
     平成２７年度補正予算（原子力災害対策事業費補助金）の 

交付決定にむけて 

平 成 ２ ８ 年 ３ 月 

内閣府政策統括官(原子力防災担当）  

１．本事業の趣旨  

原子力緊急事態において、即時避難が困難な病院や社会福祉施
設の入所者等の要配慮者及び住民等が屋内退避するための施設並
びに一定期間緊急時対応を実施する原子力災害対策の拠点施設を
対象として放射線防護対策を実施する。また、屋内退避の実施に
必要となる資機材の整備及び物資の備蓄を支援し、原子力災害時
における原子力防災対策の一層の充実・強化を図るものとする。 

＜全体予算額：１００億円＞ 

２．交付先及び交付決定額  

原子力発電所の周囲概ね１０㎞圏内及び概ね３０km圏内で孤立
するおそれのある施設について申請のあった１８道府県に対し､
以下のとおり交付決定を行う。 

（百万円）   

道府県名 交付決定額 道府県名 交付決定額 

北海道 １，０６９ 福井県 １，２３３ 

青森県    ２６ 京都府   ６１６ 

宮城県   ２５３ 島根県 １，０６７ 

新潟県   ６８９ 鳥取県   ７ 

福島県   １３０ 愛媛県 ９０４ 

茨城県 １，０１２ 佐賀県   ５５１ 

静岡県   ６９４ 福岡県     ３ 

石川県   ５０１ 長崎県   ５８２ 

富山県   ３ 鹿児島県   ６６０ 

 
【問合せ先】 

内閣府政策統括官（原子力防災担当）付 
参事官：森下 

担 当：佐藤、三田村（03-3581-0373） 



二階部分

一階部分
吸込口

○事業の背景と必要性

原子力発電施設の立地道県等が、原子力災害対策指針に基づき行う、以下の取組
について充実・強化を図る必要があります。

①要配慮者や住民等の屋内退避施設の放射線防護対策
②現地の緊急時対策拠点施設の放射線防護対策
③孤立化するおそれのある地域に所在する要配慮者や住民等の屋内退避施設の放

射線防護対策
④代替オフサイトセンターの機能強化

○事業の内容・実施項目

① 要配慮者等の屋内退避施設の放射線防護対策事業（概ね１０ｋｍ圏内）
緊急時に即時避難が困難な病院や社会福祉施設の入所者等の要配慮者や住民等

が屋内退避するための建物の放射線防護対策及び当該施設において屋内退避の実
施に必要となる資機材の整備、物資の備蓄を支援します。

② 現地の対策拠点施設の放射線防護対策事業（概ね１０ｋｍ圏内）
原子力災害対策の拠点施設であって、緊急時の高い空間放射線量率の中でも職

員等が即時避難することなく、一定期間、緊急時対応を実施することとなる施設
について、放射線防護対策を支援します。

③ ＵＰＺ圏内（概ね３０ｋｍ圏内）における孤立化対策
離島、半島及び山間部等であって、その地理的特性から自然災害等によって避

難経路が遮断され、孤立するおそれのある地域に所在する病院や社会福祉施設等
の要配慮者施設及び屋内退避施設の放射線防護対策並びに当該施設において屋内
退避の実施に必要となる資機材の整備、物資の備蓄を支援します。
（上記①を除く。）

