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別添２：原子力規制委員会及び内閣府の危機管理体制の移行について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

別添３－１：現地事故対策連絡会議構成員 

  機関･役割 氏名 

政府関係機関 

1 内閣府副大臣（又は内閣府大臣政務官）   

2 内閣府大臣官房審議官（又は代理の職員）   

地方公共団体 

3 北海道後志総合振興局長 橋本 彰人  

4 泊村総務部長 結城 博 

5 共和町副町長 竹内 孝 

6 岩内町副町長 小熊 孝幸 

7 神恵内村副村長 池田 幸雄 

8 寿都町副町長 東野 伸広 

9 蘭越町副町長 金  秀行 

10 ニセコ町副町長 林 知己 

11 倶知安町副町長 窪田 栄 

12 積丹町副町長 奥山 均 

13 古平町副町長 田口 博久 

14 仁木町副町長 美濃 英則 

15 余市町副町長 鍋谷 慎二 

16 赤井川村副村長 髙木 康行 

原子力事業者 

17 北海道電力株式会社泊発電所品質保証室課長 奈良 泰夫 

地元防災関係機関 

18 北海道警察本部 機関内部管理 

19 第一管区海上保安本部警備救難部次長 池上 克浩 

20 陸上自衛隊北部方面総監部防衛部防衛課運用班長 藤本 倫徳 

21 札幌管区気象台機危機管理調整官 四宮 茂晴 

22 岩内・寿都地方消防組合消防本部警防課長 菅原 章 

23 北後志消防組合消防本部次長 高木 義勝 

24 羊蹄山ろく消防組合消防本部消防課長 高橋 政博 

機能班等責任者 

25 総括班責任者   

26 運営支援班責任者   

27 広報責任者   

28 放射線班責任者   

29 プラントチーム責任者   

30 住民安全班責任者   

31 医療班責任者   

32 実動対処班責任者   
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別添３－２：原子力災害合同対策協議会（全体会議）構成員 

  機関･役割 氏名 

政府関係機関 

1 内閣府副大臣（又は内閣府大臣政務官）   

2 内閣府大臣官房審議官（又は代理の職員）   

3 内閣府審議官  

地方公共団体 

4 北海道副知事 荒川 裕生  

5 泊村総務部長 結城 博 

6 共和町副町長 竹内 孝 

7 岩内町副町長 小熊 孝幸 

8 神恵内村副村長 池田 幸雄 

9 寿都町副町長 東野 伸広 

10 蘭越町副町長 金  秀行 

11 ニセコ町副町長 林 知己 

12 倶知安町副町長 窪田 栄 

13 積丹町副町長 奥山 均 

14 古平町副町長 田口 博久 

15 仁木町副町長 美濃 英則 

16 余市町副町長 鍋谷 慎二 

17 赤井川村副村長 髙木 康行 

原子力事業者 

17 北海道電力株式会社常務取締役泊原子力事務所長 阪井 一郎 

地元防災関係機関 

18 北海道警察本部   

19 第一管区海上保安本部警備救難部次長 池上 克浩 

20 陸上自衛隊北部方面総監部幕僚副長 西  浩徳 

21 札幌管区気象台機危機管理調整官 四宮 茂晴 

22 岩内・寿都地方消防組合消防本部警防課長 菅原 章 

23 北後志消防組合消防本部次長 高木 義勝 

24 羊蹄山ろく消防組合消防本部消防課長 高橋 政博 

機能班等責任者 

25 総括班責任者   

26 運営支援班責任者   

27 広報責任者   

28 放射線班責任者   

29 プラントチーム責任者   

30 住民安全班責任者   

31 医療班責任者   

32 実動対処班責任者   
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別添３－３：機能班要員 

 

