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原子力災害対策重点区域の概要
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出典：国土地理院ホームページ（http://maps.gsi.go.jp/#9/35.795538/136.051941）
「白地図」国土地理院（http://maps.gsi.go.jp/#9/35.795538/136.051941）をもとに内閣府（原子力防災）作成
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平成28年度高浜地域における内閣府・３府県及び関西広域連合との合同原子力防災訓練の概要

１．実 施 日

平成２８年８月２７日（土）８：００～１５：００

２．訓練対象施設

関西電力株式会社 高浜発電所

３．参加機関等：

政 府 機 関 ：内閣府、海上保安庁、防衛省、原子力規制庁 等

地方公共団体：福井県、京都府、滋賀県、関西広域連合、福井県高浜町、おおい町、

小浜市、若狭町、京都府福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、南丹市、

京丹波町、伊根町、八幡市、滋賀県高島市、福井県敦賀市、美浜町、

越前市、鯖江市、越前町、兵庫県、兵庫県宝塚市、三田市、徳島県

等

原子力事業者：関西電力株式会社 等

関 係 機 関 ：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人量子

科学技術研究開発機構 等

４．主な訓練内容

① 災害対策本部の設置・運営等の初動対応訓練
② 施設敷地緊急事態及び全面緊急事態を受けた実動訓練（府県内外避難の実施）
③ 避難退域時検査実施訓練及び安定ヨウ素剤配布訓練
④ 避難先施設における受入訓練 等

＜事故想定＞

平成２８年８月２７日、関西電力㈱高浜発電所３号機が定格熱出力一定運転中、若狭湾沖

における地震発生により外部電源が喪失し原子炉が自動停止するとともに、全交流電源が喪

失。その後原子炉冷却材が漏えいし、かつ非常用炉心冷却装置による注水不能により、全面

緊急事態となる。さらに事態が進展して放射性物質が放出され、その影響が発電所周辺地域

に及ぶ。

（４号機は、地震発生により外部電源が喪失し原子炉が自動停止した後、発生した直流電源

系統の不具合を復旧し低温停止に移行、安定となる）

PAZ（予防的防護措置を準備する区域）：Precautionary Action Zone
⇒急速に進展する事故を想定し、事故が発生したら直ちに避難等を実施する区域

UPZ（緊急時防護措置を準備する区域）：Urgent Protective Action Planning Zone
⇒事故が拡大する可能性を踏まえ、避難や屋内退避等を準備する区域
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主要イベント 内閣府 福井県 京都府 滋賀県 関西広域連合