④ 代替オフサイトセンターへの非常用発電機の設置
緊急事態応急対策等拠点施設が使用できない場合にこれを代替することができ

る施設（代替オフサイトセンター）のうち、非常用発電機が整備されていない施
設に同設備を設置することにより、拠点施設としての機能を強化します。

事業の背景・内容

国 定額を補助 立地道県等

具体的な成果イメージ

事業のスキーム

屋内退避施設

窓枠部分補強

出入口クリーンユニット

放射線防護対策のイメージ図

放射性物質
除去フィルター ⇒

吹出口

⇒

吹出口

放射線防護
機能付加

除去フィルター 吹出口と通気口 必要な資機材等

原子力発電所周辺地域における防災対策の充実・強化

（原子力災害対策事業費補助金） 内閣府（一般会計）１００億円

⇒

※ 対象となる施設は、耐震性等の基準を満たしていることが必要

原子力災害対策事業費補助金

現地の対策拠点施設

参 考



〔平成２４・２５年度事業〕 〔平成２６・２７年度事業〕

放射線防護対策の比較

３０ｋｍ圏内の離島及び半島に所在する要配慮
者施設等

交付対象施設
（補助金名：原子力災害対策施設整備費補助金）

交付対象施設
（補助金名：原子力災害対策事業費補助金）

５ｋｍ圏内に所在する要配慮者施設等
（離島・半島を除く。）
※既存建物への放射線防護機能の付加

＊要援護者施設等：病院や社会福祉施設等の要配慮者施設及び災害時に避
難先となり得るその他の施設

立地・建物要件等

○耐震性及び耐津波性が認められること

○遮蔽機能を有した施設であること（コンクリート造り等）

○気密性が確保できる構造の施設であること

○放射性物質の除去率が９９．５％以上

○自治体が策定する地域防災計画等に位置付けられた施設で

あること

３０ｋｍ圏内の緊急事態応急対策等拠点施設の
代替施設（代替ＯＦＣ）

概ね５ｋｍ圏内に所在する要配慮者施設等
※新設も可

概ね５ｋｍから概ね１０ｋｍ圏内に所在する要配慮者
施設等

概ね１０ｋｍ圏内に所在する現地対策拠点施設

<２７年度追加>
概ね３０ｋｍ圏内の離島、半島及び山間部等において、
複合災害時に孤立するおそれのある地域に所在する要
配慮者施設等

＊平成２６年度行政事業レビューの指摘を踏まえ、
平成２７年２月１０日交付要綱制定



道府県名 施設名 道府県名 施設名 道府県名 施設名

北海道 介護老人福祉施設 コミュニティホーム岩内 新潟県 県立はまなす特別支援学校 愛媛県 伊方町庁舎

余市豊浜学園 八手地区農村環境改善センター 旧佐田岬小学校

古平町立古平小学校 西越地区農村環境改善センター 嘉島小学校

※【代替ＯＦＣ】喜茂別町農村環境改善センター 石川県 旧下甘田保育園 ※【代替ＯＦＣ】砥部町文化会館

※【代替ＯＦＣ】寿都町総合文化センター 旧富来小学校跡地（新築） 佐賀県 高齢者生活福祉センター ひぜん荘　

宮城県 泊地区コミュニティセンター 福井県 青郷小学校（高浜町） 特別養護老人ホーム 潮荘　

福島県 ※【代替ＯＦＣ】環境創造センター 美浜東小学校（美浜町） 長崎県 青島小中学校

茨城県 久慈茅根病院 ふるさと交流センター（おおい町） 飛島住民センター（仮称）

特別養護老人ホーム 金沢弁天園 東浦小中学校（敦賀市） 三島小学校

特別養護老人ホーム 世矢の里 高浜町役場庁舎（高浜町）　 鹿児島県 障害者支援施設 川内なずな園　

老人保健施設プロスペクトガーデン ひたちなか 若狭消防署高浜分署（高浜町） 障害者支援施設 亀山苑

東海村役場 京都府 朝来小学校　　 土川交流センター

静岡県 和松会地域福祉センター 綾部市生活支援ハウス

介護老人保健施設 はるかぜ 特別養護老人ホーム 安寿の里

掛川市大東支所 島根県 松江赤十字病院 予算額：　１００億円

松江市消防本部 施設数：　　４０施設

鹿島病院

平成２７年度補正予算　原子力災害対策事業費補助金　対象施設一覧

※印は代替ＯＦＣ非常用発電機の設置であ
り、施設数から除外。



道府県名 施設名 道府県名 施設名 道府県名 施設名

北海道 岩内あけぼの学園 石川県 志賀町文化ホール 愛媛県 伊方中央公民館

岩内町立西小学校 志賀町立富来小学校 特別養護老人ホーム 青石寮

介護老人保健施設 神恵内ハイツ９９８ 福井県 内浦公民館（高浜町） 特別養護老人ホーム 瀬戸あいじゅ

青森県 むつ市立奥内小学校 竹波防災支援センター（美浜町） 佐賀県 馬渡島原子力災害屋内退避施設

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会 柏崎総合医療センター 高浜けいあいの里（高浜町） 唐津市呼子交流促進施設（小川島）

