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  １．開  会 

【事務局（清水主幹）】 ただいまから、北海道防災会議原子力防災対策部会有識者専門

委員会を開催いたします。 

 私は、本委員会の事務局の清水でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 

  ２．挨  拶 

【事務局（清水主幹）】 まず初めに、北海道原子力安全対策担当局長の勝木より、開催

に当たってのご挨拶を申し上げます。 

【勝木原子力安全対策担当局長】 北海道原子力安全対策担当局長の勝木と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

 本日の北海道防災会議原子力防災対策部会有識者専門委員会の開会に当たり、一言、ご

挨拶を申し上げます。 

 先生方におかれましては、年度末の何かとお忙しい中を本日の会議にご出席いただき、

また、日ごろから原子力防災対策の推進にご理解とご協力をいただいていることに対しま

して、感謝を申し上げる次第でございます。 

 道といたしましては、これまで、皆様方のご協力のもと、原子力防災体制の整備に着実

に取り組んできたところであり、昨年の秋には、泊地域の緊急時対応を取りまとめ、政府

の了承を得たところでございます。 

 その緊急時対応に基づきまして、昨年の１１月に、国と合同で全国で初めて津波との複

合災害を想定した２日間にわたる防災訓練を実施したところでございます。さらには、今

年の２月に、暴風雪の中で原子力災害が発生したことを想定した冬期の訓練も、国と合同

で実施したところでございます。 

 皆様方におかれましては、ご多忙の中、この秋と冬の２回の訓練をご視察いただいた上、

貴重なご意見をいただくなど、重ねて感謝を申し上げる次第でございます。 

 さて、本日の会議でございますけれども、ご視察していただいた原子力防災訓練の実施

結果報告書の案や、この訓練結果などを踏まえた北海道地域防災計画（原子力防災計画編）

の修正案についてお諮りするほか、北海道緊急時モニタリング計画などの修正、また、原

子力災害医療体制の見直しについて、本日、報告をさせていただく予定でございます。 

 また、本日は、内閣府が実施した泊サイトにおける被ばく線量の解析結果について、担

当の内閣府の方に来ていただきまして、ご報告をいただくこととしております。 

 原子力防災対策につきましては、原子力発電所がある以上、再稼働の有無にかかわらず、

やはり関係法令に基づいて、自治体の責務として取り組んでいく必要があるというふうに

考えております。 

 道といたしましては、原子力防災対策の整備に完璧や終わりはないとの認識のもと、今

後とも、防災訓練を繰り返し実施するなど、不断に取り組んでまいる考えでございます。 

 委員の皆様方におかれましては、それぞれの専門の分野からご意見やご助言を賜ります
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ようお願い申し上げます。 

 以上、簡単ではございますが、開会に当たりましての挨拶とさせていただきます。 

 本日は、よろしくお願いいたします。 

【事務局（清水主幹）】 議事に入る前に、事務局より報告いたします。 

 本日、北海道大学の稲波委員におかれましては、用務のため欠席となっております。 

 続きまして、配布しております資料の確認を行います。 

 お手元の資料ですが、まず、次第と配席図、委員名簿がついているかと思います。続き

まして、資料１としまして、北海道原子力防災訓練実施結果報告書（案）、資料２－１と

しまして、北海道地域防災計画（原子力防災計画編）の修正（案）の概要について、資料

２－２はＡ４判横長の資料でありますが、その防災計画修正による新旧対照表（案）です。

資料３といたしまして、北海道緊急時モニタリング計画等の修正について、資料４としま

して、原子力災害医療体制の見直しについて、資料５としまして、泊サイト放出シナリオ

に対する防護措置の被ばく低減効果の解析結果についてです。 

 以上をお配りしておりますが、不足はありますでしょうか。 

 なお、委員の皆様方のお席に常備資料があります。防災計画等の資料でありますが、こ

ちらも置かせていただいております。これらにつきましては、会議の都度、事務局で用意

させていただきますので、お帰りの際の持ち帰りは不要でございます。 

 それでは、これ以降の議事進行につきましては、小崎座長にお願いいたします。 

 小崎座長、よろしくお願いいたします。 

 

  ３．議  事 

【小崎座長】 それでは、議事の進行を務めさせていただきます。 

 円滑な議事の進行にご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、議題（１）平成２８年度北海道原子力防災訓練実施結果についてです。事務局か

ら説明をお願いいたします。 

【事務局（太田主査）】 原子力安全対策課の太田と申します。どうぞよろしくお願いし

ます。 

 私から、今年度に実施いたしました北海道原子力防災訓練の結果報告書の案につきまし

て、資料１に基づきご説明させていただきます。 

 この報告書につきましては、１３町村を初めとした関係機関のご協力をいただいて作成

したものでございまして、今後、各機関に配布する予定としております。 

 まず、２枚めくっていただきまして、１ページをご覧ください。 

 ここでは、昨年の１１月１３日と１４日に実施した総合訓練のまとめを記載しておりま

す。訓練当日は、委員の皆様にもご多忙のところをご視察いただきまして、誠にありがと

うございます。 

 本日は、ご視察いただいたことも踏まえまして、概略だけをご説明させていただきたい
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と思います。 

 まず、１番目の目的についてでございますけれども、防災関係機関が協力して原子力防

災対策を円滑にできるよう、関係機関の連携や防災業務関係者の防災技術の向上を図り、

住民の防災意識の高揚と防災対策への理解を促進させることを目的として実施したところ

でございます。本道におきましては、１５年ぶりに、国との合同訓練として実施したとこ

ろでございます。 

 ２番目の実施日時から５番目の対象施設につきましては、記載のとおりでございます。 

 次に、６番目の参加・協力機関ですけれども、参加機関につきましては、昨年から、機

関数が若干少なくなったものの、防災業務関係者につきましては、約３，０００人増えま

して、今年度は３６４機関、５，５２３人の防災業務関係者にご参加いただいたところで

ございます。 

 その内訳については、（１）の北海道警察から次のページの（１０）の公共団体等まで

が防災業務に携わる行政機関や公共機関でございます。また、（１１）は、協力企業でご

ざいます。さらに一つ飛びまして、（１３）が避難退域時検査などに参加いただいた医療

機関でございます。また、（１４）が避難や屋内退避訓練等にご参加いただいた学校や幼

稚園などでございます。 

 次に、（１５）ですが、同じく避難訓練等にご参加いただいた社会福祉施設等でござい

ます。 

 さらに、次のページの（１６）ですが、今年度は、初めて外国人観光客を想定した避難

誘導訓練を実施したところでございまして、会場となった施設を含めて、その他機関とい

うことでまとめさせていただいております。 

 ５ページをご覧ください。 

 今年度の事故想定としまして、北海道南西沖地震に伴い大津波警報が発令する中、泊発

電所３号機でトラブルが発生するという、全国で初めて津波との複合災害を想定して実施

したところでございます。 

 １枚めくっていただきまして、６ページをご覧ください。 

 今年度の避難区域としましては、泊発電所から半径５キロメートルのＰＡＺ圏内とＵＰ

Ｚにつきましては、発電所の北側の積丹地域、また、南側の岩内町の一部を避難区域とし

て実施したところでございます。 

 また、被害想定としまして、地震と津波警報につきましては、右側の表にまとめており

ます。津波や土砂災害に関する被害想定につきましては、左側の地図にプロットしており、

泊村では、発電所近くの茶津ゲート付近と盃地区で津波被害が発生し、神恵内村では、二

つの地点で土砂災害の被害が発生する中、原子力災害が進展していくという想定で実施い

たしました。 

 次の７ページをご覧ください。 

 ここからは、各訓練項目の実施内容を記載しております。 
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 （１）の重点項目では今年度の重点項目を列挙いたしまして、（２）から各訓練項目の

