
UPZ内の一時移転に必要となる輸送能力の確保

※不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）に支援を要請

Ø UPZ内での一時移転は、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果に基づき、対象地域を特定し、1週間程度内に実施。この際、必
要となる輸送能力の確保については、佐賀県、長崎県、福岡県が、県内のﾊﾞｽ会社等から必要となる輸送手段を
調達。

Ø 佐賀県、長崎県、福岡県内の輸送手段では不足する場合、他県との応援協定に基づき、隣接県等から輸送手段
を調達。

Ø 佐賀県、長崎県、福岡県が確保した輸送手段で対応できない場合、原子力災害対策本部からの依頼に基づき、国
土交通省が関係団体、関係事業者に対し、協力を要請することにより必要な輸送能力を確保。

ﾊﾞｽ会社 保有台数
佐賀県 26社 676台
長崎県 45社 2,030台
福岡県 32社 3,529台

UPZ
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県名 保有台数

大分県 889台

熊本県 1,548台

鹿児島県 2,245台

宮崎県 780台

山口県 1,170台

九州・山口各県保有ﾊﾞｽ台数

計 6,632台

PAZ

UPZ
PAZ



佐賀県玄海町におけるUPZ内から避難先までの主な経路
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PAZ

UPZ

げんかいちょう

Ø 地域毎に予め避難経路を設定。自然災害等によりその避難経路が使用できない場合は、他の経路により避難
を実施。

基本経路
＜①国道204号＞または

＜②県道292号→県道340号＞
→県道50号→県道52号→国道203号

避難先：小城市
（小城市生涯学習ｾﾝﾀｰ、他10施設)

お ぎ し

多久市陸上競技場代替経路（例）
国道202号→国道498号→県道25号

た く し

お ぎ し

①

②

げんかいちょう
玄海町

【凡例】
:避難退域時検査場所（候補地）
:避難先市町所在地



佐賀県唐津市におけるUPZ内から避難先までの主な経路①

Ø 地域毎に予め避難経路を設定。自然災害等によりその避難経路が使用できない場合は、他の経路により避難を
実施。

65※神集島・小川島・加唐島・松島・馬渡島・向島は基本経路を記載。詳細はｐ81～86を参照。

多久市陸上競技場
佐賀県立森林公園

武雄市北方支所

①
②

③

UPZ

PAZ

た く し

湊浜港
神集島の上陸港

みなとはまこう

かしわじま

星賀港
向島の上陸港

ほしかこう

むくしま

【竹木場・大良・鎮西・呼子・肥前・北波多
地区・加唐島・松島・向島】基本経路
国道202号→国道498号
→①県道25号（多久市方面）
もしくは②国道34号（江北町、大町町方面）
もしくは③県道36号（白石町、小城市方面）

たけこば だいら ひぜんちんぜい よぶこ きたはた

むくしま

た く し

こうほくまち おおまちちょう

しろいしちょう お ぎ し

【肥前地区】避難先：大町町
（大町町ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ、他6施設)

おおまちちょう

おおまちちょう

ひぜん

唐津港
小川島、加唐島、松島、馬渡島の上陸港

からつこう

おがわしま かからしま まつしま まだらしま

【佐志・呼子・北波多地区・小川島】
避難先：小城市

（芦刈文化体育館、他20施設)

よぶこ きたはたさ し

お ぎ し

あしかり

おがわしま

おがわしま かからしま まつしま まだらしま むくしまかしわじま

【鎮西地区・馬渡島】
避難先：江北町

（幼児教育ｾﾝﾀｰ、他6施設)

ちんぜい

こうほくまち

まだらしま

【鎮西・呼子・肥前地区・加唐島・松島・向島】
避難先：白石町（ひだまり館、他17施設)

しろいしちょう

ちんぜい ひぜんよぶこ むくしま

【馬渡島地区】基本経路
国道203号→県道35号

まだらしま

【久里・長松・佐志・厳木・相知地区】
避難先：佐賀市（佐賀県農業大学校、他99施設)

