
横浜町地域防災計画（原子力編）修正の概要

今般の修正は、平成２３年に発生した東京電力（株）福島第一原子力発電所における原子力事故を契機とした国の原子
力防災に関する体制の抜本的な見直しによる、原子力災害対策特別措置法、防災基本計画（原子力災害対策編）等の改訂
内容と青森県地域防災計画原子力編の修正内容等を踏まえたものである。

今回の修正内容の主なもの

○原子力発電所に係る原子力災害対策重点区域の拡大

○運用上の介入レベル（ＯＩＬ）の導入

○広域避難への対応○広域避難への対応

○原子力事故の初期段階における即応体制の確保

○地震等複合災害への対応

○災害の長期化への対応

○災害時要援護者への対応
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原子力発電所に係る原子力災害対策重点区域の拡大

第１章第６節原子力災害対策を重点的に実施すべき区域を
含む地域の範囲（Ｐ４）

東北電力㈱東通原子力発電所（半径 ５，３０ｋｍ 同心円）

大間町 ●東通原子力発電所
●オフサイトセンター

急速に進展する事故においても放射線被ばくによる確定的

予防的防護措置を準備する区域
（ＰＡＺ：Ｐｒｅｃａｕｔｉｏｎａｒｙ Ａｃｔｉｏｎ Ｚｏｎｅ）

風間浦

佐井村

むつ市
東通村

東通オフサイトセンター
◎

●その他のサイト
◎市役所
○町村役場

急速に進展する事故においても放射線被ばくによる確定的
影響等を回避するため、即時避難を実施する等、放射性物
質の環境への放出前の段階から予防的に防護措置を準備
する区域

横浜町

30km 5km

５市町村30km圏

緊急時防護措置を準備する区域
（ ）

原子力施設から概ね半径５kmを目安
六ケ所

野辺地

平内町
青森市 東北町 三沢市

代替オフサイトセンター

確率的影響を 小限に抑えるため、緊急時防護措置を準備
する区域

（ＵＰＺ：Ｕｒｇｅｎｔ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ Ｚｏｎｅ）

原子力施設から概ね半径３０kmを目安

●東通オフサイトセンター
●代替オフサイトセンター（六ヶ所オフサイトセンター ）
●県庁

：サイトから約１１ｋｍ
：サイトから約２５ｋｍ
：サイトから約６８ｋｍ

東通原子力発電所からの距離と市町村の人口・世帯数

（平成23年3月31日現在市町村調べ）原子力施設から概ね半径３０kmを目安

横浜町では、原子力災害対策指針に示された範囲である
ＵＰＺの半径３０kmを基準とし その範囲に含まれる集落を

（平成 年 月 日現在市町村調 ）

市町村
行政区域内
人口（人）

５ｋｍ圏内
人口（人）

３０ｋｍ圏内
人口（人）

備 考

１ 東通村 ７，２９７ ３，２１５ ７，２９７

２ むつ市 ６３，８３８ ０ ５３，１２７

３ 六ヶ所村 １１，２１７ ０ ７，５０６

４ 横浜町 ５ １３５ ０ ５ １３５
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ＵＰＺの半径３０kmを基準とし、その範囲に含まれる集落を
対象とした

４ 横浜町 ５，１３５ ０ ５，１３５

５ 野辺地町 １４，７５９ ０ ５０

合計人口（人） １０５，７５２ ３，２１５ ７３，１１５



原子力発電所に係る原子力災害対策重点区域の拡大

原子力災害対策を重点的に実施すべき地域

施設区分 区分 地域

東通原子力発電所 緊急時防護措置を準備す
る区域（ＵＰＺ）
発電所を中心に概ね半径

雲雀平、烏帽子平、善知鳥、
ちどり町、豊栄平、中吹越、
吹越、百目木、幸町、松栄、発電所を中心に概ね半径

３０ｋｍ

吹越、百目木、幸町、松栄、
向沢、向平、緑町、新丁、大町、
浜町、新町、舘町、旭町、

椛名木、塚名平、桧木、大豆田、椛名木、塚名 、桧木、大 、
鶏沢、有畑、浜田
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運用上の介入レベル（ＯＩＬ）の導入

