
長崎県防災会議

平成24年6月4日（月）
13：30～15：30



本県で過去に発生した大きな災害（例）
■豪雨・台風
○昭和３２年７月 諫早大水害 死者・行方不明者７８２人
○昭和５７年７月 長崎大水害 死者・行方不明者２９９人
○平成 ３年９月 台風１９号 被害額 約７９７億円
○平成１８年９月 台風１３号 被害額 約１９０億円

■地震・火山
○１７９２（寛政４）年５月２１日
雲仙岳 Ｍ６．４（眉山崩壊＝島原大変）
島原領、肥後領(熊本県側)合わせて約15,000人の死者
○１９２２（大正１１）年１２月８日
橘（千々石）湾Ｍ６．９、 島原半島南部等で死者２６人
○平成３年～ 雲仙普賢岳噴火災害
死者行方不明 ４４人、被害額 約２,２９９億円
○平成１７年３月２０日 福岡県西方沖地震
壱岐市芦辺町 震度５強震度５強 2



長崎大水害（昭和５７年）

（長崎市 本河内低部ダム付近）

（中島川 眼鏡橋付近）

3



（杉本伸一氏撮影）

雲仙普賢岳噴火災害（平成２～７年）

4



年 別
人 的 被 害

住家被害
うち、死者数

平成２３年 １人 ０人 ９０棟

平成２２年 ３人 ０人 １５５棟

平成２１年 ３人 ※１人 ７９棟

平成２０年 １人 ０人 ２４棟

平成１９年 ０人 ０人 １０７棟

人的被害・住家被害発生状況(最近5年間)

［平成19年～平成23年］

平成24年5月末現在 人的被害～負傷者３人 ・ 死者０人

※平成21年7月24-25日の大雨により壱岐市で倒壊した自宅ブロック塀の下敷きに。
5



あらゆる災害を想定し、備える必要がある

▼いつどこでも起こりうる地震災害いつどこでも起こりうる地震災害
福岡県西方沖地震のように活断層が確認されていなかった場所で地震が発
生する場合もあり、県内各地の直下にM6.9の震源を仮に想定すれば県内
どの場所でも震度６弱～６強(地盤条件等により一部震度７)の発生もありうる。
⇒ 誰にでもふりかかりうることを自覚することが重要。

（住宅の耐震化、家具等の転倒防止等の推進）

▼毎年、発生している風水害毎年、発生している風水害
・過去に、諫早大水害、長崎大水害等、大規模な水害が発生している。
・災害危険箇所は約２万箇所にのぼる。
⇒ 迅速かつ確実な避難のための取組みが必要。

（高齢者等の災害時要援護者の避難支援、危険箇所の周知等）

▼長期にわたる火山噴火災害長期にわたる火山噴火災害
・雲仙普賢岳噴火災害では、長期の避難となり、復興まで時間を要した。
⇒ 災害を風化させず、火山と共生するまちづくりに取り組む必要。

（災害の伝承、防災教育の充実等）
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あらゆる災害を想定し、備える必要がある

▼原子力災害原子力災害

福島第一原発事故で目の当たりにした原発事故や原子力艦船

による災害も想定。

⇒ 福島第一原発の事故を踏まえ、万が一の事故に備えた避難の計画を

見直し（原子力施設）。

▼石油コンビナート等石油コンビナート等災害災害((石油コンビナート等災害防止法の対象石油コンビナート等災害防止法の対象))

九電相浦発電所、新上五島町洋上備蓄基地、

福島液化石油ガス基地が対象。

⇒ 万が一の事故に備え、持ち回りで訓練を実施。

▼特殊重大特殊重大災害災害((死傷者多数の事故など死傷者多数の事故など))

航空機事故、船舶災害、列車・自動車災害、火災災害、爆発災害、

雑踏災害等

⇒ 様々な大規模な事故に対し、迅速な初動体制をとることが重要。 7

その他の災害



長崎県の防災計画

▼長崎県地域防災計画 ［直近の見直し～平成２３年１１月］
・基本計画編（昭和３７年～） ※S34.9.26 伊勢湾台風、S36災対法制定
一般的な災害に係る予防、応急対策、復旧計画
活動火山「雲仙岳」災害対策計画（平成４年）