原災法１０条通報

原災法１５条通報

県災害対策本部会議①

8:00

対象住民への避難指示

原子力緊急事態宣言

8:55

対象住民への避難要請、

避難等準備要請
施設敷地緊急事態要
避難者への避難要請

OILの超過

10:00 公示・指示発出

災害対策本部設置

災害現地対策本部設置
現地対策本部設置

訓練開始

8:10

9:10

9:35

9:00

14:00

～

公示・指示発出

警戒本部等設置

施設敷地緊急事態要避難者へ
の避難準備要請

6:00 地震発生

対象住民への避難準備要請

現地警戒本部設置

＜職員参集＞＜職員参集＞

想定

8:20
県災害対策本部会議

（現地）①

9:50

災害対策本部設置

対象住民への避難準備要請 避難受入調整

対象住民への避難要請、

避難等準備要請
避難受入要請

対象住民への避難指示 避難受入要請

原子力災害合同対策協議会

全体会議①

原子力災害合同対策協議会

全体会議③

8:00

8:10～8:20

8:00～8:10

8:20～8:30

8:10～8:50

9:10～9:20

9:00～11:00

9:35～9:50

14:00～14:10

訓練終了

15:00

緊急事態宣言

9:00～9：05

県災害対策本部会議②

9:00～9:10

＜職員参集＞

警戒本部設置

災害対策本部設置

災害現地対策本部設置

8:10～8:30

府災害対策本部会議①

9:00～10:00

原子力災害合同対策協議会

全体会議②

県災害対策本部会議②

対象住民への避難指示

現地事故対策連絡会議①

府災害対策本部会議②

＜職員参集＞

警戒本部設置

初めてのOIL2超が確認され
てから約24時間経過後

※テレビ会議にて視聴のみ

事故対策連絡会議

＜職員参集＞

警戒本部設置

災害支援本部設置

県災害対策本部会議①

現地事故対策連絡会議（想定）

9:20

平成28年度高浜地域における内閣府・３府県及び関西広域連合
との合同原子力防災訓練の訓練内容

県災害対策本部会議
③

避難受入要請

9:35～10:00

県災害対策本部会議
（現地）②

9:50～10:00

対象住民への避難指示

資料２



福井県原子力災害現地対策本部

合同対策協議会 全体会議（TV会議を活用）合同対策協議会 全体会議の様子

各機能班における情報共有

高浜オフサイトセンターにおける原子力災害合同対策協議会等対応状況 資料３



要 請 

平成２８年８月２７日８時００分 
 

福井県 殿 
高浜町 殿 
小浜市 殿 
おおい町 殿 
若狭町 殿 
京都府 殿 
舞鶴市 殿 
福知山市 殿 
綾部市 殿 
宮津市 殿 
南丹市 殿 
京丹波町 殿 
伊根町 殿 
滋賀県 殿 
高島市 殿 
               原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部長 

 
関西電力株式会社から高浜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たので、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、下記のとおり要請する。 

 
記 

・関西電力株式会社高浜発電所からＰＡＺ圏内の福井県高浜町
たかはまちょう

青
せい

郷
きょう

地区、内浦
うちうら

地区

の全区、高浜
たかはま

地区のうち岩
いわ

神
がみ

、紫
し

水ヶ丘
すいがおか

を除く全区及び京都府舞鶴市
まいづるし

松尾
ま つ お

地区、杉山
すぎやま

地区、ＰＡＺ圏に準じた避難を行う地域の京都府舞鶴市
まいづるし

大山
おおやま

地区、田井
た い

地区、成生
な り う

地

区、野原
の は ら

地区の住民の内、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、施設敷地緊急事態要避難者であって、避難の実施により健康リ

スクが高まる者は屋内退避すること。 
・関西電力株式会社高浜発電所からＰＡＺ圏内の福井県高浜町

たかはまちょう

青
せい

郷
きょう

地区、内浦
うちうら

地区

の全区、高浜
たかはま

地区のうち岩
いわ

神
がみ

、紫
し

水ヶ丘
すいがおか

を除く全区及び京都府舞鶴市
まいづるし

松尾
ま つ お

地区、杉山
すぎやま

地区、ＰＡＺ圏内に準じた避難を行う地域の京都府舞鶴市
まいづるし

大山
おおやま

地区、田井
た い

地区、成生
な り う

地区、野原
の は ら

地区の住民（ただし、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。また、関西電力株式会社高浜発電所のＰＡＺの住民に対して安定ヨウ

素剤の配布準備を実施すること。 

訓 練 施設敷地緊急事態(10 条) 

施設敷地緊急事態（１０条）要請文 資料４



実施方針

【福井県高浜町】

l 内浦地区、青郷地区、高浜地区については、陸路により美浜町、敦賀市への避難を実施
l 施設敷地緊急事態要避難者のうち、要避難者の容体、避難車両、避難先等の避難体制が整うまで屋内退避
を実施し、その後、避難先へ避難を行う。また、無理に避難すると健康リスクが高まる者については、近隣の
放射線防護対策施設に移動し、屋内退避を実施。

l 高浜地区の一部の避難行動要支援者は、兵庫県丹波市の丹波の森公苑を経由し、兵庫県の避難先まで避
難を実施。

l 内浦地区の音海地区では、重篤者の緊急搬送のため、実動部隊によりヘリでの避難を実施
l UPZ住民への屋内退避の準備を要請
【京都府舞鶴市】

l 大山地区に住む在宅の施設敷地緊急事態要避難者のうち、無理に避難すると健康リスクが高まる者につい
ては、近隣の放射線防護対策施設に移動し、屋内退避を実施

l UPZ住民への屋内退避の準備を要請
【滋賀県】
l 一時滞在者への屋内退避の準備を要請

避難等に際しての基本的考え方

避難の対象となる施設敷地緊急事態要避難者

関西電力株式会社高浜発電所のＰＡＺ及びＰＡＺに準じた避難を行う地域における、以下の施設敷地緊急事態
要避難者を対象
l 学校・保育所の児童等
l 医療機関の患者
l 社会福祉施設の入所者
l 在宅の避難行動要支援者

住民への措置

l PAZ及びPAZに準じた避難を行う地域の住民には避難準備を要請

うち うら せいきょう たかはま み はま

たん ば

つる が

たかはま

うち うら おとみ

おおやま

施設敷地緊急事態（１０条）における避難の実施方針
－福井県・京都府エリア（避難行動要支援者） －

資料５
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