原子力災害対策指針に基づき、運用上の介入レベル（ＯＩＬ）の値と照らし合わせ、必要な防護措置を実施することとして
います。

第３章緊急事態応急対策

基準の種類 基準の概要 初期設定値 防護措置の概要
ＯＩＬ1 地表面からの放射線 再浮遊した放 数時間内を目途に区域を特定

第１章第７節 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の区分等に応じた防護措置の準備及び実施（P４～P５）

第３章緊急事態応急対策

緊
急
防
護
措

ＯＩＬ1 地表面からの放射線、再浮遊した放
射性物質の吸入、不注意な経口摂取
による被ばく影響を防止するため、住
民等を数時間内に避難や屋内退避等
させるための基準

500µSv/h
（地上1mで計測した場合の空間放射線量率）

数時間内を目途に区域を特定
し、避難等を実施。（移動が困
難な者の一時屋内退避を含
む）

ＯＩＬ４ 不注意な経口摂取、皮膚汚染からの β線：40,000cpm 避難基準に基づいて避難した
置 外部被ばくを防止するため、除染を講

じるための基準

p
（皮膚から数cmでの検出器の計数率） 避難者等をスクリーニングして、

基準を超える際は迅速に除染。β線：13,000cpm【１ヶ月後の値】
（皮膚から数cmでの検出器の計数率）

早
期
防

ＯＩＬ２ 地表面からの放射線、再浮遊した放
射性物質の吸入、不注意な経口摂取
による被ばく影響を防止するため、地 20µSv/h

１日内を目途に区域を特定し、
地域生産物の摂取を制限する
とともに、１週間程度内に一時防

護
措
置

影響 防 す 、
域生産物の摂取を制限するとともに、
住民等を１週間程度内に一時移転さ
せるための基準

20µSv/h
（地上1mで計測した場合の空間放射線量率）

、 度
移転を実施。

飲食物に係る
スクリーニング
基準

ＯＩＬ６による飲食物の摂取制限を判断
する準備として、飲食物中の放射性核
種濃度測定を実施すべき地域を特定

0.5µSv/h
（地上1 計測した場合 空間放射線量率）

数日内を目途に飲食物中の放
射性核種濃度を測定すべき区
域を特定

飲
食
物
摂
取
制
限

基準 種濃度測定を実施すべき地域を特定
する際の基準

（地上1mで計測した場合の空間放射線量率） 域を特定。

ＯＩＬ６ 経口摂取による被ばく影響を防止する
ため、飲食物の摂取を制限する際の
基準

核種 飲料水
牛乳・乳製品

野菜類、穀類、肉、
卵、魚、その他

１週間内を目途に飲食物中の
放射性核種濃度の測定と分析
を行い、基準を超えるものにつ
き摂取制限を迅速に実施。

放射性ヨウ素 300Bq/kg 2,000Bq/kg
放射性セシウム 200Bq/kg 500Bq/kg
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限
g g

プルトニウム及び
超ウラン元素の
アルファ核種

1Bq/kg 10Bq/kg

ウラン 20Bq/kg 100Bq/kg



広域避難への対応

原子力災害対策重点区域の拡大に伴う、行政区域の枠を超えた広域避難について、国及び県の協力のもと避難計画の
作成をすること、居住地以外の市町村に避難する住民への情報伝達をする仕組みを整備することについて記載。

