
平成２８年度 原子力防災訓練の概要（8/27、8/28） 

１ 広域避難訓練  約１，０００人（参加者内訳は別添のとおり） 

 

２日間かけて高浜・大飯両地域の訓練を実施することにより、両地域のＰＡＺ圏およびＵＰＺ

圏全ての市町（高浜町、おおい町、小浜市、若狭町、美浜町）において広域避難訓練を実施 

 

①初めて県外（兵庫県（宝塚市、三田市、丹波市））へ避難 約 240人（PAZ 155人、UPZ 85 人） 

 ※丹波市…丹波の森公苑を避難中継所（車からバスへの乗換え、避難先への振分け場所）として活用 

 

②県内避難先施設※まで過去最大規模の避難 約 760人（PAZ 145人、UPZ 615人） 

  ※初めて嶺北市町への避難を実施（大野市、越前市、鯖江市、越前町） 

 

③避難先施設における受入訓練を実施 20箇所（一般住民・児童園児の受入 10 箇所、入院患者・入所者の受入 10 箇所） 

    ※受入訓練…受付、スクリーニング確認、健康チェック、非常食の提供 等 

 

④陸・海・空自衛隊、海保庁による住民避難を実施 約 110人（車両 13 台、船舶 3隻、ヘリ 6 機） 

  ［高浜］車両 8台  船舶 3隻  ヘリ 3機 (住民約 75人) ［大飯］車両 5台   ヘリ 3機 (住民約 35人) 

         内浦地区各集落  日引漁港 小浜港  旧音海小 日引漁港 関電音海 若狭ﾍﾘ         はまかぜ 栽培漁業 C   はまかぜ はまかぜ 

            ↓       ↓    ↓    ↓    ↓     ↓   ↓            ↓    ↓      ↓    ↓ 

         エルどらんど    和田漁港 敦賀港  鞠山南  和田ﾏﾘｰﾅ 和田ﾏﾘｰﾅ 県立病院        総合町民 小浜市役所   鞠山南  若狭ﾍﾘﾎﾟｰﾄ 

                                                      体育館  駐車場 

 
⑤避難経路上における安定ヨウ素剤の配布  8箇所 約 700人 

  ※ UPZ 避難者全員への配布を実施 

※ 実施場所 ［高浜］保健福祉ｾﾝﾀｰ(高浜) 、ふるさと交流ｾﾝﾀｰ（おおい）、里山文化交流ｾﾝﾀｰ（おおい） 

食文化館（小浜）   、県若狭合庁(小浜)         、上中庁舎(若狭) 

［大飯］美浜西小学校(美浜) 、北西郷公民館（美浜） 

 

⑥県外、県内におけるスクリーニング・除染の実施 約 700人 

  ※ UPZ 避難者全員がスクリーニング場所を経由 

※ 実施場所 ［高浜］ ・あやべ球場（京都府） 85 人（県外で初めて実施）    

・美浜町役場      490 人（多数の住民対応を想定） 

・その他        40 人（船舶避難は敦賀港で実施、ヘリ避難の小浜病院 

患者は県立病院で実施） 

       ［大飯］  ・南条 SA周辺施設（南条勤労者体育ｾﾝﾀｰ） 85 人 

 

２ 屋内退避訓練等  約４，０００人 

自宅等における屋内退避、家屋倒壊により屋内退避できない住民の指定避難所への退避などの

訓練を実施 
 

 ①各住民が自宅等で屋内退避行動（戸締、情報収集、非常時持出品準備）を実施 
 

②家屋倒壊により屋内退避できない住民が指定避難所へ退避 
 

③各区長等から市町災害対策本部への通報連絡の実施  等 

別 紙 



３ 複合災害対応訓練（熊本地震を受けた対応） 

 複合災害時における実動部隊等への対応の要請・実施 
 

①【高浜】崖崩れ等による通行不能箇所（舞鶴野原港高浜線）に対する障害物排除（陸上自衛隊）  

 

②車両（陸自）、船舶(海自、海保)、ヘリ(陸自、海自、空自、海保)による住民避難【再掲】 
 

③家屋倒壊により屋内退避できない住民が指定避難所へ退避【再掲】 

 

 

