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第１章 序 

 

昭和５４年３月に発生した米国スリーマイルアイランド（ＴＭＩ）原子力発電所の事故

を契機に、原子力安全委員会は、原子力災害特有の事象に着目し原子力発電所等の周辺に

おける防災活動をより円滑に実施できるよう技術的、専門的事項について検討した結果を

とりまとめ、昭和５５年６月に、「原子力発電所等周辺の防災対策について」（以下「防災

指針」という。）を決定した。その後、必要に応じて、改訂を行ってきたところである。 

平成１１年９月３０日にウラン加工施設において、我が国で初めて周辺住民の避難等

が必要となるような臨界事故が発生した。この事故対応の反省を踏まえて、初期対応の

迅速化、国及び地方公共団体の連携強化、国の対応機能の強化や原子力事業者の責務の

明確化等を柱とする原子力災害対策特別措置法が制定され、関係機関において、新しい

仕組みによる原子力防災対策の充実強化に向け、各種計画等の策定、改訂作業が進めら

れることとなった。 

このため、原子力防災対策の技術的、専門的事項を扱う防災指針についても、臨界事

故対応での教訓や原子力災害対策特別措置法との整合性等を踏まえ、以下の点に留意し

て、平成１２年５月に改訂した。 

・ 新しい原子力災害対策特別措置法の仕組みに対応できること 

・ 従来の原子力発電所、再処理施設等に加え、対象施設として研究炉、核燃料関連施設

にも対応できること 

・ 従来の希ガス及びヨウ素対策に加え、核燃料物質の放出や臨界事故にも対応できること 

さらに、原子力災害対策特別措置法の制定により、防災の対象施設が原子力施設一般

に広がり、また、原子力事業者の責務が明確化されたことから、本指針の表題を「原子

力施設等の防災対策について」に変更するとともに、防災対策の内容をより実効性のあ

るものとなるよう、必要な修正を行った。 

平成１３年３月には、国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）１９９０年勧告の取入れに

伴い核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の関係法令の改正がなさ

れることに合わせ、用語とともに、内部被ばくに係る線量係数（Sv/Bq）の変更に伴う改

訂等を行った。 

平成１３年６月には、臨界事故による被ばく患者に対する緊急被ばく医療の経験を踏

まえ、緊急被ばく医療をより実効性のあるものとし、国、地方公共団体、原子力事業者

等の医療に携わる者の責務等を明確化するために改訂を行った。 

平成１４年４月には、原爆被災者に対する長期追跡調査から得られた科学的知見及び

チェルノブイリ原子力発電所事故の調査結果等を踏まえ、安定ヨウ素剤予防服用に係る

防護対策について改訂を行った。 

平成１４年１１月には、ＪＣＯ事故における経験、地震災害等の自然災害における経

験等を踏まえ、原子力災害時におけるメンタルヘルス（心の健康）に関する対策（以下

「メンタルヘルス対策」という。）について改訂を行った。 

今回は、ブロック数等に関する緊急被ばく医療体制における地域ブロック化について

改訂を行った。 

なお、今後も、防災対策の内容が、実効性の高いものになるよう検討を継続し、新た

な知見等を積極的に取り入れることにより、必要に応じて、本指針の見直しを行ってい

くこととする。 
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第２章 防災対策一般 

 

２－１ 原子力防災対策の特殊性等 

原子力施設における事故により、放射性物質又は放射線の異常な放出あるいはそのお

それがある場合、防災活動の内容としては、施設における異常事態の検知及び関係機関

への情報の連絡に始まり、緊急時環境放射線モニタリング（以下「緊急時モニタリン

グ」という。定義は第４章に記載）の開始、災害対策本部の設置、住民への情報伝達を

含む連絡体制の確立、関係諸機関の所定の行動、災害の低減化のための住民の行動に関

する指示等が挙げられる。これらの防災活動を含む原子力防災対策には、一般防災対策

活動に共通あるいは類似のものに加えて原子力に特有なものがある。原子力に特有なも

のとして以下のことが考えられる。 

 

① 放射性物質又は放射線の存在は、放射線測定器を用いることにより、健康への影響

が考えられない微量でも検知できる。しかし、その存在を、五感で直接感じることが

できず、被ばくの程度を自ら判断できないこと。 

② 一般的な災害と異なり、自らの判断で対処するためには、放射線等に関する基本的

な知識を必要とすること。 

③ 原子力災害は原子力事業者の活動によって発生するため、原子力事業者がその予防

対策、応急対策について、大きな責務を有すること。 

④ 原子力防災には、原子力に関する専門的知識を有する機関の役割や指示、助言等が

重要であること。 

 

一方、通報連絡、住民の退避措置、飲食物の摂取制限等の防災対策の実施について

は、一般防災対策との共通性あるいは類似性があるので、専門知識に基づく適切な指示

があれば、これを活用した対応が可能である。 

したがって万一、放射性物質又は放射線の異常な放出あるいはそのおそれのある場

合には、前述の特殊性、類似性等を勘案して、適切な対策を講じることにより、周辺住

民等の心理的な動揺あるいは混乱を防止し、異常事態による影響をできる限り低くする

ことが重要である。 

このため、災害対策基本法、原子力災害対策特別措置法等に基づいて原子力防災計画

の作成、防災資機材の整備、防災訓練の実施等により、緊急時の活動が円滑かつ有効に

行われるよう普段から準備する必要がある。 

 

２－２ 放射性物質又は放射線の放出形態、被ばくの形態及び被ばく低減化措置 

原子力防災計画の立案あるいは充実を図るに当たって基本となる、原子力施設からの

放射性物質又は放射線の放出形態、被ばくの形態及び被ばく低減化措置の考え方は以下

のとおりである。 
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(1) 放射性物質又は放射線の放出形態 

原子力施設からの放射性物質又は放射線の放出の形態は、施設の特性や事故の形態

により異なるものであり、対象とするそれぞれの施設等に応じた原子力防災計画の立

案が必要である。 

 

① 原子炉施設等で想定される放出形態 

原子炉施設等においては、多重の物理的防護壁により施設からの直接の放射線は

ほとんど遮へいされ、また、固体状、液体状の放射性物質が広範囲に漏えいする可

能性も低い。したがって、周辺環境に異常に放出され広域に影響を与える可能性の

高い放射性物質としては、気体状のクリプトン、キセノン等の希ガス及び揮発性の

放射性物質であるヨウ素を主に考慮すべきである。また、これらに付随して放射性

物質がエアロゾル（気体中に浮遊する微粒子）として放出される可能性もあるが、

その場合にも、上記の放射性物質に対する対策を充実しておけば、所要の対応がで

きるものと考えられる。 

これらの放出された放射性物質は、プルーム（気体状あるいは粒子状の物質を含

んだ空気の一団）となって風下方向に移動するが、移動距離が長くなるにしたがっ

て、拡散により濃度は低くなる。 

 

② 核燃料施設で想定される放出形態 

(ｲ) 火災、爆発等による核燃料物質の放出 

核燃料施設においては、火災、爆発、漏えい等によって施設からウラン又はプ

ルトニウム等がエアロゾルとして放出されることが考えられる。これらの放射性

物質は上記①と同様にプルームとなって放出、拡散されるが、爆発等により、フ

ィルタを通さずに放出され、量的には多いとみられる粗い粒子状のものは、気体

状の物質に比べ早く沈降すると考えられる。また、フィルタを通して放出される

場合には、気体状の物質とほぼ同様に振る舞うと考えられる。 

 

(ﾛ) 臨界事故 

臨界事故が発生した場合、核分裂反応によって生じた核分裂生成物の放出に加

え、反応によって中性子線及びガンマ線が発生し、周囲に放出される。この場

合、施設の遮へいが十分な箇所で発生した場合は放射線の影響は無視できるが、

遮へいが十分でない場合は、施設から直接放出される中性子線及びガンマ線に対

する防護が重要となる。 

施設から直接放出される放射線は、施設内外の遮へい条件にもよるが、施設か

らの距離のほぼ２乗に反比例して減衰するため、その影響は近距離に限定され

る。 

核分裂反応によって生じた核分裂生成物の放出は、希ガス及びヨウ素を考慮す

ればよいが、その潜在的な総量は原子炉施設に比べ極めて少ない。 

なお、原子力施設から液体状の放射性物質の流出があったとしても、多数の障

壁や大きな希釈効果によって、周辺環境に重大な影響を及ぼすような流出の可能

性はほとんど考えられない。 
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(2) 被ばくの形態 

施設から放出される放射性物質及び放射線による被ばくの形態は、大きく「外部被

ばく」と「内部被ばく」に分けられる。 

 

① 外部被ばく 

外部被ばくとは、体外から放射線を受ける場合の被ばくであり、主に原子力施設

から直接放出される中性子線及びガンマ線並びに放射性プルームからのガンマ線に

よって生じる。 

 

② 内部被ばく 

内部被ばくとは、吸入、経口摂取等によって体内に取り込んだ放射性物質が生体

の各所に沈着し、体内組織（甲状腺、肺、骨、胃腸等）が放射線を受ける場合の被

ばくであり、主に電離効果の高いアルファ線及びベータ線によって生じる。 

 

(3) 被ばくの低減化措置 

放射性プルームによる被ばくは、その放射性物質の濃度、放射線のエネルギー及び

放射性プルームによる影響の継続時間に比例する。このため、放射性プルームによる

被ばくを低減化する措置としては、気密性の高い場所への移動、放射線の遮へい効果

の高い場所への退避及び放出源からの風下軸から遠ざかることが有効である。この

際、その地域のその時期における卓越した風向き等を考慮し、風下軸からある幅を持

った範囲の住民に対して措置を講じることが重要となる。 

風下方向の大気中の放射性物質の濃度は、放出量、放出源の高さ、放出源からの距

離、風速及び大気安定度（大気拡散の程度を示すもの）の関数として表される。 

なお、地勢による影響については、風洞実験によって確かめることができる。また、

緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム（ＳＰＥＥＤＩネットワークシステ

ム： System for Prediction of Environmental Emergency Dose Information)により、

事故時の実気象情報による地形の影響を含めた拡散等の予測計算を迅速に行うことが

可能である。 

臨界事故により原子力施設から直接放出される中性子線及びガンマ線については、

距離による減衰や建家等の遮へい効果があり、原子力事業所から遠ざかることや遮へ

い効果の高い場所への退避により被ばくを大きく低減できる。なお、この場合、退避

に当たっては風向きを考慮する必要はない。 

飲食物の経口摂取等による内部被ばくに対しては、周辺住民等が汚染された飲食物

を摂取するまでには通常時間的余裕があるため、その間に飲食物中の放射性物質の濃

度を定量することによって、摂取制限等の対策を講じることができる。 

 

２－３ 原子力施設における防災対策及び異常事態の把握 

原子力施設に対しては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以

下「原子炉等規制法」という。）、原子力災害対策特別措置法等に基づき、種々の安

全・防災対策が講じられる。 
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しかしながら、これらの安全・防災対策にもかかわらず、施設周辺に、放射性物質又