・震災対策編（平成８年～） ※H7.1.17 阪神淡路大震災
地震災害に係る予防、応急対策、復旧計画

・原子力災害対策編（平成１３年～） ※H11.9.30 JCO事故
原子力施設（九州電力玄海原子力発電所）及び
原子力艦（佐世保港に寄港する米軍艦船）に係る予防、
応急対策、復旧計画

▼長崎県石油コンビナート等防災計画
石油コンビナート等特別防災区域（県内３箇所）に係る予防、
応急対策、復旧計画(火力発電所、石油備蓄基地、液化ガス基地) 8



東日本大震災の発生東日本大震災東日本大震災の発生の発生

平成23年3月11日14時46分発生
震源地：三陸沖 マグニチュード９．０
宮城県栗原市で震度７を観測（県内では
南島原市などで震度１を観測）

○○東北地方太平洋沖地震の発生東北地方太平洋沖地震の発生

岩手県宮古市で８．５ｍ以上の津波を観
測（長崎市で０．８ｍ）
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・北海道えりも町庶野 最大波 １５時４４分 ３．５ｍ
・岩手県宮古 最大波 １５時２６分 ８．５ｍ以上
・岩手県大船渡 最大波 １５時１８分 ８．０ｍ以上
・岩手県釜石 最大波 １５時２１分 ４．２ｍ以上
・宮城県石巻市鮎川 最大波 １５時２６分 ８．６ｍ以上
・福島県相馬 最大波 １５時５１分 ９．３ｍ以上

津波の
観測地
（検潮所）

5

１４時４９分 津波警報（大津波） 宮城県；６ｍ、岩手県・福島県；３ｍ
１５時１４分 津波警報（大津波） 宮城県；１０ｍ以上、岩手県・福島県；６ｍ
１５時３０分 津波警報（大津波） 岩手県～千葉県外房；１０ｍ以上
＜１３日＞ １７時５８分 全ての津波注意報解除

津波警報4

震度７ 宮城県北部
震度６強 宮城県南部、宮城県中部、福島県中通り、福島県浜通り、宮城県北部、

茨城県南部、栃木県北部、栃木県南部

震度６弱 岩手県沿岸南部、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、福島県会津、
群馬県南部、埼玉県東部、千葉県北西部

主な地点
の震度

3

三陸沖（北緯３８．１度、東経１４２．９度）

牡鹿半島の東南東１３０ｋｍ付近、深さ２４ｋｍ、モーメントマグニチュード ９．０
震源・規模2

平成２３年３月１１日（金） １４時４６分頃発生日時1

東日本大震災 （東北地方太平洋沖地震）項 目
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人的被害 建物被害

死者 行方不明 全壊 半壊 計

人 人 戸 戸 戸

合
計

15,859 3,021 129,855 257,739 387,594

支援制度 派遣期間 派遣先 人数 備 考

災害ボラ
ンティア
バス運行

第１回
H23.4.18

～4.23

宮城県

気仙沼市
20人

社会福祉協議会
などと連携し、
一般県民からボ
ランティアを募
集。

第２回
H23.5.23

～5.28

宮城県

気仙沼市
20人

第３回
H23.6.13

～6.18

宮城県

気仙沼市
20人

第４回

H23.10.1
0～10.15

岩手県

陸前高田
市

19人

東日本大震災の被災状況及び本県の対応東日本大震災の被災状況及び本県の対応東日本大震災の被災状況及び本県の対応

○○東日本大震災の被災状況東日本大震災の被災状況
平成24年5月30日現在

○○県の支援体制等について県の支援体制等について

【支援体制】
・3月13日「東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）

長崎県緊急支援本部」設置。
・3月16日「東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）

長崎県緊急支援室」設置。
【連絡調整会議等】
・3月15日「緊急スクラムミーティング」
・3月30日「長崎県緊急経済雇用対策連携会議」
・5月11日「国・県・市町（関係機関）課長会議」
・5月26日「平成23年度第１回スクラムミーティング」