班区分 省庁等 役職 氏　　名 担当区分

内閣府 審議官（原子力防災担当） 事務局長

経済産業省 審議官（金）エネルギ－・環境担当 事務局次長・広報官

1 総括班 内閣官房 内閣参事官 事務局次長

2 総括班 内閣府 企画官 事務局次長

3 総括班 消防庁 課室長級 事務局次長

4 総括班 規制庁   企画官級 総括班責任者

5 総括班 北海道 北海道後志総合振興局地域政策部地域政策部長 石川　政宣 総括班副責任者

6 総括班 内閣府 補佐級 記録担当

7 総括班 規制庁 係長級 総括担当

8 総括班 規制庁 係長・係員級 総括担当

9 総括班 経済産業省 課長級 総括担当

10 総括班 経済産業省 補佐級 避難・輸送担当

11 総括班 経済産業省 係長級 避難・輸送担当

12 総括班 経済産業省 係長級 避難・輸送担当

13 総括班 経済産業省 係長級 避難・輸送担当

14 総括班 環境省 記録・資料担当

15 総括班 北海道 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課主事 桐井　宏輔 総括担当

16 総括班 北海道 北海道後志総合振興局地域政策部地域政策課主査 横川　弘武 総括担当

17 総括班 北海道 北海道後志総合振興局地域政策部地域政策課主査 古野　健太郎 総括担当

18 総括班 北海道 北海道後志総合振興局地域政策部地域政策課主査 小藪　卓 総括担当

19 広報班 規制庁 補佐級 広報班責任者
20 広報班 北海道 北海道総合政策部知事室広報広聴課主査 松井　直樹 広報班副責任者

21 広報班 北電 北海道電力株式会社泊発電所品質保証室課長 奈良　泰夫 広報班副責任者

22 広報班 規制庁 補佐・係長級 広報班責任者代理

23 広報班 規制庁 補佐・係長級 総括担当

24 広報班 規制庁 補佐・係長級 問い合わせ担当

25 広報班 規制庁 補佐・係長級 問い合わせ担当

26 広報班 経済産業省 補佐級 広報担当

27 広報班 経済産業省 係長級 広報担当

28 広報班 北海道 北海道後志総合振興局地域政策課主査 石川　博志 広報担当

29 運営支援班 規制庁 企画官級 運営支援班責任者

30 運営支援班 北海道 北海道後志総合振興局地域政策部総務課主幹 鈴木　雄哉 運営支援班副責任者

31 運営支援班 規制庁 補佐・係長級 運営支援担当

32 運営支援班 内閣府 補佐・係長級 総括担当

33 運営支援班 環境省 総括担当

34 運営支援班 環境省 総括担当

35 運営支援班 北海道 北海道後志総合振興局地域政策部総務課課長 本田　晃 総括担当

36 運営支援班 北海道 北海道後志総合振興局総務課主査 佐々木　等 総括担当

37 運営支援班 北海道 北海道後志総合振興局総務課主任 大迫　司 総括担当

38 運営支援班 北海道 北海道後志総合振興局地域政策課主事 小西　秀昭 総括担当

39 医療班 規制庁 企画官級 医療班責任者

40 医療班 北海道 北海道後志総合振興局岩内地域保健室室長 福島　亨 医療班副責任者

41 医療班 規制庁 被ばく医療活動

42 医療班 規制庁 補佐・係長級 安定ヨウ素剤担当

43 医療班 規制庁 補佐・係長級 健康調査・管理担当

44 医療班 環境省 補佐級

45 医療班 環境省 補佐級

46 医療班 文部科学省 補佐級 総括担当

47 医療班 厚生労働省 室長・係長級 総括担当

48 医療班 北海道 北海道保健福祉部技監 森　昭久 総括担当

49 医療班 北海道 北海道後志総合振興局岩内地域保健室次長 伏見　弘子

50 医療班 北海道 北海道後志総合振興局保健行政室企画総務課長 佐藤　英寿

51 医療班 北海道 北海道保健福祉部総務課主査 片山　崇

52 医療班 北海道 北海道保健福祉部地域医療課主査 柏木　博樹

53 医療班 北海道 北海道保健福祉部地域医療課主事 岩井　大輔 総括担当

54 医療班 北海道 北海道保健福祉部地域保健課主査 相内　みづえ 総括担当

55 医療班 北海道 北海後志総合振興局岩内地域保健室企画主幹 村田　薫 総括担当

56 放射線班 規制庁 補佐級 放射線班責任者
57 放射線班 北海道 北海道原子力環境センター所長 小野寺　卓司 放射線班副責任者
58 放射線班 規制庁 補佐・係長級 総括担当

59 放射線班 規制庁 補佐・係長級 放射性物質汚染対策担当

60 放射線班 規制庁 室長級 放射性物質汚染対策担当長

61 放射線班 環境省 係長級 放射性物質汚染対策担当

62 放射線班 環境省 係長級 放射性物質汚染対策担当

63 放射線班 北海道 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課主任 放射性物質汚染対策担当

64 放射線班 北海道 北海道後志総合振興局保環境部環境生活課主査 富田　直哉 放射性物質汚染対策担当
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65 プラントチーム 規制庁 企画官級 プラントチーム責任者

66 プラントチーム 北電 北海道電力株式会社泊発電所発電室課長 伊藤　直貴 プラントチーム副責任者

67 プラントチーム 規制庁 補佐・係長級 プラント担当

68 プラントチーム 規制庁 補佐・係長級 プラント担当

69 プラントチーム 規制庁 補佐・係長級 プラント担当

70 プラントチーム 北電 北海道電力株式会社泊発電所発電室副長 高島　成人 プラント担当

71 実動対処班 内閣府 原子力防災訓練推進官 実動対処班責任者

72 実動対処班 北海道 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課主査 太田　逸平 実動対処班副責任者

73 実動対処班 規制庁 補佐・係長級 総括担当

74 実動対処班 警察庁 補佐・係長級 警察庁担当

75 実動対処班 警察庁 北海道警察本部 警察庁担当

76 実動対処班 消防庁 係長・係員級 消防庁担当

77 実動対処班 国土交通省 住民避難・輸送担当

78 実動対処班 国土交通省 住民避難・輸送担当

79 実動対処班 海上保安庁 第一管区海上保安本部警備救難部環境防災課第一災害対策係長 西尾　隆一 住民避難・輸送担当

80 実動対処班 海上保安庁 第一管区海上保安本部警備救難部救難課救難業務係長 齊藤　邦仁 海上保安庁担当
81 実動対処班 防衛省 陸上自衛隊北部方面総監部防衛部防衛課運用班長 藤本　倫徳 自衛隊担当
82 実動対処班 消防庁 岩内・寿都地方組合消防本部警防課警防係主査 福島　基嗣 消防担当