実施内容を記載しております。 

 ポイントだけを説明します。次の８ページをご覧ください。 

 まず、一番上の緊急事態応急対策拠点施設、いわゆるオフサイトセンター運営訓練とい

うことで、国、道、関係１３町村、さらには、防災関係機関から４３機関２７３名がオフ

サイトセンターに参集して訓練を実施したところでございます。 

 内容としましては、津波との複合災害を想定し、人命へのリスクを踏まえ、津波避難指

示に基づく避難行動を優先しながら、原子力災害に対する防護措置を検討する意思決定訓

練を実施したところでございます。 

 また、オフサイトセンター内の情報共有の強化ということで、事故の状況や防護対策の

状況などを、各班に設置しているモニターに順次表示したことや、ヘリテレ伝送システム

やモバイル映像伝送システムを活用して、住民の避難状況を大型モニターに表示いたしま

した。要員が十分な情報を得た中で活動できるように、工夫を施したところでございます。 

 次に、少し飛びまして１０ページをご覧ください。 

 ここでは、訓練の中心となる住民の避難訓練についてですけれども、中段の囲み部分を

ご覧ください。 

 参加住民数は１万２，７５５人、そのうち、避難者数は９０９人、屋内退避者数は１万

１，８４６人となっておりまして、昨年度から１，０００人程度増加したところでござい

ます。 

 また、このページの下段には力点を置いた項目を列挙しておりますけれども、要配慮者

対策として、放射線防護対策施設への屋内退避訓練、学校や社会福祉施設の避難訓練を実

施したほか、孤立集落対策としてヘリによる避難、今年度は、新たな取組として、観光客

対策ということで、日本人観光客や外国人観光客を想定した避難誘導訓練を実施いたしま

した。さらに、一時滞在場所の設置運営訓練や道路渋滞対策訓練を実施したところでござ

います。 

 １２ページをご覧ください。 

 こちらは、原子力災害医療活動訓練としまして、車両や住民の避難退域時検査や簡易除

染を実施したほか、安定ヨウ素剤の緊急配布訓練、さらに、発電所内で発生した被ばく傷

病者を札幌医科大学にヘリ搬送し、弘前大学の原子力災害派遣チームと連携して、除染な

どの医療措置を実施したところでございます。 

 １４ページ以降につきましては、訓練関係の資料でありますが、まず、訓練の流れにつ

いて、それから、ページをめくっていただいて、訓練のイベント時刻について、さらにペ

ージをめくっていただいて、住民避難訓練の整理表や訓練実施の場所などを掲載しており

ますが、説明については割愛をさせていただきます。 

 総合訓練については、以上になります。 

 次に、２１ページをご覧ください。 
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 積雪寒冷の気候にある本道の地域の特性を踏まえまして、昨年度に引き続き、冬季の暴

風雪を想定した対応手順を確認するための訓練を、２月４日に、国と合同で実施したとこ

ろでございます。 

 暴風雪時には、２次被害を避けるために無理な避難は行わず、まずは屋内退避をしっか

りと行う、そして、天候の回復を待って避難するという基本的な考え方のもと、臨時オフ

サイトセンターの開設や共和町オフサイトセンターへのバス移動、バス集合場所の開設、

大雪で孤立した住民の救助、安定ヨウ素剤の緊急戸別配布、さらには、ヘリによる物資緊

急輸送といった訓練を実施したところでございます。 

 次のページからは、総合訓練と同様に、訓練関係資料を掲載しております。 

 少し飛びまして、２５ページをご覧ください。 

 こちらに記載されているのは、訓練終了後に実施した、各参加機関等に対しての事後調

査の結果に基づいて、課題等を整理したものでございます。 

 個別の説明は割愛させていただきますが、いずれも大変貴重なご意見、ご提言でありま

すので、道としてしっかりと受けとめて、来年度の訓練に生かしてまいりたいと考えてい

るところでございます。 

 少し飛びまして、２９ページをご覧ください。 

 中段から、平成２９年度訓練に向けた検討項目ということで列挙しております。例年、

秋に実施していた総合訓練を厳冬期に実施すること、指揮所運営訓練、原子力災害医療活

動訓練の充実など、今年度の訓練と重複する項目もありますが、いずれも大変重要なポイ

ントでございますので、内容の深化、充実を図りながら、来年度も引き続き訓練に取り組

んでいくことが重要と考えているところでございます。 

 次のページから３２ページまでは、要素訓練として実施した毎月の通信訓練について、

それから、講習会や研修会の実績をまとめております。 

 以上が本年度に実施した訓練の内容になりますけれども、３５ページ以降につきまして

は、過去の訓練の実施状況をまとめております。 

 さらに、４７ページ以降につきましては、総合訓練や冬期訓練にご参加いただきました

住民の皆様のアンケート調査結果でございます。 

 また、５７ページ以降につきましては、泊地域の緊急時対応について掲載しております。 

 簡単ではありますけれども、訓練の実施結果報告書（案）についてご説明をさせていた

だきました。 

 今後も、国、町村、関係機関と連携いたしまして、訓練内容の充実を図りながら、繰り

返し訓練に取り組んでまいる所存ですので、委員の皆様におかれましては、引き続き、意

見やご提言を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

【小崎座長】 ありがとうございました。 

 ただいま、ご説明いただいた事項について、ご質問やご意見等がありましたら、お願い
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いたします。 

【成松委員】 幾つかあるのですが、まず、ＯＦＣの本部会議における情報整理について、

この会議でもいろいろな場でもいろいろな意見を言わせていただきまして、前回の訓練を

見ても、かなり進んでいて、情報整理がしっかりとなされていると思います。 

 それに関しては、次のステップがあると思うのですが、実際に本当に発災したときに、

今の整理で本当にいいのかということをどこかで検証しなければならないと思います。 

 そのためには、恐らく、ブラインドっぽい訓練をして、本部にいる人間がそれを見て、

いろいろな判断をして物事を進めるようなことをやってみないとわからないかと思うので

すが、今後、その辺についてどのように考えているのでしょうか。 

【事務局（清水主幹）】 ご意見、ありがとうございます。 

 今の成松委員のご指摘についてですが、これまで、委員の皆様からご助言をいただきま

して、オフサイトセンター内の情報共有ということに取り組んできました。１時間ごとの

情報を整理しまして、地図上に重要な事項を記載して、館内で活動している要員に見てい

ただくのですけれども、そのような取組をモニターに表示して、見ていただくということ

をやってまいりました。今、成松委員からもかなり進んできているという評価をいただき

ました。 

 今後については、ご指摘のとおりでして、実施結果報告書の２９ページでございますが、

やはり、成松委員のご指摘の点については、我々も取り組んでいかなければならないと思

っております。平成２９年度訓練に向けた検討項目としまして、ブラインド方式を含めた

対応手順の確認を項目として挙げております。ご参加いただいた要員には、シナリオをで

きるだけ開示せず、状況を付与して対策を練っていくという訓練を、来年度も継続して取

り組んでいきたいと思っておりますので、引き続きご指導をお願いいたします。 

【小崎座長】 よろしいでしょうか。 

【成松委員】 はい。 

【小崎座長】 ほかにありましたら、お願いいたします。 

【稲津委員】 二つほどあります。 

 一つは、意見といいますか、どちらかというと、今後もそのようにしていただきたいと

いうことですが、冬季のほうの訓練で、暴風雪に対する対策を、今回、初めて国と本格的

に始めたということで、それは非常に評価すべきことだと思います。 

 特に、暴風雪のときに無理をして逃げるということは非常に危険ですから、これを避け

て、状況がおさまってから逃げるということになります。 

 理論的にも、雪が降って、もしも雪の中に放射性物質がついている場合でも、降ってし

まえば、放射性物質が地面に落ちるよりは、線量が低くなる可能性が高いと思っています

ので、その方針がよろしいかと思います。 

 ２点目は、アンケートを拝見したのですが、良い点と悪い点があると思いました。アン

ケートの中で、例えば、避難に関する手順や、自分がどういうことをすればいいのかとい
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うことは比較的よくわかっていて、これは、これまで北海道のほうから防災のしおりなど

