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長崎県原子力災害対策暫定計画（案）について
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（（（（１１１１））））福島第一原子力発電所福島第一原子力発電所福島第一原子力発電所福島第一原子力発電所のののの事故事故事故事故をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、玄海原子力発電所玄海原子力発電所玄海原子力発電所玄海原子力発電所
でででで同様同様同様同様のののの原子力災害原子力災害原子力災害原子力災害がががが万一発生万一発生万一発生万一発生したしたしたした場合場合場合場合にににに備備備備えるえるえるえる。。。。

（（（（２２２２））））長崎県地域防災計画長崎県地域防災計画長崎県地域防災計画長崎県地域防災計画（（（（原子力災害対策編原子力災害対策編原子力災害対策編原子力災害対策編））））修正修正修正修正までのまでのまでのまでの間間間間のののの
避難避難避難避難をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした初動対応初動対応初動対応初動対応をををを混乱混乱混乱混乱なくなくなくなく実施実施実施実施するためするためするためするため、、、、県独自県独自県独自県独自のののの
原子力災害対策暫定計画原子力災害対策暫定計画原子力災害対策暫定計画原子力災害対策暫定計画をををを策定策定策定策定

１ 原子力災害対策暫定計画の目的

1

※※※※県地域防災計画県地域防災計画県地域防災計画県地域防災計画のののの見直見直見直見直しのしのしのしの方向性方向性方向性方向性
（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ２３２３２３２３．．．．８８８８．．．．１０１０１０１０長崎県地域防災計画見直長崎県地域防災計画見直長崎県地域防災計画見直長崎県地域防災計画見直しししし検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会でででで了承了承了承了承））））
・・・・現在現在現在現在、ＥＰＺ、ＥＰＺ、ＥＰＺ、ＥＰＺはははは、「、「、「、「玄海原子力発電所玄海原子力発電所玄海原子力発電所玄海原子力発電所からからからから半径半径半径半径１０１０１０１０㎞㎞㎞㎞」」」」
・・・・国国国国ではではではでは、、、、現在現在現在現在、、、、原子力委員会原子力委員会原子力委員会原子力委員会ががががＥＰＺＥＰＺＥＰＺＥＰＺのののの見直見直見直見直しをしをしをしを検討中検討中検討中検討中
・・・・県県県県ではではではでは、、、、国国国国のののの結果結果結果結果をををを待待待待つのではなくつのではなくつのではなくつのではなく、、、、福島福島福島福島のののの現状現状現状現状、、、、本県本県本県本県のののの地理的特性地理的特性地理的特性地理的特性をををを
考慮考慮考慮考慮しししし、「、「、「、「避難対象範囲避難対象範囲避難対象範囲避難対象範囲はははは半径半径半径半径３０３０３０３０㎞㎞㎞㎞」」」」とするとするとするとする。。。。
今後今後今後今後、、、、避難対象範囲避難対象範囲避難対象範囲避難対象範囲をををを半径半径半径半径３０３０３０３０ｋｍｋｍｋｍｋｍとしてとしてとしてとして、、、、避難誘導体制避難誘導体制避難誘導体制避難誘導体制････輸送体制輸送体制輸送体制輸送体制､､､､
医療体制医療体制医療体制医療体制、、、、モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング体制体制体制体制、、、、情報伝達情報伝達情報伝達情報伝達のありのありのありのあり方等方等方等方等をををを検討検討検討検討するするするする。。。。



・・・・最終的最終的最終的最終的にはにはにはには玄海原子力発電所玄海原子力発電所玄海原子力発電所玄海原子力発電所から３０キロから３０キロから３０キロから３０キロ圏内圏内圏内圏内のののの住民住民住民住民がががが
３０キロ３０キロ３０キロ３０キロ圏外圏外圏外圏外のののの避難先避難先避難先避難先にににに避難避難避難避難できるようできるようできるようできるよう避難場所避難場所避難場所避難場所をををを確保確保確保確保

２ 避難計画（避難の考え方）
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（（（（１１１１））））避難対象範囲避難対象範囲避難対象範囲避難対象範囲
玄海原子力発電所玄海原子力発電所玄海原子力発電所玄海原子力発電所からからからから半径半径半径半径３０３０３０３０ｋｍｋｍｋｍｋｍ圏内圏内圏内圏内
（（（（松浦市松浦市松浦市松浦市、、、、佐世保市佐世保市佐世保市佐世保市・・・・平戸市平戸市平戸市平戸市・・・・壱岐市壱岐市壱岐市壱岐市のののの一部一部一部一部））））
※※※※避難対象区域避難対象区域避難対象区域避難対象区域はははは、、、、原子力災害原子力災害原子力災害原子力災害のののの程度程度程度程度にににに応応応応じてじてじてじて設定設定設定設定
①①①①１０１０１０１０ｋｍｋｍｋｍｋｍ圏内圏内圏内圏内（（（（松浦市鷹島町松浦市鷹島町松浦市鷹島町松浦市鷹島町のののの一部一部一部一部））））
松浦市松浦市松浦市松浦市本土部本土部本土部本土部のののの１１１１次避難所次避難所次避難所次避難所へへへへ避難避難避難避難、、、、１１１１次避難所次避難所次避難所次避難所がががが避難対象区域避難対象区域避難対象区域避難対象区域となったとなったとなったとなった場合場合場合場合はははは

３０３０３０３０ｋｍｋｍｋｍｋｍ圏外圏外圏外圏外へへへへ避難避難避難避難
②②②②２０２０２０２０ｋｍｋｍｋｍｋｍ圏内圏内圏内圏内（（（（松浦市松浦市松浦市松浦市鷹島町鷹島町鷹島町鷹島町、、、、飛島飛島飛島飛島、、、、青島青島青島青島））））:①①①①とととと同様同様同様同様
③③③③２０２０２０２０ｋｍｋｍｋｍｋｍ圏内圏内圏内圏内（（（（上記以外上記以外上記以外上記以外））））は３０は３０は３０は３０ｋｍｋｍｋｍｋｍ圏外圏外圏外圏外へへへへ避難避難避難避難
④④④④２０２０２０２０ｋｍ～ｋｍ～ｋｍ～ｋｍ～３０３０３０３０ｋｍｋｍｋｍｋｍ圏内圏内圏内圏内はははは、、、、屋内退避屋内退避屋内退避屋内退避をををを基本基本基本基本としとしとしとし、、、、３０３０３０３０ｋｍｋｍｋｍｋｍ圏内圏内圏内圏内がががが避難対象区域避難対象区域避難対象区域避難対象区域となったとなったとなったとなった

場合場合場合場合はははは３０３０３０３０ｋｍｋｍｋｍｋｍ圏外圏外圏外圏外へへへへ避難避難避難避難

（（（（２２２２））））避難単位避難単位避難単位避難単位・・・・避難先避難先避難先避難先
・・・・最終的最終的最終的最終的なななな避難先避難先避難先避難先は３０は３０は３０は３０ｋｍｋｍｋｍｋｍ圏外圏外圏外圏外
・・・・地域地域地域地域コミュニティーコミュニティーコミュニティーコミュニティー維持維持維持維持のためできるのためできるのためできるのためできる限限限限りりりり自治会又自治会又自治会又自治会又はははは校区単位校区単位校区単位校区単位でででで同一同一同一同一エリアにまとめてエリアにまとめてエリアにまとめてエリアにまとめて避避避避
難難難難
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玄海原子力発電所玄海原子力発電所玄海原子力発電所玄海原子力発電所

