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第１章 総則的事項 

 

第１ 計画の位置付け等  

   この計画は、東北電力株式会社女川原子力発電所（以下「女川原発」という。）にお

ける重大事故等に起因し、原子力災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に備

え、南三陸町地域防災計画（第４編：原子力災害対策編）（以下「町防災計画」という。）

の下部に位置付ける計画として、町域を越える広域的な避難（以下「広域避難」とい

う。）その他の措置の実施に必要なルール、体制等を定めるものである。 

   なお、この計画は、国の防災基本計画及び原子力災害対策指針並びに宮城県地域防

災計画（原子力災害対策編）、町防災計画と密接に関係するものであり、これらに見直

しがなされた場合は、その都度必要な見直しを行うものである。この場合においては、

女川町、石巻市、登米市、東松島市、涌谷町及び美里町の同種計画及び避難先となる

受入自治体における受入体制との整合を図るものとする。 

 

第２ 計画策定の経緯  

   東日本大震災（平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに

伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。）に

おける原子力災害では、それまでのＥＰＺ（原子力防災対策を重点的に実施すべき地

域の範囲）の目安である半径１０キロメートルの範囲を大きく超える地域に避難の指

示等が出され、更には、大気中に放出された放射性物質の影響が広範囲にわたり長期

化する等、従来の原子力防災体制では十分な対応ができないことが明らかとなった。 

   こうした事実を踏まえ、原子力災害対策指針等に大幅な見直しがなされ、従来のＥ

ＰＺに代え、原子力施設から概ね半径５キロメートルのＰＡＺ（予防的防護措置を準

備する区域）及び原子力施設から概ね半径３０キロメートルのＵＰＺ（緊急時防護措

置を準備する区域）が新たに定められ、本町の区域の一部もこのＵＰＺの圏内に位置

することとなった。 

   平成２４年９月に見直された防災基本計画（原子力災害対策編）において、ＵＰＺ

を管轄に含む地方公共団体においては広域避難計画を策定することとされたものであ

り、この計画は、当該広域避難計画に当たるものとして策定し、町防災計画第２章第

７節（避難収容活動体制の整備）に定める事項について明らかにするものである。 

 

第３ 定義  

   この計画で用いる用語の意義については、以下に示す用語以外は、町防災計画にお

ける用語の定義に同じとする。 

避難：第３章第１を除き、単に「避難」と記す際は、避難及び一時移転を指す。 
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第４ 基本方針  

 （１） 計画の想定 

     この計画は、東日本大震災における経験も踏まえながら、女川原発の事故の進

展、原子力災害の拡大等に応じ、段階的に避難その他の指示（以下「避難等指示」

という。）の措置を要することを想定する。 

 （２） 複合災害に係る検討 

     原子力災害と自然災害が複合して発生した場合を想定し、人命の確保を 優先

とした住民の安全対策を検討する。 

     複合災害（原子力災害その他事象がほぼ同時に、又は時間をおいて発生するこ

とによって起こる災害をいう。以下同じ。）の発生時においては、状況によっては

原子力災害への対応を優先することにより生命への危険性が高まる場合もあるこ

とから、例えば津波の危険がある場合における行動、土砂災害の危険がある場合

における行動等、あらかじめその手順を定める。 

 （３） 避難先等の明示 

     住民等及び防災業務関係者等に対し、避難先（避難する先をいう。以下同じ。）

及び避難経路（避難先までの経路をいう。以下同じ。）をあらかじめ明示する。 

 （４） 迅速かつ確実な情報の提供 

     複合災害の発生時等において臨機の対応が必要となった場合も念頭に、住民等

に対し迅速かつ確実に情報の提供が行える仕組みを整備する。 

 （５） 要配慮者への対応 

     原子力災害その他の災害の発生時等における要配慮者への対応は、 優先して

取り組む事項とする。この場合において、避難行動要支援者が避難する場合にお

ける支援については、支援する者の安全の確保も十分に考慮する。 

屋内退避及び避難の実施に通常として想定される以上の時間を要する要配慮者

に関しては、必要となり得る防護措置について早期に実施する等、円滑かつ迅速

な措置を図る。 

    ア 乳幼児・妊産婦への対応の基本 

      放射線の影響を特に受けやすいと言われている乳幼児・妊産婦の避難は、早

期に、かつ、優先して実施する。 

      なお、町は、安定ヨウ素剤の服用を要する場合において備蓄用丸剤の服用が

困難な乳幼児について、その家族を含め、施設敷地緊急事態の段階において避

難準備を開始する等といった前倒しの防護措置の実施にも資する早期の情報伝

達について徹底する。 

    イ 高齢者、障害者、傷病者、入院患者等への対応の基本 

      高齢者、障害者、傷病者、入院患者等の避難は、早期に、かつ、優先して実

施するものとし、町及び医療機関等は、これら避難行動要支援者が十分な時間

をもって避難準備ができるよう、早期の情報伝達について徹底する。 

      なお、医療機関等は、町と連携し、避難行動要支援者の健康状態等に配慮し
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た搬送及び受入体制をあらかじめ検討する等し、その仕組みを構築しておく。 

      また、町は、避難行動要支援者の避難の実施に当たっては、公用車両の活用

等、保有する能力を 大限に発揮した対応を実施する。 

 

第５ 計画の周知徹底  

   町は、原子力災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における対応、避難を

実施する場合における避難先に関する事項等について記載したパンフレットをあらか

じめ作成、配布する等し、住民等に対し、この計画の周知を図る。 

   なお、関係する防災関係機関その他の機関に対しても周知する等し、当該機関との

連携が常に確保されるよう努める。 
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第２章 計画の対象地域 

 

第１ 計画の対象地域  

   この計画における避難の対象地域は、町防災計画第１章第６節（原子力災害対策を

重点的に実施すべき地域の範囲）に定める地域とする。 

○ 原子力災害対策を重点的に実施すべき地域（本町内） 

 ・ ＰＡＺ 対象地域なし 

 ・ ＵＰＺ 荒町上、荒町下、西戸上、西戸下、折立上、折立下、水戸辺、在郷

上、在郷下、波伝谷上、波伝谷下、津の宮、滝浜、藤浜、長清水、寺

浜、林及び大久保の全１８行政区 

 

第２ ＵＰＺ圏外の取扱い  

   ＵＰＺ圏外においては、事態の進展等に応じて、国からの指示により屋内退避を行

う必要があるものとされている。町は、事態の進展の状況等について、ＵＰＺ圏の内

外を問わず、速やかに情報の伝達等を実施するものとする。 

参考） 原子力災害対策指針（平成２７年原子力規制委員会告示第５号）抜粋 

    第３ 緊急事態応急対策 

    （５） 防護措置 

     ②  屋内退避 

       屋内退避は、住民等が比較的容易に採ることができる対策であり、

放射性物質の吸入抑制や中性子線及びガンマ線を遮へいすることによ

り被ばくの低減を図る防護措置である。屋内退避は、避難の指示等が

国等から行われるまで放射性被ばくのリスクを低減しながら待機する

場合や、避難又は一時移転を実施すべきであるが、その実施が困難な

場合、国及び地方公共団体の指示により行うものである。特に、病院

や介護施設においては避難より屋内退避を優先することが必要な場合

があり、この場合は、一般的に遮へい効果や建屋の気密性が比較的高

いコンクリート建屋への屋内退避が有効である。 

       具体的な屋内退避の措置は、原子力災害対策重点区域の内容に合わ

せて、以下のとおり講じるべきである。 

・・・・・（略）・・・・・ 

      ・ ＵＰＺ外においては、ＵＰＺ内と同様に、事態の進展等に応じて

屋内退避を行う必要がある。このため、全面緊急事態に至った時点

で、必要に応じて住民等に対して屋内退避を実施する可能性がある

旨の注意喚起を行わなければならない。 
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第３章 防護措置の基本事項 

 

第１ 防護措置の区分  

   女川原発で発生した事故の状況、環境中の空間放射線量率を踏まえた指示に基づい

てとるべき防護措置は、次のとおりである。 

 （１） 避難及び一時移転 

     住民等が一定量以上の被ばくを受ける可能性がある場合にとるべき防護措置で

あり、放射性物質又は放射線の放出源から離れることにより被ばくの低減を図る

ものとして、原子力災害対策指針において次のように区分されている。 

    ア 避難 

      空間放射線量率等が高い又は高くなるおそれのある地点から速やかに離れる

ため緊急で実施するもの 

    イ 一時移転 

      緊急の避難が必要な場合と比較して空間放射線量率等は低い地域ではあるが、

日常生活を継続した場合の無用の被ばくを低減するため、一定期間のうちに当

該地域から離れるため実施するもの 

○ 原子力災害対策指針における考え方 

 ・ ＵＰＺにおいては、原子力施設の状況に応じて、段階的に避難を行う

ことも必要である。また、緊急時モニタリングを行い、数時間以内を目

途にＯＩＬ１を超える区域を特定し避難を実施する。その後も継続的に

緊急時モニタリングを行い、１日以内を目途にＯＩＬ２を超える区域を

特定し一時移転を実施しなければならない。 

 ・ ＵＰＺ外においては、放射性物質の放出後についてはＵＰＺにおける

対応と同様、ＯＩＬ１及びＯＩＬ２を超える地域を特定し、避難や一時

移転を実施しなければならない。 

 ・ 上記の避難及び一時移転に当たっては、原子力規制委員会が、施設の

状況や緊急時モニタリング結果を踏まえ、気象予測や大気中拡散予測の

結果等を参考にしつつ実施の判断を行った上で、国の原子力災害対策本

部が、輸送手段、経路、避難所の確保等の要素を考慮した避難等の指示

を、地方公共団体を通じて住民等に混乱がないよう適切かつ明確に伝え

なければならない。 

 

 （２） 屋内退避 

     住民等が比較的容易にとることができる対策であり、放射性物質の吸入抑制や

中性子線及びガンマ線を遮へいすることにより被ばくの低減を図る防護措置で、

避難の指示等が国等から行われるまで放射線被ばくのリスクを低減しながら待機

する場合や、避難又は一時移転を実施すべきであるがその実施が困難な場合に、
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国及び地方公共団体の指示により行うもの 

     特に、病院や介護施設においては避難より屋内退避を優先することが必要な場

合があり、この場合は、一般的に遮へい効果や建屋の気密性が比較的高いコンク

リート建屋への屋内退避が有効とされている。 

○ 原子力災害対策指針における考え方 

 ・ ＵＰＺにおいては、段階的な避難やＯＩＬに基づく防護措置を実施す

るまでは屋内退避を原則実施しなければならない。 

 ・ ＵＰＺ外においては、ＵＰＺ内と同様に、事態の進展等に応じて屋内

退避を行う必要がある。このため、全面緊急事態に至った時点で、必要

に応じて住民等に対して屋内退避を実施する可能性がある旨の注意喚起

を行わなければならない。 

 ・ 上記の屋内退避の実施に当たっては、プルームが長時間又は断続的に

到来することが想定される場合には、その期間が長期にわたる可能性が

あり、屋内退避場所への屋外大気の流入により被ばく低減効果が失われ、

また、日常生活の維持にも困難を伴うこと等から、避難への切替えを行

うことになる。特に、住民等が避難すべき区域においてやむを得ず屋内

退避をしている場合には、医療品等も含めた支援物資の提供や取り残さ

れた人々の放射線防護について留意するとともに、必要な情報を絶えず

提供しなければならない。 

 

 （３） 安定ヨウ素剤の予防服用 

     体内に摂取された放射性ヨウ素が甲状腺に集積することによる内部被ばくを防

ぐための防護措置であり、原則として、原子力規制委員会が服用の必要性を判断

し、原子力災害対策本部又は地方公共団体の指示に基づいて服用するもの 

     なお、町防災計画においては、本町の地理的条件等に照らし、地震・津波との

複合災害の発生時に備えた安定ヨウ素剤の事前配布を行い得る定めとしていると

ころであり、事前配布に係る課題等の調整を終え、実際に事前配布を行うことと

した場合にあっては、必要に応じた内容により、この計画に修正を行う。 

○ 原子力災害対策指針における考え方 

  ＰＡＺ外においては、全面緊急事態に至った後に、原子力施設の状況や

空間放射線量率等に応じて、避難や屋内退避等と併せて安定ヨウ素剤の配

布・服用について、原子力規制委員会が必要性を判断し、原子力災害対策

本部又は地方公共団体が指示を出すため、原則として、その指示に従い服

用する。 

 

 （４） スクリーニング及び除染 

     スクリーニングは、放射性物質が皮膚、衣類等に付着することによる外部被ば

くの低減、呼吸及び経口摂取による内部被ばくの低減並びに汚染の拡大防止を目
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的として実施するものであり、スクリーニングの結果、基準値を超える放射性物

質が検出された場合は、除染を行うこととなる。 

 （５） 飲食物の摂取制限 

     放射性物質により直接汚染される野外で生育された食物等の放射性核種濃度の

測定を行い、一定以上の濃度が確認された場合に、該当する飲食物の摂取を回避

することで、経口摂取による内部被ばくの低減を図る防護措置である。 

 

第２ 複合災害の場合における対応  

   防護措置が必要となる原子力災害が地震、津波等の事象との複合災害である場合に

おいては、安全な高台への避難その他の当該地震、津波等の事象への対応（現に も

差し迫っている危険からの回避行動）を優先する。 

   なお、町は、地震、津波等の事象による危険が解消した場合においては、直ちに原

子力災害に対する防護措置が実施できるよう必要な対応を図る。 

 

