
UPZ

PAZ

避難先施設
札幌市

一時滞在場所（1施設）→避難先（1施設）

黒松内町
社会福祉施設（1施設）

泊村
（施設敷地緊急事態要避難者）

〈泊村〉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

〈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

避難先施設
留寿都村

避難先（兼 一時滞在場所）（1施設）
共和町

放射線防護施設（1施設）
無理に避難するとかえって健康リスクが高まる者

共和町
（施設敷地緊急事態要避難者） 留寿都村

黒松内町
(つくし園)

札幌市

共和町
放射線防護施設

（１施設）

〈泊村〉避難経路
（むつみ荘）

道道342号→
国道229号→

道道9号→
道道523号

施設敷地緊急事態における避難の実施方針 資料６２



 

北海道電力株式会社 泊
とまり

発電所のＰＡＺ及びＵＰＺに該当する町村においては、暴

風雪警報が発表され、数年に一度の猛吹雪となるおそれがあることから、外出を控え

る等により、暴風雪に対する安全確保を優先すること。その上で、今後天候が回復す

るなど、暴風雪に対する安全が確保できる場合には、以下の原子力災害に係る避難行

動等の対応をとること。 

・北海道電力株式会社泊
とまり

発電所のＰＡＺに該当する町村の住民であって施設敷地

緊急事態要避難者は、安定ヨウ素剤の配布を受け避難すること。ただし、避難の

実施により健康リスクが高まる要配慮者は、屋内退避すること。当該地域の一時

滞在者は、安定ヨウ素剤の配布を受け帰宅等すること。当該地域の住民（施設敷

地緊急事態要避難者を除く。）は、避難準備を実施すること。 

・ＰＡＺの地方公共団体は、ＰＡＺに該当する町村の住民に対する安定ヨウ素剤の

配布準備を行うこと。 

・北海道電力株式会社 泊
とまり

発電所のＵＰＺの住民は、屋内退避の準備を実施するこ

と。当該地域の一時滞在者は帰宅等すること。 

ＰＡＺ及びＵＰＺに該当する町村の住民、一時滞在者その他公私の団体等は、防災

行政無線、ラジオ、テレビ等による情報に注意すること。 

 

 

要  請 
   平成２９年２月４日０時５分   

 

北海道知事 殿 

泊村長 殿 

共和町長 殿 

岩内町長 殿 

神恵内村長 殿 

寿都町長 殿 

蘭越町長 殿 

ニセコ町長 殿 

倶知安町長 殿 

積丹町長 殿 

古平町長 殿 

仁木町長 殿 

余市町長 殿 

赤井川村長 殿 

 

           原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部長 

 

北海道電力株式会社から泊発電所において原子力災害対策特別措置法第１０条第

１項に定める事象が発生したとの通報を受け、当該事象が原子力災害対策指針に定め

る施設敷地緊急事態に該当すると判断したことから、下記のとおり対応するよう要請

する。 

記 

北海道電力株式会社泊
とまり

発電所のＰＡＺ及びＵＰＺに該当する町村においては、暴

風雪警報が発表され、数年に一度の猛吹雪となるおそれがあることから、外出を控え

る等により、暴風雪に対する安全確保を優先すること。その上で、今後天候が回復す

るなど、暴風雪に対する安全が確保できる場合には、以下の原子力災害に係る避難行

動等の対応をとること。 

・ＰＡＺに該当する町村の住民であって施設敷地緊急事態要避難者は、安定ヨウ素

剤の配布を受け避難すること。ただし、避難の実施により健康リスクが高まる要

配慮者は、屋内退避すること。当該地域の一時滞在者は、安定ヨウ素剤の配布を

受け帰宅等すること。当該地域の住民（施設敷地緊急事態要避難者を除く。）は、

避難準備を実施すること。 

・ＰＡＺの地方公共団体は、ＰＡＺに該当する町村の住民に対する安定ヨウ素剤の

配布準備を行うこと。 

・ＵＰＺに該当する町村の住民は、屋内退避の準備を実施すること。当該地域の一

時滞在者は帰宅等すること。 

ＰＡＺ及びＵＰＺに該当する町村の住民、一時滞在者その他公私の団体等は、防災

行政無線、ラジオ、テレビ等による情報に注意すること。 

 

暴風雪（猛吹雪や交通障害）との複合災害時にお
ける原子力災害に係る避難等に関する基本的考え
方（人命へのリスクを踏まえ、暴風雪からの安全
確保を優先）に基づく要請文