４ 関係機関初動対応訓練 
 

県庁、市町庁舎、高浜 OFC、大飯 OFCにおける災害対策本部等の設置、運営訓練 

 ①福井県災害対策本部会議（県庁）     第１回  ８：００～ ８：３０ 

  福井県現地災害対策本部会議（OFC）    第２回  ９：００～ ９：２０ 

                      第３回  ９：３５～１０：００ 

 

 ②国・現地事故対策連絡会議（OFC）          ８：１０～ ８：２０ 

 

 ③国・原子力災害合同対策協議会（OFC）   第１回  ９：１０～ ９：２０ 

                      第２回  ９：３５～ ９：５０ 

                      第３回 １４：００～１４：２０（１日目 高浜） 

                       〃  １３：００～１３：２０（２日目 大飯） 

 

 

５ その他 
  

 上記訓練のほか、発電所事故制圧訓練（全交流電源喪失対応訓練、緊急事態支援組織によるロ

ボット搬入・操作訓練）、緊急時モニタリング訓練（OFC、発電所 30㎞圏）、警察による主要交差

点等での交通整理・避難誘導、映像送信、海上警戒などの訓練を実施 

 

 

６ 事故想定 
  

 発電所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、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。  



別添 広域避難訓練 参加者内訳 
 
＜ＰＡＺ：300人＞                

高
浜
地
域 

 

一般住民 
高浜町（青郷・高浜） 80人  

 

県外 宝塚市（宝塚市役所） 

※最寄りの避難施設の確認を実施 

〃 （内浦） 45人 松陵中学校（敦賀市） 

学校・ 
保育所 

高浜小学校、高浜保育所 75人 
県外 丹波市（丹波の森公苑） 

※避難先バスへの乗換訓練を実施 

病院・ 

福祉施設 

若狭高浜病院 

若狭高浜病院附属老健施設  
10人 

市立敦賀病院（敦賀市） 

ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ気比の杜（敦賀市） 

在宅 

要支援者 

高浜町 

（青郷・高浜・内浦） 
10人 

美浜町保健福祉ｾﾝﾀｰ（美浜町） 

若狭高浜病院（高浜町） 
 

大
飯
地
域 

 
一般住民 

おおい町（大島） 30人  粟野中学校（敦賀市） 

小浜市 （内外海） 30人 武生商業高校（越前市） 

学校 大島小学校（おおい町） 15人 粟野中学校（敦賀市） 

在宅 

要支援者 

おおい町（大島） 

小浜市 （内外海） 
5人 敦賀市福祉総合ｾﾝﾀｰ（敦賀市） 

 

＜ＵＰＺ：700人＞ 

高
浜
地
域 

 

一般住民 

高浜町 （和田） 45人 
 

 

県外 三田市（三田市消防本部）

※最寄りの避難施設の確認を実施 

おおい町（本郷・佐分利） 40人 

県外 丹波市（丹波の森公苑） 

※避難先バスへの乗換訓練を実施

※10人は避難施設の確認を実施 

〃  （名田庄） 25人 東浦小中学校（敦賀市） 

小浜市 （全１２地区） 345人 
今立体育センター（越前市） 

吉川小学校（鯖江市） 

若狭町 （三宅） 55人 越前体育館（越前町） 

学校・ 

保育所 

小浜小学校、西津小学校 

雲浜小学校（小浜市） 
80人 

今立体育センター（越前市） 

三宅保育所（若狭町） 5人 越前体育館（越前町） 

病院・ 

福祉施設 

楊梅苑（おおい町・介護老人福祉施設） 5人 萩の苑（敦賀市・養護老人ホーム） 

公立小浜病院（小浜市） 5人 福井県立病院（福井市） 

やすらぎの郷 
（小浜市・障害者支援施設） 

5人 
若越みどりの村 
（越前市・障害者支援施設） 

松寿苑 
（若狭町・介護老人福祉施設） 

5人 
第三光が丘ハウス 
（越前町・介護老人福祉施設） 

 

大
飯
地
域 

 一般住民 美浜町 （美浜西） 60人  
富田公民館（大野市） 

学校 美浜西小学校（美浜町） 20人 

福祉施設 
やはず苑 
（美浜町・地域密着型特養） 

5人 
福井県済生会聖和園 
（大野市・介護老人福祉施設） 

     ※参加人数については、概ねの人数を記載 

     ※学校・保育所については、避難実施前に保護者への引渡し訓練を実施 