第３ 防護措置の実施基準  

 （１） 緊急事態区分による対応［放射性物質の放出前］（表３－３－１参照） 

    ア 警戒事態（Alert）段階 

      住民等への放射線による影響及びそのおそれが緊急のものではないが、女川

原発において事故等の異常事象が発生し、又は発生するおそれがある場合で、

国、県、町等の防災関係機関が比較的時間を要する防護措置の実施準備に着手

する段階となる。 

     ・ ＥＡＬ（緊急時活動レベル）の例 

       非常用母線からの交流電源が１系統となった場合等 

     ・ 原災法（原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）をいう。

以下同じ。）との関係 

       警戒事象に対応 

    イ 施設敷地緊急事態（Site Area Emergency）段階 

      女川原発において住民等に放射線による影響をもたらす可能性のある事象が

生じたため、緊急時に備えた避難等の防護措置の準備を開始する段階となる。 

      町は、ＵＰＺ内の住民等に対し屋内退避の準備について伝達するとともに、

ＵＰＺ内の要配慮者の避難準備について伝達し、及び準備する。 

      なお、見込まれる事態の進展等に基づき、必要に応じ、避難行動要支援者の

避難について検討する。 

     ・ ＥＡＬ（緊急時活動レベル）の例 

       原子炉停止中に原子炉水位が非常用炉心冷却装置の作動水位まで低下等 

     ・ 原災法との関係 

       特定事象に対応（原災法第１０条） 
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    ウ 全面緊急事態（General Emergency）段階 

      女川原発において住民等に放射線による影響をもたらす可能性が高い事象が

生じたため、迅速な防護措置を実施する段階となる。 

      町は、ＵＰＺ内の住民等に対し屋内退避の実施及び避難の準備について伝達

するとともに、ＵＰＺ外の住民等に対しては屋内退避を要する可能性がある旨

の注意喚起を行う。 

      なお、町は、事態の規模、時間的な推移に応じて、国からの指示等に基づき、

避難のための立退きの勧告又は指示その他の必要な緊急事態応急対策を実施す

るとともに、住民等の避難への支援について、県と連携し、国に要請する。 

     ・ ＥＡＬ（緊急時活動レベル）の例 

       使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部上方２メートルの水位

まで低下等 

     ・ 原災法との関係 

       原子力緊急事態に対応（原災法第１５条） 

表３－３－１（緊急事態区分と基本となる防護措置等） 

 体制等 情報提供 モニタリング 住民等の防護措置 

警

戒

事

態 

・職員の非常参集 

・情報収集、連絡体制

の構築 

・対策拠点施設立上げ

等への協力準備 

・住民等への情報伝達

及び注意喚起 

平常時モニタ

リングの強化 

Ｕ

Ｐ

Ｚ

内

外 

 

施

設

敷

地

緊

急

事

態 

・災害対策本部の設置 

・ＵＰＺ内避難行動要

支援者の避難につい

て検討 

・対策拠点施設立上げ

等への協力 

・住民等への情報伝達

及び注意喚起 

・ＵＰＺ内住民等への

屋内退避準備の伝達 

・ＵＰＺ内要配慮者の

避難準備の伝達 

緊急時モニタ

リングの実施 

Ｕ

Ｐ

Ｚ

内 

・屋内退避準備 

・避難準備（要配

慮者） 

Ｕ

Ｐ

Ｚ

外 

 

全

面

緊

急

事

態 

・国及び他の自治体へ

の応援要請 

・原子力災害合同対策

協議会への参画等 

・安定ヨウ素剤服用へ

の準備 

・避難への準備 

・住民等への情報伝達

及び注意喚起 

・ＵＰＺ内住民等への

屋内退避実施及び避

難準備の伝達 

・ＵＰＺ外住民等への

屋内退避準備の伝達 

緊急時モニタ

リングの実施 

Ｕ

Ｐ

Ｚ

内 

・屋内退避実施 

・避難準備 

・安定ヨウ素剤服

用準備 

Ｕ

Ｐ

Ｚ

外 

・屋内退避準備 
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 （２） 運用上の介入レベル（ＯＩＬ）による対応［放射性物質の放出後］（表３－３－

２参照） 

     放射性物質の放出後は、その拡散により比較的広い範囲において空間放射線量

率等の高い地点が発生する可能性がある。こうした事態に備え、空間放射線量率

等を測定する緊急時モニタリングを迅速に行い、その測定結果を防護措置の実施

を判断する基準（ＯＩＬ）に照らして、必要な防護措置を判断し、実施する。 

 

表３－３－２（ＯＩＬと防護措置実施の判断基準） 

 基準区分 基準概要 初期設定値 防護措置概要 

緊

急

防

護

措

置 

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 

500 μSv/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

汚染からの外部被ばくを

防止するため、除染を講

じるための基準 

β線：40,000 cpm 

（皮膚から数㎝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 

１か月後の数値 

β線：13,000 cpm 

（皮膚から数㎝での検出 

器の計数率） 

早

期

防

護

措

置 

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 

20 μSv/h 

（地上１ｍで計測した場 

合の空間放射線量率） 

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

に一時移転を

実施 

参考）１μＳｖ／ｈ＝0.001ｍＳｖ／ｈ＝0.000001Ｓｖ／ｈ 
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第４章 避難の基本方針 

 

第１ 避難の基本方針  

   この計画における避難は、ＵＰＺ内住民等の広域避難を基本とする。 

 （１） 避難先 

本町の避難先  登米市 （避難施設の詳細については、「避難所割当て案」として資料編に登載する。） 

参考） 宮城県「避難計画［原子力災害］作成ガイドライン」から抜粋 

広域避難については、避難住民の負担軽減及び避難住民に対する県及び関

係市町による確実な支援実施の観点から、基本的に県内自治体への避難を行

うものとする。また、各自治体の避難住民が複数の自治体に分かれる場合に

は、出来るだけ避難先自治体を隣接するよう心がけ、面的な繋がりを形成す

るよう配慮する。 

原則として、県は関係市町と避難先自治体の調整を実施し、関係市町は県

が調整した避難先自治体とあらかじめ受入施設や避難所運営方法等、具体的

な要件等について取り決めを行うものとする。県が調整した関係市町の広域

避難先を下表に示す。 

なお、避難が必要な局面において、複合災害等の理由により避難先自治体

が甚大な影響を受け、避難住民の受け入れを行うことが困難となった際には、

県が近隣県等への避難受入について調整を行い、避難先を確保することとす

る。 

避難元自治体と避難先自治体の関係 

避難元市町名 避難先市町村名 

女川町 栗原市 

石巻市 仙台市、塩竃市、気仙沼市、白石市、角田市、多賀城市、登米市、

栗原市、大崎市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、

川崎町、丸森町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、

富谷町、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町 

登米市 （登米市内の３０㎞圏外に避難） 

東松島市 仙台市、名取市、岩沼市、亘理町、山元町 

涌谷町 （涌谷町内の３０㎞圏外に避難） 

美里町 （美里町内の３０㎞圏外に避難） 

南三陸町 登米市 

合計 県内３１市町村 
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 （２） 避難手段の想定 

     避難の手段は、大半の住民等が、自力で自家用車によることを想定する。 

 （３） 一定の地区単位ごとの避難先施設の設定 

     避難先の施設が複数の施設となる場合においては、東日本大震災の教訓を踏ま

え、地域コミュニティの維持を図ることを主たる目的として、一定の地区（行政

区）単位ごとに施設を設定する。 

 （４） 避難ルールの設定 

     町は、どこの地区が、どこに集合し（バス等による集団避難の場合に限る。）、

どの経路によって、どこに避難するかについて、一定の地区単位ごと、あらかじ

め定める。 

 （５） 様々な防護措置の考慮 

     避難の実施については、避難は 終的な防護措置であり、住民等の不用意な被

ばくを防止する等の観点から、屋内退避等の実施について考慮した上で行う。 

 （６） ＰＡＺ内住民等の優先の考慮 

     避難等の防護措置は、段階的に実施されるものであり、特に、ＰＡＺ内住民等

の優先避難について十分に考慮する。 

 

第２ 避難等指示の基本的な考え方  

 （１） 避難等指示の発出時期（図４－２－１及び図４－２－２参照） 

     女川原発の状況、緊急時モニタリング結果等を踏まえ、緊急事態区分及びＯＩ

Ｌに基づいた避難等指示が国から発出される。 

     なお、状況を総合的に勘案して、国から指示が発出される前に避難等指示が必

要な場合においては、関係市町の長は、原災法第２８条第２項において読み替え

て適用される災対法（災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）をいう。以

下同じ。）第６０条に基づき避難等指示を行い得るものであり、関係市町の長がそ

の避難等指示を行うことができない場合にあっては、知事が原災法第２８条第２

項において読み替えて適用される災対法第６０条第６項の規定により避難等指示

の代行を行うこととされている。 

     避難等指示発出に係るフロー図は図４－２－１に、避難等指示地域の概念図は

図４－２－２に示すとおりとなる。 
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図４－２－１（避難等指示発出に係るフロー図） 

 

 

（注意） この図に示したＥＡＬの順序のとおりに事態が発生するとは限らず、事態の進

展によっては、全面緊急事態に至るまでの時間的間隔がない場合等があり得る。 



16 

 

 

図４－２－２（避難等指示地域の概念図） 

 

（注意） この図は概念図であり、実際の災害時において同様の結果が得られるというこ

とを示すものではない。 

     なお、全面緊急事態以降、プラントの状況の悪化に応じて、段階的に住民等の

避難が実施されることがある。 

     また、この図においてはＰＡＺ及びＵＰＺについて同心円で範囲を記載してい

るが、実際の範囲は行政区を単位として定めていることから、実際のＰＡＺ及び

ＵＰＺは、この図とは形状が異なる。 
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 （２） 避難等指示の地域 

    ア 地域の単位 

      避難等指示は、第２章第１（計画の対象地域）に定める行政区を単位として

実施する。 

    イ 避難等指示の対象地域に係る情報の整理 

      町は、住民等が心理的な動揺と混乱を起こすことなく指示に従った行動がで

きるよう、あらかじめ上記アの行政区ごとに、次の事項を把握し、又は定め、

その内容について定期的に更新する。 

     ・ 居住する住民に係る数その他の状況 

     ・ 行政区内に流入する観光客等の状況 

     ・ 行政区の連絡責任者 

     ・ コンクリート屋内退避施設（名称、所在地、収容可能人員数等） 

     ・ 乳幼児、妊産婦及び避難行動要支援者に係る数その他の状況 

     ・ その他必要な事項 

 （３） 複合災害の場合において優先する対応 

     複合災害の場合における防護措置の実施に関しては、第３章第２（複合災害の

場合における対応）に定めるとおり、現に も差し迫っている危険からの回避行

動を優先し、当該行動について指示等を行う。ただし、当該危険が解消された後

における行動について、住民等の混乱を招かないよう配慮した上で、できる限り

早い段階において具体に示すこととする。 

     例えば、宮城県沿岸に津波警報が発表されている場合に原子力災害が発生した

ときにおいては、津波警報が解除されるまでの間、津波からの安全の確保策（よ

り高く安全な場所への避難）を優先し、係る指示等を行うことを基本とする。た

だし、この場合において、原子力災害に係る情報の伝達及び津波からの避難と原

子力災害における避難が同一の態様となる住民等の避難を妨げるものではない。 

 （４） 避難所要時間の短縮に向けた対応（表４－２－３参照） 

     避難の実施においては、交通渋滞が避難所要時間を増長させる原因となること

から、交通量の抑制、交通規制等により交通渋滞の低減を図る。 

    ア 避難対象地域に係る対応 

      交通量を抑制するため、町は、住民等に対し、自家用車による避難を行う場

合にあってはできる限り家族、近隣住民等で乗り合わせて避難するよう広報す

る。 

    イ 避難対象地域以外の地域に係る対応 

      町は、県と連携し、段階的避難の内容について住民等に周知し、避難対象地

域以外の地域における自主避難率を低減させ、避難対象地域の住民等（優先避

難するＰＡＺ住民等を含む。）が円滑かつ迅速に避難できるよう配慮する。 

      なお、県警察本部は、県災害対策本部長の要請に基づき、状況により定める

区域内への交通流入を抑制するよう交通規制を行うこととされている。 
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表４－２－３（女川原子力発電所に係る緊急時防護措置区域の避難時間集計結果） 