○○災害ボランティアに係る支援災害ボランティアに係る支援

災害ボランティアバスの運行災害ボランティアバスの運行

○○被災地への支援について被災地への支援について

県・市町職員の派遣県・市町職員の派遣

岩手県 宮城県 福島県 計
日数

（日）

延べ

人日

県 30 227 351 608 3,195 8,921

市町 94 370 510 974 6,739 14,223

計 124 597 861 1,582 9,934 23,144

平成2４年４月1日現在

※日数、延べ人数は現在派遣期間中を含む。警察職員を含まない
※「延べ人日」：派遣者数×派遣日数（個別積み上げ）

・県 ：４０名（福島県３６名、宮城県４名）

・市町：２１名（福島県１５名、宮城県５名、岩手県１名）

罹災証明書等発行業務罹災証明書等発行業務 避難所支援業務避難所支援業務
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長崎県地域防災計画
震災対策編の修正の概要

平成24年６月4日
長崎県



○テーマとメンバー構成 （課名は平成23年度のもの）
①行政機能の確保・・・ 危機管理課、管財課、福祉保健課、農政課、河川課、

新行政推進室、地域振興課 ほか

②情報収集・整理・伝達・・・ 情報政策課、広報課、県民センター ほか

③津波避難誘導・・・ 危機管理課、福祉保健課、長寿社会課、障害福祉課、
こども政策局全課、港湾課、教育庁 ほか

④物資の備蓄・調達・輸送・・・ 福祉保健課、新幹線・総合交通対策課、
食品安全・消費生活課 ほか

⑤避難所の確保・運営・・・危機管理課、福祉保健課、男女参画・県民協働課、
医療政策課、生活衛生課ほか

⑥地域防災力の向上・・・ 危機管理課、消防保安室、国際課 ほか

⑦防災教育・・・ 教育庁児童生徒支援室、男女参画・県民協働課 ほか

⑧被災区域の防犯・治安維持・・・ 県警察本部、県民安全課 ほか

⑨遺体の埋葬等・・・ 生活衛生課、福祉保健課
⑩廃棄物の処理・・・ 廃棄物対策課、漁港・漁場課 ほか

⑪液状化対策・・・ 危機管理課、住宅課、都市計画課、道路維持課、
港湾課、建築課、水環境対策課 ほか 14

庁内ワーキング会議



地域防災計画の見直し

『長崎県地域防災計画見直し検討委員会』
平成23年8月設置 ⇒ 平成24年2月 見直し提言
委員会４回開催、被災地調査１回

《提言内容》 H24.3月 高橋和雄委員長から知事に提出

①行政機能の確保、情報収集・伝達、津波避難誘導、
物資備蓄、地域防災力の向上、防災教育など１１項目

②原子力災害対策暫定計画～今回、防災計画に融合

③海溝型地震津波に関する報告～想定する地震津波

シミュレーションを専門的見地から検討・検証
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【「震災対策編」修正のポイント】

①従来の想定に東海、東南海、南海及び日向灘を震源域とする
４連動地震の想定（→海溝型地震津波に関する報告 ）を追加

※従来の想定→長崎県地震等防災アセスメント（Ｈ１８．３）
福岡県西方沖地震を踏まえ、長崎県内に影響を及ぼすと
想定される県内７活断層（うち１つは２つの活断層の連動）、
県外２活断層等について予測

②災害予防と応急対策の観点から行政機能の確保や津波避難
誘導などの１１項目の「提言」を踏まえた修正

■福岡西方沖地震を踏まえた平成１８年度以来の大幅な修正

見直し提言に沿った防災計画の修正
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①東海・東南海・南海地震・日向灘の地震 → シミュレーション実施

②橘湾～長崎（野母崎）半島付近の断層

③対馬南方の断層（九州電力㈱の津波想定）

④南海トラフ～南西諸島海溝の海溝型巨大地震

⑤沖縄トラフ（東シナ海）の地震（M7程度）

⑥黄海・東シナ海

⑦日本海東縁の地震（M7～M8程度）

⑧警固断層、西山断層など

⑨チリ地震（M9.5）のような外国の巨大地震

⑩山体崩壊や海底火山噴火などの地震以外の要因

⑪前回防災アセスでの想定地震（雲仙断層群など）

⑫対馬海峡東の断層＜追加検討＞

１．「見直し検討委員会」において想定する地震の検討

海溝型地震津波に関する報告より

震災対策編の修正（想定地震の追加）
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２．地震津波シミュレーションの概要
（１）地震の想定
東海・東南海・南海地震の３連動に日向灘の震源域を加えた４連動地震
を想定（マグニチュード９．０）

