章 化学災害又は生物災害の発生が疑われる場合の初動活動 第２章 消防本部の通信指令部署の対応及び消防対策本部の設置 

 第１節 出動から初動活動までの留意点  第１節 通信指令部署の対応 

  第１項 出動から現場到着まで   第１ 119番受信から出動指令まで 

  第２項 現場到着から活動開始まで   第２ 出動消防部隊の規模とその確保方策 

 第２節 区域の設定  第２節 消防本部における化学災害又は生物災害時の対策本部の設置 

 第３節 化学剤・生物剤への防護   第１ 消防対策本部の役割 

  第１項 防護措置（レベル別）   第２ 関係機関との調整内容 

  第２項 レベル別活動隊の活動範囲   第３ メディア対応 

  第３項 レベル別活動隊の主な活動  

  第４項 簡易検知活動  

  第５項 消防活動の優先順位  

 第４節 最先着隊がレベルＤ隊であった場合の活動  

  第１項 出動から現場到着の活動  

  第２項 レベルＡＢＣ隊の到着後からの活動  

 第５節 広報内容  

第３章 化学災害時における消防活動 第３章 化学災害又は生物災害時における消防活動 

 第１節 レベル別活動隊の活動範囲  第１節 消防部隊の活動範囲と消防活動の内容 

 第２節 レベル別活動隊の主な活動  第２節 消防活動の実施要領 

  第１項～第４項 レベルＡ活動隊～レベルＤ活動隊   第１ 出動から現場到着まで 

 第３節 ホットゾーンでの活動    １ 出動前の措置 

  第１項 ホットゾーンの設定    ２ 出動途上の措置 

  第２項 ホットゾーンの設定変更    ３ 現場到着時の措置 

  第３項 簡易検知活動    ４ 情報提供 

  第４項 危険排除   第２ 現場管理・区域設定 

  第５項 救助活動    １ 消防警戒区域の設定 

  第６項 ボンベ交換方法    ２ 進入統制ラインの設定 

  第７項 活動時間の管理    ３ 簡易検知活動 

 第４節 ウォームゾーンでの活動    ４ 区域設定（ゾーニング） 

  第１項 ウォ－ムゾーンの設定   第３ ホットゾーンでの活動 

  第２項 曝露者集合場所の決定    １ 再簡易検知活動 

  第３項 誘導活動    ２ 危険排除 

  第４項 １次トリアージ    ３ 救助活動 

  第５項 ボンベ交換方法   第４ ウォームゾーンでの活動 

  第６項 活動時間の管理    １ 歩行可能な曝露者の誘導 

 第５節 コールドゾーンでの活動    ２ 集合管理（生物災害に限る。） 

  第１項 コールドゾーンの設定    ３ １次トリアージ 

  第２項 現場指揮本部の開設    ４ 除染活動 

  第３項 広報・避難誘導   第５ コールドゾーンでの活動 

  第４項 ２次トリアージポスト及び救護所の設置    １ 広報・避難誘導 

  第５項 ２次トリアージ    ２ ２次トリアージ 

  第６項 救急隊の活動    ３ 救急活動 

第４章 生物災害時における消防活動   第６ 最先着隊がレベルＤ活動隊であった場合の活動 

 第１節 活動隊の活動範囲    １ レベルＡ・Ｂ・Ｃ活動隊が到着するまでの活動 

 第２節 レベル別活動隊の主な活動    ２ レベルＡ・Ｂ・Ｃ活動隊が到着してからの活動 

  第１項～第４項（第３章に同じ）  

 第３節 ホットゾーンでの活動  

  第１項～第５項、第７項（第３章に同じ）  

  第６項 集合管理  

 第４節 ウォ－ムゾーンでの活動  

  第１項～第３項、第５項、第６項（第３章に同じ）  

  第４項 医療従事者と消防機関の協議  

 ５節 コールドゾーンでの活動  

  第１項～第６項（第３章に同じ）  

第５章 除染活動 第４章 除染活動 

 第１節 除染  第１節 除染 

 第２節 除染の分類  第２節 除染剤の種類 

  第１項 乾的除染   第１ さらし粉（５％除染液） 

  第２項 温水除染   第２ 次亜塩素酸ナトリウム 

 第３節 化学災害又は生物災害時の除染活動   第３ 石鹸等（アルカリ石鹸水、中性洗剤） 

  第１項 化学災害  第３節 除染の分類 

  第２項 生物災害   第１ 乾的除染 

  第３項 除染活動要領   第２ 水的除染 

資料２ 



  第４項 環境除染  第４節 化学災害又は生物災害時の除染活動 

  第５項 使用資機材の除染   第１ 化学災害 

  第６項 活動隊員の除染   第２ 生物災害 

  第７項 汚水処理   第３ 除染活動要領 

 第４節 専用の資機材がない場合の除染   第４ 環境除染 

  第１項 目的   第５ 使用資機材等の除染 

  第２項 除染方法の具体例   第６ 活動隊員の除染 

 第５節 合理的な除染活動の流れ   第７ 汚水処理 

 第６節 除染剤の種類  第５節 専用の資機材がない場合の除染 

  第１項 さらし粉   第１ 目的 

  第２項 次亜塩素酸ナトリウム   第２ 除染方法の具体例 

  第３項 石鹸等（アルカリ石鹸水、中性洗剤） 参考文献 

第６章 隊員の安全管理・体調管理・健康管理の留意点 第５章 隊員の安全管理・体調管理・健康管理の留意点 

 第１節 化学災害又は生物災害活動中の隊員の安全管理  第１節 化学災害又は生物災害活動中の隊員の安全管理 

 第２節 化学災害又は生物災害活動中の体調管理  第２節 化学災害又は生物災害活動中の体調管理 

  第１ 化学災害又は生物災害活動中の体調管理の留意事項   第１ 化学災害又は生物災害活動中の体調管理の留意事項 

  第２ 水分補給   第２ 水分補給 

 第３節 化学災害又は生物災害に携わった隊員のケア  第３節 化学災害又は生物災害に携わった隊員のケア 

  第１ 化学災害又は生物災害の活動後における健康管理   第１ 化学災害又は生物災害の活動後における健康管理 

  第２ 惨事ストレスによるストレス反応と参事ストレスケア   第２ 惨事ストレスによるストレス反応と参事ストレスケア 

参考資料１ 消防本部が保有している主なＢＣ対応資機材 参考資料１ 消防本部が保有している主な BC資機材 

参考資料２ 天然痘の発症者（疑いを含む。）の対処 参考資料２ 天然痘の発症者（疑いを含む。）の対処 

参考資料３ 建物内での白い粉等の確認により 119番通報等があった場合の対処 参考資料３ NBCテロ対処現地関係機関連携モデル 

参考資料４ NBC災害活動時の合図要領 参考資料４ 2012 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK（緊急時応急措置指針） 

参考資料５ 関係機関 URL  

参考資料６ NBCテロ対処現地関係機関連携モデル  

 