参考） 宮城県「避難計画［原子力災害］作成ガイドライン」から抜粋 

 県では関係市町において避難計画を策定する際の参考資料とするために、平成２５年度

に女川原子力発電所に係る避難時間推計を実施し、ＰＡＺ内の住民及び牡鹿半島南部の住

民が女川原子力発電所から５㎞までの範囲から離脱する時間並びにＵＰＺ内の住民がＵＰ

Ｚ外に避難するまでの時間等を推計した。なお、避難手段は、避難指示対象地域の住民全

員が、各戸１台の自家用車で避難することを想定した。 

○ 自主避難率と避難所要時間の関係 

  避難等指示は、緊急事態区分及びＯＩＬに基づき、災害等の状況に応じて段階的に発

令されることから、初期においては、ＰＡＺが避難対象地区となり、ＵＰＺは屋内退避

対象地区となる。 

  ＵＰＺ内住民が屋内退避を行わずにＵＰＺ外へ避難する割合を変化させて、ＰＡＺ内

の住民及び牡鹿半島南部の住民が女川原子力発電所から５㎞までの範囲から離脱する時

間について推計したところ、下表のとおりＵＰＺ内住民の自主避難率の増加に従い、離

脱時間が延びる結果が得られた。 

  この事象は、自主避難による交通量の増加により、石巻市内で発生した渋滞が牡鹿半

島中央部にかけて延伸し、渋滞解消にも時間を要することが原因であった。 

避難指示区域 屋内退避指示区域 ＵＰＺ住民の自主避難率 ５㎞圏離脱所要時間 計算条件 

ＰＡＺ 

牡鹿半島南部 

離島 

左記を除く 

ＵＰＺ 

２０％ １時間４０分 

夏季平日昼間 ４０％ ３時間２０分 

６０％ ５時間１０分 
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第５章 住民等への情報伝達・広報 

 

第１ 住民等への情報の伝達体制  

   原子力災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、住民等はその発生

状況及び放射性物質による影響等を五感に感じることができない。そうした特殊性に

鑑み、住民等の適切な判断及び行動を助け、その安全を確保し、かつ、心理的動揺及

び混乱を避けるためには、事故の状況、放射性物質の放出状況、避難等の行動につい

て的確な情報の伝達が非常に重要となる。 

   町は、原子力事業者である東北電力株式会社からの事故情報並びに国及び県からの

避難、避難準備等の情報について、住民等に対し確実に伝達し、共有できるよう、次

の事項に留意した上で、情報の伝達体制を確立し、実施細目等についてあらかじめ定

める。 

   なお、訓練等の場を通じ、定期的に、情報の伝達手段、手順及び有効性について確

認する。 

 （１） 迅速・的確な情報提供 

     迅速・的確な情報提供に向け、事故又は災害の経過に応じて住民等に提供すべ

き情報について、広報例文等としてあらかじめ定めるものとし、緊急事態区分及

びＯＩＬに対応した広報例文等について、第８章（町の警戒態勢等）に定める。 

 （２） 情報伝達手段の多様化 

     住民等及び防災関係機関への情報の伝達・連絡に当たっては、多種多様な手段

を採用する。この場合においては、いわゆる情報弱者ともなり得る要配慮者（そ

の支援者を含む。）に対しても必要な情報が的確に伝達されるよう、手段ごと、伝

達する情報の表現その他の内容について整理する。 

     なお、町が、直ちに、かつ、直接に用いることのできる手段として、次のもの

を予定する。 

    ア 防災行政無線（同報系）による放送 

      住民等、防災関係機関その他本町内に所在する者への伝達に有効 

    イ 防災行政無線（移動系）による通信 

      消防団、警察（南三陸警察署）、消防（南三陸消防署・同歌津出張所）への伝

達・連絡に有効 

    ウ 緊急速報メール（エリアメール）の配信 

      本町内又は本町と隣接市との境界付近に所在し、携帯電話等（当該機能を有

する携帯電話等に限る。）を所持する者への伝達に有効。ただし、配信する伝達

文の文字数に制限がある。 

    エ 登録制防災情報メールの配信 

      町による防災情報の提供についてあらかじめ希望した者（所在する場所を問

わない。）への伝達に有効 
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    オ ホームページへの掲載 

      インターネット環境を有する者（所在する場所を問わない。）への伝達に有効。

ただし、情報を必要とする側による収集が前提となる。 

    カ ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）を介した配信 

      当該ＳＮＳを使用し得る者（所在する場所を問わない。）への伝達に有効。た

だし、情報を必要とする側による収集が前提となる。 

    キ 広報車による巡回（放送） 

      本町内に所在する者への伝達に有効。ただし、伝達までに要する時間の経過、

伝達可能な区域の範囲に条件・限界がある。 

    ク 県防災行政無線による通信 

      県、県内市町村その他防災関係機関との連絡に有効 

    ケ 県緊急時連絡網装置による通信 

      原子力災害対策を直接に所管する県、国及び関係市町の機関との連絡に有効 

    コ 衛星電話回線による通信 

      一般電話回線・携帯電話回線の不通時における情報の伝達・連絡に有効 

 （３） 住民相談窓口の設置等 

     町は、国及び県と連携し、住民等からの問合せに対応する住民相談窓口を設置

する。 

     なお、原子力災害対策における住民相談窓口は、役場庁舎、保健センターその

他の町主要施設及び避難先の避難施設に設置し、相談窓口となる職員、保健師そ

の他のスタッフを配置する。 

 

第２ 住民等への広報  

   上記第１の情報の伝達体制により住民等に対し広報を実施する場合においては、次

の事項に留意し、実施細目等についてあらかじめ定める。 

   なお、緊急事態区分及びＯＩＬに対応した広報例文等については、第８章（町の警

戒態勢等）に定める。 

 （１） 広報を実施する際の注意 

    ア 迅速・的確であること 

      伝達を必要とする情報について、迅速に、かつ、的確な内容により広報する。

この場合においては、迅速さを求めるあまり情報の内容に不足を生じさせるこ

となく、また、放射性物質は目に見えないものであること、その他の原子力災

害の特殊性を勘案し、住民等の混乱を考慮しつつも、提供できる情報を不用意

に選別しないこと。 

    イ あらゆる手段を採用すること 

      上記第１（２）に定めるとおり、あらゆる手段を採用し、広報を行うこと。

特に、手段として用いる媒体ごとの特性（伝達を可能とする対象・範囲等）に

ついて十分に留意したものとすること。 
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    ウ 情報の発信元を明確にすること 

      流言等による混乱を防止するため、情報の発信元について明確にした広報と

すること。 

    エ 事実に基づく正確なものであること 

      町が行う広報は、事象の状況の公表にも当たるものとなることから、必要に

応じ、原子力災害合同対策協議会の場を通じた内容の確認を行う等、情報の正

確性はもとより、その鮮度にも留意すること。 

    オ わかりやすい表現とすること 

      原子力災害に係る用語等は通常として難解なものが多いことを勘案し、広報

に当たっては、誤った言い換え等に留意しつつ、わかりやすく的確な表現とす

ること。 

 （２） 広報内容 

     次のような伝達内容について、あらかじめ整理し、広報する。 

    ア 災害の状況及び今後の予測 

     ・ 事故の進展状況 

     ・ 放射性物質の放出状況 

    イ 町、県及び国並びに防災関係機関の対策状況 

     ・ 災害対策本部の設置状況等 

    ウ 地域（行政区）ごとにとるべき行動及び注意事項 

     ・ 屋内退避、避難準備及び避難の必要性並びに指示事項 

     ・ 避難先、避難経路 

     ・ 屋内退避又は避難に当たっての注意点 

    エ その他必要な事項 

     ・ 避難等の対象地域以外の地域に係る伝達事項等 

 （３） 広報の実施時期 

     住民等への広報については、迅速に、かつ、繰り返し行う。この場合において

は、情報の空白がないよう、広報する事項について逐次整理する。 

     特に、次のような時期においては、速やかに広報を行う。 

・ 女川原発で事故が発生したとき。 

・ 国、県又は町が警戒態勢をとったとき、及び災害対策本部を設置したとき。 

・ 緊急事態区分（警戒事態・施設敷地緊急事態・全面緊急事態）が変更とな

ったとき。 

・ 避難等の指示が発出されたとき。 

・ 環境中に放射性物質が現に放出され、又は放出されるおそれがあるとき。 
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第６章 防護措置（避難）の実施 

 

第１ 基本的事項  

 （１） 段階的な防護措置の実施と避難対象者の区分 

     防護措置の区分その他の基本事項については、第３章（防護措置の基本事項）

に定めるとおりである。 

     特に避難の実施に当たっては、表６－１－１に示すとおり、緊急事態区分及び

ＯＩＬに基づき、原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の別（ＰＡＺ及びＵ

ＰＺ）及び避難対象者の避難に係る困難度により、避難の実施時期が異なること

に留意する。 

 

表６－１－１ 避難実施時期と避難対象者の関係 

避難基準 ＰＡＺ ＵＰＺ 

警戒事態 － － 

施設敷地緊急事態 施設敷地緊急事態要避難者 － 

全面緊急事態 全住民 

（施設敷地緊急事態要避難者を

除く。） 

－ 

※ただし、プラントの状況悪化

に応じて、対象地区の住民に

ついて、段階的に実施 

ＯＩＬ１ － 対象地区の住民（一般住民及び

要配慮者） 

ＯＩＬ２ － 対象地区の住民（一般住民及び

要配慮者） 

 

 

参考） 共通課題についての対応方針（平成２５年１０月９日：原子力防災会議連絡会

議コアメンバー会議）から抜粋 

○ 施設敷地緊急事態要避難者 

  ①避難行動要支援者のうち、避難の実施に通常以上の時間がかかり、かつ、避難の

実施により健康リスクが高まらない者、②安定ヨウ素剤を事前配布されていない者、

③安定ヨウ素剤の服用不適切者のうち、施設敷地緊急事態において早期の避難等の防

護措置の実施が必要な者。 

  なお、①について「避難の実施に通常以上の時間がかかる」とは、入院患者のよう

に移動手段として特別な車両等を要するような、避難に時間を要するケースを国は想

定しており、自ら避難できる者、避難行動要支援者であっても家族や周辺住民等の支

援により、他の住民と一緒に避難ができる者は該当しない。 
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 （２） 住民等が避難を行う際の原則 

    ア ＰＡＺ及びＵＰＺに共通すること 

     ・ 自然災害の発生時等、原子力災害への対応を優先することにより生命への

危険性が高まる場合及び避難が実施できない場合は、現に も差し迫ってい

る危険からの回避行動を優先するとともに、避難に代え屋内退避（コンクリ

ート屋内退避が望ましい。）を実施し、状況が好転してから避難する。 

       なお、孤立状態等により自力で避難できない場合は、避難ができる状況へ

の好転を待つとともに、国、県、町及び防災関係機関による救助を待つ。 

     ・ 一時集合場所等からバス等の車両、船舶、ヘリコプター等の交通手段によ

り避難を実施する場合には、避難の優先順位が高い者から順に避難（輸送）

する。 

    イ ＵＰＺに関すること 

     ・ 避難準備に関する情報が連絡（広報）された段階で自宅に戻り、避難指示

が発出された際には自宅から避難する。ただし、事故の進展状況により避難

指示の発出までに帰宅できないことが見込まれる場合及び自然災害の発生等

の理由により所在地から帰宅できない場合には、所在地から避難を行う。 

     ・ ＰＡＺに対して避難指示が発出された際には、ＵＰＺに対しては屋内退避

指示を行うことが通常であることから、速やかに屋内退避を行う。 

 （３） 避難手段 

     避難対象地域の住民等は、自助・共助を優先しながら自家用車等により避難を

実施することとする。ただし、そうした避難が困難な住民等については、国、県

又は町の準備する交通手段により避難を行うこととする。 

    ア 一般住民の避難手段 

     ・ 自家用車又は所有船舶による避難 

自家用車を所有し、避難先まで移動可能な一般住民（要配慮者を除く者を

いう。以下同じ。）は、自力で、自家用車により、避難先まで移動する。この

場合においては、共助及び避難経路の渋滞緩和といった観点から、乗り合わ

せ（自家用車を所有しない近隣住民等の同乗を含む。）を原則とする。 

       なお、原子力災害その他の災害の発生時においては、ガソリンその他の燃

料の入手が困難となることが想定されることから、平時から、住民は自家用

車への十分な燃料の給油について心がけることとし、町はそのための啓発を

行う。 

       この他、例えば土砂災害により避難経路が寸断され、陸路による避難が困

難な一般住民が、所有する船舶により、避難経路として使用し得る陸路に至

るまで移動する場合も、上記に準じた対応とする。この場合において、町は、

いわゆる上陸地として使用する漁港等について指定の上、周知し、その後の

移動手段について用意する。 
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     ・ バス等の車両による避難 

       自家用車を所有しないこと等により自家用車による避難が困難な一般住民

は、あらかじめ定める一時集合場所等に集合し、当該一時集合場所等から、

国、県又は町が確保した避難用車両（民間のバス、自衛隊車両等）により避

難先まで移動する。 

     ・ ヘリコプター等による避難 

       陸路による避難が実施できない場合には、国又は県が自衛隊、海上保安庁

等に要請し確保したヘリコプター（又は船舶等）により避難する。 

       到着地点のヘリポート（又は港湾等）からは、国、県又は町が確保した避

難用車両（民間のバス、自衛隊車両等）により避難先まで移動する。 

    イ 要配慮者の避難手段 

      上記アの一般住民の避難手段によることが適当でない場合は、福祉車両、救

急車、ヘリコプター等の輸送手段を組み合わせることにより、避難を実施する。 

 （４） 避難時の注意 

    ア 安定ヨウ素剤の受領 

      避難指示と同時に安定ヨウ素剤の配布指示が発出された場合においては、当

該安定ヨウ素剤の配布対象となる住民等は、県又は町が指定する安定ヨウ素剤

の配布場所を経由し、安定ヨウ素剤を受領する。 

      なお、避難先に照らし予定される安定ヨウ素剤の配布場所については、今後、

県と町が調整して決定する。 

    イ 避難退域時検査の実施 

      住民等のうち、傷病等により救急車で搬送されている者以外の者は、県が国

及び防災関係機関等と連携し設置する退域検査ポイントを経由し、車両、住民

等自身、携行品等の避難退域時検査（放射性物質の付着状況の検査）を受ける。

この場合において、基準値を超える検査結果が得られたときは、除染等の措置

を受けた後に避難を継続する。 

      なお、退域検査ポイントの設置場所については、原則としてＵＰＺの外側と

され、県が、避難経路等を勘案した上、国及び関係市町と協議してあらかじめ

定めることとされている。 

      また、県は、今後において国から示される避難退域時検査及び除染等の防護

措置を実施する基準並びに退域時検査の実施時期及び実施方法等を踏まえ、避

難退域時検査に係る具体的な手順を定めることとしている。 

 （５） 避難関係情報の周知 

     町は、住民等が混乱せず、迅速かつ適切に避難できるよう、あらかじめ次の事

項について周知等する。 
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・ 原子力災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にとるべき行動 