独立行政法人国立病院機構 新潟病院 保健・医療・福祉総合施設なごみ（おおい町） 高島原子力災害屋内退避施設

介護付有料老人ホーム ロージィ・コート柏崎 楊梅苑（おおい町） 高齢者生活福祉センター ちんぜい荘

茨城県 大原神経科病院 京都府 特別養護老人ホーム グリーンプラザ博愛苑 鹿児島県 水引地区コミュニティセンター（薩摩川内市）

村立東海病院 舞鶴市立朝来小学校 平島集会所（薩摩川内市）

東海村総合福祉センター絆 大浦会館 川内市医師会立市民病院

静岡県 小笠南地区コミュニティセンター（菊川市） 島根県 島根県警察本部 社会福祉法人恩賜財団済生会川内病院

嶺田地区コミュニティセンター（菊川市） 松江赤十字病院 羽島交流センター（いちき串木野市）

牧之原市相良消防本部

予算額：　　９０億円

施設数：　　３７施設

平成２６年度補正予算　原子力災害対策事業費補助金　対象施設一覧



　　　　　　　　　　　　　　　平成２５年度補正予算　原子力災害対策施設整備費補助金　対象施設一覧
道府県名 施設名 道府県名 施設名 道府県名 施設名

泊村役場 市立御前崎総合病院 島根県 松江市役所

養護老人ホーム　むつみ荘 特別養護老人ホーム　東海清風園 特別養護老人ホーム　あさひ乃苑

特別養護老人ホーム　むつみ荘 御前崎市白羽公民館 特別養護老人ホーム　うぐいす苑

共和町役場 特別養護老人ホーム　灯光園 特別養護老人ホーム　すまいる苑

共和町保健福祉センター 町立富来病院 特別養護老人ホーム　明翔苑

共和町特別養護老人ホーム　みのりの里　共和 公立能登総合病院 介護老人福祉施設　あいかの里

さくらの里　ひがしどおり 公立羽咋病院 特別養護老人ホーム　いやしの館

介護老人保健施設　のはなしょうぶ　及び　東通村診療所 公立穴水総合病院 シリウス苑

特別養護老人ホーム　能舞の里 志賀町地域交流センター 大野の郷

介護老人保健施設　はまなす苑 七尾市豊川公民館 介護老人保健施設　もちだの郷

障害者入所施設　陽幸園 剱地交流センター（旧輪島市立剱地中学校） 介護老人保健施設　悠々園

特別養護老人ホーム　貴宝園 羽咋市立邑知中学校 障害者支援施設　はばたき

障害者入所施設　しもきた療育園 宝達志水町民センター「アステラス」 障害児入所施設　松江学園

障害者入所施設　となみ療護園 生涯学習センター「ラピア鹿島」 指定障害者支援施設四ツ葉園

特別養護老人ホーム　なのはな苑 富山県 特別養護老人ホーム　つまま園 授産センターよつば

有料老人ホーム　よこはま 市立敦賀病院 持田寮

老人保健施設シルバーケアセンターむつ 独立行政法人国立病院機構福井病院 愛媛県 八幡浜市役所

特別養護老人ホーム　ぼんてん荘 杉田玄白記念公立小浜病院 福岡県 糸島市姫島福祉センター　はまゆう

特別養護老人ホーム　みちのく荘 公立丹南病院 旧神集島小学校（屋内運動場）

柏崎原子力広報センター 越前町国民健康保険織田病院 馬渡小中学校（校舎）

