
３－８－１ 原子力災害時の相互応援に関する協定 

（趣  旨） 

第１条 この協定書は、災害対策基本法第８条第２項第１２号の規定に基づき、北海道、青森

県、宮城県、福島県、茨城県、新潟県、石川県、福井県、静岡県、京都府、島根県、愛媛県、

佐賀県及び鹿児島県（以下「道府県」という。）において、原子力災害（蓋然性を含む。）

が発生した場合（以下「緊急時」という。）に、緊急事態応急対策を実施すべき区域を管轄

し、応援を要請する必要があると判断した道府県（以下「被災道府県」という。）における

原子力防災対策に特有な措置をさらに充実するため、道府県間の応援活動について必要な事

項を定めるものとする。 

（応援主管道県等） 

第２条 応援活動を迅速かつ円滑に実施するため、原子力発電関係団体協議会会長道県を応援

主管道県とする。 

２ 前項に定める応援主管道県が被災道府県である場合は、原子力発電関係団体協議会副会長

道県を応援主管道県とする。 

３ 被災道府県は、速やかに応援主管道県に被害状況を連絡し、連絡を受けた応援主管道県は

被災道府県の状況を他の道府県に連絡するものとする。 

４ 応援主管道県は、被災道府県から連絡を受けた場合には、次のことを行う。 

（１）緊急時における被災道府県との連絡調整 

  （２）応援を行う道府県（以下「応援道府県」という。）間の調整 

  （３）その他考えられる事項 

（応援の種類） 

第３条 応援の種類は、次のとおりとする。 

  （１）原子力防災資機材の提供 

  ア 緊急時モニタリング資機材 

イ 原子力防災活動資機材 

ウ 緊急時医療資機材 

  （２）職員の派遣 

ア 緊急時モニタリング関係職員 

イ 緊急時医療関係職員 

ウ その他災害対策関係職員 

（応援要請の手続） 

第４条 被災道府県は、次に掲げる事項を明確にして、応援主管道県に文書により要請を行う。

ただし、文書により要請のいとまがない場合には、電話又はファクシミリ等により要請を行

い、後に文書を速やかに提出するものとする。 
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  （１）災害発生日時又は発生するおそれがある場合は予測される日時 

  （２）災害の発生又は発生するおそれのある場所 

  （３）災害の態様及び規模等又は見込まれる災害の態様及び規模等 

  （４）所要人数並びに原子力防災資機材の種別及び数量 

  （５）応援隊の集結場所又は原子力防災活動資機材の受領場所 

  （６）応援の期間 

  （７）要請担当者及び連絡先 

２ 前項の要請を受けた応援主管道県は、前項に定める事項を速やかに他の道府県に連絡する

とともに応援道府県及びそれぞれの応援内容を調整のうえ、被災道府県に連絡するものとす

る。また、応援主管道県は被災道府県に職員を派遣し、応援活動の実施に必要な情報収集等

を行い、応援道府県に連絡するものとする。 

３ 第１項に定める要請をもって、被災道府県から応援道府県に対してこの協定に基づく応援

の要請があったものとみなす。 

（応援経費の負担） 

第５条 応援に要した経費の負担については、次のとおりとする。 

  （１）原子力防災資機材の提供に係る輸送、補充に要する経費は、被災道府県の負担とす

る。 

  （２）応援道府県が被災道府県に派遣する職員及び前条第２項後段において、応援主管道

県が被災道府県に派遣する職員（以下「応援職員」という。）の派遣に要する経費

（諸手当及び派遣旅費に限る。）は応援道府県が定める規定により算定した当該応援

職員の諸手当の額及び旅費の額の範囲内で被災道府県の負担とする。 

  （３）その他応援に要する経費は、原則として被災道府県の負担とする。 

２ 応援職員が応援業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態とな

った場合における公務災害補償に要する経費は、応援道府県の負担とする。 

３ 応援職員がその責に帰すべき事由以外により業務上第三者に損害を与えた場合において、

その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被災道府県が、被災道府県への往復の

途中において生じたものについては応援道府県が賠償の責めを負う。 

４ 被災道府県が第１項第１号から第３号に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、被

災道府県から要請があった場合には、応援道府県が当該経費を一部繰替支弁するものとする。 

（物資等の携行） 

第６条 応援道府県は、応援職員を派遣する場合には、応援職員が使用する物資等を携行させ

るものとする。 

（放射線の防護等） 

第７条 被災道府県は応援職員の放射線の防護に十分配慮するとともに、応援活動内容等につ

いて、応援主管道県を経由して、応援道府県と十分協議するものとする。 

２ 応援職員の被ばく管理は、被災道府県が応援道府県と十分協議し、適正に行うものとする。 
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（参考資料の交換） 