第７節 避難収容活動体制の整備

第２章原子力災害事前対策

第４節 屋内退避、避難収容等の防護活動

第３章緊急事態応急対策

第 節 避難収容活動体制 整備
１．避難計画の作成（Ｐ１９～Ｐ２０）
○町は、国、県及び原子力事業所の協力のもと、屋内退避及び避難

誘導のための計画を作成するものとする。
○町は、ＰＡＺの住民避難が先行して行われるため、原子力災害対

策指針に基づき 段階的な避難やＯＩＬに基づく防護措置を実施す

第 節 屋 退避、避難収容等 防護活動
３．広域一時滞在（Ｐ４９）
○町は被災した場合、災害の規模、被災者の避難、収容状況、

避難の長期化等に鑑み、管轄する区域外への広域的な避
難及び避難所、応急仮設住宅等への収容が必要であると判
断した場合において 県内の他の市町村への受入れについ策指針に基づき、段階的な避難やＯＩＬに基づく防護措置を実施す

るまでの間は屋内退避を行うことを原則とし、避難計画を策定する
ものとする。

○避難先からの更なる避難を避けるため、避難先は防護措置を重
点的に実施すべき区域外とする。また、県及び町の境界を越えた
広域の避難計画の策定が必要な場合においては、国及び県が中

断した場合において、県内の他の市町村への受入れについ
ては、県があらかじめ避難対象市町村と定めている受入先
市町村との調整を行い、他の都道府県の市町村への受入
れについては県に対し当該他の都道府県との協議を求める
ものとする。広域の避難計画の策定が必要な場合においては、国及び県が中

心となって都道府県との調整や市町村の間の調整を図るものとす
る。

○なお、地域コミュニティの維持に着目し、同一地域の住民の避難先
は同一地域に確保するよう、努めるものとする。

○町は、県に対し、必要に応じて、受入先の候補となる地方公
共団体及び当該地方公共団体における避難住民の受入能
力（施設数、施設概要等）、広域一時滞在について助言を要
請するものとする。

７．居住地以外の市町村に避難する被災者へ情報伝
達する仕組みの整備（Ｐ２２）

○町は、県の支援の下、居住地以外の市町村に避難する被災者に
対して必要な情報や支援・サービスを容易かつ確実に受け渡すこ
とができるよう 被災者の所在地等の情報を避難元と避難先の市

請するものとする。

○町は、避難場所を指定する際に併せて広域一時滞在の用に
も供することについても定めるなど、他の市町村からの避難
者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定してお
くよう努めるものとするとができるよう、被災者の所在地等の情報を避難元と避難先の市

町村が共有する仕組みを整備し、円滑な運用・強化を図るものと
する。
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くよう努めるものとする。



原子力事故の初期段階における即応体制の確保

原子力事故に迅速に対応するため、原災法に定める特定事象に至る可能性のある警戒事象発生の通報があった場合
及びモニタリングステーション・ポストで異常な水準の放射線量が検出された場合等に警戒体制を取ることとした。また、特
定事象発生の通報があった段階から災害対策本部を設置し対応することとし、初動対応の強化を図った。強

第６節 緊急事態応急体制の整備

第２章原子力災害事前対策

第 節 緊急事態 急体制 整備
１．警戒態勢をとるために必要な体制等の整備（Ｐ１６～Ｐ１７）
○警戒態勢をとるために必要な体制

町は、警戒事象発生の通報を受けた場合に、原子力事業者からの情報収集等のために必要な体制を整備するものとする。また、速やかに職員
の非常参集、情報の収集・連絡が行えるよう、あらかじめ非常参集職員の名簿（衛星電話等非常用通信機器の連絡先を含む）等を含む体制図を
作成し、参集基準や連絡経路を明確にしておくなど、職員の非常参集体制の整備を図るものとする。また、事故対策のための警戒態勢をとるため作成し、参集基準や連絡経路を明確 しておくなど、職員の非常参集体制の整備を図るものとする。また、事故対策のための警戒態勢をとるため
のマニュアル等の作成など必要な体制を整備するものとする。

○対策拠点施設における立ち上げ準備体制
町は、特定事象発生の通報を受けた場合、直ちに国及び県と協力して、対策拠点施設における立ち上げ準備を迅速に行えるよう、あらかじめ職