壱岐市壱岐市壱岐市壱岐市

平戸市平戸市平戸市平戸市

佐世保市佐世保市佐世保市佐世保市

松浦市松浦市松浦市松浦市

松浦市鷹島町松浦市鷹島町松浦市鷹島町松浦市鷹島町

(原発原発原発原発からからからから8.3km)

避難対象範囲

◆◆◆◆松浦市鷹島町松浦市鷹島町松浦市鷹島町松浦市鷹島町
→→→→最短最短最短最短で８で８で８で８．．．．３３３３ｋｍｋｍｋｍｋｍのののの位置位置位置位置

＜＜＜＜１０１０１０１０ｋｍｋｍｋｍｋｍ圏内圏内圏内圏内＞（Ｈ＞（Ｈ＞（Ｈ＞（Ｈ23.10.1））））
・・・・阿翁地区阿翁地区阿翁地区阿翁地区 ３０９３０９３０９３０９人人人人
・・・・阿翁浦地区阿翁浦地区阿翁浦地区阿翁浦地区 ６８９６８９６８９６８９人人人人
・・・・日比地区日比地区日比地区日比地区 ８９８９８９８９人人人人

合計合計合計合計 １１１１，，，，０８７０８７０８７０８７人人人人

◆◆◆◆３０３０３０３０ｋｍｋｍｋｍｋｍ圏内圏内圏内圏内にににに関係関係関係関係するするするする市市市市
・・・・松浦市松浦市松浦市松浦市（（（（市市市市のののの全域全域全域全域））））
・・・・佐世保市佐世保市佐世保市佐世保市
・・・・平戸市平戸市平戸市平戸市
・・・・壱岐市壱岐市壱岐市壱岐市

※※※※特特特特にににに海域海域海域海域においてはにおいてはにおいてはにおいては何何何何らららら
遮蔽遮蔽遮蔽遮蔽するものがないするものがないするものがないするものがない
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避難対象範囲の人口

全人口

３５，８６６人
９，４３４００平戸市平戸市平戸市平戸市

６２６２６２６２，，，，５００５００５００５００８８８８，，，，８９１８９１８９１８９１１１１１，，，，０８７０８７０８７０８７合計合計合計合計

全人口

２９，９１２人
１６，３９８００壱岐市壱岐市壱岐市壱岐市

全人口

２６５，４８６人
１１，１６２００佐世保市佐世保市佐世保市佐世保市

３０ｋｍ圏内には

市全域が含まれる
２５，５０６８，８９１１，０８７松浦市松浦市松浦市松浦市

備備備備 考考考考30km圏内圏内圏内圏内

（（（（人人人人））））

20km圏内圏内圏内圏内

（（（（人人人人））））

10km圏内圏内圏内圏内

（（（（人人人人））））
市名市名市名市名

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
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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
（郷ノ浦町・石田町の一部）

・○○○市××町
（××ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰなど）
・△△△市××町
（△△公民館など）

・□□□市○○町
（○○小学校体育館など）
・■■■市△△町
（△△中学校体育館など）

・鷹島町
・福島町

・志佐町

・
・

１次避難所

２０２０２０２０ｋｍｋｍｋｍｋｍ ３０３０３０３０ｋｍｋｍｋｍｋｍ 避難先

平戸市
（大島村・度島・田平町の一部）

２ 避難計画（計画の概要）

避難計画避難計画避難計画避難計画のののの概要概要概要概要（（（（検討中検討中検討中検討中））））



陸上避難のポイント
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・・・・本土本土本土本土へのへのへのへの橋橋橋橋がががが通行不可通行不可通行不可通行不可のののの場合場合場合場合

・・・・指定避難先指定避難先指定避難先指定避難先（（（（３０３０３０３０ｋｍｋｍｋｍｋｍ圏外圏外圏外圏外））））にににに所定所定所定所定のののの避難経路避難経路避難経路避難経路（（（（幹線道路幹線道路幹線道路幹線道路））））
をををを通通通通りりりり避難避難避難避難（（（（原則原則原則原則としてとしてとしてとして自家用車両自家用車両自家用車両自家用車両をををを使用使用使用使用））））

本土地区本土地区本土地区本土地区

本土本土本土本土とととと架橋架橋架橋架橋されされされされ
ているているているている離島離島離島離島
（（（（鷹島鷹島鷹島鷹島、、、、福島福島福島福島、、、、
平戸島平戸島平戸島平戸島））））））））

・・・・乗乗乗乗りりりり合合合合わせわせわせわせ
・・・・所定所定所定所定のののの集合場所集合場所集合場所集合場所にににに参集参集参集参集しししし、、、、関係市等関係市等関係市等関係市等のののの保有保有保有保有するするするする車両車両車両車両でででで避難避難避難避難

・・・・自家用車両自家用車両自家用車両自家用車両がががが使用使用使用使用できないできないできないできない場合場合場合場合

・・・・最寄港最寄港最寄港最寄港にににに移動移動移動移動しししし、、、、定期船等定期船等定期船等定期船等でででで本土本土本土本土のののの最寄港最寄港最寄港最寄港までまでまでまで移動移動移動移動

・・・・関係市等関係市等関係市等関係市等がががが準備準備準備準備したしたしたした車両車両車両車両・・・・船舶等船舶等船舶等船舶等によりによりによりにより避難避難避難避難

避難計画避難計画避難計画避難計画にににに係係係係るるるる主要避難経路図主要避難経路図主要避難経路図主要避難経路図（（（（検討中検討中検討中検討中））））



・・・・定期船等定期船等定期船等定期船等（（（（漁船漁船漁船漁船をををを含含含含むむむむ））））をををを用用用用いていていていて、、、、最寄港最寄港最寄港最寄港までまでまでまで移動移動移動移動、、、、関係市等関係市等関係市等関係市等がががが
準備準備準備準備したしたしたした車両車両車両車両・・・・船舶等船舶等船舶等船舶等によりによりによりにより避難避難避難避難

・・・・定期船等定期船等定期船等定期船等によるによるによるによる避難避難避難避難がががが困難困難困難困難なななな住民住民住民住民はははは、、、、県県県県がががが海上保安部等海上保安部等海上保安部等海上保安部等にににに要請要請要請要請しししし避難避難避難避難

離島避難のポイント
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最寄港最寄港最寄港最寄港（（（（本土本土本土本土））））

避難所避難所避難所避難所

最寄港最寄港最寄港最寄港（（（（島内島内島内島内））））

漁船等漁船等漁船等漁船等

車両車両車両車両船舶船舶船舶船舶

離島

本土 ヘリヘリヘリヘリ

船艇船艇船艇船艇



災害時要援護者避難のポイント
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・・・・各施設各施設各施設各施設がががが策定策定策定策定するするするする避難計画避難計画避難計画避難計画にににに基基基基づきづきづきづき避難避難避難避難
・・・・搬送先搬送先搬送先搬送先はははは県外医療機関等県外医療機関等県外医療機関等県外医療機関等をををを含含含含めてめてめてめて対応対応対応対応
・・・・避難避難避難避難がががが困難困難困難困難なななな場合場合場合場合、、、、消防機関等消防機関等消防機関等消防機関等のののの支援支援支援支援をををを求求求求めるめるめるめる