は放射線の異常な放出が発生した場合、原子力事業者は、原子力災害の発生やその拡大

の防止活動について、責任を持って実行しなければならない。このため、原子力事業者

は、この施設内の対策及び施設外への協力体制も含めた原子力災害予防対策、緊急事態

応急対策及び事後対策についての防災業務計画を策定し、従業員に対する教育と訓練を

実施して、緊急時に適切に対処できるよう準備しておくことが必要である。特に、防災

対策の適切な実施のために、異常事態に関する情報を、関係機関に迅速かつ正確に通報

することは、原子力事業者の極めて重大な責務である。これに加えて、ある原子力施設

において事故が生じた場合、日本原子力研究所、核燃料サイクル開発機構及びその他の

原子力事業者は、その専門家・要員及び保有する原子力防災資機材等を動員して、防災

対策に積極的に協力をすることが重要である。さらに、これらの者以外の原子力関係者

等の自主的な協力を得ることも有効である。また、普段から緊急時に備え、原子力事業

者、国、都道府県、市町村等の関係機関との間で、緊急事態応急対策拠点施設（以下

「オフサイトセンター」という。２－８に記載。）において定期的に連絡会を開催する

ことなどにより、緊密な連絡調整を図っておく必要がある。 

 

(1) 防災対策上の異常事態の態様とその対応 

原子力施設において、その施設周辺に、放射性物質又は放射線の異常な放出が瞬時

に生ずることは、原子力施設におけるこれらに対しての閉じ込め機能等の安全対策が

あるため、ごく一部の事象を除いてほとんど考えられず、事前になんらかの先行的事

象の発生やその検知があると考えられる。このような先行的事象は、原子力施設内の

放射線モニタ等の設備により把握できるので、原子力事業者の適切な対応等によって、

施設内の異常事態が、必ずしも直ちに周辺住民等に影響を与えるような事態に至る可

能性は低いが、万一そのような事態になったとしても、これに至るまでにある程度の

時間的経過があるものと考えられる。この時間的余裕を有効に利用して、万一の場合

への種々の対策の準備ができるよう平常時から体制を整えておく必要がある。 

一方、核燃料施設の臨界事故に伴う中性子線及びガンマ線あるいは火災、爆発等に

伴うウラン、プルトニウム等の施設周辺への放出は、先行的事象から放出までの時間

的な余裕が少ない場合も考えられるが、これらの事象の影響を及ぼす範囲は比較的狭

い範囲に限定されると考えられるため、その範囲内で、具体的な対応策を準備してお

けば、適切な対応が可能であると考えられる。 

 

(2) 異常事態の把握の手段 

原子力施設において、放射性物質又は放射線の異常な放出や施設内の異常事態が発

生した場合には、その異常事態の拡大の防止及び災害応急対策の準備という面から、

状況把握が重要となる。このため、原子力施設の特性を踏まえつつ、施設内の異常事

態や施設外の放射線量を適切に把握するための測定器等を配置するとともに、監視体

制を整備しておく必要がある。また、原子力事業者から異常事態の報告が迅速かつ正

確に、国、地方公共団体等関係機関に行われなければならない。この際、必要となる

内容は、第一に施設からの放射性物質の放出状況（量、組成、継続時間等）と敷地境

界等における空間放射線量であり、第二に主要な地点における予測線量と事態の今後
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の見通しであり、これとあわせて、これらの裏付けのための施設の状況に関する情報

と考えられる。 

このような情報が緊急時に迅速かつ正確に伝えられるためには、あらかじめ通報連

絡様式を定め、原子力施設においては様式の中の情報が迅速に得られるような措置を

講じておく必要がある。通報連絡様式の例を付属資料１に示す。 

 

２－４ 周辺住民等への情報提供 

(1) 平常時における周辺住民等への情報提供 

原子力災害の特殊性に鑑み、原子力施設の周辺住民等に対して緊急時に混乱と動揺

を起こすことなく、国、都道府県及び市町村の災害対策本部の指示にしたがって秩序

ある行動をとれるように、普段から原子力防災に関して、周辺住民等、特に防災対策

を重点的に充実すべき地域の範囲の周辺住民等への情報提供を行う必要がある。その

内容としては例えば次のものが挙げられる。 

 

(ｲ) 放射性物質及び放射線の特性 

それぞれの原子力施設において取り扱う放射性物質及び放射線に関する基礎知識 

(ﾛ) 原子力事業所の概要 

原子力施設の安全性の仕組みの概要、平常時及び緊急時の環境放射線の監視の仕

組みの概要 

(ﾊ) 原子力災害とその特殊性 

放射性物質又は放射線による被ばくの形態、放射線の影響及び被ばくを避ける方

法 

(ﾆ) 原子力災害発生時における防災対策の内容 

緊急時の通報連絡体制、住民の避難経路及び場所並びに防災活動の手順 

 

特に(ﾆ)において、周辺住民等は災害対策本部の指示に従った行動をとることが必要

であることを周知徹底することが重要である。 

これらの情報提供に当たっては、周辺住民等が理解しやすい内容として行わなけれ

ばならないが、その際、パンフレット、ビデオ、スライド、インターネット等の多様

な手段により周知を図ることが有効である。さらに、学校、職場等の場を活用し、集

団の責任者及び構成員に対して、実態に則した情報提供を図ることが有効であると考

えられる。 

 

(2) 緊急時における情報提供 

緊急時には、周辺住民等に正確な情報提供を迅速にわかりやすい内容で行うことが

重要であり、特に、屋内退避や避難の指示など重要なものについては確実に伝達でき

る体制や機器を用意しておくことが必要である。この際、高齢者、障害者、外国人、

乳幼児その他のいわゆる災害弱者及び一時滞在者に十分な配慮をした対応が必要であ

る。 

また、現地においては様々な情報が錯綜することが予想されるため、オフサイトセ

ンターで情報の集約や整理を行い、周辺住民、報道関係者等に的確に情報を提供する
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ことが必要であり、このためにも、対外的に情報の一元的窓口となる広報・報道担当

者を明確にしておくことが重要である。 

 

２－５ 防災業務関係者等の教育及び訓練 

(1) 教育 

緊急時における災害応急対策が円滑かつ有効に行われるためには、国、地方公共団

体の担当部局の職員はもとより警察機関、消防機関、自衛隊等の防災業務関係者が冷

静沈着に判断、指示及び行動をすることが重要である。特に、周辺住民等の心理的な

動揺あるいは混乱をおさえるためには、防災業務関係者が原子力防災対策に習熟する

ことが最も重要となることから、国、都道府県、市町村等において、種々の災害応急

対策を実施する防災業務関係者に、原子力防災対策に関する教育を行うことが必要と

なる。 

教育の内容及び程度は、防災業務関係者の有している原子力に関する知識と防災体

制における役割によって異なるが、原子力に関する基礎的な知識のほかに、原子力防

災に関する内容として次のものが必要であると考えられる。 

(ｲ) 原子力防災体制及び組織に関する知識 

(ﾛ) 安全・防災対策を含む原子力施設に関する知識 

(ﾊ) 放射線防護に関する知識（防災資機材の使い方、放射線の健康への影響等） 

(ﾆ) 放射性物質及び放射線の測定方法に関する知識 

(ﾎ) 防災対策上の諸設備に関する知識 

(ﾍ) 被ばくに対する応急手当の知識 

これらの教育については、日本原子力研究所及び放射線医学総合研究所等が実施し

ている原子力防災に係る研修コースを充実して、活用することも重要である。 

 

(2) 訓練 

緊急時において種々の災害応急対策を円滑かつ有効に行うためには、前述の周辺住

民等への情報提供及び防災業務関係者に対する教育訓練とともに、模擬的に防災シス

テムを動かすことによって実効性の向上を図ることが重要である。そのため、定期的

に防災訓練を行い、その結果を第三者も含めて評価検討し、防災体制のさらなる改善

を図っていくことが必要である。 

訓練の実施に当たっては、原子力防災対策の特殊性及び一般防災対策との共通点に

着目する必要がある。原子力防災対策においては、原子力防災対策に関する教育を受

けた防災業務関係者が、専門家等の指導・助言を受けて適切に周辺住民等に対して指

示等を行い、これを受けて周辺住民等が秩序ある行動をとれば、一般防災対策と変わ

りなく実効性のある措置を講じることができる。したがって、防災業務関係者の教育

や地域防災体制の整備状況とあわせて、通報、緊急時モニタリング、緊急被ばく医療

等の防災活動の各要素毎に熟練度を高めていく訓練と、周辺住民等の参加も含め、国、

地方公共団体、原子力事業者等の関係機関の連携を確認するための総合的な防災訓練

を適切に組み合わせ、防災体制の充実強化を図っていくことが重要である。 

防災訓練としては、その訓練ごとの目的を明確にしつつ、以下のような訓練につい

て、実施することが必要と考えられる。この際には、様々な緊急事態の想定を行った
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り、訓練対象区域や重点的訓練ポイントを変化させるなど実効性のある訓練としてい

くことが重要である。 

(ｲ) 緊急時通報連絡訓練 

(ﾛ) 緊急時モニタリング訓練 

(ﾊ) (ｲ)、(ﾛ)及び周辺住民等に対する情報伝達等を組み合わせた訓練 

(ﾆ) 国の支援体制を含めた各地域ごとの総合訓練 

(ﾎ) 国による原子力災害対策本部の立ち上げ等を含めた総合合同訓練 

 

２－６ 諸設備の整備 

原子力防災対策を円滑に実施するためには、あらかじめ緊急通報連絡網、防災業務関

係者が必要とする防災資機材等、緊急時モニタリングに関する設備及び機器並びに緊急

被ばく医療設備等の整備が必要である。 

 

(1) 周辺住民等に対する緊急時の情報伝達網 

緊急時において、周辺住民等の行動に関する指示が迅速かつ正確に伝達されるよう

な体制及び設備が必要である。特に原子力防災対策においては、周辺住民等の混乱と

動揺を避けることが重要であって、そのためにも正確な情報の迅速な伝達が重要であ

る。 

体制としては、地域防災計画あるいは実施細目等において、情報伝達に関する責任

者及び実施者をあらかじめ定め、同様にして定めたある区域あるいは集落の責任者や

周辺住民等に迅速かつ正確な情報が伝達されるよう配慮されることが必要である。 

情報の伝達に必要な設備としては、通常の電話のほかに、防災無線網、有線放送、

広報車等が挙げられる。また、テレビ及びラジオ等のニュースメディアに対し積極的

に情報伝達に関する協力を求めることも重要である。さらに、周辺海域の船舶への情

報伝達に関しては、漁業無線、船舶通信の活用が考えられるが、同様に海上保安庁の

船舶等による情報の伝達も考慮すべきである。 

周辺住民等に対する情報としては、下記の項目について最新の情報を単純かつ理解

しやすい表現とすることに加え、心理的不安感を除去するために定期的に繰り返し伝

達することが必要である。 

(ｲ) 異常事態が生じた施設名及び発生時刻 

(ﾛ) 異常事態の状況と今後の予測 

(ﾊ) 各区域あるいは集落別の住民のとるべき行動についての指示 

また、これらの情報伝達に関して、高齢者、障害者、外国人、乳幼児その他のいわ

ゆる災害弱者及び一時滞在者に対する十分な配慮が重要である。 

 