員の派遣体制、必要な資機材等を整備するものとする。

○現地事故対策連絡会議への職員の派遣体制
町は、国が現地事故対策連絡会議を対策拠点施設において開催する際、これに町の職員を迅速に派遣するため、原子力防災専門官等と協議

してあらかじめ派遣職員を指定するとともに、対策拠点施設への派遣手段等を定めておくものとする。

２ 災害対策本部体制等の整備（Ｐ１７）２．災害対策本部体制等の整備（Ｐ１７）
○町は、原子力事業者から特定事象発生の通報を受けた場合や内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出した場合等に、町長を本部長とする

災害対策本部を迅速・的確に設置・運営するため、災害対策本部の設置場所、職務権限、本部の組織・所掌事務、職員の参集配備体制、本部
運営に必要な資機材の調達方法等についてあらかじめ定めておくものとする。また必要に応じて現地連絡本部についても同様の準備をあらかじ
め行うものとする。

○また、町は、迅速な防護対策の実施が必要となった場合に備え、防護対策の指示を行うための体制について、あらかじめ定めておくものとする。
この際の意思決定については判断の遅滞がないよう、意思決定者への情報の連絡及び指示のための情報伝達方法と、意思決定者不在時の代
理者をあらかじめ取り決めておくものとする。

6



地震等複合災害への対応

地震等の複合災害による、通信網・電力網の途絶への対応として伝送系の多ルート化、非常電源等の確保等について
記載。要員、資機材等の不足を想定し、関係機関と連携を図ることを記載。

第５節 情報の収集・連絡体制等の整備

第２章原子力災害事前対策

第２節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の

第３章緊急事態応急対策

第 節 情報 収集 連絡体制等 整備
３．通信手段の確保（Ｐ１５～Ｐ１６）
○町は、県及び国と連携し、災害に強い伝送路を構築するため、有・無

線系、地上系・衛星系等による伝送路の多ルート化及び関連装置の
二重化の推進を図る。

第 節 情報 収集 連絡、緊急連絡体制及 通信
確保

３．一般回線が使用できない場合の対処（Ｐ３７）
○原子力規制委員会は、県、所在市町村、関係市町村及び住民に対し

て、必要に応じ、衛星電話、インターネットメール、全国瞬時警報シス
テム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）等多様な通信手段を用いて 原子力災害対策本

第６節 緊急事態応急体制の整備
１１．複合災害に備えた体制の整備（Ｐ１９）
○町は、国及び県と連携し、複合災害（同時又は連続して２以上の災害

が発生し、それらの影響が複合化することにより、被害が深刻化し、
災害応急対応が困難になる事象）の発生可能性を認識し 防災計画

テム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）等多様な通信手段を用いて、原子力災害対策本
部の指示等を確実に伝達するものとされている。

○地震や津波等の影響に伴い、一般回線が使用できない場合は、別途
整備されている衛星通信回線ならびに防災行政無線等を活用し、情
報収集・連絡を行うものとする。災害応急対応が困難になる事象）の発生可能性を認識し、防災計画

等を見直し、備えを充実するものとする。
○また、災害対応に当たる要員、資機材等について、後発災害の発生

が懸念される場合には、先発災害に多くを動員し後発災害に不足が
生じるなど、望ましい配分ができない可能性があることに留意しつつ、
要員・資機材の投入判断を行うよう対応計画にあらかじめ定めるとと

報収集 連絡を行うも する。

要員 資機 投 う う あ 定
もに、外部からの支援を早期に要請することも定めておくものとする。

１２．人材及び防災資機材の確保等に係る連携
（Ｐ１９）

○町は 地震 津波等による大規模な自然災害等との複合災害の発生○町は、地震、津波等による大規模な自然災害等との複合災害の発生
により、防災活動に必要な人員及び防災資機材が不足するおそれが
あることを想定し、人材及び防災資機材の確保等において、国、指定
公共機関、県及び原子力事業者と相互の連携を図るものとする。
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災害の長期化への対応