・・・・関係市関係市関係市関係市がががが主体主体主体主体となりとなりとなりとなり策定策定策定策定するするするする「「「「避難支援避難支援避難支援避難支援プランプランプランプラン」」」」にににに基基基基づきづきづきづき避難避難避難避難
・・・・地元自治会地元自治会地元自治会地元自治会・・・・自主防災組織等自主防災組織等自主防災組織等自主防災組織等のののの支援支援支援支援をををを受受受受けるけるけるける

在宅在宅在宅在宅のののの
災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者

病院病院病院病院・・・・福祉施設等福祉施設等福祉施設等福祉施設等
にににに入院入院入院入院・・・・入所入所入所入所のののの
災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者
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松浦市松浦市松浦市松浦市

佐世保市佐世保市佐世保市佐世保市

平戸市平戸市平戸市平戸市

佐賀県

伊万里市

佐賀県

唐津市

佐賀県

玄海町

鷹島鷹島鷹島鷹島

福島福島福島福島

陸路輸送陸路輸送陸路輸送陸路輸送

陸路輸送陸路輸送陸路輸送陸路輸送
海路輸送海路輸送海路輸送海路輸送

救護所救護所救護所救護所
スクリーニング・スクリーニング・スクリーニング・スクリーニング・除染箇所除染箇所除染箇所除染箇所

避難実施のイメージ図（松浦市からの避難）

２０２０２０２０ｋｍｋｍｋｍｋｍ

１０１０１０１０ｋｍｋｍｋｍｋｍ

３０３０３０３０ｋｍｋｍｋｍｋｍ

陸路輸送陸路輸送陸路輸送陸路輸送

陸路輸送陸路輸送陸路輸送陸路輸送

陸路輸送陸路輸送陸路輸送陸路輸送

海路輸送海路輸送海路輸送海路輸送

避難計画避難計画避難計画避難計画（（（（松浦市松浦市松浦市松浦市、、、、佐世保市佐世保市佐世保市佐世保市、、、、平戸市平戸市平戸市平戸市、、、、壱岐市壱岐市壱岐市壱岐市）（）（）（）（検討中検討中検討中検討中））））



①①①①特定事象発生時特定事象発生時特定事象発生時特定事象発生時のののの情報伝達情報伝達情報伝達情報伝達

３ 行動計画（情報伝達①）
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・・・・原子力事業者原子力事業者原子力事業者原子力事業者からのからのからのからの通報通報通報通報・・・・国国国国からのからのからのからの連絡連絡連絡連絡をををを、、、、関係市関係市関係市関係市・その・その・その・その他県内市他県内市他県内市他県内市
町町町町・・・・県警県警県警県警・・・・各消防機関各消防機関各消防機関各消防機関・・・・自衛隊等自衛隊等自衛隊等自衛隊等のののの関係機関等関係機関等関係機関等関係機関等にににに一斉指令一斉指令一斉指令一斉指令システムシステムシステムシステム
等等等等によりによりによりにより事故事故事故事故のののの状況状況状況状況をををを速速速速やかにやかにやかにやかに連絡連絡連絡連絡

・プレスリリース・・プレスリリース・・プレスリリース・・プレスリリース・ＨＰＨＰＨＰＨＰ・・・・総合防災総合防災総合防災総合防災ポータルポータルポータルポータル等等等等のあらゆるのあらゆるのあらゆるのあらゆる手段手段手段手段をををを活用活用活用活用してしてしてして
事故事故事故事故のののの状況状況状況状況をををを正確正確正確正確かつかつかつかつ理解理解理解理解しやすくしやすくしやすくしやすく県民県民県民県民へへへへ広報広報広報広報

・・・・自治会自治会自治会自治会・・・・消防団消防団消防団消防団・・・・農協及農協及農協及農協及びびびび漁協等漁協等漁協等漁協等のののの関係団体関係団体関係団体関係団体、、、、災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者にににに
係係係係るるるる病院病院病院病院・・・・福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設、、、、観光施設観光施設観光施設観光施設へへへへ電話電話電話電話・・・・ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ等等等等をををを利用利用利用利用してしてしてして事故事故事故事故のののの状状状状
況況況況をををを連絡連絡連絡連絡

・・・・県内市町県内市町県内市町県内市町はははは県県県県へへへへ報告報告報告報告すべきすべきすべきすべき事項事項事項事項があるがあるがあるがある場合場合場合場合はははは速速速速やかにやかにやかにやかに報告連絡報告連絡報告連絡報告連絡

・・・・防災行政無線防災行政無線防災行政無線防災行政無線・・・・広報車広報車広報車広報車・・・・ＨＰＨＰＨＰＨＰ等等等等のあらゆるのあらゆるのあらゆるのあらゆる段段段段をををを活用活用活用活用してしてしてして事故事故事故事故のののの状況状況状況状況
をををを正確正確正確正確かつかつかつかつ理解理解理解理解しやすくしやすくしやすくしやすく住民等住民等住民等住民等へへへへ広報広報広報広報

関係市

長崎県



②②②② 緊急事態宣言発出緊急事態宣言発出緊急事態宣言発出緊急事態宣言発出までのまでのまでのまでの情報伝達情報伝達情報伝達情報伝達（（（（県及県及県及県及びびびび関係市関係市関係市関係市））））

３ 行動計画（情報伝達②）
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・モニタリング・モニタリング・モニタリング・モニタリング情報情報情報情報のののの追加追加追加追加
①①①①にににに加加加加えてモニタリングえてモニタリングえてモニタリングえてモニタリング情報情報情報情報をををを連絡連絡連絡連絡・・・・広報広報広報広報
・・・・応急対策活動応急対策活動応急対策活動応急対策活動のののの継続的連絡継続的連絡継続的連絡継続的連絡
（（（（県県県県）））） →→→→関係市関係市関係市関係市・・・・県警県警県警県警・・・・消防機関消防機関消防機関消防機関・・・・自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊・・・・海上保安部海上保安部海上保安部海上保安部

・・・・気象台気象台気象台気象台・その・その・その・その他他他他のののの関係機関関係機関関係機関関係機関
（（（（関係市関係市関係市関係市））））→→→→県県県県・・・・消防機関消防機関消防機関消防機関・・・・警察署警察署警察署警察署・その・その・その・その他他他他のののの関係機関関係機関関係機関関係機関

③③③③ 緊急事態宣言発出時緊急事態宣言発出時緊急事態宣言発出時緊急事態宣言発出時のののの情報伝達情報伝達情報伝達情報伝達

④④④④ 緊急事態宣言発出後緊急事態宣言発出後緊急事態宣言発出後緊急事態宣言発出後のののの情報伝達情報伝達情報伝達情報伝達

①①①①とととと同様同様同様同様にににに連絡連絡連絡連絡・・・・広報広報広報広報

①①①①・・・・②②②②＋＋＋＋被害状況被害状況被害状況被害状況・・・・避難等避難等避難等避難等のののの状況状況状況状況・・・・医療情報医療情報医療情報医療情報をををを連絡連絡連絡連絡・・・・広報広報広報広報
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連絡連絡連絡連絡