83 実動対処班 消防庁 羊蹄山ろく消防組合消防本部消防課警防係長 岡田　匡弘 消防担当

84 実動対処班 消防庁 北後志消防組合消防本部課長 中島　信二 消防担当

85 実動対処班 北海道 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課主査 菊池　浩紀 住民避難・輸送担当

政策統括官（原子力防災担当）参事官（地域防災・訓練）付 

地域原子力防災推進官
87 住民安全班 北海道 北海道後志総合振興局保環境部環境福祉長 後藤　琢康 住民安全班副責任者

88 住民安全班 北海道 北海道後志総合振興局地域政策課主幹 梅田　敦史 住民安全班副責任者
89 住民安全班 泊村 泊村経済部産業課課長補佐 石井　正孝 住民安全班副責任者
90 住民安全班 共和町 共和町総務課財政係長 佐藤　圭 住民安全班副責任者

政策統括官（原子力防災担当）参事官（地域防災・訓練）付

補佐級

92 住民安全班 内閣府 補佐・係長級 住民支援・要望対応担当

93 住民安全班 内閣府 補佐級 住民支援・要望対応担当

94 住民安全班 規制庁 補佐級 住民支援・要望対応担当

95 住民安全班 環境省 係長級 住民避難・輸送担当

96 住民安全班 経済産業省 補佐級 住民支援・要望対応担当長

97 住民安全班 経済産業省 係長級 住民支援・要望対応担当

98 住民安全班 経済産業省 係長級 住民支援・要望対応担当

99 住民安全班 経済産業省 係長級 住民支援・要望対応担当

100 住民安全班 国土交通省 北海道開発局小樽開発建設部防災対策官付防災係長 植野　英睦

101 住民安全班 経済産業省 係長級 住民支援・要望対応担当

102 住民安全班 経済産業省 補佐級 総括担当

103 住民安全班 気象庁 気象庁札幌管区気象台危機管理調整官 四宮　茂晴 気象担当

104 住民安全班 海上保安庁 第一管区海上保安本部警備救難部救難課救難業務係長 海上保安庁担当
105 住民安全班 道警 北海道警察本部 警察担当

106 住民安全班 北海道 北海道後志総合振興局社会福祉課主幹 竹内　弘安

107 住民安全班 北海道 北海道環境生活部環境推進課主査 佐伯　一成

108 住民安全班 北海道 北海道保健福祉部総務課主任 萩原　晋太郎

109 住民安全班 北海道 北海道保健福祉部地域保健課主査 徳田　泰則

110 住民安全班 北海道 北海道後志総合振興局社会福祉課主査 阿部　謙二

111 住民安全班 北海道 北海道後志総合振興局社会福祉課地域福祉係長 上田　正仁

112 住民安全班 北海道 北海道後志総合振興局農務課農政係長 白岩　光康

113 住民安全班 北海道 北海道後志総合振興局林務課林務係長 朝倉　隆光

114 住民安全班 北海道 北海道後志総合振興局水産課漁政係長 遠藤　智樹

115 住民安全班 北海道 北海道後志総合振興局農村振興課主査 町田　亮

116 住民安全班 北海道 北海道後志総合振興局保健行政室総務係長 大屋　秀峰

117 住民安全班 北海道 北海道後志総合振興局小樽建設管理部地域調整課企画調整係長 服部　和憲

118 住民安全班 岩内町 岩内町企画経済部企画産業課係長 中村　進 所属自治体担当

119 住民安全班 神恵内村 神恵内村教育委員会 小田嶋剛史 所属自治体担当

120 住民安全班 寿都町 寿都町企画課主任 高橋　明史 所属自治体担当

121 住民安全班 蘭越町 蘭越町総務課企画防災対策室　まちづくり推進係主任 福岡　敦 所属自治体担当

122 住民安全班 ニセコ町 ニセコ町総務課原子力防災対策グループ主任 川埜　満寿夫 所属自治体担当

123 住民安全班 倶知安町 倶知安町総務部総務課管財係長 遠藤　光範 所属自治体担当

124 住民安全班 積丹町 積丹町総務課主査 松谷　太志 所属自治体担当

125 住民安全班 古平町 古平町総務課企画調整係長 人見　完至 所属自治体担当

126 住民安全班 仁木町 仁木町企画課企画防災係主査 新見　信 所属自治体担当

127 住民安全班 余市町 余市町総務部参事 千場　隆利 所属自治体担当

128 住民安全班 赤井川村 赤井川村総務課財務係係長 秋元　千春 所属自治体担当

住民安全班責任者

91 内閣府 住民安全班

住民安全班

住民安全班

86 内閣府
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別添３－４：設備・機器立ち上げ要員 

 