く り さ しながまつ きゅうらぎ おうち

からつし

からつし
唐津市

【久里・長松・佐志・湊・厳木・相知地区
・神集島・小川島】基本経路
国道203号→国道34号

く り さ しながまつ みなと きゅうらぎ おうち

かしわじま おがわしま

【凡例】
:避難退域時検査場所（候補地）
:避難先市町所在地

杵藤ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ
きとう

たけおし きたかた

かからしま まつしま

【竹木場・佐志・大良・湊地区・神集島】
避難先：多久市

（多久市体育ｾﾝﾀｰ、他14施設)

たけこば だいら

た く し

みなと

た く し

かしわじまさ し

かからしま まつしま



佐賀県唐津市におけるUPZ内から避難先までの主な経路②
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Ø 地域毎に予め避難経路を設定。自然災害等によりその避難経路が使用できない場合は、他の経路により避難を実施。

Ø 唐津市の浜玉地区の浜崎小学校校区、鏡・半田・宇木地区の鏡山小学校校区、東唐津地区の東唐津小学校校区
（以下、福岡県経由避難地区という）の住民は、西九州自動車道を利用し福岡県を経由して、佐賀県東部地区に避難
を実施。

（※）道路交通情報や現地確認情報から大きな渋滞が現に発生している場合や発生することが容易に想定される場合は、佐賀県内の主要幹線道路（国道323号、国道203号等）の避難を採

用する。また佐賀県災害対策本部は住民に対して福岡県経由の避難をしないように緊急速報ﾒｰﾙを利用して呼びかけ、主要な交差点やICにおいて佐賀県の主要幹線道路への誘導を行う。

UPZ

PAZ

【福岡県経由避難地区】基本経路
西九州自動車道→福岡都市高速→九州自動車道

【成和・大志地区】避難先：佐賀市・
神埼市・吉野ヶ里町・上峰町
（佐賀県教育ｾﾝﾀｰ、他55施設)

【西唐津地区】避難先：佐賀市
（佐賀市立春日小学校、他22施設)

唐津港
高島の上陸港

からつこう

※高島は基本経路を記載。詳細はｐ80を参照。

佐賀市富士支所

さが競馬場外馬券売り場

基山総合公園

たかしま

ふ じ

かすが

にしからつ

【七山地区・高島】避難先：神埼市
（佐賀県立神埼高等学校、他24施設)

ななやま たかしま かんざきし

かんざき かんざきし よしのがりちょう かみみねちょう

たかしま

（※）福岡県経由避難地区を除く

【浜玉地区（※）】避難先：鳥栖市
（鳥栖市立市民文化会館、他8施設)

と す し

と す

はまたま

からつし はまたま はまさき かがみ は だ う き かがみやま ひがしからつ ひがしからつ

からつし

【西唐津・成和・大志・浜玉・七山地区・高島】
基本経路：国道323号→県道48号

にしからつ せいわ はまたま ななやま たかしまたいし

せいわ たいし

きやま

からつし
唐津市

【福岡県経由避難地区】
避難先：鳥栖市・上峰町

・みやき町・基山町
（上峰町体育ｾﾝﾀｰ、他53施設)

かみみねちょうと す し

きやまちょう

かみみねちょう

ちょう

【凡例】
:避難退域時検査場所（候補地）
:避難先市町所在地



佐賀県伊万里市におけるUPZ内から避難先までの主な経路

Ø 地域毎に予め避難経路を設定。自然災害等によりその避難経路が使用できない場合は、他の経路により避難を
実施。

【伊万里・牧島地区】避難先：有田町
（九州陶磁文化館、他41施設)
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歴史と文化の森公園
隣接駐車場

白岩運動公園

武雄市北方支所

杵藤ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

【大坪地区・波多津町・南波多町・大川町・松浦町】
基本経路：国道498号→国道207号

UPZ

きとう

武雄市山内支所
たけおし やまうち

しらいわ

い ま り まきしま ありたちょう

おおつぼ はたつちょう みなみはたちょう おおかわちょう まつうらちょう

【大坪地区】避難先：太良町
（佐賀県立太良高等学校、他15施設)