を配っていた効果なのではないかと思います。 

 しかし、現実的に、災害に備えて食料や飲料を準備していますかという問４（資料1、P48

参照）に対して、半数近い人が準備していないと回答しております。 

 これは、原子力に限らず、あらゆる災害に対して多少の準備を各家庭でされることが望

ましいと思いますので、その点については、さらなる周知をお願いしたいと思います。 

【事務局（清水主幹）】 ご意見をありがとうございます。 

 冬期の暴風雪時における住民の防護措置につきましては、昨年の秋に政府の了承を受け

ました緊急時対応でも、天候回復や道路の状況をきちんと見定めた上で、安全な避難を行

うという考え方で整理させていただいておりますので、今後もその考え方に従って対応し

ていきたいと思っています。 

 もう一つ指摘がありました住民の方々の災害に備えた食料等の備蓄については、今ご指

摘いただいたとおり、原子力防災に限らず、自然災害に対する備えとしても、当然やって

いかなければならないということですので、地元町村とともに、このようなことについて

の普及啓発に引き続き取り組んでいきたいと思っております。 

【小崎座長】 よろしいでしょうか。 

【稲津委員】 はい。 

【小崎座長】 ありがとうございます。 

 私が稲津委員に伺いたかったのは、冬の暴風雪というものが、ある程度の予報ができて、

先が読めるかどうかというところ、つまり、屋内退避であれば、いつまで退避しなければ

いけないのかということは、天気予報次第だと思うのですが、そのようなことは、大体は

読めると考えて、どのぐらいの精度、どのぐらいの時間スケールで見られるかというのは、

一つのポイントになるのかと思ったのですが、その辺についてはどのように考えるとよろ

しいですか。 

【稲津委員】 近年、天気予報の精度が十分に向上しておりまして、明日、明後日程度ま

でであれば、ここは雪が降る、降らないということが、ピンポイントではわからないにし

ても、この村、町程度の範囲で暴風雪が続く、続かないという判断はできます。ですので、

それに基づいて行動すれば、間違いないだろうというふうに思います。 

【小崎座長】 ということは、オフサイトセンターなりなんなりで、天気予報を見ながら、

適切な判断を下せるであろうという理解でよろしいですか。 

【稲津委員】 オフサイトセンターには、気象庁の職員も控えているはずですから、大丈

夫だと思います。 

【小崎座長】 わかりました。ありがとうございます。 

 ほかにありますでしょうか。 

【飯田委員】 今のお話の流れで、暴風雪、厳冬期にブラインド方式も含めて、ハードル

がどんどん高くなっていく印象がありまして、それで成功して安心を持てる、経験も積め
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るということなのでしょうけれども、昨今の高校生が訓練中に雪崩に遭ってというような

ことでは身も蓋もないわけです。 

 今までも、漁船での避難とか、ヘリが着陸するときの気象条件などには、すごく気を使

いながらやっていましたので、繰り返すことが大事ではないかと思います。訓練のときに、

かなり厳しい状況で成功したということを達成することが目標なのではなくて、いろいろ

な条件で繰り返しやっていって、住民の人たちがそのようないろいろな状況を理解しなが

ら行動できるということになっていくことだと思います。 

【事務局（清水主幹）】 ご意見をありがとうございます。 

 住民の方々に参加いただく場合の訓練は、訓練に参加いただく住民の方の安全確保に最

大限配慮していかなければいけない事項だと思っております。 

 北海道に限らず、国や他府県の訓練におきましても、気象警報が出ている状況において

は、訓練を中止したり、一部を縮小したり安全を確保しながらやっているというのが訓練

の基本的な考え方でございます。 

 来年度の総合訓練は、厳冬期にやりたいと思っていますが、その点については、住民の

方々の安全確保には最大限配慮してやっていきたいと思っています。 

 ただ、ブラインドの部分につきましては、行政関係機関や防災関係機関の職員に対する

訓練については、有効だと思いますので、その部分については、ブラインド方式を積極的

に導入していきたいと思っています。 

【小崎座長】 臨機応変に対応できる組織体制を確認するということで、それを実際にや

るかやらないかは、天候等、いろいろなことを考えて判断されるという理解でよろしいで

しょうか。 

【事務局（清水主幹）】 はい。そのとおりと思います。 

【小崎座長】 ほかにありますでしょうか。 

【成松委員】 今のハードルの話と関連して一つ設定しなければならないと思うハードル

がありますが、それは時間短縮の問題だと思います。 

 今のＯＦＣに関して言えば、何か情報が入って、それを会議で情報共有をし合って決め

て、その情報を伝達して、広報も含めて知らしめるということですが、時間はかかります

けれども、その時間を短縮する必要というのは、やはり災害だからということで、絶対に

必要になってくると思うのです。 

 去年の訓練などを見ましても、会議の中の議論の中身にしても、報告にしても、その辺

ができていない部分がやはり結構あったと思うのです。 

 本当の災害のときには、緊急時ですので、短い時間のうちの中で、最大限の情報を伝え

るというような物の言い方というものがあると思います。例えば、警察、消防、自衛隊、

海保などもそうですが、我々、救急もそうなのですが、そのような手法がありますので、

会議などの内容を減らすという意味では全くなくて、同じ内容であれば、短い時間のうち

に情報共有をし合うということも、一つ大事なことだと思います。 



- 9 - 

 

 また、その後で、決まったことが短い時間のうちに全体に広がるというのは、第２段階

で必要だと思います。そのような意味での情報系の時間短縮ということに関しては、どの

ようにお考えでしょうか。 

【事務局（清水主幹）】 今回の秋の訓練のときも、２５ページに課題等の整理表のとこ

ろに出ておりますが、確かに、オフサイトセンターでの会議の資料が、質、量ともに大変

なボリュームであったというご指摘もいただいております。 

 確かに、緊急時にあれだけのことが本当にできるかどうかというところについては、や

はり検証が必要かと思っております。成松委員がご指摘のとおり、このオフサイトセンタ

ー内での会議の持ち方につきましては、我々としても、できるだけ簡素で、質の高いもの

になるよう研究を続けていく必要があるのかと思っております。来年度の訓練におきまし

ても、その点について、少し工夫、改善を図っていきたいと思っています。 

【小崎座長】 ありがとうございます。 

【成松委員】 もう一つあるのですが、これはまた別の話です。 

 去年に訓練をいろいろと見せていただいた中で、モニタリングポストの設置訓練や道路

啓開訓練のときに思ったことですが、訓練されているのはよくわかります。しかし、その

目的性や到達目標のようなものがわかりませんでした。 

 一つ一つの訓練にそれがないと、実際にやってみましたということで終わってしまうと

思うのですが、一つ一つの事後評価はどのように行われていて、また、次年度への対応に

はこのようにつなげているというものはあるのですか。 

【事務局（清水主幹）】 今ご指摘いただいた点のうちの一つのモニタリングポストの設

置につきましては、課題等整理表の２６ページにも、確かに関係機関の方から指摘をいた

だいております。マニュアルを見ながら設置して手間取っていた様子がうかがえたという

指摘をいただいておりまして、このような指摘を踏まえまして、講習会や研修会、そのよ

うな事前の取組で習熟を図っていくことも大事かと思っています。この課題につきまして

は、次年度はそのような取組をしながら、習熟度を高めていきたいと思っております。 

 それから、道路啓開につきましては、今回は津波との複合災害ということを想定しまし

て、津波との複合災害時に想定されるであろう応急対策活動の一つとして、今回、取り入

れてみたところでございます。 

 ただ、訓練には、一定の時間の制約のようなものがありまして、どうしても一部を省略

して実施しなければいけない部分がありまして、成松委員もそのようなご指摘をされてい

るのだと思います。 

 対応手順の確認としましては、地元の建設業協会に協力を要請して出動してもらうとい

う、連絡をして出動してもらうという対応手順の確認は行いましたので、今後もそのよう

なことを繰り返し行いながら、体制の充実を図っていきたいと思っております。 

【小崎座長】 事後評価という観点では、なかなか難しいところかと思いますが、どこに

目標を置くかということだと思います。 
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 ゴールをどこに置くかということで、例えば、モニタリングポストの設置であれば、あ