  

所属機関 氏名

1 運営支援業者 北海道パワーエンジニアリング株式会社 加藤　慎一

2 運営支援業者 北海道パワーエンジニアリング株式会社 阿部　克彦

3 運営支援業者 北海道パワーエンジニアリング株式会社 山田　慎一



32 
 

別添４：各機能班の役割 

 

事故現地対策本部及び原子力災害合同対策協議会の各機能班の役割 

 

総括班 

１．施設敷地緊急事態時全般業務 

（１）初期活動等 

・関係地方公共団体及び原子力事業者に対して、参集者を通じた随時の情報共有体制

を整備するよう依頼 

・派遣要員の参集状況の把握、機能班や会議における役割分担の調整 

・参集困難者向け定期連絡及び情報収集の実施 

 定期連絡：国等からの要請、現地事故対策連絡会議資料、次回連絡予定時刻等 

情報収集：役場庁舎等移転の有無、住民避難の状況、被災情報、原子力防災に係る

支援要請等 

・防災資機材及び備蓄物資の確認（運営支援班と連携） 

・運営支援班が立ち上がるまでの間、オフサイトセンターの受付、入館管理及びセキュ

リティ管理（入館管理を行う以外の出入口の施錠と、立入禁止・開閉禁止の明示） 

・運営支援班が立ち上がるまでの間、会議準備（マイク、情報表示装置、通信回線等） 

・内閣府副大臣（又は内閣府大臣政務官）及び内閣府大臣官房審議官の受入れ準備 

・ＰＡＺ内の施設敷地緊急事態要避難者の避難等に係る業務（事故対策本部から要請

が来た場合の北海道、関係町村、関係機関への周知等） 

（２）国の職員・専門家の緊急派遣 

・事故対策本部総括班から、オフサイトセンターへ派遣する国の職員、専門家の交通

手段、到着予定時刻、派遣者リストについての通報受け及び（必要に応じて）地域

における輸送に関する地元関係機関への支援要請 

（３）現地事故対策連絡会議 

  ・事故対策本部、北海道、関係町村等とのＴＶ会議の実施に係る調整 

・会議議事次第、配席図等作成 

  ・会議資料の収集整理（事故現地警戒本部として取りまとめた資料や、事故対策本部

からの要請、原子力事業者からの通報、北海道、関係町村、警察・消防機関、各機

能班等から収集した情報を会議資料として整理） 

  ・議事録を作成し、会議資料とともに、事故対策本部、関係機関等へ送付（適宜連絡

員等を通じて実施） 

（４）その他（定期活動） 

・各機能班からの報告の集約、本部長等への報告 

・事故対策本部総括班等との定期的な情報交換（特に現地における防災活動、被害状

況等について情報を提供する） 

・原子力防災活動情報システムへの入力（クロノロジー、重要情報等の大型画面への

表示等） 

２．全面緊急事態時全般業務 

（１）初期活動等 
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・協議会、機能班等に係る体制が不十分な場合、体制の整備や関係機関への連絡手段

について検討 

・原災本部から公示・指示に関する連絡受けと周知（全体会議等を通じて） 

・（状況により）第一回原災本部会議にＴＶ会議にて参加 

・参集困難者向け定期連絡及び情報収集の実施 

 定期連絡：国等からの指示、全体会議資料、次回連絡予定時刻等 

情報収集：役場庁舎等移転の有無、住民避難の状況、被災情報、原子力防災に係る

支援要請等 

・ＰＡＺ内の住民避難、ＵＰＺ内の屋内退避、避難又は一時移転等に係る業務（政府

原災本部から指示が来た場合の関係機関への周知等） 

（２）協議会全体会議の開催 

・原災本部、北海道、関係町村等とのＴＶ会議の実施に係る調整 

・会議議事次第、配席図等作成 

  ・会議資料の収集整理（政府原災本部からの指示や、原子力事業者からの通報、北海

道、関係町村、警察・消防機関、各機能班等から収集した情報を会議資料として整

理） 

  ・議事録を作成し、会議資料とともに、政府原災本部、関係機関等へ送付（適宜連絡

員等を通じて実施） 

（３）その他（定期活動） 

・各機能班からの報告の集約、本部長等への報告 

・原災本部総括班等との定期的な情報交換（特に防災活動、被害状況に関する情報提

供に留意） 

・原子力防災活動情報システムへの入力（クロノロジー、重要情報等の大型画面への

表示等） 

３．共通個別業務 

（１）総括担当業務 

・事故対策本部又は原災本部からの指示・連絡等を北海道、関係町村、関係機関、各

機能班へ周知 

・北海道・関係町村の原子力災害警戒本部又は災害対策本部との連絡調整 

・事故現地対策本部又は原災現地本部の本部長、副本部長等の補佐 

・事故現地対策本部又は協議会の運営・事務 

・各機能班の情報集約 

・屋内退避等に関する提言案のとりまとめ、事故対策本部又は原災本部の総括班への

伝達・調整 

・独立行政法人日本原子力研究開発機構（以下「ＪＡＥＡ」という。）、独立行政法人

放射線医学総合研究所等への支援要請に係る総合調整 

・関係機関からの支援申し出への対応、社会秩序の維持に関する調整及び被災した関係町

村への支援要員派遣の調整（住民安全班と連携） 

・その他重要事項に関する総合調整 

（２）記録担当業務 

・事故現地対策本部又は協議会に関する資料の管理・保存 
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・会議に係る議事録作成 