資料６３施設敷地緊急事態要請文（冬季訓練）



施設敷地緊急事態における臨時ＯＦＣでの活動状況（北海道庁）

第２回現地事故対策連絡会議（現状報告と対策の検討）

資料６４-１



施設敷地緊急事態における臨時ＯＦＣでの活動状況（北海道庁）

総括班の活動

医療班の活動

放射線班の活動

実動対処班の活動

資料６４-２



施設敷地緊急事態におけるＯＦＣ・ＥＭＣでの活動状況

原子力防災専門官による状況把握

ＰＣ－ＴＶ会議による情報共有

第２回現地事故対策連絡会議傍聴

モニタリング対策官による状況把握

資料６５



全面緊急事態における防護措置の実施方針

＜避難に際しての基本的考え方＞
l 暴風雪警報が発表され、数年に一度の猛吹雪となるおそれがあることから、外出を控え

る等により、暴風雪に対する安全確保を優先すること。その上で、今後天候が回復する
など、暴風雪に対する安全が確保できる場合には、原子力災害に係る避難行動等の以下
の対応をとること。

【泊村】
l 泊村の住民は、安定ヨウ素剤を服用し、自家用車及びバスを使用し、一時滞在場所（札

幌市南区体育館）を経由して、札幌市の避難先に避難する。
l 社会福祉施設（むつみ荘）の入所者は、黒松内町の社会福祉施設（黒松内つくし園）に

避難する。
【共和町】
l 共和町の住民は、避難計画に定められたバス集合場所に集合し、安定ヨウ素剤の配布を

受け服用し、避難用車両（バス）により留寿都村の避難先（兼一時滞在場所）に避難す
る。

l 無理に避難すると健康リスクが高まる者については、福祉車両でＰＡＺ圏外の放射線防
護施設（みのりの里）へ移動し、屋内退避を実施する。

※ 岩内町については、ＰＡＺ内に住民なし

避難の対象となる住民への措置

北海道電力株式会社泊発電所から概ね５km圏内（ＰＡＺ）における全ての住民（暴風雪警報
により屋内退避を継続している施設敷地緊急事態要避難者を含む）を対象に、避難を実施
（対象：２町村２，９０５人）

資料６６-１



全面緊急事態における防護措置の実施方針

屋内退避の対象となる住民への措置

l 北海道電力株式会社泊発電所から概ね３０km圏内（ＵＰＺ）における住民及び一時滞在者
は、屋内退避を実施する。

資料６６-２



UPZ

PAZ

避難先施設
札幌市

一時滞在場所（1施設）→避難先（1施設）

黒松内町
社会福祉施設（1施設）

泊村

〈泊村〉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

〈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

避難先施設
留寿都村

避難先（兼 一時滞在場所）（1施設）
共和町

放射線防護施設（1施設）
無理に避難するとかえって健康リスクが高まる者

共和町
留寿都村

黒松内町
(つくし園)

札幌市

共和町
放射線防護施設

（１施設）

〈泊村〉避難経路
（むつみ荘）

道道342号→
国道229号→

道道9号→
道道523号

全面緊急事態における避難の実施方針 資料６７



 

北海道電力株式会社 泊
とまり

発電所のＰＡＺ及びＵＰＺに該当する町村においては、暴

風雪警報が発表され、数年に一度の猛吹雪となる恐れがあることから、外出を控える

等により、暴風雪に対する安全確保を優先すること。その上で、今後天候が回復する

など、暴風雪に対する安全が確保できる場合には、以下の原子力災害に係る避難行動

等の対応をとること。 

・北海道電力株式会社泊
とまり

発電所のＰＡＺに該当する町村の住民及び一時滞在者は、

安定ヨウ素剤の配布を受け服用し、避難すること。ただし、避難の実施により健

康リスクが高まる要配慮者は、引き続き屋内退避すること。 

・北海道電力株式会社泊
とまり

発電所のＵＰＺに該当する町村の住民及び一時滞在者は、

屋内退避を実施すること。 

ＰＡＺ及びＵＰＺに該当する町村の住民、一時滞在者その他公私の団体等は、防災

行政無線、ラジオ、テレビ等による情報に注意すること。 

 

 

指  示 
       

平成２９年２月４日９時４５分   

 

北海道知事 殿 

泊村長 殿 

共和町長 殿 

岩内町長 殿 

神恵内村長 殿 

寿都町長 殿 

蘭越町長 殿 

ニセコ町長 殿 

倶知安町長 殿 

積丹町長 殿 

古平町長 殿 

仁木町長 殿 

余市町長 殿 

赤井川村長 殿 

 

内閣総理大臣 安倍 晋三    

 