(2) 防災業務関係機関相互の情報連絡設備 

緊急時においては、原子力事業者、国、地方公共団体等の関係機関の情報連絡に支

障が生じることが考えられる。このため、これらの機関等の情報連絡網については、

専用回線の設置など多様な手段を用意し、緊急時に必要な通信連絡が迅速かつ的確に

行えるようにしておくことが必要である。 
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また、原子力事業者、国、地方公共団体等の関係機関相互の情報連絡は、技術的あ

るいは専門的な事項が多く、口頭による連絡では正確性に欠ける場合があることや図

面、地図及び表を用いての情報伝達が必須と予想されることから、ファクシミリの整

備が必要である。さらに、より効果的な情報伝達のために、テレビ会議システム等の

技術の進歩に応じた情報機器も導入していく必要がある。 

 

(3) 防災業務関係者が必要とする防災資機材等 

緊急時において、緊急時モニタリング及び周辺住民の避難誘導等に従事する防災業

務関係者が必要とする資機材については、個人の被ばく線量を正しく把握するための

個人用線量計（ポケット線量計、アラームメータ等）、被ばくを低減するための防護

マスク及び安定ヨウ素剤等が必要である。 

また、屋外活動を円滑かつ有効なものとするため携帯電話をはじめとする無線機器

及び輸送手段の確保が必要である。 

 

(4) 緊急時モニタリングに関する設備及び機器 

緊急時において周辺環境の放射性物質又は放射線の放出に関する情報を得るために

は、緊急時モニタリングに関する体制、設備及び機器の整備が必要である。詳細につ

いては、第４章で述べるが、緊急時モニタリングの円滑な実施のためには、体制及び

実施計画の整備のほか、モニタリングポスト等の各種計測機器、連絡手段としての携

帯電話等の整備が必要である。 

 

(5) 緊急時予測支援システムの整備・維持 

気象情報と放出源情報を入力することによって、迅速に放射能の影響が予測できる

ＳＰＥＥＤＩネットワークシステム、原子力事業者から送られる施設の運転情報等を

もとに、施設の状態予測等を行う緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ：Emergency  

Response Support System）等の整備を進めることが重要である。また、あらかじめ、

国、地方公共団体、原子力事業者等の間で十分に協議し、平常時から各種システムの

ネットワーク化や、緊急時の際の協力体制を整えておくことが必要である。 

 

(6) 緊急被ばく医療設備、資機材等 

緊急被ばく医療設備、資機材等については、第６章に詳細に述べるが、整備すべき

ものとして、一般的な救急医療に関する適切な施設及び設備の確保のほかに、汚染の

程度や被ばく線量を測定するための放射線測定器、除染、被ばく管理及び汚染拡大を

防止するための設備、資機材等が必要である。 

 

２－７ 防災関係資料の整備 

緊急時における災害応急対策の円滑かつ有効な実施のため、防災業務関係機関はそれ

ぞれの業務に関する防災計画あるいは実施細目等を有していなければならない。また、

国、地方公共団体、原子力事業者等の関係機関においては、あらかじめ定められたそれ

ぞれの場所に原子力防災対策上必要とされる資料を常備しておくこととともに、これら

の機関が共有すべき資料は、オフサイトセンターにも常備しておくことが重要である。
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さらに資料は、常に最新のものに更新しておくことが重要であり、そのための仕組みを

構築しておく必要がある。これら必要である資料の概略について以下に述べる。 

 

① 組織及び体制に関する資料 

(ｲ) 原子力事業者を含む防災業務関係機関の緊急時対応組織に関する資料 

（人員、配置、指揮命令系統、関係者名リストを含む。） 

(ﾛ) 緊急時通報連絡体制に関する資料 

 

② 社会環境に関する資料 

(ｲ) 種々の縮尺の周辺の地図 

(ﾛ) 周辺地域の人口、世帯数等に関する資料（原子力事業所からの方位、距離別、季

節的な人口変動に関する資料を含む。） 

(ﾊ) 周辺の道路、鉄道、ヘリポート、空港等輸送交通手段に関する資料（道路の幅員、

路面状況及び交通状況、時刻表、滑走路の長さ等の情報を含む。） 

(ﾆ) 避難場所及び屋内退避に適するコンクリート建家に関する資料（位置、収容能力

等のデータを含む。） 

(ﾎ) 周辺地域の特殊施設（幼稚園、学校、診療所、病院、刑務所等）に関する資料 

（原子力事業所からの方位、距離についての情報を含む。） 

(ﾍ) 緊急時医療施設に関する資料（位置、対応能力、収容能力等の情報を含む。） 

 

③ 放射性物質又は放射線による影響推定に関する資料 

(ｲ) 原子力施設関係資料 

(ﾛ) 周辺地域の気象資料（施設及び周辺測点における風向、風速及び大気安定度の季

節別及び日変化の情報） 

(ﾊ) 線量推定計算に関する資料 

(ﾆ) 平常時モニタリング資料 

(ﾎ) 緊急時モニタリング資料 

(ﾍ) 飲食物に関する資料（飲料水、農畜水産物に関する情報） 

 

２－８ オフサイトセンターの整備 

オフサイトセンターは、原子力緊急事態が発生した場合に、現地において、国の原子

力災害現地対策本部や都道府県及び市町村の災害対策本部などが、原子力災害合同対策

協議会を組織し情報を共有しながら、連携のとれた応急対策を講じていくための拠点と

なるものであり、その機能は極めて重要である。本施設については、原子力災害対策特

別措置法において、国が地方公共団体、原子力事業者の意見を聴いて、あらかじめ指定

することになるが、関係者が参集しやすい場所にあること、情報通信機器が整備されて

いること、一定以上の広さを有していること等が重要である。 

オフサイトセンターにおいては、施設の状況の把握、モニタリング情報の把握、医療

関係情報の把握、住民避難・屋内退避状況の把握等の機能別に分けたグループにそれぞ

れ職員を配置することにより、継続的に必要な情報を集約、共有し、国の現地本部長が

主導的に、それぞれが行う緊急事態応急対策について必要な調整を行うことにより、オ
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フサイトセンターが連携のとれた対策の拠点として機能することが重要である。また、

周辺住民や報道関係者等に、整理された情報を適切に提供していくことも重要な機能で

ある。 

さらに、オフサイトセンターは、緊急事態の際に迅速に使用できるよう、平常時から、

原子力防災専門官による活用、防災資料の管理、通信機器等のメンテナンスなどを行う

とともに、当該施設を活用した防災関係者の連絡会や防災訓練での利用を図っていくこ

とが重要である。 

 

２－９ 核燃料物質等の輸送時の防災対策 

核燃料輸送物は収納される放射能量等により、Ｌ型輸送物、Ａ型輸送物、Ｂ型輸送物

等に区分されており、また、臨界安全性の確保が必要な輸送物は核分裂性輸送物として

区分されている。このうち、収納される放射能量が多いＢ型輸送物及び臨界安全性の確

保が必要な核分裂性輸送物については、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）輸送規則に基づき、

過酷な事故を想定した落下試験（９ｍ、非降伏面落下）、耐火試験（800℃、30分）、浸

漬試験（深さ１５ｍ、８時間など）等の特別の試験条件が課されているため、輸送中に

事故が発生したとしても、これらの輸送物の健全性は基本的には確保されると考えられ

る。 

万一、放射性物質の漏えい又は遮へい性能が劣化するような事故が発生した場合には、

原子力事業者及び原子力事業者から運搬を委託された者により、原子炉等規制法に基づ

き、必要に応じて、救出、消火活動、立入制限区域の設定、汚染、漏えい拡大防止対策、

遮へい対策等の緊急時の措置が行われるとともに、国により、放射性物質輸送事故対策

会議の設置、国の職員及び専門家の現地への派遣等が行われる。 

これらの事故対策が迅速かつ的確に行われることにより、核燃料物質等の輸送時の事

故が、原子力緊急事態に至る可能性は極めて低いと考えられるが、万一原子力緊急事態

に至ることを想定したとしても、事故の際に対応すべき範囲が極めて狭い範囲に限定さ

れること、輸送が行われる都度に経路が特定され、原子力施設のように事故発生場所が

あらかじめ特定されないこと等の輸送の特殊性を鑑みれば、原子力事業者と国が主体的

に防災対策を行うことが実効的であると考えられる。 

なお、核燃料物質等の輸送に係る仮想的な事故評価について付属資料２に示す。 
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第３章 防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲 

 

３－１ 地域の範囲の考え方 

原子力施設において、放射性物質又は放射線の異常な放出が発生した場合、緊急に講

ずべき応急対策は、周辺住民等の被ばくを低減するための防護措置である。 

原子力施設からの放射性物質又は放射線の異常な放出による周辺環境への影響の大き

さ、影響を与えるまでの時間は、異常事態の態様、施設の特性、気象条件、周辺の地形、

住民の居住状況等により異なり、発生した具体的事態に応じて臨機応変に対処する必要

がある。その際、限られた時間を有効に活用し、周辺住民等の被ばくを低減するための

防護措置を短期間に効率良く行うためには、あらかじめ異常事態の発生を仮定し、施設

の特性等を踏まえて、その影響の及ぶ可能性のある範囲を技術的見地から十分な余裕を

持たせつつ「防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲」（以下「ＥＰＺ：Emergency 

Planning Zone」という。）を定めておき、そこに重点を置いて原子力防災に特有な対策

を講じておくことが重要である。この範囲で実施しておくべき対策としては、例えば、

周辺住民等への迅速な情報連絡手段の確保、緊急時環境放射線モニタリング体制の整備、

原子力防災に特有の資機材等の整備、屋内退避・避難等の方法の周知、避難経路及び場

所の明示等が挙げられる。 

原子力施設からの放射性物質又は放射線の影響は、放出源からの距離が増大するにつ

れ著しく減少することから、ＥＰＺをさらに拡大したとしても、それによって得られる

効果は僅かなものとなる。また、ＥＰＺ内においても、施設からの距離に応じて、施設

に近い区域に重点を置いて対策を講じておくことが重要である。 

なお、放射性物質によって汚染された飲食物の摂取による内部被ばくの影響について

は、飲食物の流通形態によってはかなりの広範囲に及ぶ可能性も考えられるが、飲食物

の摂取制限等の措置は、原子力施設からの放射線や放射性プルームによる被ばくへの対

応措置とは異なって、かなりの時間的余裕を持って講ずることができるものと考えられ

る。 

 

３－２ 地域の範囲の選定 

ＥＰＺのめやすは、原子力施設において十分な安全対策がなされているにもかかわら

ず、あえて技術的に起こり得ないような事態までを仮定し、十分な余裕を持って原子力

施設からの距離を定めたものである。具体的には、施設の安全審査において現実には起

こり得ないとされる仮想事故等の際の放出量を相当程度上回る放射性物質の量が放出さ

れても、この範囲の外側では屋内退避や避難等の防護措置は必要がないこと等を確認し、

また過去の重大な事故、例えば我が国の㈱ジェー・シー・オー（以下「ＪＣＯ」とい

う。）東海事業所臨界事故や米国のＴＭＩ原子力発電所事故との関係も検討を行った。

この結果、ＥＰＺのめやすとして、表１に示す各原子力事業所の種類に応じた距離を用

いることを提案する。 

ＥＰＺのめやすについての技術的側面からの検討内容を、付属資料３に示す。 

なお、このめやすは、原子力施設の特性を踏まえて類型化し、余裕を持って設定した

ものであるが、特徴ある施設条件等を有するものについては、必要に応じ、当委員会に

おいて個別に評価し、提案することとする。 
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表１ 各原子力施設の種類ごとのＥＰＺのめやす 