第８条 道府県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、次に掲げる応援活動の実施

に必要な参考資料を相互に交換するものとし、毎年５月末日までに原子力発電関係団体協議

会会長道県あて送付するものとする。ただし、参考資料の内容に重要な変更があった場合に

は、その都度、変更した道府県から他の道府県あて送付するものとする。 

  （１）地域防災計画 

  （２）緊急時の連絡窓口及び防災担当者の氏名 

  （３）防災関係機関の名称 

  （４）原子力防災資機材の保有状況 

  （５）その他必要と考えられる事項 

（その他） 

第９条 この協定を締結していない道県が原子力発電関係団体協議会会長道県となった場合に

は、原子力発電関係団体協議会会長道県を原子力発電関係団体協議会副会長道県と読み替え

るものとする。 

２ この協定に定めのない事項については、必要の都度協議して定めるものとする。 

（施行期日） 

第10条 この協定は、平成１３年１月３１日から適用する。 

  この協定の締結を証するため、本書１４通を作成し、各道府県記名押印の上、各１通を保

有する。 

平成１３年１月３１日 

北海道知事  青森県知事  宮城県知事  福島県知事 

茨城県知事  新潟県知事  石川県知事  福井県知事 

静岡県知事  京都府知事  島根県知事  愛媛県知事 

佐賀県知事  鹿児島県知事 
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３－８－２ 

緊急時医療本部運営要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、緊急時医療本部（以下「医療本部」という。）の組織、設置場所、お

よび運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（組織および業務分担） 

第２条 医療本部は、災害対策本部、現地災害対策本部、緊急時モニタリングセンターお

よび関係市町との緊密な連携のもとに、災害現地における医療活動を総括する。 

２ 緊急時医療本部長（以下「医療本部長」という。）には、健康福祉部企画幹を充てる。 

３ 医療本部に医療本部員を置き、次に掲げる機関の代表者をもって充てる。医療本部

員は、専門的立場から、医療本部長に対し、必要な助言・援助を行う。 

（１）緊急被ばく医療派遣チーム（国から派遣） 

（２）社団法人 福井県医師会 

（３）日本赤十字社福井県支部 

（４）その他医療本部が必要と認める機関 

４ 必要に応じ、医療本部に災害医療コーディネーターを配置する。 

５ 医療本部に次の班を置き、各班の構成および業務分担は別表１のとおりとし、状況

に応じて医療本部長が決定する。 

（１）総務連絡班 

（２）一次スクリーニング班、救急処置班 

（３）除染班、二次スクリーニング班 

（４）その他 

（医療本部会議） 

第３条 医療本部会議は、医療本部長、医療本部員をもって構成し、医療本部長が主宰す

る。 

２ 医療本部会議は、次の事項について所掌する。 

（１）緊急被ばく医療措置計画の企画・立案に関すること。 

（２）発災地域周辺の医療機関に対する助言・援助に関すること。 

（３）その他緊急被ばく医療措置の重要事項に関すること。 

（設置場所） 

第４条 医療本部は、事故の発生した原子力発電所の場所に応じて、現地の原子力防災セ

ンターに設置する。また、緊急時医療後方支援本部（以下、「後方支援本部」という。）

を、医療本部を設置する原子力防災センターの近隣の原子力防災センターに設置する。 
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３－８－２ 