る所定の時間内に設置できるのかとか、時間がかかってもきちんと設置できるのかとか、

その達成点をどこに置くかということがないと、事後評価というのはなかなかできないか

と思います。 

 私は、概ねうまくいっていると見ていたのですけれども、評価のときには難しくなるの

かという趣旨のご質問かと思います。 

【成松委員】 そのようなニュアンスがありました。 

 エンドポイントを明確にした形の訓練のほうが時間的や内容的といろいろな側面がある

と思います。いろいろな反省点が出しやすいと思いますので、もし事前にセッティングで

きるのであれば、そちらのほうが望ましいかと考えます。 

【事務局（清水主幹）】 わかりしまた。ありがとうございます。 

 確かに、ご指摘のとおり、数量的なもので目標を明確にするということも大事だと思い

ますので、それにつきましては、関係機関と協議しながら検討していきたいと思います。 

【小崎座長】 確認なのですが、必ずしも数量が必要なわけではなくて、先ほどおっしゃ

ったような連絡体制がきちんとできましたということが目標であれば、それでよろしいか

と思います。また、そこのところを各項目の要所要所で、そのような設定を事前にされる

とよろしいかという趣旨ですか。 

【成松委員】 はい、そうです。 

【小崎座長】 ほかにありますでしょうか。 

【晴山委員】 ２９ページの平成２９年度訓練に向けた検討項目の一つ目の丸ですが、厳

冬期における総合訓練の実施ということで書かれているのですけれども、今年の冬は、秋

と比べて規模が小さかったということでした。この大規模な訓練をするということは、今

年度の秋と同じようなことを平成２９年度の冬にするということでよろしいのでしょうか。 

【事務局（清水主幹）】 ご質問をありがとうございます。 

 そのとおりでございます。今年の２月に行った冬の訓練につきましては、ＰＡＺの住民

避難を想定して実施しましたが、秋の訓練は毎年、放射性物質の放出も想定したＵＰＺで

の住民の避難訓練としております。平成２９年度につきましては、冬の訓練でもそのよう

な想定を取り入れて実施したいという考えでございます。 

【小崎座長】 よろしいでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

【小崎座長】 ほかになければ、次に移りたいと思います。 

 先ほど、局長からも訓練については完璧ということはなく、また、終わりもないという

お話がありました。オフサイトセンターができてから随分良くなりまして、目を見張る向

上があったと思うのですが、さらに準備を積み上げて展開をしていただければと思います。

ありがとうございました。 

 それでは、次の議題に移りたいと思います。 
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 議題（２）の北海道地域防災計画（原子力防災計画編）の修正についてです。事務局の

ほうからご説明をお願いいたします。 

【事務局（柴谷主査）】 原子力安全対策課の柴谷と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 私からは、北海道地域防災計画（原子力防災計画編）の修正案の概要についてご説明を

させていただきます。 

 まず、資料２－１の修正（案）の概要と、資料２－２の新旧対照表をご用意させていた

だいておりますけれども、本日は、資料２－１の概要資料によりご説明をさせていただき

ます。 

 まず、１番の計画修正の趣旨でございます。 

 今年度は、昨年の１１月と本年２月の２回、国との合同で原子力防災訓練を実施いたし

まして、そこで得られた結果を計画に反映することにより、原子力防災体制の充実強化を

図りたいと考えております。また、原子力災害対策指針が定める防護措置の明確化など、

計画の充実化のため、所要の修正を行うものでございます。 

 ２番の修正の概要ですが、今回の修正のポイントは４点ございます。 

 まず一つ目は、先ほど申し上げた原子力防災訓練の結果の反映でございまして、国との

合同訓練で得られた結果をフィードバックすることにより、計画の実効性を高めたいと考

えております。 

 具体的には、白丸の一つ目の自然災害との複合災害時における防護措置の実施について

でございます。 

 昨年１１月の原子力防災訓練は、国の訓練でも道の訓練でも初の取り組みとなりました

津波との複合災害を想定したものでしたが、自然災害との複合災害時には、状況に応じて

自然災害からの避難行動を優先し、住民の安全を確保した上で、その後に原子力災害に係

る避難や一時移転を行うなど、人命最優先で対応することを、国や道、関係町村などとと

もに確認いたしましたので、この旨の規定を追加したいと考えております。 

 白丸の二つ目ですが、道の災害対策本部における指揮室の設置についてでございます。 

 指揮室は、大規模災害時に初動対応の指揮、命令を担う組織として、北海道地域防災計

画の本編において、災害の規模その他の状況により、災害対策本部長が必要と認めるとき

に設置することができるものと定められております。自然災害に際しましては、実際に昨

年８月の台風による風水害での設置、活動の実績がありますが、原子力災害につきまして

も、昨年の原子力防災訓練において初めて指揮室の設置・運営訓練を実施したところでご

ざいます。 

 この実績及び訓練にて、改めて指揮室の有用性が確認されましたことから、原子力災害

の単独災害の際にも、必要に応じて指揮室を置くことができる旨の規定を追加したいと考

えております。 

 次に、（２）の住民の防護措置の明確化でございます。 



- 12 - 

 