 

 EPZのめやすの  

 
施設の種類 

距離（半径）  

  

 

原子力発電所、研究開発段階にある原子炉施設及び50MWより 

大きい試験研究の用に供する原子炉施設 
  約８～１０km 

 

 核燃料再処理施設         約５km  

             熱出力≦1kW       約５０ｍ  

       1kW＜ 〃 ≦100kW      約１００ｍ  

     100kW＜ 〃 ≦ 10MW    約５００ｍ  

      10MW＜ 〃 ≦ 50MW  約１５００ｍ  

 

試験研究の用に 

供する原子炉施設 

(50MW以下) 

  特殊な施設条件等を有する施設 個別に決定(※１)  

 核燃料物質（質量管理、形状管理、幾何学  

 的安全配置等による厳格な臨界防止策が講  

 じられている状態で、静的に貯蔵されてい  

 るものを除く。）を臨界量（※２）以上使  

 用する施設であって、以下のいずれかの状  

 況に該当するもの  

 ・不定形状（溶液状、粉末状、気体状）、  

  不定性状（物理的・化学的工程）で取り  

  扱う施設  

 ・濃縮度５％以上のウランを取り扱う施設  

 ・プルトニウムを取り扱う施設 

    約５００ｍ 

 

 

加工施設及び臨 

界量以上の核燃 

料物質を使用す 

る使用施設 

それ以外の施設       約５０ｍ  

 廃棄施設      約５０ｍ  

 

  ※１：特殊な施設条件等を有する施設及びそのＥＰＺのめやすの距離  

        日本原子力研究所ＪＲＲ－４ 約１０００ｍ                         

       日本原子力研究所ＨＴＴＲ   約２００ｍ                         

       日本原子力研究所ＦＣＡ    約１５０ｍ                         

         東芝ＮＣＡ          約１００ｍ                        

 ※２：臨界量は、水反射体付き均一UO２F２又はPu(NO３)４水溶液の最小推定臨界下限値から導出

された量を用いる。 

ウラン（濃縮度５％以上）  700g-２３５U 

ウラン（濃縮度５％未満） 1200g-２３５U 

プルトニウム            450g-２３９Pu 
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３－３ 具体的な地域防災計画の策定等に当たっての留意点 

地域防災計画（原子力災害対策編）を作成する範囲については、対象とする各原子力

施設ごとにＥＰＺのめやすを基準として、行政区画、地勢等地域に固有の自然的、社会

的周辺状況等を勘案し、ある程度の増減を考慮しながら、具体的な地域を定める必要が

ある。 

なお、これまで原子力発電所等が設置されている都道府県及び市町村において、地域

防災計画（原子力災害対策編）が作成されている範囲は、変更する必要はないと考えら

れる。また、事故の形態によっては、ＥＰＺの外側であってもなんらかの対応が求めら

れる場合も全くないとはいえないものの、その場合にもＥＰＺ内における防災対策を充

実しておくことによって、十分に対応できるものと考えられる。 

ＥＰＺのめやすは、十分に安全対策が講じられている原子力施設を対象に、あえて技

術的に起こり得ないような事態までを仮定して、さらに、十分な余裕を持って示してい

るものであり、万一の緊急時の対応においても、その事態の影響の規模に応じＥＰＺ内

の一部の範囲において、あらかじめ準備された対策を重点的に講じることになると考え

られる。したがって、平常時において安全であることはもちろん、日常生活になんら支

障を及ぼすものではない。この点について原子力関係者が、周辺住民等の正しい理解が

得られるよう適切な情報提供等に努めることが重要である。 

また、原子力災害対策特別措置法において、原子力事業者は防災業務計画を都道府県、

立地市町村と協議し、都道府県は、関係周辺市町村の意見を聴くこととされているが、

この場合、ＥＰＺ内の市町村の意見を聴くことがまず基本となると考えられる。 

なお、施設のＥＰＺが原子力事業所の敷地に包含される場合、事業所外の対応として

は、発生した事故の情報連絡、住民広報等の体制と周辺環境への影響の確認という観点

も含めた、ある程度のモニタリング体制を講じておけば十分であると考えられる。 
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第４章 緊急時環境放射線モニタリング 

 

４－１ 目的等 

原子力施設において、放射性物質又は放射線の異常な放出あるいはそのおそれがある

場合に、周辺環境の放射性物質又は放射線に関する情報を得るために特別に計画された

環境モニタリングを「緊急時モニタリング」といい、原子力緊急事態の発生時に、迅速

に行う第１段階のモニタリングと周辺環境に対する全般的影響を評価する第２段階のモ

ニタリングからなる。具体的な目的は以下のとおりであるが、①②③は、第１段階のモ

ニタリングに、④⑤⑥は、第２段階のモニタリングに区別される。 

 

① 原子力施設周辺の空間放射線量率及び周辺に放出された大気中の放射性物質（ヨウ

素、ウラン又はプルトニウム）の濃度の把握 

② 放射性物質の放出により影響を受けた環境試料中の放射性物質（ヨウ素、ウラン又

はプルトニウム）の濃度の把握 

③ 周辺環境における予測線量の迅速な推定 

④ ①について、対象とする核種を増やすなど、詳細な大気中の放射性物質の濃度の把

握 

⑤ ②について、対象とする核種を増やすなど、詳細な環境試料中の放射性物質の濃度

の把握 

⑥ 周辺住民等が実際に被ばくしたと考えられる線量の評価         

 

原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力事業者から通報があった段階では、平常

時のモニタリングを強化するとともに、原子力事業者から施設内の状況に関する情報を

入手し、事態の推移に応じて、緊急時モニタリングの準備を開始する必要がある。さら

に、原子力緊急事態の発生を示す事象が発生した場合、緊急時モニタリングを開始する

必要がある。 

以下に、緊急時モニタリングに関する一般的な事項を述べる。 

なお、詳細は「緊急時環境放射線モニタリング指針」（昭和５９年原子力安全委員会

決定）によるものとする。 

 

４－２ 段階 

 ① 第１段階のモニタリング 

第１段階のモニタリングは、原子力緊急事態の発生直後から速やかに開始されるべ

きものであり、この結果は、放出源の情報、気象情報及びＳＰＥＥＤＩネットワーク

システム等から得られる情報とともに、予測線量の推定に用いられ、これに基づいて

防護対策に関する判断がなされることとなる。したがってこの段階においては、何よ

りも迅速性が必要であり、第２段階で行われる測定ほどの精度は要求されない。 

第１段階のモニタリングの主要な対象となる放射性物質又は放射線は、原子力施設

又は事故の形態に応じて、大気中における放射性の希ガス、ヨウ素、エアロゾル状態

のウラン、プルトニウム、中性子線及びガンマ線である。 
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 ② 第２段階のモニタリング 

第２段階のモニタリングは、第１段階のモニタリングで要求される迅速性より正確

さが必要となり、第１段階のモニタリングよりさらに広い地域につき、放射性物質又

は放射線の周辺環境に対する全般的影響を評価し、確認するために行われる。 

第２段階のモニタリングにおいては、積算線量並びに環境中に放出された人体への

被ばく評価に必要となる放射性物質が対象となる。 

なお、このモニタリングの結果は、各種防護対策の解除に用いられるとともに、風

評対策にも資するものである。 

 

４－３ 緊急時モニタリング体制 

事故が発生した原子力事業所の周辺において、緊急時モニタリングを行うために、現

地災害対策本部の下に、モニタリングセンター及び複数のモニタリングチームを組織す

ることとなる。また、センター長、チームの役割等をあらかじめ定めておく必要がある。

モニタリングセンター及びモニタリングチームの備えるべき主な機能は以下のとおりで

ある。 

 

(1) モニタリングセンター 

① モニタリングセンター長を置き、そのもとで緊急時モニタリングの計画、立案を行

うとともに緊急時モニタリング作業の指揮及び総括を行う。 

② 緊急時モニタリングチームの編成、機材の分配等を行う。 

③ 情報を収集し、環境放射能及び周辺住民等の放射線被ばくの推定、評価を行い、そ

の結果を現地災害対策本部に迅速かつ的確に報告する。 

 

(2) モニタリングチーム 

① 空間放射線量率の測定、大気中の放射性物質の濃度の測定、環境試料の採取、測定

等の緊急時モニタリング作業を実施する。 

② 緊急時モニタリングにより得られたデータをモニタリングセンターに迅速かつ的確

に報告する。 

 

４－４ 準備事項 

(1) 緊急時にも対応できるよう、平常時のモニタリング体制を整備するとともに、携帯

可能な測定器等を準備しておくことが必要である。 

 

(2) 緊急時モニタリングについての情報連絡が迅速かつ的確に行われるために、次の地

点等の位置をあらかじめ符号を付し定めておく。 

① 空間放射線量率及び放射性ヨウ素等主要な大気中放射性物質のモニタリング地点 

② 環境試料のサンプリング地点 

③ 積算線量の測定地点 

④ 測定経路 
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(3) 必要に応じ、ＳＰＥＥＤＩネットワークシステムを平常時から適切に整備、維持及

び管理し、緊急時に備える。 

 

(4) 環境試料の分析又は精密測定を行う施設をあらかじめ定めておく。 

 

(5) 人員、測定機器等の運搬手段及び各モニタリングチーム等との通信連絡手段を確立

しておく。 

 

(6) 飲料水の供給システム（水源、水道の系統、井戸等）を明らかにしておく。 

 

４－５ モニタリング地点の決定 

緊急時モニタリングを行うべき地域又は地点を迅速に選定するための予測作業の内容

は、以下のとおりである。 

 

(1) 予測作業の内容 

① 最大空間放射線量率とその出現地点 

② 大気中の放射性ヨウ素、ウラン又はプルトニウム最大濃度とその出現地点 

③ 大気中の放射性ヨウ素、ウラン又はプルトニウム濃度及び空間放射線量率の地域分

布 

④ 線量の分布とその時間的変化 

 

なお、事故等の形態に応じ放出された放射性物質を限定できる場合は、ヨウ素、ウラ

ン又はプルトニウムのうち対象となる放射性物質について、予測作業を行うこととなる。 

 

(2) 予測に必要な（又は参考とすべき）情報 

① 放出源情報とその時間的変化 

② 気象情報と予測される変化 

③ モニタリングポスト等の情報 

④ ＳＰＥＥＤＩネットワークシステムの情報 

 

４－６ 第１段階のモニタリング 

第１段階のモニタリングにおける測定項目、測定又は試料採取の地点並びに測定方法

は、以下のとおりである。 

 

(1) 測定項目 

① 空間放射線量率 

② 大気中の放射性ヨウ素、ウラン又はプルトニウム濃度 

③ 環境試料（飲料水、葉菜、原乳等）中の放射性ヨウ素、ウラン又はプルトニウム濃

度 
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(2) 測定・採取の地点 

① 大気中の放射性ヨウ素、ウラン又はプルトニウム最大濃度及び最大空間放射線量率

の出現予測地点数点 

② 予測される大気中の放射性ヨウ素、ウラン又はプルトニウムの最大濃度地点を中心

として約６０°セクター内数点 

③ 風下方向の人口密集地帯（地点数はその大きさにより適宜決める。） 

 