緊急事態宣言緊急事態宣言緊急事態宣言緊急事態宣言・・・・避難指示避難指示避難指示避難指示 連絡連絡連絡連絡

連絡連絡連絡連絡

通報通報通報通報

国

住民等 自治会自治会自治会自治会・・・・消防団消防団消防団消防団・・・・農協農協農協農協・・・・漁協等漁協等漁協等漁協等

情報伝達体制

長崎県

原子力事業者

松浦市

県警県警県警県警・・・・各消防機関各消防機関各消防機関各消防機関・・・・自衛隊等自衛隊等自衛隊等自衛隊等

病院病院病院病院・・・・福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設（（（（要援護者要援護者要援護者要援護者））））

観光施設観光施設観光施設観光施設（（（（一時滞在者一時滞在者一時滞在者一時滞在者））））

その他県内市町

避難住民の受入市町

広報広報広報広報

広報広報広報広報
連絡連絡連絡連絡

関係市
（佐世保市、平戸市、壱岐市）

住民等

連絡連絡連絡連絡

佐賀県

特定事象発生特定事象発生特定事象発生特定事象発生

国等国等国等国等からのからのからのからの連絡連絡連絡連絡（（（（事故事故事故事故のののの状況状況状況状況・・・・避難指示避難指示避難指示避難指示のののの内容内容内容内容などなどなどなど））））
オフサイトセンターオフサイトセンターオフサイトセンターオフサイトセンター機能確認機能確認機能確認機能確認

事故事故事故事故のののの状況状況状況状況

事故事故事故事故のののの状況状況状況状況

避難指示内容避難指示内容避難指示内容避難指示内容 避難者受避難者受避難者受避難者受けけけけ入入入入れれれれ



避難対象区域避難対象区域避難対象区域避難対象区域はははは国国国国のののの指示指示指示指示によりによりによりにより特定特定特定特定。。。。本県本県本県本県ではではではでは、、、、原子力災害原子力災害原子力災害原子力災害のののの事態事態事態事態のののの進展進展進展進展
にににに応応応応じてじてじてじて次次次次の４の４の４の４段階段階段階段階をををを想定想定想定想定しししし、、、、関係市関係市関係市関係市とととと調整調整調整調整をををを行行行行いいいい、、、、避難対象区域避難対象区域避難対象区域避難対象区域をををを設定設定設定設定しししし、、、、
関係市関係市関係市関係市がががが避難避難避難避難のののの指示等指示等指示等指示等をををを行行行行うううう。（。（。（。（関係市関係市関係市関係市がががが避難避難避難避難のののの指示指示指示指示をををを行行行行えないえないえないえない場合場合場合場合にはにはにはには、、、、
避難計画避難計画避難計画避難計画にににに基基基基づきづきづきづき、、、、県県県県がががが避難避難避難避難のののの指示指示指示指示のののの代行代行代行代行をををを行行行行うううう。。。。

※※※※避難先避難先避難先避難先はははは、、、、いずれのいずれのいずれのいずれの場合場合場合場合でもでもでもでも原則原則原則原則としてとしてとしてとして避難計画避難計画避難計画避難計画における３０における３０における３０における３０ｋｍｋｍｋｍｋｍ圏外圏外圏外圏外のののの避難所避難所避難所避難所

３ 行動計画（避難対象区域）

13

（（（（第第第第１１１１段階段階段階段階））））原子力災害発生原子力災害発生原子力災害発生原子力災害発生 １０キロ１０キロ１０キロ１０キロ圏内圏内圏内圏内 屋内退避区域屋内退避区域屋内退避区域屋内退避区域（（（（自主避難区域自主避難区域自主避難区域自主避難区域））））

（（（（第第第第２２２２段階段階段階段階））））事態悪化事態悪化事態悪化事態悪化 １０キロ１０キロ１０キロ１０キロ圏内圏内圏内圏内 避難対象区域避難対象区域避難対象区域避難対象区域

（（（（第第第第３３３３段階段階段階段階））））さらにさらにさらにさらに事態悪化事態悪化事態悪化事態悪化
２０キロ２０キロ２０キロ２０キロ圏内圏内圏内圏内 避難対象区域避難対象区域避難対象区域避難対象区域
２０２０２０２０～～～～３０キロ３０キロ３０キロ３０キロ圏内圏内圏内圏内 屋内退避区域屋内退避区域屋内退避区域屋内退避区域（（（（自主避難区域自主避難区域自主避難区域自主避難区域））））

（（（（第第第第４４４４段階段階段階段階））））さらにさらにさらにさらに事態悪化事態悪化事態悪化事態悪化 ３０キロ３０キロ３０キロ３０キロ圏内圏内圏内圏内 避難対象区域避難対象区域避難対象区域避難対象区域



災害対策本部の設置等について

14

（（（（災害対策本部災害対策本部災害対策本部災害対策本部のののの設置設置設置設置））））
緊急事態宣言緊急事態宣言緊急事態宣言緊急事態宣言がががが出出出出されたされたされたされた場合場合場合場合、、、、県及県及県及県及びびびび関係市関係市関係市関係市がががが設置設置設置設置

（（（（合同対策会議合同対策会議合同対策会議合同対策会議へのへのへのへの参集参集参集参集））））
・・・・県県県県はははは、、、、オフサイトセンターへオフサイトセンターへオフサイトセンターへオフサイトセンターへ参集参集参集参集するするするする前前前前にににに保安検査官事務所保安検査官事務所保安検査官事務所保安検査官事務所へへへへ同同同同センセンセンセン
ターがターがターがターが機能機能機能機能していることをしていることをしていることをしていることを確認確認確認確認しししし、、、、確認結果確認結果確認結果確認結果をををを関係市関係市関係市関係市・・・・県警県警県警県警・・・・自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊・・・・関係関係関係関係
消防機関等消防機関等消防機関等消防機関等へへへへ連絡連絡連絡連絡

・オフサイトセンターが・オフサイトセンターが・オフサイトセンターが・オフサイトセンターが機能不全機能不全機能不全機能不全となったとなったとなったとなった場合場合場合場合、、、、国及国及国及国及びびびび佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県とととと連絡連絡連絡連絡をををを取取取取りりりり、、、、
対応対応対応対応をををを協議協議協議協議



②②②②関係市関係市関係市関係市

３ 行動計画（避難指示の伝達等①）
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国国国国によりによりによりにより決定決定決定決定されたされたされたされた避難避難避難避難のののの指示等指示等指示等指示等のののの内容内容内容内容をををを、、、、県警県警県警県警・・・・関係市関係市関係市関係市・・・・消防機関消防機関消防機関消防機関・・・・自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊・・・・海上保海上保海上保海上保
安部等安部等安部等安部等そのそのそのその他他他他のののの関係機関関係機関関係機関関係機関にににに通報通報通報通報