 現在の道の計画におきましては、防護措置の流れを、第３章に防護対策の実施としてま

とめて記載しておりますが、住民の防護措置について、よりわかりやすくなるよう、国の

指針に沿った形で、緊急事態の区分等に応じて防護措置を整理し直したいと考えておりま

す。 

 次に、（３）の民間事業者の防護対策の追加でございます。 

 原子力災害が発生した場合、住民避難に際しましては、避難用バスの確保先としては北

海道バス協会、物資の緊急搬送に際しましては北海道トラック協会、また、避難道路の復

旧や除雪作業の際には北海道建設業協会の協力を得て対応いたしますが、そのご協力をい

ただくこととなる民間事業者の方々の放射線防護につきまして、防護資機材の配布体制は

もとより、業務従事に伴う被ばく線量につきましても、１ミリシーベルトを超えないよう

管理するものとする旨、規定を追加したいと考えております。 

 最後に、四つ目のポイントとなる熊本地震の教訓の反映でございます。 

 防護措置の基本的な考え方では、ＵＰＺ圏内ではまず屋内退避となりますが、熊本地震

の際には、家屋の倒壊等により、その場にとどまることが困難な場合においての、屋内退

避の考え方が問題となったところでございます。 

 これを踏まえ、熊本地震は昨年の４月でしたが、昨年の９月に原子力防災協議会で確認

されました泊地域の緊急時対応におきましては、地震等により家屋における屋内退避が困

難な場合には、近隣の避難所等にて屋内退避を行う、仮に近隣の避難所等に収容できない

場合には、地震等による影響がない避難所等をＵＰＺ内外を含め選定し、避難等を実施す

るということが明記されたところでございます。 

 そこで、道の計画におきましても、熊本地震の教訓を踏まえ、地震等の影響により屋内

退避が困難となる場合の対応につきまして、規定を追加したいと考えております。 

 修正のポイントは以上となりまして、３番の今後のスケジュールでございますが、本日

の有識者専門委員会の開催結果を踏まえまして、５月１９日に開催予定の北海道防災会議

幹事会、さらには、５月末に予定している北海道防災会議にお諮りし決定する運びとした

いと考えております。 

 以上、北海道地域防災計画（原子力防災計画編）の修正案の概要についてご説明をさせ

ていただきました。 

【小崎座長】 ありがとうございました。 

 ただいまご説明いただきました事項について、ご質問やご意見等がありましたらお願い

いたします。 

 私から、民間事業者への防護対策ということで、この防護資材等はどういう体制で配布

なりをされるのか、そのあたりについて、どのようなことをお考えになっているのか、教

えていただけますでしょうか。 

【事務局（清水主幹）】 民間事業者の防護用資機材につきましては、現在、私どもは後

志総合振興局に備蓄しております。 
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 内容としましては、防塵マスクやゴーグル、また、個人線量計あるいは防護服などを備

蓄しているところでございます。 

 そのようなものを使用する必要が生じた場合には、後志総合振興局から配布ポイントま

で搬送することとしております。配布ポイントにつきましては、３０キロメートル圏周辺

に、避難退域時検査場所を設けることとしておりますので、その避難退域時検査場所、も

しくは、その近隣の施設、場所において配布するという考えでおります。 

【小崎座長】 わかりました。そこまで検討してくださっているということで、了解いた

しました。 

ほかにいかがですか。 

【成松委員】 自分はわからないところもありまして、北海道地域防災計画の中にもし既

に盛り込まれているのであればいいのですけれども、気になっていることがあります。 

 住民避難に関して、我々は、いろいろな計画を立てております。例えば、屋内退避とい

うのは、それはそれで理にかなっているのですが、実際に発災したときに、地元の一般住

民の方がちゃんと従っていただけるのかということです。 

 ほかの災害も加わったようなときに、パニック状態になり、皆が自分で車を出して、ど

んどん逃げてしまうとか、そのようなことというのはあり得ると思うのです。 

 実際に福島の事案でも、やはり発災直後に、地元の人たちは、行政とか、実際に福島県

立医大の人に話を聞いたのですが、福島県立医大の人の言うことも聞かなくなってしまっ

ていた時期があったそうですね。逃げなくてもいいといっても、それは本当なのかという

ような疑義が発生してしまったことがあったらしいのです。 

 やはり、パニック的な状況になってしまうので、その辺は考えなければならないと思う

のですが、理にかなった計画をつくっても、それを発災時に、住民の方に理解していただ

いて、そのとおりに動いていただくための方策のような準備というのは、今、どのような

感じになっているのでしょうか。 

【事務局（清水主幹）】 ありがとうございます。 

 ご指摘の点につきましては、まず、私どもは防災計画を作っております。また、各町村

におきましても、防災計画、避難計画というものを、原子力災害対策指針に従って作って

おります。 

 これにつきましては、原子力防災のしおりや原子力防災だよりを毎年毎年作りまして、

住民の方に周知しているところであります。それとともに、原子力防災訓練に参加いただ

く、そして、これを繰り返し反復、継続的にやっていくということが重要だと考えており

ますので、今後も、そのような取組を通じて、緊急時に、住民の方々ができるだけパニッ

クを起こさず、適切に行動していただけるよう取り組んでまいりたいと思っているところ

でございます。 

【小崎座長】 よろしいですか。 

 このような計画を、今度は実践に移すところの部分まで考えながら進めていかなければ



- 14 - 

 

ならない。かなり難しいところだと思いますけれども、そのような方向で検討していただ

いているということだと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

【小崎座長】 それでは、議題（２）については以上ということで、次の議題に移りたい

と思います。 

 次は、議題（３）になりますが、北海道緊急時モニタリング計画等の修正についてでご

ざいます。 

 事務局のほうからご説明をお願いいたします。 

【事務局（山口主査）】 原子力安全対策課の山口と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

 私からは、北海道緊急時モニタリング計画等の修正について、資料３に基づいて説明さ

せていただきます。 

 まず、１番目の修正の考え方ですけれども、国の原子力災害対策指針、また、この指針

の補足参考資料の改訂や泊緊急時モニタリングセンター運営要領の作成、また、先ほど報

告がありました原子力防災訓練の結果などを踏まえまして、関係機関が連携を図りながら、

迅速かつ的確な緊急時モニタリングを実施するため策定しておりました北海道緊急時モニ

タリング計画を、一部修正することとしました。 

 また、緊急時環境放射線モニタリング実施要領、これは計画の下についている要領です

が、これを全て修正することとしました。 

 こちらは、先週の３月２４日に決定しまして、関係機関にお知らせしたところでござい

まして、そのご報告となります。 

 今回の計画の一部修正及び要領の全部修正のポイントについては、まず、前提となる国

の規定類の改訂や作成が行われております。 

 ２番目の修正のポイントであります。 

 まず、一つ目の丸の緊急時モニタリングについてですが、これは原子力災害対策指針の

補足参考資料のことで、こちらが先週の３月２２日に改訂されました。 

 また、二つ目の丸、緊急時モニタリングセンター設置要領がありまして、こちらも今年

度末を目途に改訂予定ということで案を入手しておりますので、それを踏まえて、今回、

道の計画や要領を修正したところでございます。 

 三つ目の泊緊急時モニタリングセンター運営要領につきましても、今年度末を目途に作

成予定と聞いておりまして、こちらも参照して修正を加えたところでございます。 

 次に、（１）と（２）についてでございますが、修正のポイントについて別個にパワー

ポイントを印刷した資料をご用意しておりますので、こちらで説明させていただきます。

各ページの上と下にスライドと同じものが印刷されておりまして、それぞれの右下にスラ

イドのページ数を振っております。 
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 まず、２ページ目をご覧ください。 

 北海道緊急時モニタリング計画の一部修正のポイントということで、３点を記載させて

いただいておりますが、それぞれのポイントにつきまして、その下から順次説明いたしま

す。 

 まず、１番目ですが、北海道地方放射線モニタリング対策官の配置に伴う記載の追加を

しております。 

 国が、道などの関係機関と連携、協力しながら、実効性のある緊急時モニタリングを行

うため、今年度、平成２８年度からオフサイトセンターに常駐していただいている北海道

地方放射線モニタリング対策官について、これまでは計画に記載がなかったため、追加し

たところでございます。 

 １枚めくっていただきまして、３ページ目になりますが、２番目、道の緊急時モニタリ

ング班の体制を追加しました。 

 これは、施設敷地緊急事態という段階になりますと、国の緊急時モニタリングセンター、

ＥＭＣが設置されますが、その一つ前の段階の警戒事態になった場合に、オフサイトセン

ターに設置されます道の現地警戒本部に組織される道の緊急時モニタリング班というもの

がありまして、こちらの体制について、参加機関などを図示して明記したところでござい

ます。 

 次に、３番目ですが、情報収集事態のモニタリングを追加いたしました。 

 こちらは、先ほどの警戒事態の一つ前の段階になりますが、地元で震度５弱または５強

の地震が発生した場合にどのような活動をするかです。これは緊急時ではなく、平常時で

あるのですけれども、平常時モニタリングを強化するという内容として、発電所に異常の

有無を確認するとか、固定観測局、モニタリングポスト等の稼働状況を確認し、異常があ

る場合は、代替機の設置や修理などを実施して、平常時モニタリングを継続できるような

体制とするという内容を追加しております。 

 計画の一部修正については、以上であります。 

 引き続き、４ページ目の緊急時環境放射線モニタリング実施要領の全部修正のポイント

であります。 

 この要領につきましては、国の各種規程類の作成や改訂を踏まえ、また、先ほど説明し

た緊急時モニタリング計画の構成に沿って、緊急時モニタリングの具体的な体制や内容に

ついて、全面的に見直しを行ったところでございます。 

 見直しに当たっては、これまでの緊急時モニタリングに係る訓練や講習会において、各

町村などのモニタリング要員などからいただいたご意見も取り入れて、記載内容を充実し

たところでございます。 

 その下に、全部修正における主なポイントとして５点を記載しておりますが、これにつ

いて、次のページから順番に説明いたします。 

 まず、５ページ目ですが、一つ目のポイントとして、ＥＭＣの体制について記載しまし
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た。 

