
一時移転等におけるＯＦＣでの活動状況

放射線班と住民安全班の調整 医療班と実動対処班の調整

電子ホワイトボードへの記録 一時移転の状況把握

資料４２-３



一時移転等におけるＥＭＣでの活動状況

モニタリングカーによる走行サーベイ

ＥＭＣと放射線班の調整

資料４３

緊急時モニタリング結果の確認



PAZ

一時滞在場所

（札幌市南区体育館）

避難先：札幌市

避難経路
国道229号→道道818号→道道269
号→国道276号→国道5号
（→札樽自動車道）

堀株地区13人
（中型バス1台） さっぽろし

さっそん

みなみく

きのこ王国（仁木町）
にて折り返し

出発地点 出発予定時刻 到着地点 到着予定時刻

堀株地区集会所
14:00 きのこ王国

（仁木町）

16:00

実績 14:22 実績 15:07

Ø 13：50 泊村堀株地区の津波に係る避難指示を解除
Ø 14：10 同地区の施設敷地緊急事態要避難者へ避難を指示
Ø 14：22 民間中型バス1台に、住民9人の他、職員4人が乗車し、堀株地区集会所を出発

仁木町のきのこ王国まで行き、同地で折り返し

堀株地区集会場

きのこ王国到着

バス乗車在宅要避難者参集

ＰＡＺ内（泊村）要避難者の避難実施結果（在宅要避難者） 資料４４



UPZ

PAZ

泊村

共和町

受入先 むつみ荘

むつみ荘

要避難者受入準備

要避難者受入

要避難者受入

ＰＡＺ内（泊村）要避難者の避難実施結果（避難行動により健康ﾘｽｸが高まる者） 資料４５



UPZ

PAZ

〈泊村〉一般住民・学校避難経路
国道229号→道道818号→道道269号→
国道276号→国道5号→札樽自動車道

泊村

避難元 移動手段 人数
出発予定時刻

避難先
到着予定時刻 所要

時間計画 実績 計画 実績

泊小学校 村有バス3台 98人 9:00 8:55 札幌市 11:30 12:04 3時間9分

泊中学校 民間バス2台 57人 9:00 8:50 札幌市 11:30 11:50 3時間

避難先：札幌市

ＰＡＺ内（泊村）要避難者の避難実施結果（学校） 資料４６



UPZ

PAZ

泊村
〈泊村〉むつみ荘避難経路
道道342号→ 国道229号→
道道9号→道道523号

避難元 移動手段 人数
出発予定時刻

避難先
到着予定時刻 所要

時間計画 実績 計画 実績

むつみ荘
民間バス1台
村有車両1台

13人
3人

9:00 8:46 黒松内つくし園
（黒松内町）

10:40 10:07 1時間21分つくし園

避難先

：黒松内つくし園

（黒松内町）

むつみ荘

むつみ荘入居者 避難車両へ乗車

むつみ荘入居者

福祉車両へ乗車

ＰＡＺ内（泊村）要避難者の避難実施結果（社会福祉施設） 資料４７



UPZ

PAZ

〈共和町〉避難経路
国道276号→国道5号→
道道66号→国道230号

泊村 共和町

留寿都村
学校
保育園・幼稚園
社会福祉施設

共和町 ほくでん体育館

住民受付 住民への状況説明

安定ヨウ素剤の配布 避難車両への乗車

○各ﾊﾞｽ集合場所の避難経路（実績）

○PAZ内要避難者の避難実施結果

地区名 区分
津波
避難
指示

避難
人数

10条

避難
指示

避難
人数

計
バス
集合
場所

柏木
計画

4:35頃
（8:35頃）

10
11:30頃
（見込）

10

30
北電

体育館

実績 8：35 10 9

北電
社宅会

計画 - - 25

実績 - - 11：23 21

※避難人数は、訓練参加者数

各ﾊﾞｽ集合場所の配車経路

町福祉バス
11：30～50頃 出発

北電体育館（12：01発) → 発足克雪管理ｾﾝﾀｰ（問診場
所（12:07着、12：18発） → 留寿都村（13：32着）

ＰＡＺ内（共和町）要避難者の避難実施結果（在宅要避難者） 資料４８



UPZ

PAZ

泊村 共和町

受入先 保健福祉センター

保健福祉センター

要避難者受入

要避難者受入

○避難行動により健康ﾘｽｸが高まる者の搬送（実績）

健康ﾘｽｸが上がる者の搬送経路

（共和町役場※運転手） → 保健ｾﾝﾀｰ → ⑦北電体育館 → 保健ｾﾝﾀｰ
（11:30頃） （11：31） （11：46） （12：02）

ＰＡＺ内（共和町）要避難者の避難実施結果（避難行動により健康ﾘｽｸが高まる者） 資料４９

学校
保育園・幼稚園
社会福祉施設
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