(3) 測定方法 

① 空間放射線量率の測定 

(ｲ) ガンマ線の測定 

a) 測定器 ・電離箱式サーベイメータ 

・ＧＭ計数管式サーベイメータ 

・ＮａＩシンチレーション式サーベイメータ 

b) 測定範囲 0.1μＳｖ/ｈ～数ｍＳｖ/ｈ又は0.1μＧｙ/ｈ～数ｍＧｙ/ｈ 

c) 測定間隔 0.5ｈ～１ｈ 

（注）緊急時の際には、ガンマ線については、１Ｇｙ/ｈ＝１Ｓｖ/ｈとする。 

なお、常設のモニタリングポストに加えて予測される最大濃度地点以内の約60° 

セクターで、可搬型ガンマ線測定器を設置して連続測定することも有効である。 

(ﾛ) 中性子線サーベイメータによる測定 

中性子線が放出されている可能性がある場合には、中性子線サーベイメータを用

い、同心円上の複数地点で測定を行う。 

 

② 大気中の放射性ヨウ素濃度の測定 

(ｲ) 活性炭カートリッジ又は活性炭入りろ紙等を装備した可搬型集塵器により大気試

料の採取を行いＮａＩシンチレーション式サーベイメータ又はＧＭ計数管式サーベ

イメータにより測定する。 

(ﾛ) さらに、必要に応じ、より正確な濃度を求めるために、上記試料のうち放射能濃

度の高い試料数種をガンマ線スペクトロメータで測定し、それによって得られた放

射性ヨウ素濃度の値をもとに、(ｲ)の方法による値を補正する。 

 

③ 環境試料中の放射性ヨウ素濃度の測定 

環境試料を採取しＮａＩシンチレーション式サーベイメータにより簡易測定し、さ

らに、必要に応じ、より正確な濃度を求めるために、上記②(ﾛ)と同様の測定を行う。 

 

④ 大気中のウラン又はプルトニウム濃度の測定 

(ｲ) ろ紙等を装備した可搬型集塵器により大気試料の採取を行いＺｎＳシンチレーシ

ョン式サーベイメータにより測定する。 

なお、この方法は、もともと大気中に存在するラドン娘核種も、ろ紙に捕集され

るため、ウラン又はプルトニウムの濃度が低い場合は適さない。 
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(ﾛ) より正確な濃度を求めるために、上記試料のうち放射能濃度の高い試料数種をア

ルファ線スペクトロメータにより測定する。さらに、必要に応じ、得られたウラン

又はプルトニウム濃度の値をもとに、(ｲ)の方法による値を補正する。 

 

⑤ 環境試料中のウラン又はプルトニウム濃度の測定 

環境試料を採取しＺｎＳシンチレーション式サーベイメータによりアルファ線表面

汚染密度を測定し、さらに、正確な濃度を求めるために、上記試料のうち表面汚染密

度の高い試料について、アルファ線スペクトロメータを用いて放射能濃度を測定する。 

 

４－７ 第２段階のモニタリング 

第２段階のモニタリングにおける測定項目、測定又は試料採取の地点並びに測定方法

等は以下のとおりである。 

 

(1) 測定項目 

① 空間放射線量率 

② 大気中の放射性物質の濃度 

③ 環境試料中の放射性物質の濃度 

④ 積算線量 

 

(2) 測定・採取の地点 

第１段階のモニタリングの結果を参考とし、必要と考えられる地域又は地点 

 

(3) 測定方法 

平常時の環境モニタリングで使用されている測定方法を準用するほか、必要に応じ

て可搬型のガンマ線スペクトロメータを使用する。 

環境試料中のウラン又はプルトニウム濃度の測定は、化学分離後、誘導結合プラズ

マ質量分析装置（ＩＣＰ－ＭＳ）又はアルファ線スペクトロメータを使用する。 

 

(4) 経時変化の追跡 

環境中へ放出された放射性物質の状況が、時間的にどのように変化しているかを追

跡するため、平常時のモニタリングの対象となっている環境試料のうち、経時変化の

追跡が必要と考えられる試料の採取及び測定を一定の時間間隔で行う。この場合の時

間間隔のめやすは、１日～１週間程度である。 

 

(5) 積算線量の測定 

熱ルミネセンス線量計（ＴＬＤ）等による測定結果及び連続モニタの情報を中心に

他の測定の結果を参考にして、周辺住民等が実際に被ばくした積算線量を推定する。 
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第５章 災害応急対策の実施のための指針 

 

５－１ 異常事態発生の際の通報基準及び緊急事態判断基準 

原子力災害対策特別措置法において、原子力施設の特性、防護活動との関係等を踏ま

え、すべての原子力施設に適用できるように原子力防災活動の準備や開始に関する基準

を設定している。 

  

(1) 関係者への通報基準及びそれに該当する事象への対応 

① 通報基準の内容 

(ｲ) 原子力事業所の境界付近において、空間放射線量率について１地点で10分以上５

μＳｖ/ｈ以上又は２地点以上で同時に５μＳｖ/ｈ以上（ガンマ線が１μＳｖ/ｈ

以上の場合は、中性子線も測定し、それらの合計の線量が５μＳｖ/ｈ以上。なお、

落雷によるものを除く。） 

(ﾛ) 排気筒等の通常放出部分で、拡散した後の放射能水準が、原子力事業所の境界付

近において５μＳｖ/ｈ以上に相当するような放射性物質の放出等（累積放出量で

管理している場合には、一事象により５０μＳｖ以上に相当するような放出） 

(ﾊ) 火災、爆発等が生じ、管理区域外の場所で、５０μＳｖ/ｈ以上の空間放射線量

率又は５μＳｖ/ｈ以上に相当するような放射性物質の放出等 

(ﾆ) 原子力事業所外運搬中に事故が生じ、輸送容器から１ｍ離れた地点で１００μＳ

ｖ/ｈ以上の空間放射線量率又は放射性物質の漏えい等 

(ﾎ) 臨界事故の発生又はそのおそれがある状態 

(ﾍ) 原子力施設の特性を踏まえた個別の事象であって、軽水炉において制御棒の挿入

による原子炉の停止ができないこと等 

 

この基準の詳細及び設定に当たっての技術的側面からの検討内容を付属資料４に示

す。 

 

② 通報基準に該当する事象が発生した場合の対応 

(ｲ) 原子力事業者の対応 

原子力事業者は、国、都道府県知事及び市町村長等に迅速に通報するとともに、

周辺住民等への影響に関する情報の把握や原子力災害の発生又は拡大防止のために

必要な応急措置を実施し、さらに、事故の経過を的確にこれらの機関に連絡するこ

とが必要である。 

(ﾛ) 国の対応 

国は、原子力防災専門官等を通じて原子力事業所における事故情報等を迅速に収

集するとともに、職員や日本原子力研究所等の専門家を現地に派遣することが必要

である。また、事故の進展状況に応じて、関係省庁間での事故対策連絡会議を開催

するなどにより関係者間での情報の共有化を図りつつ、対応策について検討を行う

など警戒態勢を整えていく必要がある。 
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(ﾊ) 地方公共団体の対応 

都道府県及び市町村は、原子力防災専門官の協力も得つつ情報収集を行い、事故

の進展状況に応じて警戒態勢を整える必要がある。また、周辺への影響の把握とい

う観点から、平常時のモニタリングを強化するとともに、緊急時モニタリングの準

備を開始する。 

 

なお、この段階は、あくまで原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な準備

の段階であり、関係機関においては、住民に無用な不安、混乱を与えることがないよ

う、適切に対応することが重要である。また、初期段階における現地対応として、原

子力防災専門官の役割は重要であり、あらかじめ業務内容等について定めておく必要

がある。 

 

(2) 原子力緊急事態及び当該事態への対応 

① 原子力緊急事態の判断基準の内容 

(ｲ) 原子力事業所の境界付近において、空間放射線量率について１地点で10分以上 

５００μＳｖ/ｈ以上又は２地点以上で同時に５００μＳｖ/ｈ以上（ガンマ線が５

μＳｖ/ｈ以上の場合は、中性子線も測定し、それらの合計の線量が５００μＳｖ/

ｈ以上。なお、落雷によるものを除く。） 

(ﾛ) 排気筒等の通常放出部分で、拡散した後の放射能水準が、原子力事業所の境界付

近において５００μＳｖ/ｈ以上に相当するような放射性物質の放出等（累積放出

量で管理している場合には、一事象により５ｍＳｖ以上に相当するような放出） 

(ﾊ) 火災、爆発等が生じ、管理区域外の場所で、５ｍＳｖ/ｈ以上の空間放射線量率

又は５００μＳｖ/ｈ以上に相当するような放射性物質の放出等 

(ﾆ) 原子力事業所外運搬中に事故が生じ、輸送容器から１ｍ離れた地点で１０ｍＳｖ

/ｈ以上の空間放射線量率又は放射性物質の漏えい等 

(ﾎ) 臨界事故の発生 

(ﾍ) 原子力施設の特性を踏まえた個別の事象であって、軽水炉においてホウ酸水を注

入する等の操作によっても原子炉の停止ができないこと等 

 

この基準の詳細及び設定に当たっての技術的側面からの検討内容を付属資料４に示

す。 

 

② 原子力緊急事態への対応 

(ｲ) 原子力事業者の対応 

原子力事業者は、原子力災害の発生又は拡大の防止のために緊急事態応急措置を

実施することが必要である。 

(ﾛ) 国及び地方公共団体の対応 

国は、原子力緊急事態宣言を発出し、原子力災害対策本部を設置するとともに、

地方公共団体でも災害対策本部を設置し、応急対策を実施することとなる。 

その際、オフサイトセンター内に、国の現地対策本部、都道府県及び市町村の対

策本部等からなる原子力災害合同対策協議会を組織して、情報を共有しつつ、連携
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して応急対策を実施し、周辺住民等への放射線の影響をできるだけ低減化するとと

もに、無用な不安、混乱を与えることがないよう、適切に対応することが重要であ

る。 

 

③ 原子力緊急事態の判断基準等に関する留意事項 

国が原子力災害対策本部を立ち上げる基準には、原子力事業所の境界付近における

異常な空間放射線量率と、施設内の異常な事象の双方があり、現実的には境界付近の

異常な空間放射線量率よりも施設内の異常な事象の発生が先に検知されることが想定

される。この観点からも、原子力事業者は、施設内の異常な事象を確実に検知し、迅

速に通報することが必要である。 

また、すべての原子力施設に適用される通報基準、緊急事態の判断基準が明確化さ

れたことを踏まえ、国、地方公共団体等の関係機関が連携をとりつつ、整合性のある

対応をとっていくことが重要である。したがって、これら関係機関が、今後の原子力

防災計画の策定において、かかる基準の内容及び対応策を反映していくことが重要で

あると考えられる。 

 