 国の緊急時モニタリングセンター、ＥＭＣの設置要領が改訂される予定です。こちらの

案などを踏まえまして、ＥＭＣに、道の緊急時モニタリング班が参画した後の体制、参画

機関、要員数などを具体的に整理しております。 

 要領から一部を抜粋して、表の右側に小さい字で書いておりますが、このような形で整

理しております。また、今年度、各種訓練等の課題を踏まえまして、表の下に、小さな米

印で書いてあるのですが、ＥＭＣ、緊急時モニタリングセンターの要員と、オフサイトセ

ンターの放射線班の要員を兼務させるという規定を追加しました。 

 これは、訓練や研修において、オフサイトセンターの放射線班というのは、東京から来

る要員が大半でして、参集にはなかなか時間がかかるということもあり、初動モニタリン

グにおいて、ほぼ類似の業務をやっているＥＭＣの要員が、初動において、このオフサイ

トセンターの放射線班の業務を兼務することによって、初動応急対策活動を円滑に行うと

いうことで規定をさせていただいたところでございます。 

 次に、６ページに参りまして、２番目の緊急時モニタリングの実施に係る基本的事項の

整理でございます。 

 こちらも、国の指針の補足参考資料の改訂等を踏まえ、これまでの訓練や講習会の意見

を反映し、緊急時モニタリングにおける実施範囲や役割分担などの原則的な考え方を整理

したものでございます。 

 下に二つの表を載せておりますが、緊急時モニタリングの流れとしましては、各事象の

段階を横軸に、実施項目を縦軸にとりまして、どのような段階でどのような項目を行うか

を整理しております。また、モニタリングの実施範囲につきましては、横軸に施設からの

距離、縦軸にどのような目的で行うかということで、役割分担などを整理しました。 

 ページをめくっていただきまして、７ページですが、３番目のポイントとして、事態の

進展に応じた各段階における活動内容の整理についてでございます。 

 こちらも、国の指針の補足参考資料の改訂や、今年度の訓練において、それまでの国と

の調整結果などを踏まえ、また、町村等からの具体的な内容や手順の明確化を求める意見

などを反映し、事態の進展に応じた活動内容を整理いたしました。 

 代表的な整理内容としまして、フロー図を記載しております。このようなフロー図の一

つ一つの項目に対して、どのようなことを誰が行って、モニタリングで採取した資料を誰

に渡して、誰が分析してということを文字で、別途記載しております。 

 なお、事態の進展というのは、必ずしもフロー図どおりになるとは当然限りません。あ

くまでも原則的な流れとして、今後、訓練などで活用していきたいと思っているところで

ございます。 

 次に、白丸の二つ目ですが、道の緊急時モニタリング班、ＥＭＣ設置前の段階の具体的

活動内容を記載したこと、また、国によるＥＭＣの設置後における放射性物質の放出前、

放出中、放出後ですが、これは、全面緊急事態という区分でひとまとまりになっています
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が、モニタリングに関して申しますと、放出前と放出中と放出後では活動内容が異なりま

すので、こちらを記載したところであります。 

 次に、８ページですが、四つ目のポイントとして、緊急時モニタリング結果の妥当性の

確認です。 

 今年度の総合防災訓練における活動内容等を踏まえまして、緊急時モニタリング結果の

妥当性の確認や、評価の主体、妥当性確認における勘案すべき事項を整理して追加したと

ころです。 

 最後に五つ目のポイントですが、ＥＭＣの移転に係る各活動拠点の移転についてであり

ます。 

 これは、泊緊急時モニタリングセンター運営要領は、今年度末までに国のほうで策定予

定と聞いておりますが、こちらの案などを踏まえ、また、今年度の訓練、特に冬期訓練の

結果等を踏まえまして、ＥＭＣの移転が必要になった場合の各活動拠点、分析拠点ですと

か、町村の拠点などの移転の考え方を整理して、記載したところであります。 

 実施要領の全部修正、また、計画の一部修正については以上ですが、本計画や要領は、

今後の訓練等を踏まえまして、適宜、見直していきたいと考えておりますので、今後とも、

委員の先生方のご指導やご助言をよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

【小崎座長】 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまご説明いただいた点について、ご質問やご意見などがありましたら

お願いいたします。 

 私のほうから一つ伺います。 

 国の指針の改訂に伴って、地域の、道の計画などの修正ということだと思うのですが、

北海道、寒冷地特有の課題があると思います。例えば、土壌を採取しようとすると、冬期

間は凍りついて取れないとか、かなりローカルな特殊事情などについての検討というのは

この中でなされるという理解でよろしいですか。 

【事務局（山口主査）】 ご質問をありがとうございます。 

 積雪期の土壌の採取についてのご質問ですが、まず、土壌を採取して分析するという活

動の目的は、環境への汚染の広がりの把握ということで指針でも規定されており、住民の

避難や一時移転などの、防護措置の実施判断のためということではないという位置づけに

なっております。 

 その場合、積雪があり、汚染の広がりを把握するという目的で、土壌をとりたいのだけ

れども、採取できないという場合につきましては、雪を採取して分析することになろうか

とは思っておりますが、雪の採取や分析、また評価方法については、現時点で国のほうで

も明確なルールとしてお示しいただいていないのが現状であります。 

 これに関しましては、北海道だけの問題ではないものですから、放調協とよく言われる

原子力施設等放射能調査機関連絡協議会というものがありますが、このような場を通じて、
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また、３月２２日に改正された補足参考資料がありますが、こちらの改訂案について、各