・各機能班の情報の集約、記録 

・各事象のクロノロジー作成 

（３）会議準備担当業務 

・会議開催時刻の調整 

・議題、資料等の検討、関係機関等への資料提出要請 

・議事次第、配席図等作成 

・議事録及び会議資料を、事故対策本部、原災本部、関係機関等へ送付 

（４）連絡担当業務 

・事故現地対策本部又は協議会への参集者に対する会議開催案内 

・参集困難者向け定期連絡及び情報収集の実施 
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広報班 

１．施設敷地緊急事態時全般業務 

（１）初期活動等 

・参集要員の確認（役割分担）と総括班への報告 

・記者会見の基礎資料（オフサイト関連）を作成して、事故対策本部広報班へ送付し、

連携して記者会見資料を作成する 

・事故対策本部より記者会見資料の提供を受ける 

・プレスルームの設置、連絡員の配置等、プレス発表の準備 

（２）記者会見 

内閣府副大臣等が参集し、事故対策本部から現地での記者会見等を求められた場合にの

み、下記事項に留意をして現地記者会見を実施することとする（それ以外の場合は、事故

対策本部の発表資料の配付のみとする）。 

・ 事故対策本部、北海道、原子力事業者等と記者会見の時刻の調整 

・ 記者会見における質疑応答等の記録作成及び事故対策本部への送付 

（３）その他（定期活動） 

・ プレスルームの運営（広報カメラの操作含む） 

・ 地元報道機関への記者会見の開催案内 

・ 必要に応じ、事故対策本部と連携をして、プレス発表計画（予定時刻、発表事項）

を策定 

・ 北海道、関係町村、関係機関等への記者会見資料の周知（北海道、関係町村、関係機

関等への送付又は現地事故対策連絡会議の活用） 

・ 適宜、記者等に対する情報の提供（事故対策本部との連携） 

・ 地元報道機関からの質問、要望等への対応 

・ 自治体等の住民への広報実施状況の情報収集 

・ 報道機関の報道内容のチェック 

・ 自治体向けに、住民等からの問い合わせに対する対応要領を作成 

・ 原子力防災活動情報システムへの入力（クロノロジー等） 

２．全面緊急事態時全般業務 

（１）初期活動等 

・記者会見の基礎資料（オフサイト関連）を作成して、原災本部広報班へ送付し、連

携して記者会見資料を作成する 

・原災本部より記者会見資料の提供を受ける 

・プレスルームの設置、連絡員の配置等、プレス発表の準備 

（２）記者会見 

下記事項に留意をして現地記者会見を実施することとする。 

・ 原災本部、北海道、原子力事業者等と記者会見の時刻の調整 

・ 記者会見における質疑応答等の記録作成及び原災本部への送付 

（３）その他（定期活動） 

・ プレスルームの運営（広報カメラの操作含む） 

・ 地元報道機関への記者会見の開催案内 
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・ 必要に応じ、原災本部と連携をして、プレス発表計画（予定時刻、発表事項）を策