・ 段階的な防護措置の考え方 

・ 避難等指示が発出される時期、避難の手段及び基本的な避難候補経路 

・ 行政区ごとの一時集合場所等、安定ヨウ素剤の配布場所、退域検査ポイン

ト、避難先及び避難所受付ステーション 
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第２ 一般住民の避難の実施  

 （１） 避難の流れ 

     町は、国又は県から避難指示の発出があった場合及び町独自の判断により避難

を実施する際には、速やかに避難対象地域に対し広報を行い、避難を実施する。 

     避難時のポイントは次のとおりであり、また、避難の流れに係るイメージは図

６－２－１に示す内容となる。 

○ 避難時のポイント 

 ・ 避難手段は、次の①～③とする。 

  ① 自家用車（所有船舶を含む。）による避難 

  ② 一時集合場所等からのバス等の車両による避難 

  ③ ①及び②が選択できない場合にあっては、ヘリコプター等による避難 

 ・ 避難指示と同時に安定ヨウ素剤の配布指示が発出された場合は、安定ヨ

ウ素剤の配布場所を経由し、安定ヨウ素剤を受領する。 

 ・ 避難経路上に設置される「退域検査ポイント」を経由する。 

 ・ 避難先自治体（登米市）に設置する「避難所受付ステーション」にて避

難施設の指示を受け、当該避難施設まで移動する。 

 

図６－２－１ 一般住民の避難の流れに係るイメージ 

 

 

 

 （２） 園児、児童・生徒への措置等 

    ア 学校等ごとのマニュアルの作成等 

      学校等（ＵＰＺに所在する保育所（園）、幼稚園、小学校、中学校、高等学校

等をいう。以下同じ。）は、町防災計画第２章第７節第４（学校等施設における

避難計画の整備）に基づき、県及び町と連携の上、この計画、学校防災マニュ
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アル作成ガイド（平成２４年１０月：宮城県教育委員会）、学校マニュアル（地

震・津波災害）作成の手引き（文部科学省）等を参考として、原子力災害の発

生時において適切な行動がとれるよう、あらかじめ避難計画その他のマニュア

ルを作成する。 

    イ 園児、児童・生徒の在校中における対応 

      園児、児童・生徒が学校等に所在するうちに女川原発で事故が発生し、屋内

退避の指示が発出された場合には、学校等において屋内退避を実施する。この

場合においては、コンクリート屋内退避が有効である点等を考慮する。 

なお、園児、児童・生徒が学校等に所在するうちに避難準備に関する情報が

連絡（広報）された場合には、原則として、園児、児童・生徒を保護者に引き

渡し、帰宅させ、自宅からの避難の実施とする。 

 （３） 観光客等一時滞在者への措置 

     県及び町は、早期（女川原発で事故が発生し、警戒事態に至ったことを確認し

たとき等）に、町内に所在する観光客等一時滞在者に対し、防災行政無線（同報

系）、緊急速報メール（エリアメール）、ＳＮＳ、広報車、テレビジョン及びラジ

オ放送を活用し、並びに観光協会その他の関係団体を通じ、必要な情報を伝達し、

早期の帰宅等を促す。 

     なお、避難の指示が発出された時点においても町内に所在する観光客等一時滞

在者のうち、自家用車による避難が困難な者については、 寄りの一時集合場所

等に集合させる等し、一般住民とともにバス等により避難させる。 

 

第３ 要配慮者の避難の実施  

 （１） 在宅の要配慮者の避難の流れ 

     在宅の要配慮者の避難時のポイント及び一般住民の避難と異なる点は以下のと

おりであり、また、避難の流れに係るイメージは図６－３－１に示す内容となる。 

     なお、町は、宮城県避難行動要支援者等に対する支援ガイドライン（平成２５

年１２月：宮城県）を参考として、要配慮者の避難に関する事項について、保健・

福祉・医療を所管する庁内部門及び関係機関等との調整をあらかじめ行う。 

○ 避難時のポイント（図６－３－１の次にア、イ及びウとして再掲） 

 ・ 避難手段は、一般住民の避難手段を基礎として、福祉車両、救急車、ヘ

リコプター等の輸送手段を組み合わせる。 

 ・ 避難経路上に設置される「退域検査ポイント」を経由する。 

 ・ 救急車による避難については、その緊急性から必ずしも避難経路による

ことを要さず、退域検査ポイントの通過も要しない。 

 ・ 基本的に、避難先自治体（登米市）に設置する「避難所受付ステーショ

ン」にて避難施設の指示を受け、当該避難施設まで移動する。その後にお

いて、必要に応じた福祉避難所への移送等とする。 
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図６－３－１ 在宅の要配慮者の避難の流れに係るイメージ 

 

    ア 避難手段 

      一般住民の避難手段を基礎として、福祉車両、救急車、ヘリコプター等の輸

送手段を組み合わせる。この場合においては、当該要配慮者の状態に応じ、次

の避難手段を基本とする。 

     ・ 自身で、又は介助者が同伴することにより、自力で避難が可能な要配慮者

については、自家用車による避難とする。 

     ・ 自家用車による避難はできないが、自身で、又は介助者が同伴することに

より、一時集合場所等までの移動が可能な要配慮者については、当該一時集

合場所等から、国、県又は町が確保した避難用の輸送手段による避難とする。

この場合において、町は、当該要配慮者の心身の状態に応じ、適切な輸送手

段を選択する。 

     ・ 自家用車による避難ができず、かつ、一時集合場所等までの移動も困難な

要配慮者については、自宅から、国、県又は町が確保した避難用の輸送手段

による避難とする。この場合において、町は、当該要配慮者の心身の状態に

応じ、適切な輸送手段を選択する。 

    イ 避難経路 

      一般住民の避難経路と同一とする。ただし、救急車による避難については、

その緊急性から、必ずしも避難経路によることを要さず、かつ、退域検査ポイ

ントの通過も要しない。 

    ウ 避難先 

      基本的に、一般住民に同じく避難先自治体（登米市）に設置する「避難所受

付ステーション」にて避難施設の指示を受け、当該避難施設まで移動する。そ

の後において、必要に応じた福祉避難所への移送等とする。 
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参考） 福祉避難所について 

中央防災会議災害時の避難に関する専門調査会（第５回）配布資料（平

成２３年２月２４日：内閣府）から抜粋 

○ 福祉避難所とは、要援護者（高齢者、障害者等）が安心して生活ができる

体制を整備（段差の解消やスロープの設置、情報関連機器（ラジオ、テレビ、

電光掲示板）の整備等）した避難所である。 

  耐震、耐火、鉄筋構造等を備え、バリアフリー化されている老人福祉セン

ター等の既存施設を利用して設置することができるほか、一般の避難所の一

室を利用して設置することも可。 

 

 （２） 通所施設の利用者の避難の流れ 

     通所施設の利用者の避難時のポイント及び一般住民の避難と異なる点は以下の

とおりであり、また、避難の流れに係るイメージは図６－３－２に示す内容とな

る。 

     なお、町は、宮城県避難行動要支援者等に対する支援ガイドライン（平成２５

年１２月：宮城県）を参考として、利用者の避難に関する事項について、保健・

福祉・医療を所管する庁内部門及び関係機関等との調整をあらかじめ行う。 

○ 避難時のポイント（図６－３－２の次にア、イ、ウ及びエとして再掲） 

 ・ あらかじめ施設ごとに定めた避難計画等に基づき、当該施設の職員の指

示の下、迅速かつ安全に、利用者を避難（又は屋内退避）させる。 

 ・ 避難指示の発出までに帰宅できない場合を除き、原則として、避難準備

に関する情報が発出された段階で利用者を帰宅させ、避難指示の発出時に

は自宅からの避難の実施とする。 

 ・ 避難の実施により利用者の健康リスクが高まる場合には、避難より屋内

退避を優先させることが必要な場合がある。 

 ・ 避難手段は、一般住民の避難手段を基礎として、福祉車両、救急車、ヘ

リコプター等の輸送手段を組み合わせる。 

 ・ 施設は、避難準備に関する情報が発出された段階で、町災害対策本部等

に対し、必要な輸送手段について連絡する。 

 ・ 避難経路上に設置される「退域検査ポイント」を経由する。 

 ・ 避難先自治体（登米市）に設置する「避難所受付ステーション」にて避

難施設（基本的には福祉避難所への避難とするが、一般の避難所での生活

が可能な者は、一般の避難所への避難とする。）の指示を受け、当該避難施

設まで移動する。 
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図６－３－２ 通所施設の利用者の避難の流れに係るイメージ 

 

 

    ア 施設の対応等 

     ・ 施設は、避難等指示が発出された場合は、あらかじめ施設ごとに定めた避

難計画等に基づき、当該施設の職員の指示の下、迅速かつ安全に、利用者を

避難（又は屋内退避）させる。 

     ・ 避難指示の発出までに帰宅できない場合を除き、原則として、避難準備に

関する情報が発出された段階で利用者を帰宅させ、避難指示の発出時には自

宅からの避難の実施とする。 

     ・ 施設は、利用者を避難させたときは、県に対しその旨を連絡する。 

     ・ 避難の実施により利用者の健康リスクが高まる場合には、避難より屋内退

避を優先させることが必要な場合がある。この場合においては、一般的に遮

へい効果や建屋の気密性が比較的高いコンクリート建屋への屋内退避が有効

であることに留意する。 

    イ 避難手段 

      一般住民の避難手段を基礎として、福祉車両、救急車、ヘリコプター等の輸

送手段を組み合わせる。この場合においては、当該利用者の状態に応じ、次の

避難手段を基本とする。 

     ・ 施設が所有する車両を 大限に活用し、自力による避難に努める。 

     ・ 自力での避難はできないが、利用者自身で、又は介助者が同伴することに

より、一時集合場所等までの移動が可能な利用者については、当該一時集合

場所等から、国、県又は町が確保した避難用の輸送手段による避難とする。

この場合において、町は、当該利用者の心身の状態に応じ、適切な輸送手段

を選択する。 
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     ・ 自力での避難ができず、かつ、一時集合場所等までの移動も困難な利用者

については、施設から、国、県又は町が確保した避難用の輸送手段による避

難とする。この場合において、町は、当該利用者の心身の状態に応じ、適切

な輸送手段を選択する。 

       なお、施設は、避難準備に関する情報が発出された段階で、町災害対策本

部等に対し、必要な輸送手段について連絡する。 

    ウ 避難経路 

      一般住民の避難経路と同一とする。 

    エ 避難先 

      基本的には福祉避難所への避難とし、避難先自治体（登米市）に設置する「避

難所受付ステーション」にて避難施設（福祉避難所）の指示を受け、当該避難

施設まで移動する。ただし、一般の避難所での生活が可能な者は、一般の避難

所への避難とする。 

 

 （３） 社会福祉施設入所者の避難の流れ 

     社会福祉施設入所者の避難時のポイント及び一般住民の避難と異なる点は以下

のとおりであり、また、避難の流れに係るイメージは図６－３－３に示す内容と

なる。 

     なお、町は、宮城県避難行動要支援者等に対する支援ガイドライン（平成２５

年１２月：宮城県）を参考として、入所者の避難に関する事項について、保健・

福祉・医療を所管する庁内部門及び関係機関等との調整をあらかじめ行う。 

○ 避難時のポイント（図６－３－３の次にア、イ、ウ及びエとして再掲） 

 ・ あらかじめ施設ごとに定めた避難計画等に基づき、当該施設の職員の指

示の下、迅速かつ安全に、入所者を避難（又は屋内退避）させる。 

 ・ 帰宅が可能な入所者について、避難準備に関する情報が発出された段階

で帰宅させ、避難指示の発出時には自宅からの避難の実施とすることは、

差し支えない。 

 ・ 避難の実施により入所者の健康リスクが高まる場合には、避難より屋内

退避を優先させることが必要な場合がある。 

 ・ 避難手段は、一般住民の避難手段を基礎として、福祉車両、救急車、ヘ

リコプター等の輸送手段を組み合わせる。 

 ・ 施設は、避難準備に関する情報が発出された段階で、町災害対策本部等

に対し、必要な輸送手段について連絡する。 

 ・ 避難経路上に設置される「退域検査ポイント」を経由する。 

 ・ 施設があらかじめ定めた受入先施設への避難を基本とする。この場合に

おいて、受入先の調整に時間を要する場合等は、一旦、一般の避難所に避

難させ、その後において受入先施設に移送する。 
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図６－３－３ 社会福祉施設入所者の避難の流れに係るイメージ 