都道府県等に照会があった際などにも、雪についてのモニタリング手法について、手順な

どを明確にしてほしいということで、積雪のある道や県などから、原子力規制庁に対して

統一的な考え方を示すよう強く要望しているところでございます。 

 規制庁としましても、これについては、今後検討していくべき課題であると認識してい

ると聞いております。 

 今後、規制庁による考え方が示された場合には、道の要領などにも盛り込んでいきたい

と考えております。 

 以上でございます。 

【小崎座長】 わかりました。ありがとうございます。 

 いろいろと難しい問題をたくさん含んでいると思うのですが、気象学がご専門の稲津委

員もいらっしゃいますし、北海道大学の低温科学研究所には、雪を採取することを専門に

されている先生もいらっしゃると理解しておりますので、是非、いろいろとご検討いただ

いて、計画のほうも充実していただければと思います。ありがとうございます。 

 委員の方からは、他にいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

【小崎座長】 それでは、この議題については、以上といたします。 

 次に、議題（４）の原子力災害医療体制の見直しについてでございますが、事務局のほ

うからご説明をお願いいたします。 

【事務局（柏木主査）】 地域医療課の柏木と申します。 

 私からは、資料４に基づきまして、原子力災害医療体制の見直しについてご説明いたし

ます。 

 原子力災害医療体制の見直しについてでございますが、平成２７年８月の国の原子力災

害対策指針の見直し、それから、道のレベルにおきましては、平成２８年５月の北海道地

域防災計画の見直しに基づきまして、１番目の表に、変更前と変更後ということで、その

内容について記載しております。 

 従前は、初期被ばく医療機関、２次被ばく医療機関、全国のレベルの３次被ばく医療機

関という体制でありましたけれども、変更後につきましては、全国のレベルにおいては、

高度被ばく医療支援センター、それから、原子力災害医療・総合支援センターによる体制、

道府県のレベルにおきましては、原子力災害拠点病院、それから、原子力災害医療協力機

関の体制で行うことになっております。 

 原子力災害拠点病院につきましては、被ばく傷病者等に対する専門的医療の実施、ある

いは原子力災害医療派遣チームを整備して、災害が発生したときに、他の府県も含めて派

遣するということで整備を進めていくものでございます。 

 それから、原子力災害医療協力機関でございますが、被ばく傷病者等に対する初期診療

の実施や救護所、避難退域時検査の協力、また、安定ヨウ素剤配布の支援等、原子力災害
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医療にかかわるさまざまな活動について、協力していただく機関ということでございます。 

 ２番目の指定・登録の考え方でございます。 

 原子力災害拠点病院の指定につきましては、国の原子力災害対策指針、また、原子力災

害拠点病院等の施設要件に基づきまして、適合する医療機関について道が指定するもので

す。 

 それから、原子力災害医療協力機関については、同様に、国の原子力災害対策指針、原

子力災害拠点病院等の施設要件に基づきまして適合する医療機関、それから、原子力災害

医療協力機関につきましては、医療機関以外のその他の関係機関や団体についても、道が

登録を進めるものでございます。 

 裏面に進みます。 

 このような変更を受けまして、道としても、現在、指定等の手続を進めているところで

ございまして、こちらに指定等の医療機関、指定等の時期について記載をさせていただき

ました。 

 原子力災害拠点病院につきましては、札幌医科大学附属病院、北海道大学病院について、

本日付けで指定を行うということでございます。 

 それから、原子力災害医療協力機関につきましては、従前、初期被ばく医療機関、また、

今回、原子力災害拠点病院になった医療機関以外の２次被ばく医療機関について、これも

本日付けで原子力災害医療協力機関として登録するということでございます。 

 それから、その下になりますが、被ばく医療機関以外の医療機関につきましても、これ

まで災害拠点病院等で原子力災害時に道が編成する医療班を構成していただいている医療

機関など、原子力災害医療に協力していただいている医療機関があります。 

 さらに、関係機関・団体といたしまして、医師会や薬剤師会、放射線技師会など原子力

災害医療にかかわる知識や技能を有する機関があります。このような機関につきましては、

平成２９年度中に登録等を行い、今後も原子力災害医療体制の充実強化に努めていくこと

を考えているところでございます。 

 私からは以上です。 

【小崎座長】 ありがとうございました。 

 ただいまご説明いただいた事項について、ご質問やご意見等がありましたら、お願いい

たします。 

 本日付けで指定ということになりますが、成松委員、よろしいですか。 

【成松委員】 今回の体制の変更について、我々医療機関側としては、枠組みの変更とし

て捉えております。実際のところは、何かが大きく変化することはないので、業務的には

流れはよくできていると思います。 

 これは、意見ではなくて、補足的な話になるのですが、実は、原子力災害拠点病院につ

いて、今、柏木主査から説明が少しありましたけれども、原子力災害医療派遣チームの編

成については、チームを編成していくという方針は明らかですが、その実態がまだ明らか
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になっていないところがあります。それで現場のほうが少し混乱ぎみになっているところ

があります。 

 というのは、もともと原子力ではない災害時派遣医療チームのＤＭＡＴというものがあ

ります。これはたくさん動いていますので、有名になっていますが、この原子力系の派遣

チームの関係をどうするのかということが国のほうではまだ決まっていない段階だという

お話があります。 

 この前、会議がありまして、原安協（原子力安全研究協会の略称）に質問をさせていた

だいて得られた答えが、自分としては、例えば、原子力災害で被ばくだけの患者さん、被

ばくと怪我をされた患者さん、それから、怪我だけの患者さんというように、三つの患者

さんを想定するとします。それで、ＤＭＡＴが被ばく以外で支援するということで話は単

純なのですが、こちらの原子力災害医療派遣チームのほうも、やはり包括的に全部を見る

というようなシステムになってくると、実は、システムは二つあるのですが、医療現場と

してはほとんど同じ人が現場に行きます。 

 恐らく、原子力災害のときには、救急系のチームに、放射線科の先生が加わっていくよ

うな形になると思うのですが、基本的に一緒なのです。厚生労働省なのか、原子力規制庁

なのかということで上が違うだけで、下が一緒になってしまっているものですから、そこ

の二つの関係をどうすればいいのかということで、今、どのようになっても、我々は対応

できるように準備をしているところですが、情報がわかりましたら、ぜひ早目に教えてい

ただいて、私たちはそれに合わせて対応していきたいと考えております。 

 以上です。 

【小崎座長】 なかなか難しい問題も含んでいるようです。 

 現場のほうは準備ができているので、あとは体制のところで整理ができればということ

かと思いますが、そのような理解でよろしいですか。 

【事務局（柏木主査）】 どうもありがとうございます。 

 原子力災害医療派遣チームにつきましては、昨日だと思いますが、原子力規制庁のほう

から活動要領が示されました。これから、この要領について原子力災害拠点病院などに周

知してまいりたいと思っております。さらに、今ご指摘いただいた現場の運用などについ

て考えることも含めて、検討を進めていかなければならないと思っておりますので、引き

続き、ご協力をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

【小崎座長】 いずれにしても、成松委員を初めとして、札幌医科大学病院の先生方にお

世話になるかと思うのですけれども、よろしくお願いいたします。 

 ほかにありますでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

【小崎座長】 それでは、次に議題（５）泊サイト放出シナリオに対する防護措置の被ば

く低減効果の解析結果について、内閣府からご説明いただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 
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【内閣府（野島補佐）】 内閣府の原子力防災の野島でございます。 

 本日は、このような機会をいただきまして、ありがとうございます。 

 本資料につきましては、本会議でご検討いただいている中の技術的なご提案ということ

でご説明させていただきたいと思います。 

 まず、泊サイトについての説明をする前に、規制庁が試算を行った資料がありますので、

そちらで解析の目的などについて説明させていただきたいと思います。 

 この資料を３枚おめくりいただきまして、規制庁が出しております緊急時の被ばく線量

及び防護措置の効果の試算についてという、平成２６年に原子力規制委員会から出された

資料に基づいて、目的等をかいつまんで説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、この試算についてですけれども、ご存じのように原子力災害対策指針というもの