高浜コミュニティセンター レイクヒルズ美方病院 加唐小中学校（校舎）

松風の里 若狭町国民健康保険上中病院 小川小中学校（校舎）

さざなみ学園 南越前町今庄診療所 旧鷹島小学校黒島分校

特別養護老人ホーム　なごみ荘 美浜町東部診療所 大島中学校（体育館）

茨城県 医療法人光風会回春荘病院 特別養護老人ホーム長寿苑 度島小中学校（体育館）

国立病院機構茨城東病院 奥上林公民館（林業者等健康管理センター） 星原集会所

老人保健施設日立南ヘルシーセンター 光洋の里 峰山地区コミュニティセンター

特別養護老人ホーム　ＭＡＯ 弓浜ホスピタウン

特別養護老人ホーム　成華園 鳥取大学医学部附属病院

第二幸の実園 島根県 島根県庁 予算額：　２００億円
老人福祉施設サンフラワー東海 島根県警察本部 施設数：　　９１施設
特別養護老人ホームオークス東海 島根県原子力環境センター

佐賀県

新潟県

長崎県

京都府

鹿児島県

鳥取県

北海道 静岡県

石川県

青森県

福井県



　　　　　　　　　　　　　　　平成２４年度補正予算　原子力災害対策施設整備費補助金　対象施設一覧

道府県名 施設名 道府県名 施設名 道府県名 施設名

北海道 北海道後志総合振興局 おおい町はまかぜ交流センター 鷹島高齢者生活福祉センター　水仙苑

六ヶ所村立泊小学校 高浜町立旧音海小中学校 松浦市立福島保健センター

六ヶ所村文化交流プラザ 社会保険高浜病院 鹿児島県消防学校

旧女川町江島自然活動センター体育館 高浜社会保険介護老人保健施設　サンビュー高浜 ファミリーＨＰ薩摩

女川町立女川第四小学校・第二中学校校舎 島根県出雲合同庁舎 旧寄田小学校

石巻市牡鹿保健福祉センター 東部島根医療福祉センター 旧滄浪小学校

石巻市立寄磯小学校 特別養護老人ホーム　ゆうなぎ苑

石巻市網地島開発総合センター 鹿島病院

石巻市田代島開発総合センター 特別養護老人ホーム　あとむ苑

刈羽村役場 鳥取県 鳥取県済生会境港総合病院

特別養護老人ホーム　にしかりの里 愛媛県立三崎高等学校

特別養護老人ホーム　なごみ荘 つわぶき荘

特別養護老人ホーム　はまなす園 瀬戸診療所

志賀町総合武道館 串診療所

旧福浦小学校 九町診療所

障害者支援施設  こひつじの苑舞鶴 大島産業振興センター

みずなぎ鹿原学園 佐賀県 特別養護老人ホーム　玄海園

特別養護老人ホーム  やすらぎ苑 唐津市特別養護老人ホーム　宝寿荘

福井県栽培漁業センター 高島公民館

敦賀市立西浦小中学校 神集島公民館

敦賀市立常宮小学校 唐津市立小川小中学校

美浜町丹生介護予防センター 唐津市立入野小学校向島分校 予算額：　１１１億円
美浜町立菅浜小学校 唐津市立馬渡小中学校 施設数：　　５６施設
若狭町立岬小学校・三方中学校岬分校 唐津市立加唐小中学校

おおい町立大島小学校 唐津市立加唐小学校松島分校

新潟県

愛媛県

石川県

京都府

福井県

福井県 長崎県

青森県

鹿児島県

宮城県

島根県