海溝型地震津波に関する報告より

震源域

本県の想定津波波源域 ４連動（Mw9.0）

中央防災会議（2003）３連動 震源域・津波波源域

要素断層

震災対策編の修正（想定地震の追加）
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（２）シミュレーションの設定条件等

項　　目 設定内容

想定地震の規模 ■マグニチュード　９．０
初期潮位 ■既往最大潮位　　（過去最大潮位）
（基準となる潮位） ■朔望平均満潮位　（大潮時の満潮の平均）

■現有施設等が機能する場合
■　〃　　　　機能しない場合

メッシュサイズ ■１２．５ｍ
■最大津波高　■津波の到達時間　■浸水予測
■被害想定（建物被害、人的被害）　　 　等

堤防等施設

シミュレーションした内容

海溝型地震津波に関する報告より

震災対策編の修正（想定地震の追加）
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（３）．津波の最大水位及び到達時間
（初期潮位：既往最大潮位）

初期潮位
地盤の

隆起・沈降量※1
津波の

到達時間※2
最大津波の
到達時間

最大水位 最大津波高※3

T.P.（ｍ） （ｍ） （分） （分） T.P.（ｍ） （ｍ）

1 比田勝港 1.39 0.01 295 295 1.62 0.22

2 厳原港 1.39 0.01 - 267 1.56 0.16

3 壱岐沿岸 壱岐市 郷ノ浦港 1.39 0.01 370 380 1.64 0.24

4 松浦市 松浦港 2.14 0.00 - 372 2.33 0.19

5 平戸市 平戸港 2.14 0.00 177 501 2.48 0.34

6 佐世保市 江迎港 2.14 0.00 170 187 3.06 0.92

7 平戸市 前津吉漁港 2.14 0.00 158 321 2.58 0.44

8 佐々町 佐々港 2.14 0.00 164 328 2.75 0.61

9 佐世保市 佐世保港 2.14 0.00 167 182 2.67 0.53

10 川棚町 川棚港 1.06 -0.01 - 528 1.12 0.07

11 東彼杵町 彼杵港 1.06 -0.01 - 533 1.11 0.06

12 大村市 大村港 1.06 -0.01 - 566 1.11 0.06

13 長与町 長与港 1.06 -0.01 - 563 1.12 0.07

14 時津町 時津港 1.06 -0.01 - 567 1.16 0.11

15 諫早市 小長井港 3.22 -0.02 201 201 3.40 0.20

16 島原市 島原港 3.22 -0.04 218 218 3.38 0.20

17 南島原市 須川港 3.22 -0.03 188 190 3.40 0.21

18 雲仙市 小浜港 2.01 -0.03 148 159 2.49 0.51

19 諫早市 有喜漁港 2.01 -0.02 146 161 2.50 0.51

20 長崎港 2.09 -0.01 133 284 3.05 0.97

21 野母漁港 2.09 -0.01 125 161 2.53 0.45

22 西海市 瀬戸港 2.09 0.00 135 139 2.89 0.80

23 小値賀町 小値賀漁港 1.76 0.00 167 167 1.99 0.23

24 有川港 1.76 0.00 156 316 2.14 0.38

25 奈良尾漁港 1.76 0.00 125 138 2.22 0.46

26 福江港 1.76 0.00 123 386 2.22 0.46

27 富江港 1.76 0.00 121 161 2.61 0.85

※2　津波の到達時間は水位変化が±0.2m以上となった時間とした。
※3　「最大津波高(m)」＝「最大水位（T.P. （m））」-「初期潮位（T.P. （m））」-「地盤の隆起・沈降量(m)」とした。