５－２ 防護対策 

放射性物質又は放射線の異常な放出が発生した場合に、精神的負担や経済的負担も考

慮しつつ、周辺住民等の被ばくをできるだけ低減するために講ずる措置を防護対策とい

う。 

防護対策には、屋内退避、コンクリート屋内退避、避難、安定ヨウ素剤予防服用、食

物摂取制限等が考えられるが、ここでは、主な防護対策についての基本的な考え方を示

す。防護対策の指標について参考とした資料を、付属資料５に示す。 

 

① 屋内退避について 

屋内退避は、通常の行動に近いこと、その後の対応指示も含めて広報連絡が容易であ

る等の利点があると同時に、建家の有する遮へい効果及び気密性等を考慮すれば防護対

策上有効な方法である。特に予測線量が大きくない場合又は放射性物質の拡散時間が防

災業務関係者の動員、指示及び周辺住民等の移動の時間に比べて短い場合には、動揺、

混乱等をもたらすおそれの高い避難措置よりも優先して考えるべきものである。 

 

② コンクリート屋内退避について 

コンクリート屋内退避は、コンクリート建家の遮へい効果による外部全身被ばくの低

減及び建家の気密性による甲状腺被ばく等の低減が相当期待できることから、防護対策

として重要視されるべきである。コンクリート屋内退避が必要となった場合に混乱を起

こすことなく対応できるように、地域防災計画の作成に当たり、具体的対応策を検討し

ておく必要がある。 
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③ 避難について 

防護対策の中でも、避難については、特に慎重な配慮が必要である。詳細な実施計画

に従い実施したとしても、心理的な動揺、それによる混乱等のおそれが高いということ

が想定される。したがって、一般に多数の住民等の避難を考える場合には、対策の結果

生ずる影響について十分に検討する必要がある。避難による被ばくの低減化が有効であ

るのは、放射性物質の大量の放出までに十分な時間的余裕があり、長期間放出が予想さ

れ、しかも避難によらなければ相当な被ばくを避け得ない場合である。放射性物質の放

出が短時間で終ると予測される場合は、必ずしも避難が最善の方策とは考えられない。 

また、原子力施設から直接放出される中性子線及びガンマ線の影響が大きい場合は、

放射線量が原子力施設からの距離のほぼ２乗に反比例して減少すること及びその影響を

受ける範囲が限定されていることから、避難による混乱を考慮しても、避難は検討され

るべき重要な手段である。 

防護対策にあって、避難は輸送手段、経路の確保等種々の要素を考慮した上で、周辺

住民等に適切かつ明確な指示を与えて実施すべきものである。この際、避難に当たって

は自力避難が困難な災害弱者に対する配慮も必要である。 

 

④ 安定ヨウ素剤予防服用について 

放射性ヨウ素は、人が吸入又は汚染された飲食物を摂取することにより、身体に取り

込まれると、甲状腺に選択的に集積するため、放射線の内部被ばくによる甲状腺がん等

の晩発性影響を発生させる可能性がある。この内部被ばくに対して、安定ヨウ素剤を予

防的に服用することにより、放射性ヨウ素の甲状腺への集積を防ぐことができる。この

際、安定ヨウ素剤の服用は、甲状腺以外の臓器への内部被ばくや希ガス等による外部被

ばくに対して、放射線影響を防護する効果は全くないことに留意する。 

この防護対策を実施するに当たっては、放射性物質の放出状況を踏まえ、屋内退避や

避難等の防護対策とともに判断する必要がある。周辺住民等に対する安定ヨウ素剤に係

る防護対策については、その詳細を付属資料６に示す。 

 

⑤ 飲食物摂取制限について 

摂取制限措置を実施するまでには、時間的余裕があると考えられるので、代替飲食物

の供給等について対策を講じておく必要がある。 

 

⑥ 立入制限措置について 

放射性物質又は放射線が異常に放出されるかあるいはそのおそれがある場合には、以

下のとおり、立入制限の措置を講ずる必要がある。 

(ｲ) 放射性物質又は放射線による無用の被ばくを避けるために特定の区域への立入を制

限すること。 

(ﾛ) 周辺住民等の避難、防災業務関係者の活動及び応急対策用資機材等の輸送のために

経路を確保するなど、応急対策の円滑な実施のために特定の区域への無用の立入を制

限すること。 

 

 



 

 - 24 -

⑦ 防災業務関係者の防護措置 

原子力災害の応急対策及び災害復旧に関係する者であって、ある程度の被ばくが予想

される防災業務関係者については、個人線量計（ポケット線量計、アラームメータ等）

を、また、防災業務に応じて、被ばくを低減するための防護マスクを配布するとともに、

安定ヨウ素剤を予防的に服用させる。防災業務関係者の安定ヨウ素剤予防服用について

は、付属資料７に示す。さらに、輸送手段、連絡手段の確保が必要である。 

防災業務関係者の放射線防護に係る指標は、放射線業務従事者に対する考え方を参考

にして、以下のとおりとすることを提案する。また、事故が発生した原子力事業所の放

射線業務従事者については、法令に定められている線量限度を適用するものとする。な

お、防災業務関係者の放射線防護に係る指標についての参考資料を、付属資料８に示す。 

 

(ｲ) 災害応急対策活動及び災害復旧活動を実施する防災業務関係者の被ばく線量は、実

効線量で５０ｍＳvを上限とする。 

 

(ﾛ) ただし、防災業務関係者のうち、事故現場において緊急作業を実施する者（例えば、

当該原子力事業所の放射線業務従事者以外の職員はもとより、国から派遣される専門

家、警察関係者、消防関係者、自衛隊員、緊急医療関係者等）が、災害の拡大の防止

及び人命救助等緊急かつやむを得ない作業を実施する場合の被ばく線量は、実効線量

で１００ｍＳvを上限とする。また、作業内容に応じて、必要があれば、眼の水晶体

については等価線量で３００ｍＳv、皮膚については等価線量で１Ｓvをあわせて上限

として用いる。 

 

なお、これらの防災業務関係者の放射線防護に係る指標は上限であり、防災活動に係

る被ばく線量をできる限り少なくする努力が必要である。 

特に女性については、上記指標にかかわらず、胎児防護の観点から、適切な配慮が必

要である。 

 

⑧ 各種防護対策の解除 

これまで述べてきた各種の防護対策の解除には慎重な配慮を要する。即ち放出源から

の放出が終了したとしても影響を受けた区域は汚染されている可能性もあり、汚染物が

影響を受けていない区域に搬出されるおそれなどがあるからである。したがって、緊急

時モニタリング等による地域の調査等の措置が行われた後、専門家の判断にしたがって

各種対策の解除を行うことが重要である。 

 

５－３ 防護対策のための指標 

防護対策をとるための指標は、なんらかの対策を講じなければ個人が受けると予想さ

れる線量（予測線量）又は実測値としての飲食物中の放射性物質の濃度として表される。 
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予測線量は、異常事態の態様、放射性物質又は放射線の放出状況、気象情報、ＳＰＥ

ＥＤＩネットワークシステム等から推定されることとなるが、初期の推定の時点では必

ずしも緊急時モニタリング情報等は得られていない。したがって、緊急時モニタリング

による実測値が得られた場合は、この値に基づき、ＳＰＥＥＤＩネットワークシステム

等による計算値を逐次修正していくことが有効である。なお、ＳＰＥＥＤＩネットワー

クシステムを用いた予測線量の算定についての参考資料を、付属資料９に示す。 
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(1) 屋内退避及び避難等に関する指標 

「放射性物質の大量放出事故に対する応急対策の放射線レベルについて｣(昭和４２

年放射線審議会答申）を踏まえながら、防護対策の実効性も考慮し、屋内退避及び避

難等に関する指標を以下のとおり提案する。 

 

表２ 屋内退避及び避難等に関する指標 

    予測線量（単位：ｍＳv）  

 

 

 

 

 

 

外部被ばくに 

よる実効線量 

内部被ばくによる等価線量 

・放射性ヨウ素による小児 

 甲状腺の等価線量 

・ウランによる骨表面又は 

 肺の等価線量 

・プルトニウムによる骨表 

 面又は肺の等価線量 

防 護 対 策 の 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

１０～５０ 

 

１００～５００ 

住民は、自宅等の屋内へ退避すること。 

その際、窓等を閉め気密性に配慮すること。 

 ただし、施設から直接放出される中性子線 

又はガンマ線の放出に対しては、指示が 

あれば、コンクリート建家に退避するか、 

又は避難すること。  

 ５０以上 ５００以上 住民は、指示に従いコンクリート建家の屋 

内に退避するか、又は避難すること。  

注）１． 予測線量は、災害対策本部等において算定され、これに基づく周辺住民等の防護

対策措置についての指示等が行われる。 

  ２． 予測線量は、放射性物質又は放射線の放出期間中、屋外に居続け、なんらの措置

も講じなければ受けると予測される線量である。 

  ３． 外部被ばくによる実効線量、放射性ヨウ素による小児甲状腺の等価線量、ウラン

による骨表面又は肺の等価線量、プルトニウムによる骨表面又は肺の等価線量が

同一レベルにないときは、これらのうちいずれか高いレベルに応じた防護対策を

とるものとする。 

 

なお、上記指標を検討するに当たり参考とした資料を付属資料１０、１１に示す。 

 

屋内退避及び避難等に関する指標には、ある幅を持たせることとした。この理由は、

線量によってのみ防護対策は決定されるべきではなく、その対策の実現の可能性、実行

することによって生ずる危険、影響する人口規模及び低減されることとなる線量等を考

慮して決定されるべきであり、そのためには防護対策の実施に柔軟性が必要とされるか

らである。また、災害対策本部が行う周辺住民等の行動についての勧告又は指示は、あ

る地域的範囲を単位として与えられることが予想され、この地域的範囲の中で予測線量

が場所によって異なることも指標に幅を持たせた理由である。 



 

 - 27 -

なお、屋内退避若しくはコンクリート屋内退避あるいは避難という防護対策を実際に

適用する場合は、上記指標に応じて異常事態の規模、気象条件を配慮した上、ある範囲

を定め、段階的に実施されることが必要である。 

 

(2) 安定ヨウ素剤予防服用に係る防護対策の指標 

安定ヨウ素剤予防服用に係る防護対策は、屋内退避や避難等の防護対策とともに、

その実効性を高める必要があること、さらに、安定ヨウ素剤予防服用に関する国際機

関及び各国における提案を考慮し、安定ヨウ素剤予防服用に係る防護対策の指標とし

て、性別・年齢に関係なく全ての対象者に対し一律に、放射性ヨウ素による小児甲状

腺等価線量の予測線量１００ mSvを提案する。 

 

(3) 飲食物の摂取制限に関する指標 

飲食物摂取制限に関する放射性元素として、放射性プルームに起因するヨウ素、ウ

ラン及びプルトニウムを選定するとともに、旧ソ連チェルノブイル事故時の経験を踏

まえてセシウムを選定した。そして、これらの核種による周辺住民等の被ばくを低減

するとの観点から実測による放射性物質の濃度として表３のとおり飲食物摂取制限に

関する指標を提案する。 

なお、この指標は災害対策本部等が飲食物の摂取制限措置を講ずることが適切であ

るか否かの検討を開始するめやすを示すものである。 

 

 

  

表３ 飲食物摂取制限に関する指標 

  