 

 

    ア 施設の対応等 

     ・ 施設は、避難等指示が発出された場合は、あらかじめ施設ごとに定めた避

難計画等に基づき、当該施設の職員の指示の下、迅速かつ安全に、入所者を

避難（又は屋内退避）させる。 

     ・ 帰宅が可能な入所者について、避難準備に関する情報が発出された段階で

帰宅させ、避難指示の発出時には自宅からの避難の実施とすることは、差し

支えない。 

     ・ 施設は、入所者を避難させたときは、県に対しその旨を連絡する。 

     ・ 県は、施設からの避難が県内の他の施設で対応できない場合は、周辺都道

府県及び国に対し、社会福祉施設等への受入れの協力を要請する等、避難先

の調整のための必要な支援を行うこととされている。 

     ・ 避難の実施により入所者の健康リスクが高まる場合には、避難より屋内退

避を優先させることが必要な場合がある。この場合においては、一般的に遮

へい効果や建屋の気密性が比較的高いコンクリート建屋への屋内退避が有効

であることに留意する。 

    イ 避難手段 

      一般住民の避難手段を基礎として、福祉車両、救急車、ヘリコプター等の輸

送手段を組み合わせる。この場合においては、当該入所者の状態に応じ、次の

避難手段を基本とする。 

     ・ 施設が所有する車両を 大限に活用し、自力による避難に努める。 

     ・ 自力での避難はできないが、入所者自身で、又は介助者が同伴することに

より、一時集合場所等までの移動が可能な入所者については、当該一時集合

場所等から、国、県又は町が確保した避難用の輸送手段による避難とする。
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この場合において、町は、当該入所者の心身の状態に応じ、適切な輸送手段

を選択する。 

     ・ 自力での避難ができず、かつ、一時集合場所等までの移動も困難な入所者

については、施設から、国、県又は町が確保した避難用の輸送手段による避

難とする。この場合において、町は、当該入所者の心身の状態に応じ、適切

な輸送手段を選択する。 

       なお、施設は、避難準備に関する情報が発出された段階で、町災害対策本

部等に対し、必要な輸送手段について連絡する。 

    ウ 避難経路 

      一般住民の避難経路と同一とする。ただし、救急車による避難については、

その緊急性から、必ずしも避難経路によることを要さず、かつ、退域検査ポイ

ントの通過も要しない。 

    エ 避難先 

      施設があらかじめ定めた受入先施設への避難を基本とする。この場合におい

て、受入先の調整に時間を要する場合等は、避難を優先させるため、一旦、一

般の避難所に避難させ、その後において受入先施設に移送する。 

 

 （４） 病院等の入院患者等の避難の流れ 

     病院等の入院患者等の避難時のポイント及び一般住民の避難と異なる点は以下

のとおりであり、また、避難の流れに係るイメージは図６－３－４に示す内容と

なる。 

○ 避難時のポイント（図６－３－４の次にア、イ、ウ及びエとして再掲） 

 ・ あらかじめ病院等ごとに定めた避難計画等に基づき、当該病院等の医師、

看護師及び職員の指示の下、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（又は屋内退避）させる。 

 ・ 避難指示の発出までに帰宅できない場合を除き、原則として、避難準備

に関する情報が発出された段階で外来患者及び見舞客を帰宅させ、避難指

示の発出時には自宅からの避難の実施とする。 

 ・ 避難の実施により入院患者又は外来患者の健康リスクが高まる場合には、

避難より屋内退避を優先させることが必要な場合がある。 

 ・ 避難手段は、福祉車両、救急車、ヘリコプター等の輸送手段を組み合わ

せる。 

 ・ 患者の搬送という緊急性から、必ずしも避難経路によることを要さず、

退域検査ポイントの通過も要しない。 

 ・ 受入先の調整に時間を要する場合等は、一旦、一般の避難所に避難させ、

その後において受入先の病院等に移送する。 
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図６－３－４ 入院患者等の避難の流れに係るイメージ 

 
 

    ア 病院等の対応等 

     ・ 病院等は、避難等指示が発出された場合は、あらかじめ病院等ごとに定め

た避難計画等に基づき、当該病院等の医師、看護師及び職員の指示の下、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（又は屋内退避）させる。 

     ・ 避難指示の発出までに帰宅できない場合を除き、原則として、避難準備に

関する情報が発出された段階で外来患者及び見舞客を帰宅させ、避難指示の

発出時には自宅からの避難の実施とする。 

     ・ 病院は、入院患者、外来患者又は見舞客を避難させたときは、県に対しそ

の旨を連絡する。 

     ・ 県は、病院等医療機関の避難が必要となった場合は、国の協力の下、医師

会等の関係機関と連携し、転院先となる医療機関を調整することとされてい

る。この場合において、県内の医療機関では対応できないときは、周辺都道

府県及び国に対し、医療機関への受入れの協力を要請することとされている。 

     ・ 避難の実施により入院患者又は外来患者の健康リスクが高まる場合には、

避難より屋内退避を優先させることが必要な場合がある。この場合において

は、一般的に遮へい効果や建屋の気密性が比較的高いコンクリート建屋への

屋内退避が有効であることに留意する。 

    イ 避難手段 

      福祉車両、救急車、ヘリコプター等の輸送手段を組み合わせる。この場合に

おいては、入院患者又は外来患者（及び見舞客）の状態に応じ、次の避難手段

を基本とする。 

     ・ 病院等が所有する車両を 大限に活用し、病院等の自力による避難に努め

る。 

     ・ 病院等の自力での避難ができない場合は、病院等から、国、県又は町が確

保した避難用の輸送手段による避難とする。この場合において、町は、入院
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患者又は外来患者（及び見舞客）の心身の状態に応じ、適切な輸送手段を選

択する。 

       なお、病院等は、避難準備に関する情報が発出された段階で、町災害対策

本部等に対し、必要な輸送手段について連絡する。 

    ウ 避難経路 

      患者の搬送という緊急性から、必ずしも避難経路によることを要さず、退域

検査ポイントの通過も要しない。 

    エ 避難先 

      受入先の調整に時間を要する場合等は、避難を優先させるため、一旦、一般

の避難所に避難させ、その後において受入先の医療機関に移送する。 

 

 （５） 各施設等による避難計画の策定（町防災計画第２章第７節第３） 

    ア 病院等医療機関 

      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、患者の搬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する。 

      なお、県は、国の協力の下、病院等医療機関の避難に備え、医師会等の医療

機関と連携し、入院患者の転院先の調整方法についてあらかじめ定めておくこ

ととしている。 

    イ 介護保険施設、障害者支援施設等 

      介護保険施設、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場所、避難経路、誘導責任者、誘導方法、入

所者等の搬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。 

      なお、県は、社会福祉施設に対し、あらかじめ県内のＵＰＺ地域外の地域や

周辺都道府県における同種の施設、ホテル等の民間施設等と施設利用者の受入

れに関する災害協定を締結するよう指導に努め、併せて、その内容を都道府県

に登録するよう要請するとともに、社会福祉施設に対して災害時に派遣可能な

職員数の登録を要請することや、関係団体と災害時の職員派遣協力協定の締結

等を行うことにより、介護職員等の派遣体制の整備に努めることとしている。 

 

 （６） 外国人への措置 

     県及び町は、外国人県民（町民）及び外国人観光客に対し、災害情報、避難等

指示、避難に関する情報等が正しく伝達できるよう、地域国際化協会等と連携し、

外国語又は平易な日本語により、広報等する。特に、ＳＮＳ等インターネットを

介した多言語情報の提供を、早期に、かつ、積極的に実施する。 
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第７章 避難住民等の支援体制等 

 

第１ 避難所及び福祉避難所の開設  

 （１） 基本的事項 

     避難所、福祉避難所及び避難所受付ステーション（以下「避難所等」という。）

の開設並びに避難住民等の誘導等の受入れに係る対応については、避難の開始が

切迫し、又は現に避難を実施している状況下で展開されるものであり、県及び町

は住民等の防護措置の実施に対して組織の全力をあげて対応しなければならない

状況にある。 

     こうした状況を勘案し、避難住民等の受入れに係る初期対応については避難先

自治体（登米市）が主体的に実施するものとし、その詳細については協定等によ

り定めるところによる。 

 （２） 初期の対応 

    ア 災害に係る情報連絡及び避難所等の開設要請 

      施設敷地緊急事態に至ったこと等、東北電力株式会社及び国から通報を受け

た事項の避難先自治体に対する情報連絡は、県が行う。 

【警 戒 事 態】 県は、必要に応じ、情報連絡を実施する。 

【施設敷地緊急事態】 県は、住民等の避難を円滑に実施することを目的と

して、情報連絡を実施する。 

      なお、避難所等の開設が必要と認められた場合は、当該開設について、随時

県又は町が避難先自治体（登米市）に要請する。 

    イ 開設の順序等 

      避難所等の開設の順序等は、次のとおりとする。 

      なお、「避難所割当て案」については、あらかじめ登米市と調整し、定めたも

のとして、資料編に登載する。 

○ 避難所受付ステーションの開設 

  避難先自治体（登米市）は、受付場所等の設営を行い、あらかじめ本町

と調整した行政区ごとの「避難所割当て案」を準備する。 

    ↓ 

○ 避難所及び福祉避難所の開設 

  避難先自治体（登米市）は、「避難所割当て案」に定めた避難所施設に職

員等を派遣し、使用の可否について確認する。使用可能な避難所施設につ

いては、順次、避難所等としての設営を行う。 

  なお、「避難所割当て案」に定めた避難所施設が使用不可能な場合は、他

の避難所施設への割当てを調整する。 

    ↓ 
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○ 県災害対策本部への連絡 

  避難先自治体（登米市）は、自らの自治体のみでは対応が困難な場合は、

その状況について県災害対策本部へ連絡する。 

  県災害対策本部は、全ての避難所受付ステーションからの情報を集約し、

空き、かつ、しばらくの間は避難の指示が発出されない見込みの地域にあ

る避難所施設をあらかじめ把握し、必要に応じ、県内の他市町村又は近隣

県等の避難所施設への再割当てを行い、避難先自治体（登米市）の避難所

受付ステーションに対し、結果を通知する。 

    ↓ 

○ 避難所への避難住民等の割当て 

  避難所受付ステーションに住民等が到着した後、避難所割当て案（県災

害対策本部から再割当ての案が示された場合は、当該案）に基づき、住民

等に対し避難所施設を案内する。 

 

 

 （３） 避難所及び福祉避難所の運営 

    ア 初期の対応 

     ・ 避難先自治体（登米市）は、避難元自治体である本町の職員（以下「本町

職員」という。）が到着するまでの間、避難所及び福祉避難所の運営に当たる。 

     ・ 本町職員は、可能な限り、住民等の避難に同行し、又は避難が開始された

後の避難所施設へ移動し、避難所及び福祉避難所の運営について、速やかに

避難先自治体（登米市）から移管を受ける。この場合において、町は、避難

所又は福祉避難所の運営に本町職員が当たることのできない事情があるとき

は、避難住民等、災害ボランティア等の協力を得た自主運営に努める。 

    イ 運営全般に係る事項 

     ・ 町は、各避難所及び福祉避難所に避難所責任者を配置し、その避難所責任

者は、町災害対策本部と緊密な連携を図りながら、避難住民等に係る記録等

の作成、避難住民等に対する情報の提供及び必要な指示等を実施できる体制

を整える。この場合において、町は、避難所責任者には、男女双方を配置す

るよう努める。 

     ・ 避難所及び福祉避難所の施設の管理については、避難所及び福祉避難所の

運営主体にかかわらず、当該施設の施設管理者が行う。 

     ・ 福祉避難所の運営については、この計画のほか、宮城県避難行動要支援者

等に対する支援ガイドライン（平成２５年１２月：宮城県）を参考とする。 

     ・ 避難先の指定を受けていない避難住民等が流入してきた場合は、避難所又

は福祉避難所の収容可能人員を超過するおそれがあることから、避難所受付

ステーションにて避難施設の指示を受け、当該避難施設へ移動するよう指示

する。 
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       なお、避難所又は福祉避難所が万が一収容可能人員を超過するおそれがあ

る場合は、避難先自治体が、避難所受付ステーションを通じ、県災害対策本

部に対し再割当てを依頼することとされている。 

    ウ 必要物資の確保 

     ・ 避難所及び福祉避難所において必要となる食糧及び毛布等の物資について

は、県及び町が、国、関係機関及び避難先自治体（登米市）に対して支援の

要請を行い、必要数を迅速に確保するとともに、町が備蓄する食糧及び物資

についても、有効に活用する。 

       なお、物資を選定する等の際は、女性、子育て世代及び高齢者の避難生活

に配慮する。 

     ・ 福祉避難所において特別に必要となる物資については、県及び町が、国、

関係機関及び避難先自治体（登米市）に対して支援の要請を行い、必要数を

確保する。 

 

第２ 避難が長期化した場合の対応  

   県及び町は、国の協力を得て、早期に応急仮設住宅、賃貸住宅等への移転ができる

よう努める。この場合においては、避難住民等の健康状態を把握する等し、要配慮者

の優先入居について配慮する。 
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第８章 町の警戒態勢等 

 