番号

長崎市

新上五島町

五島市

※1　「+」が隆起、「-」が沈降

港名地域名

対馬市

五島
沿岸

沿岸
海域名

対馬
沿岸

松浦
沿岸

大村湾
沿岸

有明海
沿岸

橘湾
沿岸

西彼杵
沿岸

●1：津波高等算出地点

○最大津波高
長崎港の１ｍ弱が最も高い数値

○津波の到達時間
２０ｃｍ以上の津波が到達するのは最短
でも地震発生後２時間程度経過後

震災対策編の修正（想定地震の追加）

海溝型地震津波に関する報告 20



既往最大潮位（T.P. 2.09m）において堤防等施設が機能する場合

（現況地盤高） （魚市場跡地・長崎駅周辺 計画地盤高）

（４）．浸水予測図

県内全域の浸水予測図を作成→長崎県防災総合ポータルサイトで公表済み

【例：長崎港周辺】

海溝型地震津波に関する報告より

震災対策編の修正（想定地震の追加）

21



【参考】用語 意 味

水位 基準面（東京湾平均海面T.P.）から水面までの高さ。
初期潮位 計算開始時の東京湾平均海面T.P.からの水位。
最大水位 東京湾平均海面T.P.から最大となる津波時の水位。

最大津波高
最大津波高は地震による地盤の隆起沈降を考慮して、
「最大水位」－「初期潮位」－「地盤の隆起・沈降量」とした。
〔(例)長崎港：３．０５－２．０９－（－０．０１）＝０．９７〕

浸水深 浸水した箇所における地盤面から測った水の深さ。

基準面
（東京湾平均海面 T.P.）

初期潮位
地震直後の初期潮位

津波の最大水位 

地震前の地形 

地震後の地形 

地震による地盤の 
隆起・沈降量 

初期潮位

最大津波高

最大水位 
堤防等施設 

最大浸水深 

基準面
（東京湾平均海面 T.P.）

初期潮位
地震直後の初期潮位

津波の最大水位 

地震前の地形 

地震後の地形 

地震による地盤の 
隆起・沈降量 

初期潮位

最大津波高

最大水位 
堤防等施設 

最大浸水深 
３．０５ｍ

０．９７ｍ

２．０９ｍ

－０．０１ｍ

海溝型地震津波に関する報告より

震災対策編の修正（想定地震の追加）
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（４）被害想定
○建物被害については、現有の堤防等施設が機能する場合、機能しない場合とも、
佐世保市、長崎市が高い数値となった。

○死亡者数については、津波の到達が地震発生から2時間以上であることから、
適切に避難すれば「0」との想定結果となった。

建物被害 死亡者数 建物被害 死亡者数

0 0
(920) (1,390)
0 0

(740) (1,410)
0 0

(3,260) (5,360)

佐世保港 3,690 5,620

県　計 16,840 24,940

　堤防等施設＜機能する場合＞ 　　＜機能しない場合＞

長崎港 2,670 3,720

※初期潮位＝既往最大潮位
※( )は、地震発生後5分以内に津波が到達した場合の死者数で、避難意識が低く、
避難が困難な地域の場合。

海溝型地震津波に関する報告より

震災対策編の修正（想定地震の追加）
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〔主な修正内容〕

●小中高校と発育段階に応じた防災教育プログラムの開発・実施、教職員
の防災知識・指導力の向上、家庭での連絡体制などについて追加充実。

（新旧 Ｐ３２～３３）

●自主防災組織の育成のため、県・市町による働きかけ強化、結成・活動
への支援、役割を担う自治会等への支援について充実。

（新旧 Ｐ３４～３６）

●避難所として学校施設・公共施設等の防災拠点機能整備、福祉避難所の
確保について追加充実。 （新旧 Ｐ４８）
●基本方針として、流通備蓄と現物備蓄の特性を考慮、離島・山間部等で
は現物備蓄に重点を置き緊急物資を確保することを追加。

（新旧 Ｐ５４～５６）
●県、市町、民間企業の業務継続計画の策定や非常電源、情報システムの
バックアップ機能の確保について明示。 （新旧 Ｐ３７、４５、６０、６２）

●避難所について、女性への配慮やプライバシーの確保など運営方針及び
生活環境の確保について追加。 （新旧 Ｐ８８～８９）
●被災地の治安維持や地域と連携した防犯活動、廃棄物の処理対策、広域
的な火葬対策、について追加充実。 （新旧 Ｐ９８、１０１～１０２、１０３）24