事態が長期化した場合に備え、動員体制をあらかじめ整備しておくこと、庁舎が移転した場合の業務継続性の確保を図
ることについて記載。緊急避難完了後、国の原子力被災者生活支援チームと連携することについて記載。

第６節 緊急事態応急体制の整備

第２章原子力災害事前対策

第３節 活動体制の確立

第３章緊急事態応急対策

第 節 緊急事態 急体制 整備
４．長期化に備えた動員体制の整備（Ｐ１８）
○町は、国、県及び関係機関と連携し、事態が長期化した場合に備え、

職員の動員体制をあらかじめ整備しておくものとする。

第１１節 行政機関の業務継続計画の策定（Ｐ２５）

第 節 活動体制 確
６．原子力被災者生活支援チームとの連携（Ｐ４５）
○原子力災害対策本部長は、原子力施設における放射性物質の大量放出

を防止するための応急措置が終了したことにより避難区域の拡大防止が
なされたこと及び初動段階における避難区域の住民避難が概ね終了し
たことを一つの目途として、必要に応じて、原子力災害対策本部の下に、

第１１節 行政機関の業務継続計画の策定（Ｐ２５）
○町は、災害発生時の災害応急対策等の実施や優先度の高い通常業

務の継続のため、災害時に必要となる人員や資機材等を必要な場所
に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対応力の強化を
図る必要があることから、庁舎の所在地が避難のための立ち退きの
勧告又は指示を受けた地域に含まれた場合の退避先をあらかじめ定

被災者の生活支援のため、環境大臣及び原子力利用省庁の担当大臣を
長とする原子力被災者生活支援チームを設置することとされている。

○町は、緊急避難完了後の段階において、国が設置する原子力被災者生
活支援チームと連携し、避難区域等の設定・見直し（計画的避難の実施
や一時立入業務を含む） 子ども等をはじめとする健康管理調査等の推勧告又は指示を受けた地域に含まれた場合の退避先をあらかじめ定

めておくとともに、優先的に実施する業務や人員の確保等について定
めた業務継続計画の策定等により、業務継続性の確保を図るものと
する。また、実効性ある業務継続体制を確保するため、必要な資源
の継続的な確保、定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じ
た経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し、計画の評価・

や 時立入業務を含む）、子ども等をはじめとする健康管理調査等の推
進、環境モニタリングの総合的な推進、適切な役割分担の下汚染廃棄物
の処理や除染等を推進するものとする。

第１２節 行政機関の業務継続に係る措置（Ｐ５６）
○町は 庁舎の所在地が避難のための立ち退きの勧告又は指示を受けた

検証等を踏まえた改定等を行うものとする。

○また、県は、町が庁舎の所在地が避難のための立ち退きの勧告又は
指示を受けた地域に含まれた場合の退避先をあらかじめ定めるに当
たって協力するものとされている。

○町は、庁舎の所在地が避難のための立ち退きの勧告又は指示を受けた
地域に含まれる場合、あらかじめ定めた退避先へ退避するとともに、その
旨を住民等へ周知する。なお、行政機関においては住民等の避難、学校
等においては生徒等の避難を優先した上で退避を実施するものとする。

○町は、あらかじめ定めた業務継続計画に基づき、災害応急対策をはじめ
として 退避後も継続する必要がある業務については 退職先において
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として、退避後も継続する必要がある業務については、退職先において
継続して実施するものとする。



災害時要援護者への対応

災害時要援護者に関する情報の共有に努めること、医療機関、介護保険施設等が関係機関と連携し避難計画を作成す
ること、県内の施設では対処できない場合に国等へ受け入れ協力要請することを記載。