・・・・防災行政無線等防災行政無線等防災行政無線等防災行政無線等のあらゆるのあらゆるのあらゆるのあらゆる手段手段手段手段をををを利用利用利用利用してしてしてして避難避難避難避難のののの指示等指示等指示等指示等のののの内容内容内容内容をををを正確正確正確正確かつかつかつかつ簡潔簡潔簡潔簡潔にににに
住民等住民等住民等住民等へへへへ広報広報広報広報
・・・・自治会自治会自治会自治会・・・・消防団消防団消防団消防団・・・・農協農協農協農協・・・・漁協等漁協等漁協等漁協等のののの関係機関関係機関関係機関関係機関、、、、病院病院病院病院、、、、福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設、、、、観光施設観光施設観光施設観光施設へへへへ避難避難避難避難のののの指指指指
示等示等示等示等のののの内容内容内容内容をををを連絡連絡連絡連絡
・・・・避難避難避難避難・・・・屋内退避等屋内退避等屋内退避等屋内退避等のののの指示指示指示指示をををを消防機関消防機関消防機関消防機関、、、、警察署警察署警察署警察署そのそのそのその他防災関係機関他防災関係機関他防災関係機関他防災関係機関にににに伝達伝達伝達伝達・・・・協力要協力要協力要協力要
請請請請しししし、、、、住民等住民等住民等住民等にににに対対対対しししし、、、、避難及避難及避難及避難及びびびび屋内退避屋内退避屋内退避屋内退避のののの措置措置措置措置をををを講講講講じるじるじるじる。。。。

・・・・避難所避難所避難所避難所にににに職員職員職員職員をををを派遣派遣派遣派遣しししし、、、、各災害対策本部各災害対策本部各災害対策本部各災害対策本部・・・・受入市町受入市町受入市町受入市町、、、、避難住民避難住民避難住民避難住民とととと連絡調整連絡調整連絡調整連絡調整にににに当当当当たるたるたるたる
・・・・避難所開設避難所開設避難所開設避難所開設のののの際際際際、、、、受入市町受入市町受入市町受入市町のののの協力協力協力協力をををを得得得得てててて、、、、入口受付入口受付入口受付入口受付でででで避難状況避難状況避難状況避難状況をををを把握把握把握把握
・・・・庁舎庁舎庁舎庁舎がががが避難対象区域避難対象区域避難対象区域避難対象区域にににに入入入入りりりり、、、、機能移転先機能移転先機能移転先機能移転先にににに移転移転移転移転するするするする場合場合場合場合、、、、そのそのそのその旨旨旨旨をををを避難対象区域避難対象区域避難対象区域避難対象区域
外外外外のののの住民住民住民住民にににに周知周知周知周知

関係市

長崎県



③③③③ 受入市町受入市町受入市町受入市町

※※※※受入市町受入市町受入市町受入市町：：：：避難住民避難住民避難住民避難住民をををを受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる市町市町市町市町（（（（関係市間関係市間関係市間関係市間でででで避難住民避難住民避難住民避難住民をををを受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる場合場合場合場合

のののの関係市関係市関係市関係市をををを含含含含むむむむ））））

３ 行動計画（避難指示の伝達等②）
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・・・・暫定避難計画暫定避難計画暫定避難計画暫定避難計画にににに定定定定めるめるめるめる指定避難所指定避難所指定避難所指定避難所のののの提供提供提供提供
・・・・指定避難所指定避難所指定避難所指定避難所でででで関係市関係市関係市関係市のののの職員職員職員職員のののの補助補助補助補助
・・・・避難住民避難住民避難住民避難住民のののの主要避難経路主要避難経路主要避難経路主要避難経路からからからから避難場所避難場所避難場所避難場所までのまでのまでのまでの
誘導誘導誘導誘導

・・・・関係市関係市関係市関係市でのでのでのでの避難避難避難避難のののの指示等指示等指示等指示等のののの発令発令発令発令
・・・・受入市町内受入市町内受入市町内受入市町内でのでのでのでの避難等避難等避難等避難等のののの住民住民住民住民のののの受入受入受入受入れれれれ
・・・・受受受受けけけけ入入入入れれれれ側側側側ではではではでは不要不急不要不急不要不急不要不急のののの車両車両車両車両のののの運転運転運転運転をををを控控控控えるえるえるえる
・・・・防災行政無線防災行政無線防災行政無線防災行政無線・・・・ＨＰＨＰＨＰＨＰ等等等等をををを利用利用利用利用

住民住民住民住民へのへのへのへの
広報広報広報広報

関関関関 係係係係 市市市市

へのへのへのへの協力協力協力協力



３ 行動計画（関係市の行政機能移転）
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・・・・関係市関係市関係市関係市のののの庁舎庁舎庁舎庁舎がががが避難対象区域避難対象区域避難対象区域避難対象区域にににに該当該当該当該当するするするする場合場合場合場合

行政機能行政機能行政機能行政機能をををを移転移転移転移転（（（（３０３０３０３０ｋｍｋｍｋｍｋｍ圏外圏外圏外圏外へへへへ））））

松浦市役所松浦市役所松浦市役所松浦市役所

２０２０２０２０ｋｍｋｍｋｍｋｍ ３０３０３０３０ｋｍｋｍｋｍｋｍ 移転先移転先移転先移転先

壱岐市役所壱岐市役所壱岐市役所壱岐市役所

○○○市××支所

△△△市××町



（（（（緊急時緊急時緊急時緊急時モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング））））
関係機関関係機関関係機関関係機関のののの協力協力協力協力をををを得得得得てててて、、、、県県県県がががが実施実施実施実施（（（（陸上陸上陸上陸上・・・・海上海上海上海上ともにともにともにともに））））
・・・・目目目目 的的的的
①①①①防護対策防護対策防護対策防護対策をををを実施実施実施実施すべきすべきすべきすべき区域区域区域区域（（（（※※※※））））のののの特定特定特定特定
②②②②環境環境環境環境へのへのへのへの影響影響影響影響のののの調査調査調査調査

※※※※防護対策区域防護対策区域防護対策区域防護対策区域
放射性物質又放射性物質又放射性物質又放射性物質又はははは放射線放射線放射線放射線のののの異常異常異常異常なななな放出放出放出放出がががが発生発生発生発生したしたしたした場合場合場合場合にににに実施実施実施実施されるされるされるされる防護対策防護対策防護対策防護対策（（（（屋内退屋内退屋内退屋内退

避避避避、、、、コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート屋内退避屋内退避屋内退避屋内退避、、、、避難等避難等避難等避難等））））をををを実施実施実施実施するためにするためにするためにするために設定設定設定設定されるされるされるされる区域区域区域区域

３ 行動計画（緊急時モニタリングの実施）
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①①①①被被被被ばくばくばくばく防止防止防止防止

３ 行動計画（緊急被ばく医療①）
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・・・・放射性物質放出下放射性物質放出下放射性物質放出下放射性物質放出下でのでのでのでの緊急避難時緊急避難時緊急避難時緊急避難時にににに被被被被ばくがばくがばくがばくが想定想定想定想定されるされるされるされる場合場合場合場合