北海道電力株式会社泊発電所で発生した事故に関し、原子力災害対策特別措置法第

１５条第３項の規定に基づき下記のとおり対応するよう指示する。 

記 

北海道電力株式会社 泊
とまり

発電所のＰＡＺ及びＵＰＺに該当する町村においては、暴

風雪警報が発表され、数年に一度の猛吹雪となっていることから、外出を控える等に

より、暴風雪に対する安全確保を優先すること。その上で、今後天候が回復するなど、

暴風雪に対する安全が確保できる場合には、以下の原子力災害に係る避難行動等の対

応をとること。 

・ＰＡＺに該当する町村の住民及び一時滞在者は、安定ヨウ素剤の配布を受け、服

用し、避難すること。ただし、避難の実施により健康リスクが高まる要配慮者は、

引き続き屋内退避すること。 

・ＵＰＺに該当する町村の住民及び一時滞在者は、屋内退避を実施すること。 

ＰＡＺ及びＵＰＺに該当する町村の住民、一時滞在者その他公私の団体等は、防災

行政無線、ラジオ、テレビ等による情報に注意すること。 

 

暴風雪（猛吹雪や交通障害）との複合災害時にお
ける原子力災害に係る避難等に関する基本的考え
方（人命へのリスクを踏まえ、暴風雪からの安全
確保を優先）に基づく指示文

資料６８全面緊急事態指示文（冬季訓練）



ＯＦＣへの移動要領の検討 資料６９

UPZ

PAZ

国道５号

国道２７６号

国道５号

国道３９３号

⑤到着点（泊ＯＦＣ）

国道２２９号

国道２２９号

①出発点（道庁）

札樽道余市町

倶知安町

国道５号

Ａ－１
Ｂ－１

Ａ－２
Ｂ－２

Ａ
Ｂ

Ｃ
国道２３０号

通行止区間
（国道５号稲穂峠8.1㎞）
（12:00頃解除見込み）

経 路 細部経路 所要時間（距離） 優先順 道路状況 選定案

小樽経由高速道
（Ａ号）

Ａ－１：道庁～札樽道～国道５号～泊ＯＦＣ 116分（94㎞） ① 〇（見込） ○

Ａ－２：道庁～札樽道～国道３９３号～泊ＯＦＣ 138分（112㎞） ② ×

小樽経由一般道
（Ｂ号）

Ｂ－１：道庁～国道５号～泊ＯＦＣ 146分（96㎞） ③ 〇（見込）

Ｂ－２：道庁～国道３９３号～泊ＯＦＣ 168分（114㎞） ⑤ ×

中山峠経由一般道
（Ｃ号）

Ｃ：道庁～国道２３０号～国道２７６号～泊ＯＦＣ 145分（112㎞） ④ 〇

通行止区間
（国道229号共和町宮丘6.4㎞）

（12:00頃解除見込み）

通行止区間
（国道393号毛無峠15.5㎞）
（解除見込みは出ていない）



全面緊急事態における臨時ＯＦＣでの活動状況（北海道庁）

原子力緊急事態宣言

資料７０-１



全面緊急事態における臨時ＯＦＣでの活動状況（北海道庁）

第１回原子力災害合同対策協議会（ＰＡＺ避難、ＵＰＺ屋内退避の指示）

資料７０-２



暴風雪警報解除後におけるＯＦＣ・ＥＭＣでの活動状況

関係町村要員到着

ＥＭＣの活動 総括班の班内ミーティング

関係町村要員との情報共有会議

資料７１


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	スライド番号 43
	スライド番号 44
	スライド番号 45
	スライド番号 46
	スライド番号 47
	スライド番号 48
	スライド番号 49
	スライド番号 50
	スライド番号 51
	スライド番号 52
	スライド番号 53
	スライド番号 54
	スライド番号 55
	スライド番号 56
	スライド番号 57
	スライド番号 58
	スライド番号 59
	スライド番号 60
	スライド番号 61
	スライド番号 62
	スライド番号 63
	スライド番号 64
	スライド番号 65
	スライド番号 66
	スライド番号 67
	スライド番号 68
	スライド番号 69
	スライド番号 70
	スライド番号 71
	スライド番号 72
	スライド番号 73
	スライド番号 74
	スライド番号 75
	スライド番号 76
	スライド番号 77
	スライド番号 78
	スライド番号 79
	スライド番号 80
	スライド番号 81
	スライド番号 82
	スライド番号 83
	スライド番号 84
	スライド番号 85
	スライド番号 86
	スライド番号 87
	スライド番号 88
	スライド番号 89
	スライド番号 90
	スライド番号 91
	スライド番号 92
	スライド番号 93
	スライド番号 94
	スライド番号 95
	スライド番号 96
	スライド番号 97
	スライド番号 98
	スライド番号 99
	スライド番号 100