定 

・ 北海道、関係町村、関係機関等への記者会見資料の周知（北海道、関係町村、関係機

関等への送付又は全体会議の活用） 

・ 適宜、記者等に対する情報の提供（原災本部との連携） 

・ 地元報道機関からの質問、要望等への対応 

・ 自治体等の住民への広報実施状況の情報収集 

・ 報道機関の報道内容のチェック 

・ 自治体向けに、住民等からの問い合わせに対する対応要領を作成 

・ 原子力防災活動情報システムへの入力（クロノロジー等） 

３．共通個別業務 

（１）総括担当業務 

・ 記者会見資料に用いるオフサイトセンター関連情報の作成と、事故対策本部又は政府原

災本部の広報班への送付 

・事故対策本部又は原災本部の広報班から広報用資料を入手 

・記者会見の運営、体制（プラントチーム等他班の出席）等の調整 

・地元報道機関からの問い合わせ対応 

（２）問い合わせ対応担当業務 

  ・自治体向けに、住民等からの問い合わせに対する対応要領（Ｑ＆Ａ等）を作成 

・自治体向けに、プレス対応資料を共有 
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運営支援班 

１．施設敷地緊急事態時全般業務 

（１）初期活動等 

・参集要員の確認（役割分担）と総括班への報告 

・ オフサイトセンターの受付、参集者の入館管理及びセキュリティ管理（入館管理を

行う以外の出入口の施錠と、立入禁止・開閉禁止の明示） 

・会議準備（マイク、情報表示装置、通信回線等） 

（２）その他（定期活動） 

・オフサイトセンター内の環境整備（プレスルーム、仮眠室含む。） 

・参集者への食料、事務用品等の提供・調達 

・防災資機材及び備蓄物資の確認（総括班と連携）・維持・管理 

・衛生管理（参集者の勤務ローテーション管理等） 

・オフサイトセンターの各種通信・システム回線の確保、維持・管理 

・オフサイトセンターにおける被ばく管理 

２．全面緊急事態時全般業務 

（１）定期活動 

・オフサイトセンター内の環境整備（プレスルーム、仮眠室含む。） 

・参集者への食料、事務用品等の提供・調達 

・防災資機材及び備蓄物資の確認・維持・管理 

・衛生管理（参集者の勤務ローテーション管理等） 

・オフサイトセンターの各種通信・システム回線の確保、維持・管理 

・ オフサイトセンターにおける被ばく管理 
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医療班 

１．施設敷地緊急事態時全般業務 

（１）初期活動等 

・参集要員の確認（役割分担）と総括班への報告 

・北海道からの緊急時医療体制の準備状況の聴取 

・国の緊急被ばく医療現地派遣チームの派遣先の調整 

（２）その他（定期活動） 

・ 住民の被ばく状況、安定ヨウ素剤の配付準備状況、避難所・医療機関等の情報（避

難所等における施設敷地緊急事態要避難者の健康状態、医療機関へ搬送された傷病

者・被ばく者、医療活動状況等）等の収集・整理及び関係機関との調整 

・原子力防災活動情報システムへの入力（クロノロジー等） 

２．全面緊急事態時全般業務 

（１）初期活動等 

・ 該当する地域において、安定ヨウ素剤を服用するべき時期、服用方法、医師・薬剤

師の確保等について政府原災本部の指示・決定事項を受け、北海道、関係町村へ指

示。 

（２）その他（定期活動） 

・ 住民の被ばく状況、（安定ヨウ素剤服用指示時の）安定ヨウ素剤の服用状況・配付

状況、避難所・医療機関等の情報（スクリーニング等の状況、医療機関等における

空き床数、医療活動状況等）等の収集・整理及び関係機関との調整 

・ 原子力防災活動情報システムへの入力（クロノロジー等） 

３．共通個別業務 

（１）総括担当業務 

・医療班が実施する業務に関する情報の集約 

・被ばく医療活動等に関する会議資料の作成 

・事故対策本部又は原災本部の医療班との情報共有・調整 

（２）被ばく医療活動・スクリーニング担当業務 

・国の緊急被ばく医療現地派遣チームの派遣先の調整 

・事故対策本部又は原災本部の医療班と連携した、被ばく患者の円滑な輸送等の措置 

・北海道・関係町村の災害対策本部等に対する被ばく医療に関する指導・助言 

・ 原子力災害対策指針に定めるＯＩＬ４（スクリーニング基準等）を踏まえ、避難所等に

設置された救護所等において、関係機関からの派遣要員及び放射線班と協力・連携して、

避難住民の汚染の測定、除染等を実施 

・ 救護所、医療機関等における放射線管理、除染等の要員・資機材の支援が必要な場合に

は、総括班に依頼し、事故対策本部又は原災本部の総括班経由で関係機関に支援を要請

するとともに、要員・資機材の配置に関する調整を実施 

・ 避難住民の被ばく状況（推定被ばく線量、汚染確認者数、汚染残存者数等）の把握、規

制委事故対策本部又は原災本部の医療班への報告 

（３）安定ヨウ素剤の予防服用担当業務 

・原災本部医療班が決定した安定ヨウ素剤服用方針について、北海道、関係町村へ説明 
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・避難住民等の安定ヨウ素剤服用に関する調整（安定ヨウ素剤の配備・服用状況の把握、

安定ヨウ素剤や医師・薬剤師が不足している場合の確保・調整等） 

（４）健康調査・管理担当業務 

  ・公衆の被ばく線量の測定、被ばく者等の健康管理及び健康相談を関係機関と連携して実

施 

 

  



40 
 

 

放射線班 

１．施設敷地緊急事態時全般業務 

（１）初期活動等 

・参集要員の確認（役割分担）と総括班への報告 

（２）その他（定期活動） 

・ 緊急時モニタリング実施計画の内容、緊急時モニタリングセンターから共有された

モニタリングの結果及び札幌管区気象台から収集した気象情報について、現地事故

対策連絡会議等を通じて、オフサイトセンター内で情報を共有する 

・事故対策本部から配信された大気中放射性物質拡散予測について、現地事故対策連

絡会議等を通じて、オフサイトセンター内で情報を共有する 

・ 原子力防災活動情報システムへの入力（クロノロジー等）（総括担当） 

２．全面緊急事態時全般業務 

（１）初期活動等 

   － 

（２）その他（定期活動） 

・ 緊急時モニタリング実施計画の内容、緊急時モニタリングセンターから共有された

モニタリングの結果及び札幌管区気象台から収集した気象情報について、全体会議

等を通じて、オフサイトセンター内で情報を共有する 

・事故対策本部から配信された大気中放射性物質拡散予測について、全体会議等を通

じて、オフサイトセンター内で情報を共有する 

・ 原子力防災活動情報システムへの入力（クロノロジー等）（総括担当） 

３．共通個別業務 

（１）総括担当業務 

・ 事故対策本部又は原災本部の放射線班、緊急時モニタリングセンターとの情報共有 

（２）放射性物質汚染対策担当 

・住民や関係機関防災要員の放射線障害の防止に関する指導、助言の実施 

・除染等の措置等及び放射性物質により汚染された廃棄物の処理についての必要な調整 
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プラントチーム 