・・・・避難住民等避難住民等避難住民等避難住民等のののの登録登録登録登録
・スクリーニングレベルを・スクリーニングレベルを・スクリーニングレベルを・スクリーニングレベルを超超超超えるえるえるえる避難住民等避難住民等避難住民等避難住民等のののの把握把握把握把握
・・・・安定安定安定安定ヨウヨウヨウヨウ素剤素剤素剤素剤のののの予防服用予防服用予防服用予防服用（（（（必要必要必要必要にににに応応応応じじじじ））））
・・・・放射線被放射線被放射線被放射線被ばくによるばくによるばくによるばくによる健康影響健康影響健康影響健康影響についてについてについてについて説明説明説明説明
・・・・住民住民住民住民からのからのからのからの健康相談健康相談健康相談健康相談へのへのへのへの対応対応対応対応
・・・・脱衣脱衣脱衣脱衣やややや拭拭拭拭きききき取取取取りりりり等等等等のののの簡易除染簡易除染簡易除染簡易除染のののの処置処置処置処置
・・・・医療機関医療機関医療機関医療機関へのへのへのへの搬送搬送搬送搬送のののの決定決定決定決定

・・・・関係機関関係機関関係機関関係機関のののの協力協力協力協力をををを得得得得てててて、、、、主主主主なななな避難所避難所避難所避難所にににに救護所救護所救護所救護所をををを設置設置設置設置

救護所設置箇所救護所設置箇所救護所設置箇所救護所設置箇所（（（（検討中検討中検討中検討中））））



②②②②被被被被ばくばくばくばく医療体制医療体制医療体制医療体制のののの確保確保確保確保

３ 行動計画（緊急被ばく医療②）
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・・・・救護所等救護所等救護所等救護所等からからからから搬送搬送搬送搬送されるされるされるされる被被被被ばくばくばくばく患者患者患者患者やややや受診受診受診受診をををを希望希望希望希望するするするする住民住民住民住民のののの外来診療外来診療外来診療外来診療、、、、
拭拭拭拭きききき取取取取りりりり等等等等のののの簡単簡単簡単簡単なななな除染除染除染除染
・・・・二次被二次被二次被二次被ばくばくばくばく医療機関医療機関医療機関医療機関へのへのへのへの搬送搬送搬送搬送がががが必要必要必要必要なななな患者患者患者患者のののの搬送手配搬送手配搬送手配搬送手配

・・・・全身全身全身全身のののの除染除染除染除染、、、、汚染創傷汚染創傷汚染創傷汚染創傷のののの治療治療治療治療やややや汚染状況汚染状況汚染状況汚染状況やややや被被被被ばくばくばくばく線量測定線量測定線量測定線量測定
・・・・局所被局所被局所被局所被ばくばくばくばく患者患者患者患者、、、、高線量被高線量被高線量被高線量被ばくばくばくばく患者患者患者患者のののの診療診療診療診療
・・・・三次被三次被三次被三次被ばくばくばくばく医療機関医療機関医療機関医療機関へのへのへのへの搬送搬送搬送搬送についてについてについてについて判断判断判断判断

・・・・重篤重篤重篤重篤なななな外部被外部被外部被外部被ばくばくばくばく患者患者患者患者のののの診療診療診療診療、、、、長期的長期的長期的長期的かつかつかつかつ専門的治療専門的治療専門的治療専門的治療をををを要要要要するするするする内部被内部被内部被内部被
ばくばくばくばく患者患者患者患者のののの診療診療診療診療

※※※※被被被被ばくばくばくばく医療機関医療機関医療機関医療機関
初期初期初期初期：：：：松浦市立中央診療所松浦市立中央診療所松浦市立中央診療所松浦市立中央診療所、、、、佐世保市立総合病院佐世保市立総合病院佐世保市立総合病院佐世保市立総合病院
二次二次二次二次：：：：長崎大学病院長崎大学病院長崎大学病院長崎大学病院（（（（長崎市長崎市長崎市長崎市）、）、）、）、長崎医療長崎医療長崎医療長崎医療センターセンターセンターセンター（（（（大村市大村市大村市大村市））））
三次三次三次三次：：：：広島大学高度救命救急広島大学高度救命救急広島大学高度救命救急広島大学高度救命救急センターセンターセンターセンター（（（（広島市広島市広島市広島市））））

放射線医学総合研究所放射線医学総合研究所放射線医学総合研究所放射線医学総合研究所（（（（千葉市千葉市千葉市千葉市））））

初期被ばく
医療機関

二次被ばく
医療機関

三次被ばく
医療機関



原子力安全委員会原子力安全委員会原子力安全委員会原子力安全委員会のののの防災指針検討作業部会防災指針検討作業部会防災指針検討作業部会防災指針検討作業部会でででで検討中検討中検討中検討中（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ２３２３２３２３．．．．１１１１１１１１．．．．１１１１時点時点時点時点））））

４ 国のＥＰＺ見直しの状況
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専門部会専門部会専門部会専門部会、、、、委員会委員会委員会委員会でのでのでのでの審議審議審議審議をををを経経経経てててて確定確定確定確定

来年来年来年来年３３３３月月月月にににに作業部会作業部会作業部会作業部会のののの中間報告取中間報告取中間報告取中間報告取りまとめりまとめりまとめりまとめ

①①①①ＥＰＺ（ＥＰＺ（ＥＰＺ（ＥＰＺ（防災対策防災対策防災対策防災対策をををを重点的重点的重点的重点的にににに充実充実充実充実すべきすべきすべきすべき区域区域区域区域））））のののの見直見直見直見直しししし
・・・・ＵＰＺＵＰＺＵＰＺＵＰＺのののの考考考考えをえをえをえを導入導入導入導入しししし、、、、避難避難避難避難などのなどのなどのなどの防護対策防護対策防護対策防護対策をををを整備整備整備整備するするするする区域区域区域区域のののの範囲範囲範囲範囲のめやのめやのめやのめやすすすす
→→→→｢｢｢｢概概概概ね３０ね３０ね３０ね３０ｋｍｋｍｋｍｋｍ（（（（要検討要検討要検討要検討）」）」）」）」とするとするとするとする。。。。

②②②②ＰＡＺ（ＰＡＺ（ＰＡＺ（ＰＡＺ（予防的防護措置予防的防護措置予防的防護措置予防的防護措置をををを準備準備準備準備するするするする区域区域区域区域））））のののの新設新設新設新設
・・・・区域区域区域区域のののの範囲範囲範囲範囲のめやのめやのめやのめやすすすす→→→→｢｢｢｢概概概概ね５ね５ね５ね５ｋｍ（ｋｍ（ｋｍ（ｋｍ（要検討要検討要検討要検討）」）」）」）」
③③③③ＰＰＡ（ＰＰＡ（ＰＰＡ（ＰＰＡ（プルームプルームプルームプルーム通過時通過時通過時通過時のののの被被被被ばくをばくをばくをばくを避避避避けるためのけるためのけるためのけるための
防護措置防護措置防護措置防護措置をををを実施実施実施実施するするするする地域地域地域地域））））のののの新設新設新設新設

・・・・地域地域地域地域のののの範囲範囲範囲範囲のののの参考値参考値参考値参考値→→→→｢｢｢｢概概概概ね５０ね５０ね５０ね５０ｋｍ（ｋｍ（ｋｍ（ｋｍ（要検討要検討要検討要検討）」）」）」）」とするとするとするとする。。。。