 
対   象 

放 射 性 ヨ ウ 素 

（混合核種の代表核種：１３１Ｉ）  

 飲 料 水  

 牛乳・乳製品 
３×１０２Ｂq／ｋg 以上 

 

  

 

野 菜 類 

（根菜、芋類を除く。） 
２×１０３Ｂq／ｋg 以上 

 

 

 対   象 放 射 性 セ シ ウ ム  

 飲 料 水  

 牛乳・乳製品 
２×１０２Ｂq／ｋg 以上 

 

 野 菜 類  

 穀 類  

 肉・卵・魚・その他 

５×１０２Ｂq／ｋg 以上 
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 対   象 ウ ラ ン  

 飲 料 水  

 牛乳・乳製品 
２０Ｂq／ｋg 以上 

 

 野 菜 類  

 穀 類  

  

 
肉・卵・魚・その他 

１×１０２Ｂq／ｋg 以上 

 

 

  

  

 

対   象 

 プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種 

 （ ２３８Ｐｕ、２３９Ｐｕ、２４０Ｐｕ、２４２Ｐｕ、２４１Ａｍ、 

    ２４２Ｃｍ、２４３Ｃｍ、２４４Ｃｍの放射能濃度の合計）  

 飲 料 水  

 牛乳・乳製品 
１Ｂq／ｋg 以上 

 

 野 菜 類  

 穀 類  

 肉・卵・魚・その他 

１０Ｂq／ｋg 以上 

 

（注） 乳児用として市販される食品の摂取制限の指標としては、ウランについては２０Ｂｑ／

ｋｇを、プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種については１Ｂｑ／ｋｇを適用す

るものとする。ただしこの基準は、調理され食事に供される形のものに適用されるものと

する。  

                            

なお、上記の対象物中の放射能濃度の定量に当たっては、以下のものを参照することを提

案する。 

・放射性ヨウ素    ：文部科学省測定法シリーズ１５「緊急時における放射性ヨウ素測

定法」 

・放射性セシウム   ：同シリーズ７「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペク

トロメトリー」及び同シリーズ２４「緊急時におけるガンマ線ス

ペクトロメトリーのための試料前処理法」         

・ウラン       ：同シリーズ１４「ウラン分析法」                          

・プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種：同シリーズ１２｢プルトニウム分析法｣同

シリーズ２１「アメリシウム分析法」及び同シリーズ２２ 

            「プルトニウム・アメリシウム逐次分析法」       

また、上記濃度の算出についての考え方を付属資料１２に示す。 
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第６章 緊急被ばく医療 

  

 ６－１ 緊急被ばく医療の基本的考え方 

緊急被ばく医療の基本理念は、「いつでも、どこでも、誰でも最善の医療を受けられ

る。」という命の視点に立った救急医療、災害医療の原則に立脚することである。 

具体的には、原子力施設の従事者と周辺住民等を分け隔てなく、被ばく患者を平等に

治療しなければならないという共通認識から出発して、緊急被ばく医療に携わる関係者

が適切な研修、訓練を受けることにより、円滑かつ迅速に被ばく患者を診療できる体制

を構築する必要がある。また、医療の視点からは、原子力施設における原子力緊急事態

の発生時のみならず、原子力緊急事態に至らない場合にも被ばく患者が発生する場合が

あり、これらにも対応できる体制を構築することも必要である。このため、日常的に機

能している一般の救急医療体制、災害医療体制との整合性を図ることとし、原子力緊急

事態を含めた異常事態の発生時には、救急医療体制に加え、必要に応じ、広域的な災害

医療体制にも組み込まれて機能し、実効性を向上させることとする。 

以下に、緊急被ばく医療についての考え方を示す。 

 

 ６－２ 原子力緊急事態の発生時における緊急被ばく医療 

(1) 組織 

  原子力緊急事態が発生した場合には、下図のような組織を整備し、実効性の向上に

努めることが必要である。 
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(2) 各組織の役割 

① 原子力災害合同対策協議会の医療班 

 オフサイトセンターに設置された原子力災害合同対策協議会は、国、地方公共団体、

原子力事業者等を代表するもので構成される。原子力災害合同対策協議会に編成され

た医療班は、緊急被ばく医療活動の把握及び広域的な医療活動の調整を行う。また、

地方公共団体の災害対策本部の医療グループ、医療機関等と緊密に連絡を取り、必要

に応じて助言、指導等を行う。 

 

② 地方公共団体の災害対策本部の医療グループ 

 地方公共団体の災害対策本部の医療グループは、地方公共団体、地域医療機関、保

健所等の関係者によって構成される。現地の医療活動を把握し、初期及び二次医療機

関等に助言、指導及び支援を行う。 

 

③ 緊急被ばく医療派遣チーム 

 三次被ばく医療機関を中心とした医療関係者等からなる緊急被ばく医療派遣チーム

は、地方公共団体の災害対策本部のもとで、被ばく患者等に対する診療について、初

期及び二次被ばく医療機関の関係者を指導するとともに自らもこれに協力して医療活

動を行う。 

 

④ 緊急被ばく医療機関等 

 緊急被ばく医療機関は外来（通院）診療を行う初期被ばく医療機関、入院診療を行

う二次被ばく医療機関、より専門的入院診療を行う三次被ばく医療機関からなる。各

医療体制の役割に応じて、サーベイランス（簡易な測定等による放射性物質の汚染の

把握）、スクリーニング、線量評価、除染、診療等を行う。また、初期、二次及び三

次医療機関の連携はもとより、高度総合医療を行う医療機関、日本赤十字社等からの

協力体制を構築しておく必要がある。 

 

６－３ 緊急被ばく医療体制 

(1) 初期被ばく医療体制 

① 原子力施設における初期被ばく医療 

 被ばく患者の応急処置とともに、サーベイランス、スクリーニングと被ばく線量の

測定を行う。その後、除染や汚染の拡大防止措置を行い、汚染や被ばくの程度などに

応じて、迅速に被ばく患者を緊急被ばく医療機関に搬送する。 

 

② 避難所等で展開される周辺住民等を対象とする初期対応 

避難所等では、周辺住民等を対象として、サーベイランス、スクリーニング及び被

ばく線量を測定するとともに、周辺住民等の避難経路、通過時間等の調査を行い、こ

れらの情報を管理する。また、安定ヨウ素剤の服用が行われる場合には、服用、副作

用等に備え、医師、保健師、薬剤師等の医療関係者を周辺住民等が退避した集合した

場所等に派遣しておくことが望ましい。 
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③ 医療機関における初期被ばく医療 

原子力施設近隣の初期被ばく医療機関では、原則として避難所や原子力施設から搬

送されてくる被ばく患者の外来診療を行う。 

初期被ばく医療機関は、日常的に救急医療を実践している医療機関であり、ふき取

り等の簡易な除染や救急処置を行う。 

 

緊急時においては、多くの周辺住民等が、特に医療処置を必要としない程度であって

も、心理的不安から各種医療機関、避難所等に検査等を求めて来ることについても留意

する。 

 

(2) 二次被ばく医療体制 

 初期被ばく医療の後、汚染の残存する被ばく患者又は相当程度の被ばくをしたと推

定される被ばく患者を、入院診療を行なう二次被ばく医療機関に転送する。二次被ば

く医療機関においては、シャワー等による全身の除染、汚染創傷の治療等を行うとと

もに、ホールボディカウンタ等を用いた測定及び血液、尿等を対象とした分析により、

汚染状況及び被ばく線量の測定を行う。また、局所被ばく患者、高線量被ばく患者等

の診療を開始する。 

 

(3) 三次被ばく医療体制 

① 三次被ばく医療体制の概要 

二次被ばく医療の結果、さらに放射線被ばくによる障害の専門的診療が必要とされ

る高線量被ばく患者や重篤な内部被ばく患者等については、地域の三次被ばく医療機

関（学際的な高度専門治療を遂行するために、国公立大学附属病院などの医療機関で

あることが望ましい。）に転送する。 

地域の三次被ばく医療機関は、放射線防護協力機関（線量評価や放射線防護等にお

いて緊急被ばく医療機関に協力する機関）と地域三次被ばく医療の機関群を形成し、

これらが三次被ばく医療を担う。 

地域三次被ばく医療の機関群は、放射線医学総合研究所と相互に連携を図り、被ば

く患者の診療、長期的な健康調査等を行う。また、初期及び二次被ばく医療機関と連

携して地域ブロックを形成し、より実効性のある被ばく医療体制を構築する。地域の

三次被ばく医療機関はその地域ブロック内の医療機関間における被ばく患者の搬送、

技術協力等の調整を行なう。 

放射線医学総合研究所は、三次被ばく医療の中心的機関として位置付けられる。放

射線医学総合研究所（放射線医学総合研究所緊急被ばく医療ネットワーク会議を含

む。）は、高度総合医療を行う医療機関との相互連携のもとに、高度専門的な除染及

び診療を実施し、全国の地域三次被ばく医療の機関群に対して、必要な支援及び助言

を行う。また、放射線医学総合研究所は地域の三次被ばく医療機関の一つとしての役

割も担う。 
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② 地域ブロック化の考え方 

地域の三次被ばく医療機関の整備は、我が国の緊急被ばく医療体制の実効性を向上

させていく上で、様々な効果があると考えられるが、三次被ばく医療機関において診

療を行う必要がある被ばく患者の発生は、低頻度の事象である。一方で、三次被ばく

医療機関には、医療関係者に対する教育及び訓練、放射線防護協力機関との連携・協

力体制の構築、大学附属病院を含め初期及び二次被ばく医療機関等との連携・協力体

制の構築、組織としての被ばく医療への取組み等非日常的で多大な労力が求められる。

これらに加え、現在、関東に放射線医学総合研究所が既に整備されていること、迅速

な広域搬送等のために消防及び自衛隊が連携して搬送支援を行うこと等を踏まえると、

地域の三次被ばく医療機関を集中的に整備することが効果的かつ現実的であり、現時

点では地域の三次被ばく医療機関が整備される地理的条件等を考慮した上で日本を東

西２ブロック程度に分けることが適当である。 

なお、関係省庁等が地域の三次被ばく医療機関の整備を行う際、ブロックごとに整

備する地域の三次被ばく医療機関を１機関と限定する必要はなく、機能の維持・向上

を考慮した上で、複数の機関を整備することも有効であると考えられる。 

 

なお、被ばく患者の被ばく線量、汚染の程度、全身状態等によって、明らかにある程

度の被ばくをしたと考えられる者に対しては、初期被ばく医療機関を経ずに、二次被ば

く医療機関や三次被ばく医療機関によって対応を行うことが実際的である。この場合、

それぞれの医療機関の医療水準や医療資源のバランスを見ながら、実際に医療にあたる

現場の医師が二次被ばく医療機関相互あるいは三次被ばく医療機関との連携を考慮して、

適切な搬送先や転送先を判断することが重要である。 

初期、二次及び三次被ばく医療機関等の緊急被ばく医療体制の概念を図１に示す。ま

た、緊急被ばく医療体制の概要を付属資料１３に示す。 
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６－４ 緊急被ばく医療における国、地方公共団体、原子力事業者等の責務  