震災対策編の修正（提言の反映）



長崎県地域防災計画
原子力災害対策編の修正の概要

平成２４年６月4日
長崎県



● 大規模な原子力災害に備えた原子力防災対策の充実・強化

福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、玄海原子力発電所から30km圏内の
地域を含む松浦市・佐世保市・平戸市・壱岐市について、市町の地域防災計画で佐世保市・平戸市・壱岐市について、市町の地域防災計画で
「原子力災害対策編」を策定する市町として、「原子力災害対策編」を策定する市町として、県地域防災計画において位置付ける位置付ける
こととし、これらの市町を「避難対象市」「避難対象市」と呼称。 ◆（新旧 Ｐ４～５）

また、避難対象市からの避難を受け入れることとなる、佐世保市・東彼杵町・川
棚町・波佐見町（（「受入市町」「受入市町」という。）については、という。）については、以下の役割を負うものとし、地域
防災計画の適切な個所に役割について規定するものとする。 ◆（新旧 Ｐ６ ）

・・ 1010条事象等の事故情報・災害情報についての連絡条事象等の事故情報・災害情報についての連絡
・・ 緊急時モニタリングへの協力緊急時モニタリングへの協力
・・ 避難対象市からの避難者の受入避難対象市からの避難者の受入

地域防災計画(原子力災害対策編）の主な修正点①

26

長崎県原子力災害対策暫定計画（案）

福島第一原発事故の現状、本県の地理的特性を考慮し「避難対象範囲は半径30km」とする。

避難対象範囲を30kmとして、避難誘導体制､医療体制、モニタリング体制、情報伝達のあり方等を検討。

（Ｈ24.3.6 長崎県地域防災計画見直し検討委員会提言）



防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲（ＥＰＺ）等

＜現行＞
1. 現行ＥＰＺ（玄海原発から10km圏）
• 松浦市鷹島町の３地区

＜追加＞ ◆（新旧 Ｐ４～６）

避難対象市
• 30km圏内の地域を含む、松浦市、佐世保市、平戸市、壱岐市

2. 受入市町
• 避難対象市からの避難者を受け入れる、佐世保市、東彼杵町、
川棚町、波佐見町

※留意点 本来であれば、『原子力規制庁』が本年４月に設置され、
UPZ３０km等の考え方に沿った原子力防災のあり方の見直し
を主導していくこととなっていたが、その設置関連法案は、
ようやく５月２９日に衆院審議入りしたところ。

⇒ このため、現時点では「避難対象市」

27

（玄海原子力発電所）
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玄海原子力発電所

壱岐市

平戸市

佐世保市

松浦市

松浦市鷹島町

(原発から8.3km)

「避難対象市」の対象範囲

○現行
◆松浦市鷹島町
→最短で８．３ｋｍに位置

10km圏内がEPZの対象
（Ｈ23.10.1人口）
１，０８７人

◎修正案
◆ 30km圏内「避難対象市」
・松浦市（市の全域）
・佐世保市（30kmの範囲内）
・平戸市（30kmの範囲内）
・壱岐市（30kmの範囲内）
「避難対象市」の範囲内人口
６２，５００人
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避難対象市の範囲内人口

市名 10km圏内
（人）

20km圏内
（人）

30km圏内
（人）

備 考

松浦市 １，０８７ ８，８９１ ２５，５０６ ３０ｋｍ圏内には

市全域が含まれる

佐世保市 ０ ０ １１，１６２ 全人口

２６５，４８６人

平戸市 ０ ０ ９，４３４ 全人口

３５，８６６人

壱岐市 ０ ０ １６，３９８ 全人口

２９，９１２人

合計 １，０８７ ８，８９１ ６２，５００

松浦市はH23.9.30現在、

佐世保市、平戸市、壱岐市はH23.10.1現在



「原子力施設等の防災対策について」（国の防災指針）
の見直しについて

○予防的防護措置を準備する区域（PAZ：
Precautionary Action Zone）：概ね5 ㎞

急速に進展する事故を考慮し、重篤な確定的影
響等を回避するため、緊急事態区分に基づき、
直ちに避難を実施するなど、放射性物質の環境
への放出前の予防的防護措置（避難等）を準備
する区域