・原子力発電所事故原子力発電所事故原子力発電所事故原子力発電所事故によるによるによるによる周辺環境周辺環境周辺環境周辺環境へのへのへのへの影響影響影響影響のののの大大大大きさきさきさきさ、、、、影響影響影響影響をををを与与与与
えるまでのえるまでのえるまでのえるまでの時間時間時間時間はははは、、、、異常事態異常事態異常事態異常事態のののの態様態様態様態様、、、、施設施設施設施設のののの特性特性特性特性、、、、気象条件気象条件気象条件気象条件、、、、周周周周
辺辺辺辺のののの地形地形地形地形、、、、住民住民住民住民のののの居住状況等居住状況等居住状況等居住状況等によりによりによりにより異異異異なることからなることからなることからなることから、、、、将来的将来的将来的将来的にはにはにはには、、、、
原子力発電所毎原子力発電所毎原子力発電所毎原子力発電所毎にににに、、、、詳細詳細詳細詳細にににに検討検討検討検討
・・・・指針指針指針指針にににに関関関関するするするする今後今後今後今後のののの検討検討検討検討、、、、事故調査事故調査事故調査事故調査のののの結果結果結果結果、、、、安全対策安全対策安全対策安全対策・・・・技術技術技術技術のののの
採用状況等採用状況等採用状況等採用状況等をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、適宜見直適宜見直適宜見直適宜見直しししし
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ＵＰＺＵＰＺＵＰＺＵＰＺ
緊急時防護措置緊急時防護措置緊急時防護措置緊急時防護措置をををを準備準備準備準備するするするする区域区域区域区域
（（（（Urgent Protective action 

planning Zone））））

原子力施設原子力施設原子力施設原子力施設でででで重大事故重大事故重大事故重大事故がががが発生発生発生発生したしたしたした場合場合場合場合にににに直直直直
ちにちにちにちに住民住民住民住民がががが避難避難避難避難するするするする区域区域区域区域
IAEAの国際基準：３～５ｋｍ（5ｋｍ推奨）

ＰＡＺＰＡＺＰＡＺＰＡＺ
予防的防護措置予防的防護措置予防的防護措置予防的防護措置をををを準備準備準備準備するするするする区域区域区域区域
（（（（Precautionary Action Zone））））

避難避難避難避難・・・・屋内退避屋内退避屋内退避屋内退避をををを迅速迅速迅速迅速にににに実施実施実施実施するためのするためのするためのするための計計計計
画画画画がががが整備整備整備整備されていなければならないされていなければならないされていなければならないされていなければならない区域区域区域区域
IAEAの国際基準：5～30ｋｍ

放射性物質放射性物質放射性物質放射性物質をををを含含含含んだプルームんだプルームんだプルームんだプルーム通過時通過時通過時通過時のののの放射性放射性放射性放射性ヨウヨウヨウヨウ素素素素
によるによるによるによる甲状腺被甲状腺被甲状腺被甲状腺被ばくをばくをばくをばくを避避避避けるためのけるためのけるためのけるための防護措置防護措置防護措置防護措置
（（（（屋内退避屋内退避屋内退避屋内退避、、、、安定安定安定安定ヨウヨウヨウヨウ素剤服用等素剤服用等素剤服用等素剤服用等））））をををを実施実施実施実施するするするする地域地域地域地域
IAEA 安全基準文書における放射性ヨウ素による甲状腺被ば
くを避けるための安定ヨウ素剤服用指標50mSvをSPEEDI を
活用した甲状腺等価線量についての3 月23 日の逆推定の結
果に当てはめると、概ね50 ㎞の範囲となった。

ＰＰＡＰＰＡＰＰＡＰＰＡ
プルームプルームプルームプルーム通過時通過時通過時通過時のののの被被被被ばくをばくをばくをばくを避避避避けるためのけるためのけるためのけるための防護措防護措防護措防護措
置置置置をををを実施実施実施実施するするするする地域地域地域地域
（（（（Plume Protection Planning Ａｒｅａ）Ａｒｅａ）Ａｒｅａ）Ａｒｅａ）

現行現行現行現行
ＥＰＺＥＰＺＥＰＺＥＰＺ

５０５０５０５０ｋｍｋｍｋｍｋｍ

５５５５ｋｍｋｍｋｍｋｍ

防災対策を重点的に充実すべき区域

8～～～～10ｋｍｋｍｋｍｋｍ

３０３０３０３０ｋｍｋｍｋｍｋｍ
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福島県の避難所（福島第一原子力発電所事故）

・半径２０ｋｍ圏内避難指示
・半径２０～３０ｋｍ 圏内屋内退避指示

避難指示等避難指示等避難指示等避難指示等のののの状況状況状況状況

避難所設置場所避難所設置場所避難所設置場所避難所設置場所

・福島市、二本松市、郡山市
（福島第一原発から約60ｋｍ）

・いわき市
（福島第一原発から約40ｋｍ）

福島市

二本松市

郡山市

いわき市
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５５５５ 原子力艦船原子力艦船原子力艦船原子力艦船にかかるにかかるにかかるにかかる原子力防災対策原子力防災対策原子力防災対策原子力防災対策①①①①

・米国の原子力艦船の寄港先→佐世保市、神奈川県横須賀市、沖縄県うるま市

・・・・原子力艦船原子力艦船原子力艦船原子力艦船のののの放射能漏放射能漏放射能漏放射能漏れれれれ事故事故事故事故についてについてについてについて、、、、政府政府政府政府はこれまではこれまではこれまではこれまで「「「「米国側米国側米国側米国側がががが対策対策対策対策をををを講講講講じておりじておりじておりじており

起起起起こりこりこりこり得得得得ないないないない」」」」とのとのとのとの見解見解見解見解。。。。

・国の防災基本計画の「第１０編第４章『原子力艦の原子力災害』」に規定

100μＳｖ５μＳｖ2地点以上で1時間あたり

100μＳｖ５μＳｖ1地点で10分以上1時間あたり

緊急事態基準通報基準

半径１～３ｋｍ

【852世帯 2,848人】

半径0.5～1.2ｋｍ

【543世帯 1,403人】

屋内退避を計画

半径1ｋｍ以内

【0人（海）】

半径0.5ｋｍ以内

【160世帯 463人】

コンクリート屋内退避又は避難実施

原子力空母原子力潜水艦

判断基準判断基準判断基準判断基準

応急対応範囲応急対応範囲応急対応範囲応急対応範囲

１１１１．．．．現状現状現状現状・・・・経過経過経過経過
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５５５５ 原子力艦船原子力艦船原子力艦船原子力艦船にかかるにかかるにかかるにかかる原子力防災対策原子力防災対策原子力防災対策原子力防災対策②②②②

２２２２．．．．長崎県長崎県長崎県長崎県のののの対策対策対策対策

〔原子力艦の原子力災害対策の内容〕
災害対策基本法に基づき、原子力艦原子力災害に対して防災関係機関がとるべき措置
を定め、総合的かつ計画的な業務の遂行によって、県民の生命、身体及び財産を原子力
災害から保護することを目的とする。
①第１章 総則：計画の趣旨、防災関係機関の業務など計画の基本となる事項を定める。
②第２章 災害予防対策：情報収集連絡体制、避難収容活動体制、防災訓練の実施。