(1) 国 

 国は、被ばく医療体制がより実効的なものとなるよう、地方公共団体及び医療関係

者の意見を十分に尊重しつつ、緊急被ばく医療体制を構築するとともに、各地域が行

う防災対策の実状やその必要性を十分に把握し、地方公共団体が有効な防災対策が行

えるよう支援する必要がある。 

 また、緊急被ばく医療に携わる者に対して、緊急被ばく医療に係る研修、訓練が実

効的なものとなるよう努めることも必要である。 

 

(2) 地方公共団体 

 地方公共団体は、被ばく医療関係者とも連携を図りつつ、実効的な緊急被ばく医療

が行われる体制を整備しておく必要がある。具体的には、緊急被ばく医療に必要な資

機材の整備、維持及び管理について、国、 医療関係者、原子力事業者などととも十分

に連携を図るとともに、医療関係者、周辺住民等への被ばく医療等に関する知識の普

及、啓発及び防災訓練等を実施する必要がある。 

また、被ばく医療にかかる資機材等の整備に当たっては、地域防災計画等で定めた

内容に沿って原子力防災対策が必要な区域内の人口、地勢等の条件を十分に勘案し、

必要な資機材を適正に配備することが必要である。 

 

(3) 原子力事業者 

原子力事業者は、被ばく患者の発生に備えて､次の事項について留意する。 

① 通報連絡体制等の整備 

 原子力施設内での指揮命令、通報連絡及び情報伝達に係る体系的な整備を図るとと

もに、医療機関、搬送機関（消防、海上保安庁、自衛隊等）、地方公共団体等の関係

機関と通報連絡、被ばく患者の搬送、受入れについて緊密な関係を保持する必要があ

る。 

 

② 請負事業者との連携 

 被ばく患者が発生した場合、請負事業者（発注者との契約関係により業務を請け負

った事業者）との間での役割分担、通報連絡体制、指揮命令系統等について、あらか

じめ定めておく必要がある。 

 

③ 応急処置及び除染 

 被ばく患者の応急処置及び除染を行う設備等を整備し、維持・管理して、被ばく医

療を行える体制を整備しておく必要がある。 

 

④ 医療機関への搬送 

 被ばく患者を医療機関に搬送する際には、汚染の状況を把握し、傷病の状態を勘案

して、できる限り汚染の拡大防止措置を講じた上で、放射線管理要員（放射性物質や

放射線に対する知識を有し、線量評価や汚染の拡大防止措置が行える者）を被ばく患

者に随行させる必要がある。 
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(4) 緊急被ばく医療機関 

緊急被ばく医療機関は、次の役割を担うことが必要である。 

 

① 診療 

緊急被ばく医療機関等は、それぞれの医療体制の下で被ばく患者の診療を行なう。

また、緊急被ばく医療機関の医療関係者は、定期的な研修、訓練を受けることにより

被ばく医療水準の維持、向上に努める。 

 

② 汚染及び被ばくの防止 

 緊急被ばく医療機関においては、被ばく患者の診療に際して、医療関係者の二次汚

染及び被ばくを防止する。また、一般の患者の不安を軽減するとともに、一般の患者

や公衆に対して、汚染及び被ばくを防止する必要がある。 

 

③ 地域における被ばく医療資産の効率的活用 

地域ブロックごとに緊急被ばく医療に係る設備、資機材、人材等の資産を適正に配

置し、有効に活用する。 

 

④ 緊急被ばく医療機関の連携 

被ばく患者の重症度に応じて適切な医療を行うとともに、各医療機関の要員及び資

機材を有効に活用するため、緊急被ばく医療機関間の病診（病）連携を図る。 

 

⑤ 情報の共有化 

医療機関で得られた情報、例えば、被ばく患者の線量評価、放射性核種の同定等の

情報は、事態の様相の判断に有用であるので、速やかに災害対策本部を含む関係機関

に伝達するとともに、原子力事業者、現地災害対策本部で得られた緊急被ばく医療を

実践するために必要な情報は、被ばく医療に係る医療機関に提供されることが重要で

ある。 

 

６－５ 緊急被ばく医療活動のための要件 

緊急被ばく医療活動のためには、以下の要件が求められる。 

 

(1) 設備、資機材等 

それぞれの医療体制において、整備すべき設備、資機材等を付属資料１４に示す。

なお、これら設備、資機材等の維持及び管理を定期的に行うとともに操作を行う者の

確保と研修、訓練が必要である。 

また、異常事態の発生に備えて周辺住民等及び防災業務関係者に対して、迅速かつ

的確に安定ヨウ素剤を使用できる体制を準備しておく必要がある。周辺住民等に対す

る安定ヨウ素剤予防服用に係る防護対策についての参考資料を、付属資料６に示す。 
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(2) ネットワーク 

 緊急被ばく医療において、その連携体制を強化し実効性の向上を図るため、情報及

び人的ネットワークを構築することが必要である。 

 

① 情報ネットワーク 

国と地方公共団体、地方公共団体と医療機関、医療機関相互の緊急被ばく医療に関す

る連絡を円滑に行うため、救急医療情報システムや広域災害医療情報システムなどの

情報ネットワークを活用、整備することが必要である。 

また、複数の医療機関等が被ばく医療の実例等をデータベース化しているが、これ

らのデータを一元化するなどして、医療関係者が利用しやすいものとすることが重要

である。 

 

② 人的ネットワーク 

緊急被ばく医療関係者が緊急被ばく医療の重要性を認識し、それぞれの役割や連携

体制の確認、情報交換等を行うため、全国的な緊急被ばく医療の緊密な人的ネットワ

ークを構築することが必要である。 

 

(3) 搬送体制 

 搬送が迅速かつ円滑に行われるとともに、搬送機関及び搬送される医療機関に必要

な情報が的確に伝達されることが必要である。 

 

① 複数の搬送経路の確保 

 搬送については、気象状況、自然災害等により交通が遮断又は混乱することを考慮

し、車両、船舶、航空機などを組み合わせ、複数の経路を確保しておくことが重要で

ある。 

 

② 通報連絡 

 原子力事業者は、施設等の事故の状況及び負傷時の状況等に関する情報を電話とあ

わせできる限り文書で、搬送機関に迅速に通報するとともに、その後、得られた被ば

く関連情報についても順次、通報する必要がある。搬送機関、関係医療機関、原子力

事業者は、被ばく患者が発生した場合の通報連絡様式をあらかじめ統一的に定めてお

くことが望ましい。 

 

③ 放射線管理要員等の協力 

放射線管理要員は、搬送に際し、汚染の拡大防止措置を実施するとともに、搬送機

関や搬送車両等の汚染の有無を確認し、原子力事業者を含む関係機関へ報告する。 

 

④ 協力体制及び情報交換 

 被ばく患者の搬送に備えて、搬送機関、関係医療機関、原子力事業者は、日頃から

訓練を通じて関係機関相互の協力体制を整えておくことが必要である。 

また、搬送機関においては、搬送用資機材等の整備について相互に情報交換すると
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ともに、被ばく患者の搬送等に当たって、緊急被ばく医療の専門家から助言を得られ

るような体制を整備することが望ましい。 

 

(4) 人材育成等 

① 人材の確保 

被ばく患者の発生に対して適切に対応するためには、被ばく医療に関する知識と技

術を備えた医療関係者の確保が必要である。 

 

② 人材育成 

 医療関係者の職種等に合わせて、実際的なカリキュラムを定め、できる限り具体的

な研修を実施するとともに、不断の研修、訓練により人材を育てる必要がある。 

 

③ 指導者の育成 

 多数の医療関係者を教育し、その知識と技能の維持向上を図るため、各地において、

地域の事情に通じた指導者を育成する必要がある。 

 

④ 被ばく医療の訓練 

 訓練の目的を明確にし、その実効性を考慮して、原子力事業者、地方公共団体、医

療関係者等による地域的な通報連絡訓練から、国による総合合同防災訓練に至るまで、

救急処置を必要とするような被ばく患者を想定した訓練を行うことが必要である。 

 

⑤ 線量評価に関する技術の維持・向上 

 被ばく患者に対して適切な対応を行うためには、迅速かつ正確に線量評価が行える

ことが重要である。そのためには、新しい知見を積極的に取り入れ、線量評価手法の

確立及び線量評価技術の開発等に努め、線量評価に関する技術の維持・向上を行うこ

とが重要である。 

 

６－６ 原子力災害時におけるメンタルヘルス対策 

原子力災害時には、放射線による被ばくや放射性物質による汚染に対する不安や、被

ばくや汚染が身体的な健康に影響を及ぼす不安（以下「健康不安」という。）などの心

理的変化が生じるとともに、避難等の措置が実施された場合には、生活環境の変化等が

精神的負担となることなどが考えられるため、メンタルヘルス対策を適切に行う必要が

ある。その際、放射線や放射性物質の存在は五感で感じることができないなど、原子力

災害の特徴を踏まえ、対策を実施することが重要である。 

原子力災害時における基本的な考え方を以下に示す。また、具体的な対策については、

付属資料１５に示す。 

 

(1)  原子力災害の経過と必要な対応 

原子力災害に伴う精神的負担及び心理的変化は、災害の経過とともに変化するため、

その変化に応じた対策を実施する。特に、原子力災害発生直後の対応は重要であり、

避難等の措置が確実に実施されることはもちろんのこと、周辺住民等が必要としてい
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る情報を適切に提供する。その後は、周辺住民等に生じた精神的負担及び心理的変化

を的確に把握し、周辺住民等が必要とする援助を適切に提供する。 

 

(2)  適切な情報提供の重要性 

放射線や放射性物質の存在は五感で感じることができず、被害の程度など災害によ

る影響が分かりにくいため、周辺住民等が不安を抱くことがある。このため、特に原

子力災害の場合には、適切な情報提供が周辺住民等のメンタルヘルスを考える上で重

要である。原子力災害発生直後に、避難等の措置の指示等を確実に伝達するとともに、

被ばくによる身体的な健康影響に関し情報提供を行う際には、被ばく線量、放射線に

よる身体的な健康影響等の情報を、分かりやすい形で提供することが重要である。 

 

(3)  メンタルヘルス対策の担い手 

原子力災害時においては、防災業務関係者の中でも直接、周辺住民等に援助を提供

する者（以下「援助者」という。）が周辺住民等と接し、声をかわすことが安心につ

ながることから、メンタルヘルスの専門家だけでなく、援助者全員が周辺住民等のメ

ンタルヘルスを支える役割を担うことを認識し、援助活動に取り組むことが重要であ

る。 

 

(4)  メンタルヘルス対策体制 

原子力災害時に、メンタルヘルス対策を適切に実施するためには、災害発生直後か

ら地方公共団体が設置する災害対策本部にメンタルヘルスの専門家を組み込むととも

に、保健所、市町村保健センター等にメンタルヘルス対策の拠点を置き、対応に当た

る必要がある。その際、国、地方公共団体等が相互に連携し、一元的な対応を行う必

要がある。 

 

(5)  被ばく患者、防災業務関係者及び原子力施設の従事者への対策の必要性 

周辺住民等に加えて、被ばく患者、防災業務関係者及び原子力施設の従事者に対す

るメンタルヘルス対策も重要であり、それぞれに特有な精神的負担及び心理的変化に

応じて対策を適切に行う必要がある。 

 