○緊急防護措置を準備する区域（UPZ：Urgent 
Protective action Planning Zone）：概ね30 ㎞

国際基準等に従って、確率的影響を実行可能な
限り回避するため、環境モニタリング等の結果を
踏まえた運用上の介入レベル（OIL）、緊急時活
動レベル（EAL）等に基づき避難、屋内退避、安
定ヨウ素剤の予防服用等を準備する区域。

平成平成2424年年33月、原子力安全委員会が「防災指針」月、原子力安全委員会が「防災指針」

見直しに関する考え方を中間とりまとめ。見直しに関する考え方を中間とりまとめ。

[

参
考]
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（１）住民避難 ◆ （新旧 Ｐ１９）

玄海原発から30km圏内については避難計画を策定する
こととし、避難先を確保しておくものとして規定

避難計画の基本的考え方避難計画の基本的考え方

① 30km30km圏外に圏外に避難場所を確保する広域の避難計画とする。

② 避難が必要な区域は、事故状況に応じ設定。

③ 避難先は、地域コミュニティーの維持に着目し、同一地区の同一地区の
住民が同一地域内に住民が同一地域内に避難できるように指定。

④ 放射性物質が放出される前に放射性物質が放出される前に避難行動が開始され、完了
されるよう努めるものとし、災害時要援護者及び一時滞在者
に十分に配慮。

地域防災計画(原子力災害対策編)の主な修正点②

31
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松

浦

市

佐世保市
（江迎町・吉井町・世知原町の一部）

壱岐市 壱岐市北部
（郷ノ浦町・石田町の一部）

（大島村・度島・
平戸島北部の一部） 平戸島の中・南部、生月島

・波佐見町
・川棚町
・東彼杵町

（学校体育館や公民館など）

・鷹島町

・福島町

・志佐町
その他
本土部

１次避難所
（海路避難の場合）

２０ｋｍ ３０ｋｍ 避難先

平戸市（田平町の一部）

佐世保市南部

避難計画の概要

（新旧 Ｐ２０ ）



避難対象区域は、事故等発生時の国の指示により特定。
原子力災害の事態の進展に応じて４段階を想定し、避難対象市と調整を行い避難対
象区域を設定し、避難対象市が避難の指示等を行う。（避難対象市が避難指示を行え
ない場合、避難計画に基づき、県が避難指示を代行）

※避難先は、いずれの場合でも原則として避難計画における３０ｋｍ圏外の避難所
※離島部については地域の実情に応じて避難の指示等を行う

行動計画（避難対象区域）

33

（第１段階）原子力災害発生 １０ｋｍ圏内 自主避難区域（屋内退避区域）

（第２段階）事態悪化 １０ｋｍ圏内 避難対象区域

（第３段階）さらに事態悪化
２０ｋｍ圏内 避難対象区域
２０～３０ｋｍ圏内 屋内退避区域（自主避難区域）

（第４段階）さらに事態悪化 ３０ｋｍ圏内 避難対象区域

（新旧 Ｐ４８～４９）



地域防災計画(原子力災害対策編）の主な修正点③

（３）被ばく医療対策 ◆（新旧 Ｐ６０～６２ ）

緊急医療本部の設置・運営
県が緊急医療本部を設置・運営することを規定。
⇒ 実施する具体的な活動要領については、『長崎県緊急被ばく医療マニュ
アル』に定める。
汚染検査等の実施
主な避難所に救護所を設置（受入市町の公的施設に設置）し、避難住民等
の登録とスクリーニングレベルを超える避難住民等の把握を行う。

長崎県の医療保健班の対応については、『原子力災害対策医療保健班マ
ニュアル』に記載。 ◆（新旧 Ｐ９７～１０６ ） 34

（２）緊急時モニタリング ◆（新旧 Ｐ５５ ）

県は、関係機関の協力を得て、防護対策を実施すべき区域の特定及び環境
への影響調査のため、緊急時モニタリングを実施する。
海上又は空からのモニタリングに関しては、海上保安部へ支援要請、自衛隊
にヘリコプター又は艦船による支援に関する災害派遣要請を行う。
県、避難対象市等の職員が緊急時モニタリングを実施するにあたって必要な
資機材（設備・機器等）を整備・維持するとともに、操作の習熟に努める。
詳細については、『長崎県環境放射線モニタリング計画』に規定。

◆（新旧 Ｐ７８～９６ ）