第１ 警戒事態における体制  

 （１） 体制（特別警戒配備：原子力災害１号配備） 

     警戒事態の段階において、町は、警戒態勢として、「南三陸町原子力災害警戒本

部」を設置する。 

本 部 長 副町長（ただし、町長が当たることを妨げない。） 

設置の時期 警戒事態に至ったことを確認した時において直ちに設置 

設置の場所 役場庁舎２階大会議室（又は中会議室） 

構 成 員 町長の事務部局及び議会その他行政委員会の管理職 

その他本部長が指名する職員、関係する防災関係機関の職員等 

そ の 他 ・ 本部長が欠けたとき等における職務の代理順位 

  副町長（町長が本部長となり、欠けたときに限る。）、総務課

長、企画課長の順とする。 

・ その他対応 

  対策拠点施設立上げ準備への協力、現地事故対策連絡会議へ

の職員の派遣等 

 

 （２） 防護措置等 

     放射性物質の放出前となる警戒事態の段階においては、ＵＰＺ内を含め、基本

的には、直ちに実施すべき防護措置はない。ただし、町は、次に掲げる事項につ

いて、必要に応じた内容により実施等する。 

    ア 観光客等一時滞在者への対応 

      町内に所在する観光客等一時滞在者に対しては、ＵＰＺ内にあるかどうかに

かかわらず、警戒事態の段階において帰宅等を促すこととし、町は、防災行政

無線（同報系）、広報車等を通じ、及び観光協会・観光施設等の協力を得て、観

光客等一時滞在者に対し必要な情報を提供する。この場合において、町は、観

光客等一時滞在者の安全な帰宅等に有益な情報の提供について配慮する。 

      なお、観光客等一時滞在者は、帰宅等に安全が確認できた段階において、事

態の進展及びその見込みにかかわらず、速やかに帰宅等を開始するものとする。 

    イ 事業所等における対応 

      町内の事業所等においては、ＵＰＺ内にあるかどうかにかかわらず、警戒事

態の段階において従業者等に帰宅等の準備を開始させるものとする。 

      なお、帰宅等は、当該帰宅等に安全が確認できた段階において、事態の進展

及びその見込みにかかわらず開始することを原則とし、町は、その趣旨等につ

いて、平時から啓発し、普及させる。  



40 

 

    ウ 学校等における対応 

      園児、児童・生徒が在校中である学校等においては、園児、児童・生徒の所

在等について確認し、教職員の統率の下、園児、児童・生徒を保護者に引き渡

すものとする。ただし、地震、津波等の事象との複合災害である場合その他の

危険がある場合においては、当該危険が解消するまでの間、園児、児童・生徒

を学校等の施設その他の安全な場所に退避等させるものとする。この場合にお

いて、既に自発的に引き取りに来た保護者がいるときは、一緒に退避等させる

ものとする。 

      なお、ＵＰＺ外の学校等にあっては、状況に応じ、上記に準じた対応とする。 

 （３） 広報 

     警戒事態に至る原因となった事故等の事実について、防災行政無線（同報系）

等を通じ、情報提供等を実施する。 

     なお、この場合における放送等文面は、概ね表８－１（防災行政無線（同報系）

による放送文面の一例）に照らした内容とし、ＵＰＺ内に限定することなく放送

等する（複合災害の場合における停電等をも考慮した場合には、防災行政無線（同

報系）による屋外・屋内放送が も有効な伝達手段となり得ることから、平時に

照らした放送時間の短縮、提供する情報の省略等は、不用意に行わないこと。）。 

 

表８－１ 防災行政無線（同報系）による放送文面の一例 

（上り４音チャイム） 

 こちらは、ぼうさいみなみさんりくこうほうです。 

 本日、午前（午後）○○時○○分、女川原子力発電所で「・・・（女川原発等からの情

報に基づく内容）・・・」が発生しました。 

 町では、警戒本部を設置し、詳しい情報の収集などに当たっていますが、現段階にお

いては、放射性物質が外部に漏れたという情報はありません。 

 町民の皆さんが特別の行動をとる状況にはありませんが、今後の状況によっては、屋

内退避や避難の指示をすることがあります。今後、新しい情報が入るまで、無用な外出

は控え、自宅にとどまり、防災行政無線、テレビ、ラジオなどの情報に十分注意してく

ださい。 

 なお、保育所・保育園、小・中学校（、高校）の児童・生徒は帰宅としますので、保

護者の方は、迎えや自宅での受入れなどをお願いします。 

 また、町内に滞在している観光・旅行客の皆さんは、直ちに帰宅の準備を始め、でき

る限り早く帰宅してください。 

 今後も、新しい情報が入り次第、お知らせします。 

（上記を更に２回繰り返し） 

 こちらは、ぼうさいみなみさんりくこうほうです。 

（下り４音チャイム） 
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第２ 施設敷地緊急事態における体制  

 （１） 体制（非常配備：原子力災害２号配備） 

     施設敷地緊急事態に至った場合、町は、「南三陸町原子力災害対策本部」を設置

し、非常配備を敷く。 

本 部 長 町長 

設置の時期 施設敷地緊急事態に至ったことを確認した時において直ちに設置 

設置の場所 役場庁舎２階大会議室（又は中会議室） 

構 成 員 南三陸町災害対策本部運営規程に基づく 

町長の事務部局及び議会その他行政委員会の管理職 

その他本部長が指名する職員、関係する防災関係機関の職員等 

そ の 他 ・ 本部長が欠けたとき等における職務の代理順位 

  副町長、総務課長、企画課長の順とする。 

・ その他対応 

  対策拠点施設立上げ準備への協力、現地事故対策連絡会議へ

の職員の派遣、対策拠点施設への現地災害対策本部等の設置等 

  町の施設内への屋内退避を希望する者のための屋内退避施設

の開放準備等 

 

 （２） 防護措置等 

     施設敷地緊急事態の段階においては、次に掲げる防護措置等について実施等す

る。 

    ア ＵＰＺ内住民等の屋内退避に向けた準備 

      屋内退避は、ＵＰＺ内住民等が次の段階（全面緊急事態）で実施する防護措

置であり、その前段となる準備については、施設敷地緊急事態の段階で伝達す

ることが基本となる。 

      なお、屋内退避は、住民等が、自宅、公共施設等の屋内に自主的に退避する

ことを基本とし、退避する施設は、可能な限り、遮へい効果及び気密性の高い

コンクリート建屋とする。ただし、公共施設をはじめとした当該コンクリート

建屋の有無及び複合災害である場合の対応を考慮し、町は、屋内退避を必要と

するその時々の状況に照らした適切な情報伝達を実施する。 

      また、町は、自宅等の屋内に退避する場合にあっては、住民等により、換気

の停止、窓ガラスへの目張りを実施する等し、遮へい効果及び気密性の保持を

考慮すべきであること等について、あらかじめ周知を図る。 

    イ ＵＰＺ内要配慮者の避難に向けた準備 

      避難の準備に時間を要すると考えられる要配慮者について、避難準備の開始

を促す。 

      なお、見込まれる事態の進展等に基づき、必要に応じ、避難行動要支援者の
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避難について検討する。 

    ウ ＵＰＺ外住民等の対応 

      施設敷地緊急事態の段階において、ＵＰＺ外住民等が直ちに実施すべき防護

措置はない。ただし、ＵＰＺ外住民等のうち、要配慮者については、必要に応

じ、屋内退避準備又は避難準備の開始を促す。 

    エ 屋内退避施設としての避難所の開放準備 

      町は、町の施設内への屋内退避を希望する者のための屋内退避施設として、

指定避難所等の施設（コンクリート建屋を優先する。）の開放を準備する。 

    オ 事業所等における対応 

      従業者等がいまだ帰宅等していない町内の事業所等においては、ＵＰＺ内に

あるかどうかにかかわらず、帰宅等に安全が確認できた段階において、従業者

等を帰宅等させるものとし、全面緊急事態に至る前において従業者等の帰宅等

を完了させるものとする。 

      なお、町は、その趣旨等について、平時から啓発し、普及させる。 

    カ 学校等における対応 

      施設敷地緊急事態の段階においても園児、児童・生徒がいまだ在校中である

学校等においては、園児、児童・生徒の所在等について確認し、教職員の統率

の下、園児、児童・生徒を保護者に引き渡すものとする。ただし、地震、津波

等の事象との複合災害である場合その他の危険がある場合においては、当該危

険が解消するまでの間、園児、児童・生徒を学校等の施設その他の安全な場所

に退避等させるものとする。この場合において、引き取りに来た保護者がいる

ときは、一緒に退避等させるものとする。 

      なお、ＵＰＺ外の学校等にあっても、上記に準じた対応を原則とする。 

 （３） 広報 

     ＵＰＺ内住民等に対し屋内退避準備について伝達するとともに、事故等の状況

について、防災行政無線（同報系）等を通じ、情報提供等を実施する。 

     なお、この場合における放送等文面は、概ね表８－２（防災行政無線（同報系）

による放送文面の一例）に照らした内容とし、ＵＰＺ内に限定することなく放送

等する（複合災害の場合における停電等をも考慮した場合には、防災行政無線（同

報系）による屋外・屋内放送が も有効な伝達手段となり得ることから、平時に

照らした放送時間の短縮、提供する情報の省略等は、不用意に行わないこと。）。 

 

（表８－２（防災行政無線（同報系）による放送文面の一例）は次のページ） 
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表８－２ 防災行政無線（同報系）による放送文面の一例 

（上り４音チャイム） 

 こちらは、ぼうさいみなみさんりくこうほうです。 

 本日（昨日）発生した、女川原子力発電所の事故の状況についてお知らせします。 

 ・・・（女川原発等からの情報に基づく内容）・・・ 

 町では、災害対策本部を設置し、詳しい情報の収集などに当たっていますが、現段階

においては、放射性物質が外部に漏れたという情報はありません。 

 今後の状況によっては、屋内退避や避難の指示をする可能性があります。 

戸倉地区の全域及び志津川の林行政区・大久保行政区の皆さんは、速やかに屋内退避

の準備を始めてください。また、必要に応じ、避難の準備も始めてください。 

その他の地区の方々も、今後、新しい情報が入るまで、無用な外出は控え、自宅にと

どまり、防災行政無線、テレビ、ラジオなどの情報に十分注意してください。 

 なお、保育所・保育園、小・中学校（、高校）の児童・生徒は帰宅としますので、保

護者の方は、迎えや自宅での受入れなどをお願いします。 

 また、町内に滞在している観光・旅行客の皆さんは、直ちに町外（可能であれば女川

原発からの方角、距離等を考慮した方向等について教示）へ退避してください。 

 今後も、新しい情報が入り次第、お知らせします。 

（上記を更に２回繰り返し） 

 こちらは、ぼうさいみなみさんりくこうほうです。 

（下り４音チャイム） 
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第３ 全面緊急事態における体制  

 （１） 体制（非常配備：原子力災害３号配備） 

     全面緊急事態に至った場合、町は、南三陸町原子力災害対策本部による非常配

備を継続する。 

本 部 長 町長 

設置の時期 施設敷地緊急事態に至ったときにおいて設置されていることが通

常 

設置の場所 役場庁舎２階大会議室（又は中会議室） 

構 成 員 南三陸町災害対策本部運営規程に基づく 

町長の事務部局及び議会その他行政委員会の管理職 

その他本部長が指名する職員、関係する防災関係機関の職員等 

そ の 他 ・ 本部長が欠けたとき等における職務の代理順位 

  副町長、総務課長、企画課長の順とする。 

・ その他対応 

  原子力災害合同対策協議会への参画（副町長ほか）等 

  緊急消防援助隊の出動要請に係る調整、指定地方行政機関等

の職員の派遣要請、自衛隊の派遣要請要求等 

  町の施設内への屋内退避を希望する者のための屋内退避施設

の開放 

 

 （２） 防護措置等 

     全面緊急事態に至った場合は、次に掲げる防護措置等について実施等する。 

    ア ＵＰＺ内住民等の屋内退避の実施及び避難準備 

      ＵＰＺ内住民等は、自宅、公共施設等の屋内に退避する。この場合において、 

退避する施設は、可能な限り、遮へい効果及び気密性の高いコンクリート建屋

とする。ただし、公共施設をはじめとした当該コンクリート建屋の有無及び複

合災害である場合の対応を考慮し、町は、屋内退避を必要とするその時々の状

況に照らした適切な情報伝達を実施する。 

      なお、町は、自宅等の屋内に退避する場合にあっては、住民等により、換気

の停止、窓ガラスへの目張りを実施する等し、遮へい効果及び気密性の保持を

考慮すべきであること等について、あらかじめ周知を図るとともに、屋内退避

が必要なときにおいて徹底する。 

    イ ＵＰＺ外住民等の対応 

      第２（２）アに準じ、ＵＰＺ外住民等に対し、屋内退避の実施に向けた準備

の開始を促す。 

    ウ 屋内退避施設としての避難所の開放 

      町は、町の施設内への屋内退避を希望する者のための屋内退避施設として、
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指定避難所等の施設（コンクリート建屋を優先する。）を開放する。 

 

 （３） 広報 

     ＵＰＺ内住民等に対し屋内退避の実施を、ＵＰＺ外住民等に対し屋内退避準備

を伝達するとともに、事故等の状況について、防災行政無線（同報系）等を通じ、

情報提供等を実施する。 

     なお、この場合における放送等文面は、概ね表８－３（防災行政無線（同報系）

による放送文面の一例）に照らした内容とし、ＵＰＺ内に限定することなく放送

等する（複合災害の場合における停電等をも考慮した場合には、防災行政無線（同

報系）による屋外・屋内放送が も有効な伝達手段となり得ることから、平時に

照らした放送時間の短縮、提供する情報の省略等は、不用意に行わないこと。）。 

 