１．施設敷地緊急事態時全般業務 

（１）初期活動等 

・参集要員の確認（役割分担）と総括班への報告 

・緊急時対策所に派遣された原子力規制庁原子力保安検査官からの情報の把握 

・プラント情報の収集、整理 

（２）その他（定期活動） 

・事故対策本部プラント班、原子力施設事態即応センター、緊急時対策所及び後方支援

拠点との情報共有 

・現地事故対策連絡会議等を通じた、北海道、関係町村、各機能班等に対する、プラ

ント状況の情報共有 

・プラント状況に関する地元報道機関への説明（記者会見への同席） 

２．全面緊急事態時全般業務 

（１）初期活動等 

・緊急時対策所に派遣された原子力規制庁原子力保安検査官からの情報の把握 

・プラント情報の収集、整理 

（２）その他（定期活動） 

・原災本部プラント班、原子力施設事態即応センター、緊急時対策所及び後方支援拠点

との情報共有 

・全体会議等を通じた、北海道、関係町村、各機能班等に対する、プラント状況の情

報共有 

・プラント状況に関する地元報道機関への説明（記者会見への同席） 
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実動対処班 

１．施設敷地緊急事態時全般業務 

（１）初期活動等 

・参集要員の確認（役割分担）と総括班への報告 

（２）その他（定期活動） 

  ・オンサイト対応及びオフサイト対応（緊急輸送、交通規制、救急・救助活動等）に

関する地元実動機関の活動状況及び準備状況について情報収集し、現地事故対策連

絡会議等を通じて各機能班に情報を共有 

・ 事故対策本部実動対処班等から、道外からの物資供給、要員派遣（実動機関関与分）

等について情報収集し、現地事故対策連絡会議等を通じて各機能班に情報を共有 

・ 各機能班で立案する計画につき、地元実動機関の関与が必要な事項について、実動

省庁または事故対策本部実動対処班等と連絡・調整を実施 

・原子力防災活動情報システムへの入力（クロノロジー等） 

２．全面緊急事態時全般業務 

（１）定期活動 

・ オンサイト対応及びオフサイト対応（緊急輸送、交通規制、救急・救助活動等）に

関する地元実動機関の活動状況及び準備状況について情報収集し、全体会議等を通

じて各機能班に情報を共有 

・ 原災本部実動対処班等から、道外からの物資供給、要員派遣（実動機関関与分）等

について情報収集し、全体会議等を通じて各機能班に情報を共有 

・ 各機能班で立案する計画につき、地元実動機関の関与が必要な事項について、実動

省庁または原災本部実動対処班等と連絡・調整を実施 

・ 原子力防災活動情報システムへの入力（クロノロジー等） 
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住民安全班 