③第３章 災害応急対策：国（外務省、福岡防衛施設局）、佐世保市から原子力災害に関
する通報を受けた場合の連絡体制の整備。災害警戒本部、対策本部の設置、屋内退避、
避難収容等の防護対策、救助・救助及び医療活動、住民への的確な情報伝達活動を定
める。
④第４章 災害復旧対策：国および県の災害対策本部等の解散後において、原子力災

害の拡大の防止と復旧を示す。

長崎県地域防災計画長崎県地域防災計画長崎県地域防災計画長崎県地域防災計画（（（（原子力災害対策編原子力災害対策編原子力災害対策編原子力災害対策編））））
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５５５５ 原子力艦船原子力艦船原子力艦船原子力艦船にかかるにかかるにかかるにかかる原子力防災対策原子力防災対策原子力防災対策原子力防災対策③③③③

３３３３．．．．問題点問題点問題点問題点とととと今後今後今後今後のののの対応対応対応対応

福島第一原発事故福島第一原発事故福島第一原発事故福島第一原発事故をををを受受受受けけけけ、、、、原子力安全委員会原子力安全委員会原子力安全委員会原子力安全委員会はははは原発原発原発原発をををを対象対象対象対象とするとするとするとするＥＰＥＰＥＰＥＰ
ＺＺＺＺのののの見直見直見直見直しにしにしにしに着手着手着手着手したがしたがしたがしたが、、、、原子力艦原子力艦原子力艦原子力艦のののの放射線漏放射線漏放射線漏放射線漏れにれにれにれに対応対応対応対応するするするする「「「「応急対応急対応急対応急対
応範囲応範囲応範囲応範囲」」」」をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる動動動動きはきはきはきは今今今今のところないのところないのところないのところない。。。。

問題点問題点問題点問題点

今後今後今後今後はははは、、、、佐世保市佐世保市佐世保市佐世保市とととと県県県県がががが連携連携連携連携しながらしながらしながらしながら、、、、原子力発電所原子力発電所原子力発電所原子力発電所とととと同様同様同様同様にににに原子力艦原子力艦原子力艦原子力艦のののの防災防災防災防災
対策対策対策対策をををを推進推進推進推進するとともにするとともにするとともにするとともに国国国国をををを通通通通じてじてじてじて米軍米軍米軍米軍にににに安全性安全性安全性安全性のののの根拠根拠根拠根拠をををを示示示示すようすようすようすよう求求求求めていくめていくめていくめていく

原子力艦原子力艦原子力艦原子力艦のののの原子炉原子炉原子炉原子炉のののの設計設計設計設計やややや出力出力出力出力などのなどのなどのなどの詳細詳細詳細詳細データがデータがデータがデータが非公表非公表非公表非公表
のためのためのためのため災害規模災害規模災害規模災害規模をををを想定想定想定想定することがすることがすることがすることが困難困難困難困難

【【【【米軍米軍米軍米軍のののの見解見解見解見解】】】】 原子力艦原子力艦原子力艦原子力艦はははは安全安全安全安全でででで、、、、事故事故事故事故はははは想定想定想定想定しがたいしがたいしがたいしがたい

今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ



        平成平成平成平成２２２２３３３３年度年度年度年度（（（（第第第第１０１０１０１０回回回回））））佐世保市原子力艦原子力防災訓練佐世保市原子力艦原子力防災訓練佐世保市原子力艦原子力防災訓練佐世保市原子力艦原子力防災訓練    概要概要概要概要    
    

１１１１    目目目目    的的的的                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

原子力艦に係わる万一の原子力災害に備えて、「佐世保市地域防災計画 原子力艦の原子力災

害対策編」に基づき、防災関係機関及び停泊地周辺の市民等が共同して訓練を実施することによ

って、従来から行ってきた訓練内容の習熟度を高め、原子力防災活動の連携強化を図りながら、

原子力災害に対する理解と認識を深めることを目的とする。                                             

 
２２２２        実施日時実施日時実施日時実施日時                                                                                                                                                                                                                                                                                
    平成２３年１１月１０日（木）   ９時００分～１２時００分                                                 
 
３３３３        実施場所実施場所実施場所実施場所                                                                                                                                                                                                                                                                                

（１）佐世保市役所（庁議室） 

（２）西地区公民館              

（３）愛宕地区・西地区・九十九地区 

（４）ケアハウス あかりさき 

（５）赤崎青い実幼児園・愛宕中学校他 

（６）佐世保市消防局                                                            

（７）佐世保市立総合病院前                                                            

（８）陸上自衛隊相浦駐屯地ヘリポート 

（９）佐世保港沿い                                                              

（10）佐世保港内（海上訓練の部）                                                

                                                                                
４４４４    参加機関参加機関参加機関参加機関（（（（    28282828 機関機関機関機関））））                                                                                                                                                                                                                                                    

国等の機関 国の防災機関 県の機関 住民・事業所等 市・その他機関 

・外務省 

・内閣府 

・文部科学省 

・総務省消防庁 

・九州防衛局 
・(財)日本分析センター   

・佐世保海上保安部 

・陸上自衛隊 
（第 16 普通科連隊） 

・海上自衛隊 
（佐世保地方総監部） 

・長崎県 

・長崎県警察 

 

・赤崎地区住民 

・町内代表者等（愛宕・西・

九十九地区） 

・ケアハウスあかりさき 

・グループホーム咲花多 

・赤崎青い実幼児園 

・赤崎地区福祉推進協議会 

・佐世保重工業 

・海上自衛隊 
（佐世保造修補給所） 

・愛宕中学校 

・光海中学校       

・福石中学校 

・金比良小学校 

・潮見小学校 

 

・佐世保市医師会 

・佐世保市消防団 

・佐世保市社会福祉協議会 

・佐世保市 
（総務部） 

（環境部）  

（総合病院）     

（保健福祉部）  

（市民生活部）  

（土木部）      

（港湾部） 

（農水商工部）    

（消防局） 

（看護専門学校） 

    
５５５５    訓練想定訓練想定訓練想定訓練想定    

  原子力潜水艦が佐世保港に入港し赤崎岸壁に停泊中、市環境センターに設置されている放射能

監視装置において平常値を明らかに上回る数値が確認されたため、現地周辺へ向かい放射線測定

を実施していたところ、５μＳｖ/ｈ（マイクロシーベルト／時）の数値が検知され、その後も

継続しているとの想定で訓練を立ち上げる。 

（（（（訓練項目訓練項目訓練項目訓練項目：：：：災害対策本部運用訓練災害対策本部運用訓練災害対策本部運用訓練災害対策本部運用訓練、、、、環境放射能環境放射能環境放射能環境放射能モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング強化活動強化活動強化活動強化活動、、、、通信手段確保訓練通信手段確保訓練通信手段確保訓練通信手段確保訓練    

防災資機材等緊急輸送訓練防災資機材等緊急輸送訓練防災資機材等緊急輸送訓練防災資機材等緊急輸送訓練、、、、ヨウヨウヨウヨウ素剤緊急搬送訓練素剤緊急搬送訓練素剤緊急搬送訓練素剤緊急搬送訓練、、、、警戒区域設定警戒区域設定警戒区域設定警戒区域設定・・・・交通交通交通交通規制訓練規制訓練規制訓練規制訓練    ほかほかほかほか））））    