表８－３ 防災行政無線（同報系）による放送文面の一例 

（サイレン吹鳴） 

 こちらは、ぼうさいみなみさんりくこうほうです。 

 ・・・（女川原発等からの情報に基づく内容）・・・ 

 内閣総理大臣から、原子力緊急事態宣言が出され、女川原発から半径３０キロメート

ルの範囲では屋内退避が必要な状況となりました。 

戸倉地区の全域及び志津川の林行政区・大久保行政区の皆さんは、直ちに屋内に退避

し、避難の準備を始めてください。自宅の窓やドアを閉め、換気扇、エアコンを止め、

外気を遮断してください。外から帰ってきた人は、念のため、顔や手を洗い、うがいを

してください。 

その他の地区の方々も、速やかに屋内退避の準備を始めてください。 

 なお、町内に滞在している観光・旅行客の皆さんは、直ちに町外（可能であれば女川

原発からの方角、距離等を考慮した方向等について教示）へ退避してください。 

 現段階において、放射性物質が外部に漏れたという情報はありません。今後も、新し

い情報が入り次第、お知らせします。防災行政無線、テレビ、ラジオなどの情報に十分

注意してください。 

（上記サイレン吹鳴からを更に２回繰り返し） 

 こちらは、ぼうさいみなみさんりくこうほうです。 

（下り４音チャイム） 
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第４ ＯＩＬに基づく対応（放射性物質の放出後）  

 （１） 体制（非常配備：原子力災害３号配備） 

     町は、南三陸町原子力災害対策本部による非常配備を継続する。 

 （２） 防護措置等 

     避難、除染等、ＯＩＬレベルに基づき、必要な防護措置を実施することとなる。 

 （３） 広報 

     ＯＩＬレベルに基づく防護措置の実施について、概ね表８－４（防災行政無線

（同報系）による放送文面の一例）に照らした内容により、ＵＰＺ内に限定する

ことなく放送等する（複合災害の場合における停電等をも考慮した場合には、防

災行政無線（同報系）による屋外・屋内放送が も有効な伝達手段となり得るこ

とから、平時に照らした放送時間の短縮、提供する情報の省略等は、不用意に行

わないこと。）。 

 

 

表８－４ 防災行政無線（同報系）による放送文面の一例 

（サイレン吹鳴） 

 こちらは、ぼうさいみなみさんりくこうほうです。 

 女川原発で発生した事故に伴い、町内の一部の場所で、高い放射線量が観測されてい

ます。 

○○行政区の皆さんは、原子力発電所から３０キロメートル圏外へ一時移転が必要な

状況となりました。避難のための一時移転を指示します。 

○○行政区の皆さんは、非常持出品を持参の上、落ち着いて避難を始めてください。 

避難先は、登米市（・・・施設名等・・・）です。 

その他の地区の方々は、速やかに屋内退避を始めてください。 

（上記サイレン吹鳴からを更に２回繰り返し） 

 こちらは、ぼうさいみなみさんりくこうほうです。 

（下り４音チャイム） 

 

※ この放送文面は、ＵＰＺ内の行政区に対しＯＩＬ２基準超過による一時移転を指示

する場合の一例であり、実際の放送に当たっては、一時集合場所等、安定ヨウ素剤の

配布場所を含む避難経路等について加える必要がある。 
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第５ 前倒しの防護措置実施への対応  

   安定ヨウ素剤の服用を要する場合において備蓄用丸剤の服用が困難な乳幼児及びそ

の家族その他の住民等が、避難指示の発出の有無にかかわらず、必要な前倒しの防護

措置として避難を開始する場合等において、受入先自治体（登米市）の受入体制が整

うまでの間又は屋内退避の実施が必要な間は、次の指定避難所を優先して開放する。

この場合において、町は、当該指定避難所に、相談窓口となる職員、保健師その他の

スタッフを配置する。 

指定避難所施設名 所在地 

スポーツ交流村（ベイサイドアリーナ） 南三陸町志津川字沼田５６番地 

入谷小学校 南三陸町入谷字童子下１９３番地２ 

入谷公民館 南三陸町入谷字水口沢１２番地１ 

平成の森アリーナ 南三陸町歌津字枡沢２８番地１ 
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資料１ 避難所割当て案 

（平成２７年８月１日現在） 

避難先施設名称 施設収容人員 避難元（割当）行政区等 避難見込数 

旧善王寺小学校 １,２０１人 戸倉地区優先予定  

善王寺ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ ４２９人   〃  

中津山公民館 ７０２人 志津川地区優先予定  

中津山小学校 ４５６人 登米市津山町内仮設優先予定  

計 ２,７６１人   

※１ 各施設の所在地 

  ・ 旧善王寺小学校       → 登米市米山町字善王寺石神６８番地 

  ・ 善王寺コミュニティセンター → 登米市米山町字善王寺新沼田１５番地 

  ・ 中津山公民館        → 登米市米山町中津山字清水１１番地５４ 

  ・ 中津山小学校        → 登米市米山町中津山字城内前４番地 

※２ 各施設までの避難経路については、資料５に記載する。 

注意） 避難元（割当）行政区等については、別途実施中のＵＰＺ居住者調査により得ら

れたＵＰＺ内の行政区・仮設住宅団地（登米市津山町内の仮設住宅団地を含む。）ご

との居住者数に基づき、割当てを定め、改めて記載する。 

 

 

資料２ 避難所受付ステーションの設置予定場所 

 

○ 避難所受付ステーションの設置が予定される場所 

  登米市登米総合体育館（登米市登米町寺池目子待井１０） 

 

 

資料３ 退域検査ポイントの設置場所 

 

退域検査ポイントの設置場所については、第６章第１（４）イ（避難退域時検査の実施）

に記載のとおり、原則としてＵＰＺの外側に、県が、避難経路等を勘案した上、国及び

関係市町と協議してあらかじめ定めることとされている。 

 

 

資料４ 安定ヨウ素剤の配布場所 

 

安定ヨウ素剤の配布場所（配布の時期といった考え方を含む。）については、被ばく医療

関連事項として宮城地区被ばく医療ネットワーク会議における検討等を経た後に、県と

町が調整して定めることとしている。 
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資料５ 避難所施設までの避難経路 

 

 （１） 主要幹線道路接続状況図（避難経路のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  主要な避難経路 ①荒町方向経由 (国道３９８号)－国道４５号－国道３４２号～ 

          ②入谷方向経由 (国道３９８号)－国道４５号－国道３９８号～ 

          ③入谷方向経由 (国道３９８号)－国道４５号－国道３９８号 

－三陸自動車道登米東和ＩＣ－登米ＩＣ  ～ 
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 （２）－１ 避難先施設にかかわらず共通する経由地「避難所受付ステーション（登米

市登米総合体育館：登米市登米町寺池目子待井１０番地）」までの経路 

［その１］ 

 〔国道４５号優先により、平日昼間、法定速度により走行し、かつ、この経路上に退域

検査ポイントが設置される場合の例〕 

 

戸倉寺浜地区を出発地とする経路の例 右左折等ポイントとなる箇所の写真 

①神割観光プラザ前 

  ↓ ②まで約10㎞：約14分 

    

②折立地区丁字路［左折し国道45号］ 

  ↓ ③まで約12㎞：約15分 

    

③国道45号登米市津山町内おおともクリニ

ック前丁字路 ※写真③［右折し市道］ 

  ↓ ④まで約3㎞：約4分 

    途中、桁下制限４.２ｍが１箇所あり。特大

車のバス等については、場合によってはＪ

Ｒ柳津駅前を通過する経路が推奨されるこ

とに注意。 

同箇所については、道路の形状上、大雨等

の際に冠水のおそれもあり、その場合もＪ

Ｒ柳津駅前を通過する経路が推奨されるこ

とに注意。 

 

 

 

④市道から国道342号への丁字路 ※写真④［右

折し国道342号］ 

  ↓ ⑤まで約4㎞：約5分 

    

 

 

 

 

 

 

 （次のページへ） 

 

 

 

 

写真③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真④ 
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戸倉寺浜地区を出発地とする経路の例 右左折等ポイントとなる箇所の写真 

  ↓ 

 

 

⑤登米大橋丁字路 ※写真⑤［左折し「一関」

方向。登米大橋渡り登米町内へ］ 

  ↓ ⑥まで約1㎞：約2分 

 

 

 

 

 

 

 

⑥国道342号から登米総合体育館へ ※写真⑥

［右折（登米市登米総合支所庁舎に同じ 

方向）］ 

  ↓ ⑦まですぐ 

 

 

 

 

 

 

⑦登米総合体育館（避難所受付ステーショ

ン）へ ※写真⑦［経由地］ 

 

 

 

 

 

 

 

※登米総合体育館から各避難先施設までの

経路については、（３）以降に記載 

 

 

写真⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真⑥ 

 

 

写真⑦ 

 

 

 

 

 

 

写真⑦ 
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 （２）－２ 避難先施設にかかわらず共通する経由地「避難所受付ステーション（登米

市登米総合体育館：登米市登米町寺池目子待井１０番地）」までの経路 

［その２］ 

 〔国道３９８号優先により、平日昼間、法定速度により走行し、かつ、この経路上に退

域検査ポイントが設置される場合の例〕 

 

戸倉寺浜地区を出発地とする経路の例 右左折等ポイントとなる箇所の写真 

①神割観光プラザ前 

  ↓ ②まで約10㎞：約14分 

    

②折立地区丁字路［右折し国道45号］ 

  ↓ ③まで約4㎞：約6分 

    

③国道45号水尻橋［直進し国道398号］ 

  ↓ ④まで約15㎞：約20分 

 

④国道398号（三陸道登米東和IC前通過）後

すぐから県道202号方向への丁字路 ※写真

④［左折］ 

  ↓ ⑤まで約1.6㎞：約2分 

 

 

 

 

 

 

⑤県道202号方向への丁字路 ※写真⑤［右折］ 

  ↓ ⑥まで約0.2㎞すぐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （次のページへ） 

 

 

 

 

 

 

 

写真④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真⑤ 
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戸倉寺浜地区を出発地とする経路の例 右左折等ポイントとなる箇所の写真 

  ↓ 

 

 

⑥県道202号への丁字路 ※写真⑥［左折し県道

202号］ 

  ↓ ⑦まで約5㎞：約6分 

 

 

 

 

 

 

 

⑦登米大橋丁字路 ※写真⑦［右折し登米大橋

渡り登米町内へ］ 

  ↓ ⑧まで約1㎞：約2分 

 

 

 

 

 

 

 

⑧国道342号から登米総合体育館へ ※写真⑧

［右折（登米市登米総合支所庁舎に同じ 

方向）］ 

  ↓ ⑨まですぐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （次のページへ） 

 

写真⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真⑦ 

 

 

 

 

写真⑥ 

 

 

 

 

写真⑧ 
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戸倉寺浜地区を出発地とする経路の例 右左折等ポイントとなる箇所の写真 

  ↓ 

 

 

⑨登米総合体育館（避難所受付ステーショ

ン）へ ※写真⑨［経由地］ 

 

 

 

 

 

 

 

※登米総合体育館から各避難先施設までの

経路については、（３）以降に記載 

 

 

写真⑨ 
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 （２）－３ 避難先施設にかかわらず共通する経由地「避難所受付ステーション（登米

市登米総合体育館：登米市登米町寺池目子待井１０番地）」までの経路 

［その３］ 

 〔国道３９８号・三陸自動車道優先により、平日昼間、法定速度により走行し、かつ、

この経路上に退域検査ポイントが設置される場合の例〕 

 

戸倉寺浜地区を出発地とする経路の例 右左折等ポイントとなる箇所の写真 

①神割観光プラザ前 

  ↓ ②まで約10㎞：約14分 

    

②折立地区丁字路［右折し国道45号］ 

  ↓ ③まで約4㎞：約6分 

    

③国道45号水尻橋［直進し国道398号］ 

  ↓ ④まで約15㎞：約20分 

 

④三陸道：登米東和ＩＣ～［国道398から左

折・進入し本線へ］ 

  ↓ ⑤まで約4.5㎞：約4分 

 

⑤三陸道：～登米ＩＣ［本線から下り左折

し市道を登米町内方向へ］ 

  ↓ ⑥まで約2.3㎞：約3分 

 

 

 

 

 

 

 

⑥市道から登米総合体育館へ ※写真⑥［右折

（登米市登米総合支所庁舎に同じ方向）］ 

  ↓ ⑦まですぐ 

 

 

 

 

 （次のページへ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真⑥ 
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戸倉寺浜地区を出発地とする経路の例 右左折等ポイントとなる箇所の写真 

  ↓ 

 

 

⑦登米総合体育館（避難所受付ステーショ

ン）へ ※写真⑦［経由地］ 

 

 

 

 

 

 

 

※登米総合体育館から各避難先施設までの

経路については、（３）以降に記載 

 

 

写真⑦ 
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 （３） 避難所受付ステーション（登米市登米総合体育館）から 