１．施設敷地緊急事態時全般業務 

（１）初期活動等 

・参集要員の確認（役割分担）と総括班への報告 

・北海道、関係町村の住民防護に関する対応状況の確認 

・ 住民避難・屋内退避等の防護対策に関する事故対策本部との調整・協議（総括班と

連携） 

・ ＰＡＺ圏内の施設敷地緊急事態要避難者の避難に係る情報収集、現地事故対策連絡

会議での情報共有及び事故対策本部住民安全班への報告 

・ 実動対処班に住民避難に係る交通規制等を要請 

・ （必要に応じて）住民避難に伴う実動対処班への輸送支援要請 

（２）その他（定期活動） 

・北海道、関係町村の住民防護活動状況、人的・物的被害の状況、集合場所等への住

民集合状況等の情報収集、現地事故対策連絡会議での情報共有及び事故対策本部住

民安全班への報告 

・原子力防災活動情報システムへの入力（クロノロジー等） 

２．全面緊急事態時全般業務 

（１）初期活動等 

・ＰＡＺ内の住民避難状況、ＵＰＺ内の屋内退避・避難・一時移転に関する情報収集

（住民避難開始・避難先・避難完了等の情報収集等）、協議会での情報共有及び政

府原災本部住民安全班への報告 

・ 実動対処班に住民避難に係る交通規制等を要請 

・ （必要に応じて）住民避難に伴う実動対処班への輸送支援要請 

（２）その他（定期活動） 

・北海道、関係町村の住民防護活動状況、人的・物的被害の状況、避難所等における

住民収容状況、避難所等への物資調達・供給状況等の情報収集、協議会での情報共

有及び原災本部住民安全班への報告 

・原子力防災活動情報システムへの入力（クロノロジー等） 

３．共通個別業務 

（１）総括担当業務 

・住民安全班各担当が実施する業務に関する情報の集約、住民安全班の会議資料の取りま

とめ 

・ 事故対策本部又は原災本部の住民安全班との情報共有・調整 

・ 関係機関からの支援申し出への対応、社会秩序の維持に関する調整及び被災した関係町

村への支援要員派遣の調整（総括班と連携） 

（２）住民避難・輸送担当業務 

・ 住民の避難状況、屋内退避の状況、人的・物的被害の状況等に関する情報収集、会議資

料の作成等 

・ （必要に応じて）実動対処班への住民避難に伴う輸送支援要請 

（３）住民支援・要望対応担当業務 
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・北海道、関係町村等から、避難所の運営等に必要な食料・資機材等、国への要望を聴取

して把握し、事故対策本部又は原災本部へ伝達し調整するほか、会議資料を作成 

・事故対策本部又は原災本部の住民安全班と連絡・調整し、物資関係省庁（厚生労働省、

農林水産省及び経済産業省）が行う物資調達に関する状況を把握し調整するほか、会議

資料を作成 
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別添５：現地事故対策連絡会議及び全体会議配席図 

  
Ａ 札幌管区気象台 Ｎ 古平町 ①  住民安全班 
Ｂ 総括班 Ｏ 仁木町 ②  放射線班 
Ｃ 内閣府大臣官房審議官 Ｐ 余市町 ③  プラントチーム 
Ｄ 内閣府副大臣 Ｑ 赤井川村 ④  広報班 
Ｅ 北海道副知事等 Ｒ 第一管区海上保安本部 ⑤  実動対処班 
Ｆ 泊村 Ｓ 北海道警察 ⑥  医療班 
Ｇ 岩内町 Ｔ 陸上自衛隊 ⑦  運営支援班 
Ｈ 神恵内村 Ｕ 原子力事業者 

（北海道電力（株）） 
  

Ｉ 寿都町 Ｖ 北後志消防組合   
Ｊ 蘭越町 Ｗ 羊蹄山ろく消防組合   
Ｋ ニセコ町 Ｘ 岩内・寿都地方消防組合   
Ｌ 倶知安町 Ｙ 共和町   
Ｍ 積丹町     

 

F E D C B A 

L K J I H G 

⑦ 
 

Q 
 

P 
 

O 
 

N 
 

M 
 

U 
 
 
T 
 
 S 
 
 
R 
 
 

V 
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 X 
 
 
Y 
 
 ①  

 
②

 
 ③ 
 
④ 
 
⑤ 
 
⑥ 
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別添６：現地事故対策連絡会議及び全体会議における役割及び担当者  

 現地事故対策連絡会議及び全体会議における役割及び担当者は、以下のとおりとする。 

      【主な役割】          【担当者・担当班】  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①議長 

 会議進行 

 

現地事故対策連絡会議：内閣府大臣官房審議官 
全体会議：内閣府副大臣又は内閣府大臣政務官 
（事務局：総括班） 

②原災本部の指示要請事項の伝達等 

・原災本部の指示要請事項の伝達 

 

・国の取り組み・支援状況の説明 

（現地への要員派遣状況等） 

 
・内閣府副大臣又は内閣府大臣政務官（本部長） 
※原災本部ＴＶ会議参画時は原災本部長 

・内閣府副大臣又は内閣府大臣政務官（本部長） 
※原災本部ＴＶ会議参画時は原災本部長 

③北海道・関係町村の対応状況等 

・体制 

 

・住民広報の実施状況 

 

・避難・屋内退避等の実施状況 

 安定ヨウ素剤の服用・準備状況 

 

・要請事項 

 
・北海道、関係町村の災害対策本部 
（取りまとめ担当：総括班） 
・北海道、関係町村の災害対策本部 
（取りまとめ担当：広報班） 
・関係町村の災害対策本部 
（取りまとめ担当：住民安全班、医療班（安定

ヨウ素剤関係）） 
・北海道、関係町村の災害対策本部 
（取りまとめ担当：住民安全班） 

④地元実動機関の対応状況 （主）実動対処班 
（副）警察、消防、海上保安庁、陸上自衛隊 

⑤緊急時モニタリングの実施状況等 放射線班 
⑥記者会見等広報活動 広報班 
⑦安定ヨウ素剤の服用等被ばく医療関係 医療班 
⑧住民の避難・屋内退避関係 

・原災本部住民安全班からの OIL に基づ

く指示の受信 

・関係町村等からの住民避難開始・避難

先・物資供給・避難完了等の情報受信と

取りまとめ           等 

住民安全班 

⑨プラントの状況等の情報共有 （主）原子力事業者（北海道電力㈱） 
（副）プラントチーム 

 

⑩緊急搬送に係る実動機関間の調整等 実動対処班  
注：（副）担当は追加説明等がある場合に説明を行う。  
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