第７節 避難収容活動体制の整備

第２章原子力災害事前対策

第４節 屋内退避、避難収容等の防護活動

第３章緊急事態応急対策

第 節 避難収容活動体制 整備
３．災害時要援護者等の避難誘導・移送体制等の整

備（Ｐ２１～Ｐ２２）
○町は、県の協力のもと、災害時要援護者及び一時滞在者への対応を強化するため、放射線

の影響を受けやすい乳幼児等について十分配慮するなど、原子力災害の特殊性に留意し、
次の項目に取り組むものとする。
① 災害時要援護者及び 時滞在者を適切に避難誘導し 安否確認を行うため 周辺住

第 節 屋 退避、避難収容等 防護活動
５．災害時要援護者等への配慮（Ｐ５０）
○町は、県及び関係機関と連携し、国の協力を得て、避難誘導、避

難所での生活に関しては、災害時要援護者及び一時滞在者が避
難中に健康状態を悪化させないこと等に十分配慮し、避難所での
健康状態の把握 福祉施設職員等の応援体制 応急仮設住宅へ① 災害時要援護者及び一時滞在者を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、周辺住

民、自主防災組織、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者、
ボランティア団体等の多様な主体の協力を得ながら、平常時より、災害時要援護者に
関する情報を把握の上、関係者との共有に努めるものとする。

② 災害時要援護者及び一時滞在者に災害情報が迅速かつ滞りなく伝達できるよう、情報
伝達体制を整備するものとする。

③ 避難誘導体制の整備、避難訓練の実施を一層図るものとする。

健康状態の把握、福祉施設職員等の応援体制、応急仮設住宅へ
の優先的入居、高齢者、障害者向け応急仮設住宅の設置等に努
めるものとする。また、災害時要援護者に向けた情報の提供につ
いても十分配慮するものとする。

○ 病院等医療機関は、原子力災害が発生し、避難の勧告・指示等

○町は、県の協力のもと、災害時要援護者及び一時滞在者の避難誘導を行う。また、平常時
より、安否確認を行うため、周辺住民、自主防災組織、ボランティア等の協力を得ながら、災
害時要援護者に関する情報の共有を図るとともに、必要に応じて避難誘導や搬送・受け入
れ体制の整備を図るものとする。また、放射線の影響を受けやすい乳幼児等については、
十分配慮するものとする。
なお、町は、県の助言のもと、これらの検討を踏まえ、災害時要援護者避難支援計画等の
整備に努めるものとする

○ 病院等医療機関は、原子力災害が発生し、避難の勧告 指示等
があった場合は、あらかじめ機関ごとに定めた避難計画等に基づ
き、医師、看護師、職員の指示・引率のもと、迅速かつ安全に、入
院患者、外来患者、見舞客等を避難又は他の医療機関へ転院さ
せるものとする。入院患者、外来患者、見舞客等を避難させた場
合は、県に対し速やかにその旨連絡するものとする。

整備に努めるものとする。

○病院等医療機関の管理者は、県及び町と連携し、原子力災害時における避難経路、誘導責
任者、誘導方法、患者の移送に必要な資機材の確保、避難時における医療の維持方法等
についての避難計画を作成し、訓練の実施に努めるものとする。

○介護保健施設、障害者支援施設等の社会福祉施設の管理者は、県及び町と連携し、原子
力災害時における避難所 避難経路 誘導責任者 誘導方法 入所者等の移送に必要な資

、

○社会福祉施設は、原子力災害が発生し、避難の勧告・指示等が
あった場合は、あらかじめ施設ごとに定めた避難計画等に基づき、
職員の指示のもと、迅速かつ安全に、入所者又は利用者を避難さ
せるものとする。入所者又は利用者を避難させた場合は、県に対

力災害時における避難所、避難経路、誘導責任者、誘導方法、入所者等の移送に必要な資
機材の確保、関係機関との連携方策等についての避難計画を作成し、訓練の実施に努める
ものとする。特に、入所者等の避難誘導体制に配慮した体制の整備を図るものとする。
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し速やかにその旨連絡するものとする。