（準備体制） 

第５条 健康福祉部企画幹は、事故対策本部が設置されたときは、医療本部等設置の準備

のため、次の措置をとるものとする。 

（１）地域医療課長、二州健康福祉センター所長および若狭健康福祉センター所長に

活動準備を命ずるとともに、各健康福祉センター所長および県立病院長に救急医

療班の派遣準備を命ずる。 

（２）救急医療班の派遣機関および初期被ばく医療機関、二次被ばく医療機関、社団

法人福井県放射線技師会との連携を密にし、状況に応じ活動準備要請をする。 

２ 準備体制における連絡・調整は、地域医療課長が行う。 

（緊急時医療連絡室） 

第６条 健康福祉部企画幹は、事故対策本部長から指示があったときは、緊急時医療連絡

室を設置する。 

２ 緊急時医療連絡室は、事故の発生した原子力発電所の場所に応じて、現地原子力防

災センターに設置する。 

３ 緊急時医療後方支援連絡室は、緊急時医療連絡室を設置する原子力防災センターの

近隣の原子力防災センターに設置し、緊急時医療連絡室の支援にあたる。 

４ 緊急時医療連絡室長には、事故の発生した原子力発電所の地域を管轄する健康福祉

センター所長を宛てる。 

５ その他の組織および業務分担については、医療本部の組織および業務分担に準ずる。 

（連絡・召集体制） 

第７条 医療本部長は、医療本部員の召集体制および各関係医療機関への連絡方法をあら

かじめ整備しておくものとする。 

（緊急被ばく医療措置） 

第８条 緊急被ばく医療措置の基本的手順は、別表第２のとおりとする。 

２ 救急医療班の派遣機関別構成は、別表第３のとおりとする。 

（その他） 

第９条 この要領に定めるもののほか、緊急被ばく医療措置の実施に必要な事項は別に定

める。 
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救急医療班（派遣機関別構成） 

区分 派遣機関 班数 

県 １０ 

健康福祉センター ５ 

県立病院 ５ 

国立病院機構、 

国立大学病院 
３ 

国立病院機構あわら病院 

国立病院機構あわら病院 

１ 

１ 

福井大学医学部附属病院 １ 

公的医療機関 １４ 

日本赤十字社福井県支部 ６ 

（福井赤十字病院） 

福井県済生会病院 １ 

福井社会保険病院 １ 

公立丹南病院 １ 

坂井市立三国病院 １ 

市立敦賀病院 １ 

杉田玄白記念公立小浜病院 １ 

レイクヒルズ美方病院 

社会保険高浜病院 

１ 

１ 

医師会 一般社団法人福井県医師会 ３３ 

合 計 ６０ 
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別表 第１ 

班の構成および業務分担表 

班名 班員 業務分担 

総務連絡班 

（班長） 

地域医療課長 

（副班長） 

二州健康福祉

センター所長 

若狭健康福祉

センター所長 

地域医療課員 

二州健康福祉センター員 

若狭健康福祉センター員 

その他健康福祉部関係職

員 

１ 医療本部の設置に関すること。 

２ 医療本部会議に関すること。 

３ 医療本部の庶務に関すること。 

４ 緊急被ばく医療設備・機器の調達・配備に

関すること。 

５ 救急医療班の受入・派遣に関すること。 

６ ヨウ素剤の調達・配備に関すること。 

７ 緊急被ばく医療活動の諸記録に関するこ

と。 

８ 救急医療班の派遣機関および、初期被ばく

医療機関、二次被ばく医療機関との連絡・調整

に関すること。 

９ 災害対策本部、現地災害対策本部および緊

急時モニタリングセンターとの連絡・調整に関

すること。 

１０ 関係市町、被災地区周辺医療機関および

原子力発電所内救急医療施設との緊急被ばく医

療措置についての連絡・調整に関すること。 

１１ 救急搬送について、消防機関等との連

絡・調整に関すること。 

一次スクリー

ニング 救急医療班 

・健康福祉センター 

・県立病院 

・公的病院 

・医師会 

１ サーベイメータ等の放射線測定器による汚

染測定に関すること。 

２ 除染の必要性の判定に関すること。 

救急処置班 １ 問診等による身体的異常の検査に関するこ

と。 

２ 汚染・被ばくとは直接関係のない緊急時の

混乱等により生じた一般的傷病等に対する応急

処置に関すること。 

除染班 ・緊急被ばく医療派遣チ

ーム（国から派遣） 

・救急医療班 

１ 薬剤等を用いた拭き取り等の方法による放

射能汚染の除去に関すること。 

２ 除染シャワーテントなど除染施設等による

放射能汚染の除去に関すること。 

二次スクリー

ニング 

１ サーベイメータ、体内放射線測定器、ホー

ルボディカウンタ等の放射線測定器による、体

内、体外の汚染、被ばくのチェックに関するこ

と。 

初期被ばく医

療班 

・初期被ばく医療機関 

・初期被ばく医療支援機

関 

１ 救急処置班では実施の困難な一般的傷病等

に対する医療に関すること。 

２ 汚染を伴う一般的傷病等で、入院治療を要

しない傷病に対する医療に関すること。 

二次被ばく医

療班 

・二次被ばく医療機関 １ 高線量被ばく患者の診療に関すること。 

２ 放射能汚染や放射線被ばくを伴う合併損傷

の診療に関すること。 

３ 内部被ばく患者に対する診療に関すること 
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緊急被ばく医療措置の基本的手順 

被災住民等 

一次スクリーニング 

医師の評価･判断 

健康相談窓口 

終 了 

一次除染 

二次スクリーニング 

医師の評価・判断 

医師の診察 

救急医療処置 

初期被ばく医療機関搬送 

二次被ばく医療機関搬送 

汚染検査・除染・医療処置 

医師の診察 

救急医療処置 

汚染なし 

外傷等なし 

汚染なし 

外傷等あり 

汚染なし 

外傷等なし 

（別表 第２） 

汚染あり 

汚染あり 

外傷等あり 

全身汚染、 

高線量被ばく、 

重症合併損傷等 

汚染なし 

外傷等あり 汚染残存 

外傷等あり 

汚染なし 

外傷等 

処置済 

汚染残存、 

重症合併損傷等 

汚染なし 

外傷等なし 
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