「旧善王寺小学校」 登米市米山町字善王寺石神６８番地 までの経路 

〔平日昼間、法定速度により走行した場合の例〕 

旧善王寺小学校までの経路の例 右左折等ポイントとなる箇所の写真 

①登米総合体育館 

  ↓ ②まですぐ 

    

②登米総合体育館付近十字路 ※写真②［左折

し「米山」方向へ］ 

  ↓ ③まで約0.7㎞：約1分 

    

 

 

 

 

 

 

③県道15号への丁字路 ※写真③［右折し「米

山」方向へ］ 

  ↓ ⑤まで約4㎞：約6分 

 

 

 

 

 

 

 

④県道15号の途中「大崎・米山」方向へ（米

山町内へは向かわず道なりに） ※写真④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （次のページへ） 

 

写真② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真④ 
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旧善王寺小学校までの経路の例 右左折等ポイントとなる箇所の写真 

  ↓ 

 

 

⑤県道15号上の丁字路 ※写真⑤［右折］ 

  ↓ ⑥まですぐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥旧善王寺小学校 ※写真⑥ 

 

写真⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真⑥ 
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 （４） 避難所受付ステーション（登米市登米総合体育館）から 

「善王寺コミュニティセンター」 登米市米山町字善王寺新沼田１５番地 ま

での経路〔平日昼間、法定速度により走行した場合の例〕 

旧善王寺小学校までの経路の例 右左折等ポイントとなる箇所の写真 

①登米総合体育館 

  ↓ ②まですぐ 

    

②登米総合体育館付近十字路 ※写真②［左折

し「米山」方向へ］ 

  ↓ ③まで約0.7㎞：約1分 

    

 

 

 

 

 

 

③県道15号への丁字路 ※写真③［右折し「米

山」方向へ］ 

  ↓ ⑤まで約4㎞：約6分 

 

 

 

 

 

 

 

④県道15号の途中「大崎・米山」方向へ（米

山町内へは向かわず道なりに） ※写真④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （次のページへ） 

 

写真② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真④ 
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旧善王寺小学校までの経路の例 右左折等ポイントとなる箇所の写真 

  ↓ 

 

 

⑤県道15号上の丁字路 ※写真⑤［左折］ 

  ↓ ⑥まですぐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥善王寺コミュニティセンター ※写真⑥ 

 

写真⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真⑥ 
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 （５） 避難所受付ステーション（登米市登米総合体育館）から 

「中津山公民館」 登米市米山町中津山字清水１１番地５４ までの経路 

〔平日昼間、法定速度により走行した場合の例〕 

中津山公民館までの経路の例 右左折等ポイントとなる箇所の写真 

①登米総合体育館 

  ↓ ②まですぐ 

    

②登米総合体育館付近十字路 ※写真②［左折

し「米山」方向へ］ 

  ↓ ③まで約0.7㎞：約1分 

    

 

 

 

 

 

 

③県道15号への丁字路 ※写真③［右折し「米

山方向」へ］ 

  ↓ ⑤まで約4㎞：約6分 

 

 

 

 

 

 

 

④県道15号の途中「大崎・米山」方向へ（米

山町内へは向かわず道なりに） ※写真④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （次のページへ） 

 

写真② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真④ 
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中津山公民館までの経路の例 右左折等ポイントとなる箇所の写真 

  ↓ 

 

⑤県道15号上旧善王寺小学校入口前通過  

 ※写真⑤［直進］ 

  ↓ ⑥まで約2.5㎞：約4分 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥県道１５号吉田体育館前十字路通過 ※写

真⑥［直進し「仙台・松島」方向］ 

  ↓ ⑦まで約2㎞：約3分 

 

 

 

 

 

 

 

⑦登米市米山総合支所前丁字路 ※写真⑦［右

折し「気仙沼・迫」方向］ 

  ↓ ⑧まですぐ（0.02㎞位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （次のページへ） 

 

写真⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真⑦ 
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中津山公民館までの経路の例 右左折等ポイントとなる箇所の写真 

  ↓ 

 

 

⑧警察米山駐在所前丁字路 ※写真⑧［左折］ 

  ↓ ⑨まで約0.3㎞：約30秒 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨よねやま歯科診療所前十字路 ※写真⑨［左

折］ 

  ↓ ⑩まで約2㎞：約3分 

 

 

 

 

 

 

 

⑩中津山公民館・中津山小学校入口丁字路 

※写真⑩［左折］ 

  ↓ ⑪まですぐ（0.2㎞ぐらい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （次のページへ） 

 

写真⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真⑨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真⑩ 
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中津山公民館までの経路の例 右左折等ポイントとなる箇所の写真 

  ↓ 

 

 

⑪中津山公民館 ※写真⑪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真⑪ 
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 （６） 避難所受付ステーション（登米市登米総合体育館）から 

「中津山小学校」 登米市米山町中津山字城内前４番地 までの経路 

〔平日昼間、法定速度により走行した場合の例〕 

中津山小学校までの経路の例 右左折等ポイントとなる箇所の写真 

①登米総合体育館 

  ↓ ②まですぐ 

    

②登米総合体育館付近十字路 ※写真②［左折

し「米山」方向へ］ 

  ↓ ③まで約0.7㎞：約1分 

    

 

 

 

 

 

 

③県道15号への丁字路 ※写真③［右折し「米

山方向」へ］ 

  ↓ ⑤まで約4㎞：約6分 

 

 

 

 

 

 

 

④県道15号の途中「大崎・米山」方向へ（米

山町内へは向かわず道なりに） ※写真④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （次のページへ） 

 

写真② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真④ 
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中津山小学校までの経路の例 右左折等ポイントとなる箇所の写真 

  ↓ 

 

⑤県道15号上旧善王寺小学校入口前通過  

 ※写真⑤［直進］ 

  ↓ ⑥まで約2.5㎞：約4分 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥県道１５号吉田体育館前十字路通過 ※写

真⑥［直進し「仙台・松島」方向］ 

  ↓ ⑦まで約2㎞：約3分 

 

 

 

 

 

 

 

⑦登米市米山総合支所前丁字路 ※写真⑦［右

折し「気仙沼・迫」方向］ 

  ↓ ⑧まですぐ（0.02㎞位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （次のページへ） 

 

写真⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真⑦ 
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中津山小学校までの経路の例 右左折等ポイントとなる箇所の写真 

  ↓ 

 

 

⑧警察米山駐在所前丁字路 ※写真⑧［左折］ 

  ↓ ⑨まで約0.3㎞：約30秒 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨よねやま歯科診療所前十字路 ※写真⑨［左

折］ 

  ↓ ⑩まで約2㎞：約3分 

 

 

 

 

 

 

 

⑩中津山小学校 ※写真⑩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真⑨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真⑩ 
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資料６ ＵＰＺ圏内人口・世帯数（住民基本台帳に基づく数

値）             ※平成 27年２月１日現在 

地区 行政区 男 女 計 世帯数 0～3歳 4・5歳 6～18歳 

戸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

倉 

荒 町 上 76 72 148 43 5 3 7 

荒 町 下 72 86 158 48 3 1 22 

西 戸 上 38 36 74 28 1 0 1 

西 戸 下 38 42 80 41 0 1 7 

折 立 上 84 85 169 64 1 1 25 

折 立 下 32 25 57 23 1 1 1 

水 戸 辺 39 55 94 30 3 0 5 

在 郷 上 32 36 68 22 0 0 12 

在 郷 下 25 26 51 25 0 1 3 

波伝谷上 65 66 131 37 8 0 9 

波伝谷下 38 47 85 25 5 1 14 

津 の 宮 62 58 120 33 3 1 16 

滝 浜 67 65 132 40 2 1 12 

藤 浜 46 44 90 24 4 3 7 

長 清 水 56 68 124 33 5 3 12 

寺 浜 64 64 128 25 8 4 14 

志 

津 

川 

林 112 122 234 96 3 2 26 

大 久 保 73 66 139 49 0 1 14 

計 1,019 1,063 2,082 686 52 24 207 

参考 

 
男 女 計 世帯数 

ＵＰＺ圏内人口 

 左記町全体の 14.75％ 

ＵＰＺ圏内世帯数 

 左記町全体の 14.73％ 
南三陸町全体 6,912 7,200 14,112 4,657 
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資料７ ＵＰＺ圏内人口・世帯数ほか（ＵＰＺ居住者調査に

基づく数値）         ※平成27年３月調査時点 

 
行政区等の名称 男 女 計 世帯 

避難に用いる 

自家用車台数 

バス等避難 

対象世帯数 

バス等避難 

対象者人数 

障害等で支援 

必要な対象者 

行 

 

 

 

政 

 

 

 

区 

荒町上 76 70 146 45 87 2 4 15 

荒町下 69 79 148 42 70 3 4 12 

西戸上（行政区内の仮設を含む。） 23 26 49 20 22 2 7 8 

折立上 1 1 2 1 1 0 0 0 

水戸辺（行政区内の仮設を含む。） 17 20 37 11 23 0 0 8 

津の宮（行政区内の仮設を含む。） 53 48 101 29 52 3 4 11 

滝浜 38 44 82 22 46 3 7 10 

藤浜 37 32 69 19 38 1 2 17 

長清水 9 14 23 6 11 1 1 4 

寺浜 48 49 97 20 44 1 1 15 

林  （行政区内の仮設を含む。） 82 95 177 59 86 7 20 29 

大久保（行政区内の仮設を含む。） 58 57 115 38 62 4 7 16 

町

内

仮

設 

旧戸倉中学校 33 40 73 30 40 3 4 9 

波伝谷 28 26 54 17 25 3 3 15 

志津川自然の家 55 65 120 37 65 1 2 12 

神割崎キャンプ場 25 27 52 14 28 1 3 11 

町

外

仮

設 

横山第１期・第２期 70 67 137 45 71 5 11 20 

横山幼稚園跡地 20 24 44 20 20 6 8 10 

津山若者総合体育館 21 18 39 12 24 1 1 3 

みなし仮設等 25 28 53 16 33 0 0 2 

計 788 830 1,618 503 848 47 89 227 

備考 １ この表に記載の数値は、南三陸町危機管理課が行政区長・行政連絡員を通じる等し、平成27年３月

に実施した調査のうち、第１回目分として回答のあった内容に基づくものである。第２回目以降にお

いて判明した内容については、随時更新する。（第１回目分の調査票配布世帯695件、回収世帯506件、

回収率72.81％） 

   ２ この表中「避難に用いる自家用車台数」は、ＵＰＺ居住者調査において、自家用車を保有する世帯

が、現に避難に用いることを予定するとして回答のあった台数を表す。 

   ３ この表中「バス等避難対象世帯数」及び「バス等避難対象者人数」は、ＵＰＺ居住者調査において、

自家用車を保有せず、かつ、近所等の自家用車への同乗も困難と回答した世帯の数及びその世帯の世

帯員の人数をそれぞれ表す。 

   ４ この表中「障害等で支援必要な対象者」は、ＵＰＺ居住者調査において、避難等に当たり「障害、

病気や治療等、特に注意すべきことがある」又は「避難の際に救急車等での対応の必要がある」とし

た者の人数を表す。  
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資料８ 一時集合場所（バス等による避難への適用） 

（平成２７年３月現在における検討） 

 行政区等の名称 一 時 集 合 場 所 摘    要 

行 

 

 

 

政 

 

 

 

区 

荒町上 荒町ふれあいセンター  

荒町下 荒町ふれあいセンター  

西戸上（行政区内の仮設を含む。） 切曽木仮設住宅 特大車の進入等に困難あり 

折立上 旧戸倉中学校仮設  

水戸辺（行政区内の仮設を含む。） 水戸辺仮設住宅入口  

津の宮（行政区内の仮設を含む。） 津の宮仮設住宅前  

滝浜 町民バス滝浜停留所  

藤浜 藤浜団地入口国道３９８号パーキング  

長清水 町民バス長清水停留所  

寺浜 神割崎キャンプ場駐車場  

林  （行政区内の仮設を含む。） 町民バス林停留所・町民バス黒崎停留所  

大久保（行政区内の仮設を含む。） 町民バス大久保停留所  

町

内

仮

設 

旧戸倉中学校 旧戸倉中学校仮設住宅  

波伝谷 志津川自然の家入口  

志津川自然の家 志津川自然の家入口  

神割崎キャンプ場 神割崎キャンプ場駐車場  

町

外

仮

設 

横山第１期・第２期 ＪＲ気仙沼線陸前横山駅  

横山幼稚園跡地 ＪＲ気仙沼線陸前横山駅  

津山若者総合体育館 津山若者総合体育館 特大車の進入等に困難あり 

みなし仮設等 個別に指定する場所  

備考 １ この表は、自力での避難（自家用車による避難）が困難な者であって、それぞれの一時集合場所ま

での移動を可能とするものが、バス等により避難をする場合における一時集合場所（乗車場所）につ

いて示すものである。 

   ２ この表は、各行政区等の区域内においてバス車両の進入等を可能とする場所について選定し、示し

たものである。したがって、津波等の危険がある場合においては、優先すべき行動を含め、広報の内

容等、十分に留意する必要がある。 

 

 

資料９ 一時集合場所（ヘリコプターによる避難への適用） 

 

津波との複合災害の場合等、ヘリコプターによる避難の必要があるときにおける一時集

合場所（ヘリコプターの離着陸場所）については、国の関係機関の協力の下に進めてい

る適地調査・検討の結果に基づき定めた後、この資料に記載する。 
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資料１０ 改訂の記録 
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