たらちょう

た ら

おおつぼ

【大川内地区・黒川町・波多津町・南波多町
東山代町・山代町】避難先：武雄市

（宇宙科学館、他52施設)

くろがわちょう

ひがしやましろちょう やましろちょう

おおかわち

たけおし

はたつちょう みなみはたちょう

【立花地区・大川町】避難先：鹿島市
（市民交流ﾌﾟﾗｻﾞ、他25施設)

かしましたちばな おおかわちょう

【大川内地区・松浦町・二里町】
避難先：嬉野市

（嬉野市体育館、他52施設)

うれしのし

うれしのし

おおかわち まつうらちょう にりちょう

【立花・大川内地区】基本経路
県道26号→国道34号→県道208号→国道498号

たちばな おおかわち

い ま り し

たけおし きたかた

い ま り し
伊万里市

い ま り まきしま くろがわちょう にりちょう ひがしやましろちょう やましろちょう

【伊万里・牧島地区・黒川町・二里町・東山代町・山代町】
基本経路：国道202号→国道35号→国道34号

有田中央公園
ありた

【凡例】
:避難退域時検査場所（候補地）
:避難先市町所在地

蟻尾山公園
きびざん



Ø 地域毎に予め避難経路を設定。自然災害等によりその避難経路が使用できない場合は、他の経路により避難を
実施。

68

長崎県松浦市におけるUPZ内から避難先までの主な経路
まつうらし

【御厨・田代・大崎地区】基本経路
①国道204号→西九州自動車道→県道4号→
＜波佐見町又は川棚町＞
②国道204号→国道35号→県道1号→
＜波佐見町又は川棚町＞

【上志佐地区】基本経路
県道11号→県道54号→県道53号→西九州自動車道

→国道205号

①

②
③

UPZ

※鷹島・黒島・福島・飛島・青島の対応はｐ87～92を参照

みくりや たしろ おおさき

【調川・志佐地区】基本経路
県道40号→国道204号
→国道35号又は西九州自動車道

つきのかわ し さ かみしさ

はさみちょう

かわたなちょうはさみちょう

かわたなちょう

【御厨・大崎・星鹿地区】基本経路
③県道61号もしくは県道228号→
国道204号→西九州自動車道→国道205号

ほしかおおさきみくりや

【調川・志佐・上志佐・今福地区・飛島】
避難先：東彼杵郡東彼杵町
（彼杵児童体育館、他40施設）

ひがしそのぎ ひがしそのぎちょう

いまふくつきのかわ し さ かみしさ

そのぎ

【御厨・大崎・星鹿地区】
避難先：東彼杵郡川棚町

川棚勤労者体育ｾﾝﾀｰ、他11施設

ひがしそのぎ かわたなちょう

かわたな

ほしかおおさきみくりや

【御厨・田代・大崎地区・鷹島・黒島・福島・青島】
避難先：東彼杵郡波佐見町
波佐見町体育ｾﾝﾀｰ、他20施設

みくりや たしろ おおさき

ひがしそのぎ はさみちょう

はさみちょう

浦ﾉ崎港
福島の上陸港
ふくしま

御厨港
鷹島・黒島・青島の上陸港

くろしま あおしまたかしま

みくりやこう 今福港
鷹島・飛島の上陸港
たかしま とびしま

いまふくこう

うらのさきこう

【今福地区・飛島】基本経路
国道204号→国道202号→国道35号→県道4号

→国道205号

いまふく

【鷹島・福島】基本経路
国道204号→国道202号→国道35号→県道4号
→国道205号

たかしま ふくしま

川棚町勤労者体育ｾﾝﾀｰ

千綿児童体育館彼杵児童体育館
ちわたそのぎ

かわたなちょう

たかしま ふくしま とびしま あおしまくろしま

ふくしま あおしまたかしま

とびしま

とびしま

くろしま

まつうらし
松浦市

波佐見町体育ｾﾝﾀｰ
・波佐見町総合文化会館

はさみちょう

はさみちょう

【凡例】
:避難退域時検査場所（候補地）
:避難先市町所在地