がありますが、その中で、予防的防護措置を実施するための枠組みや、追加的防護措置を

実施するための枠組み等の基本的な考え方を示しております。 

 この場合、関係自治体のリスクに応じた合理的な準備や対応を行うための参考としてい

ただくことを目的として、仮想的な事故における放出源からの距離に応じた被ばく線量と、

予防的な防護措置による低減効果について、全体的な傾向を捉えていただくために規制庁

が行った試算ということでございます。 

 今回、これについて、泊のほうで緊急時対応がまとまっておりますので、実際に泊の発

電所の試算で行ったものでございます。 

 まず、規制庁のほうは、福島の発電所の事故以来、規制基準を上げまして、現在では、

想定する格納容器の破損モードに対してセシウム１３７の放出量が１００テラベクレルを

下回るということで、審査基準になっております。 

 そこで、こちらの規制委員会から出された結果ですが、これはセシウム１３７が１００

テラベクレルになることを想定したシナリオをつくって、ＰＷＲのモデルとして行ったも

のでございます。 

 １枚めくって、２ページ目をご覧ください。 

 まず、放出までの時間を１２時間、放出継続が５時間、放出の高さが５０メートルとい

うことですが、この計算につきましては、大気拡散の評価の計算コードとして、独立行政

法人日本原子力研究開発機構が開発したＯＳＣＡＡＲというモデルを使って計算をしてい

るものでございます。 

 このＯＳＣＡＡＲの原理でございますが、最初のページから２枚めくっていただいたと

ころに、参考として絵をつけておりますのでご覧ください。 

 この絵がＯＳＣＡＡＲの解析の原理でございます。この解析コードを用いまして、それ

ぞれの発電所からいただいた放出源情報と１年間の気象情報のデータ、８，７６０通りか

ら２４８通りをサンプリングして沈着の解析を行い、被ばく経路に応じてその評価をして

いくものでございます。 

 戻っていただきまして、規制庁におけるその評価についてですが、一番後ろのページを
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１枚めくっていただきますと、規制委員会から出されている表がありますので、そちらを

ご覧ください。 

 これは、先ほど申しましたように、セシウム１００テラベクレルで、気象条件として、

凡例のところに三角の中央値と９５％値とあります。中央値というのは、先ほど申しまし

た気象条件の中で最も平均的な気象条件で、９５％値というのは、苛酷なと言いますか、

非常に穏やかな気象条件が、一番穏やかなところを除いたところですが、穏やかな気象条

件ということで、主に風が弱くて大気が安定していて、放射線物質が拡散しにくい状態や、

降雨によって放射線物質の大きな沈着をもたらすような条件を９５％値（被ばく評価の上

で厳しい気象条件）として示しているところであります。 

 ケース１の表では、１００のところに線を引いておりますが、これは、実効線量で示し

ております。１００ミリシーベルト／週ということで、ＩＡＥＡの基準では、１週間に１

００ミリシーベルトを浴びるときには緊急的な防護措置を実施するのですが、そこに線を

引いております。 

 ここで、原子力発電所からの距離に応じて、横軸はゼロから３０までをプロットしてお

ります。放出源から５キロメートルの所を点線で示しておりますが、ここが５キロメート

ル以内ということで、ＰＡＺとして予防的防護措置を準備する区域となっております。 

 それ以遠につきましては、ＵＰＺというところで、緊急的な防護措置を準備する区域と

しております。 

 こちらをご覧いただいておわかりになりますように、５キロメートル以内のところでは、

１００ミリシーベルトを超えるところもあるということで、指針上では、放射性物質が放

出する前に避難をしていただくという計画になっております。 

 次に、右上の参考の表をご覧いただきたいのですが、これは、屋内退避をした場合の効

果について示したものです。 

 まず効果として、放射性プルームからの影響や環境中の沈着した核種からの低減効果、

また、家の中の密閉によるものがありますが、そのような効果を踏まえて、屋内退避をし

た場合、どのぐらい低減されるかを示したものが下の二つのグラフ（ケース１－１、ケー

ス２－２）です。 

 次の５ページ目ですが、甲状腺の等価線量を示しております。先ほどは実効線量で全身

ですが、これは甲状腺の評価になります。 

 甲状腺の場合は、赤線のところを横に引いておりますが、１週間に５０ミリシーベルト

を被ばくした場合、ＩＡＥＡ基準では、安定ヨウ素剤を服用すべきとなっております。 

 このように、安定ヨウ素剤の服用基準を超える所もありますので、このような所につい

ては、下のグラフ（ケース２－１、ケース２－２）にありますように、木造家屋に屋内退

避をしていただくとか、コンクリート構造物に入って屋内退避をすることによって、５０

ミリシーベルト以下に低減されるということで、屋内退避をすることが効果的であると規

制庁で示したものです。 



- 23 - 

 

 一番初めに戻っていただきまして、泊地域についてご説明いたします。 

 私どもは、昨年、泊地域の緊急時対応の取りまとめを行いました。その上で、この規制

委員会から示された防護措置が、この泊地域でも十分か否かについて検討するということ

を目的としまして、規制庁の被ばく線量評価に使用したものと同じＯＳＣＡＡＲというコ

ードを使いまして、試算をさせていただいたものでございます。 

 ２番目の計算条件と評価方法についてですが、サイトについては、北海道電力泊発電所

３号炉を基準にいたしました。想定する事故といたしましては、北海道電力から情報提供

をいただきまして、現在、規制庁のほうに提出している重大事故想定ということで、格納

容器過圧破損モードということで、評価事故シーケンスにつきましては、大ＬＯＣＡ＋Ｅ

ＣＣＳの注入失敗、また、格納容器スプレイ失敗で、セシウム１３７の放出量が約５．１

テラベクレルというのが、今の過酷事故の想定のシナリオでございます。 

 次に、放出に関わるデータですが、これは、内閣府のほうから指定させていただいたも

のですが、放出開始までの時間が１２時間、放出継続時間が２４時間、放出の高さが５０

メートルということで試算しております。 

 １枚めくっていただきまして、炉内の蓄積量等がありますが、ここの説明については割

愛させていただきます。 

 また、大気拡散の計算コードにつきましても、先ほどご説明いたしました。次の気象条

件も先ほど説明いたしました。 

 次の被ばく線量についてですが、先ほどと同じように、屋内におらずに、７日間屋外に

出っ放しの状態を想定して計算しております。 

 次の被ばく経路ですが、外部被ばくとして、放射性プルームや地表沈着によるもの、ま

た、内部被ばくといたしまして、吸入によるものについて評価しております。 

 次に、結果についてですが、次のページのグラフをご覧いただきたいと思います。 

 こちらは、泊発電所の放出シナリオに対する試算結果（７日間屋外の被ばく線量）のグ

ラフでございます。 

 右側は実効線量で、左側は甲状腺等価線量でございます。実効線量と甲状腺等価線量と

も、ＩＡＥＡの基準を大きく下回るという結果が得られております。また、参考としまし

て、先ほどの規制庁から出されている屋内退避の効果についても出させていただいており

ます。 

 １枚めくっていただきたいと思いますが、各地点における被ばく経路ごとの線量寄与率

について記載しております。 

 それぞれの線量の寄与について分析いたしました。実効線量のほうですが、クラウドシ

ャインを右側の青い色で示しております。右側の４４％が４０％程度になっているところ

が、クラウドシャインと言いまして、放射性プルームの通過時に、空気中の放射性物質か

ら受ける外部被ばくです。それから、下のほうの三角になっているところ（赤色）は、グ

ラウンドシャインとして、地表面に沈着した放射性物質から受ける外部被ばくです。また、
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左側で大きく影響しているのが、吸入による放射性プルーム中の放射性物質、特にヨウ素

系が多いのですけれども、その吸入による内部被ばく（緑色）ですが、そのような影響が

あるということでございます。 

 これを見ていただきますと、被ばく経路として、５キロメートル地点と１０キロメート

ル地点、２０キロメートル地点に区切り、それぞれの地点での線量寄与率を見たものでご

ざいます。 

 値については９５％ということで、苛酷な条件の値で比較しております。５０％のとこ

ろでもほぼ同じような結果が得られておりますので、今回は、苛酷な条件についてお示し

いたしました。 

 これをご覧になるとおわかりになると思いますが、実効線量については、５０％弱が吸

入による内部被ばくでありまして、４０％強がプルーム通過時の空気中の放射性物質から

受ける外部被ばくです。また、甲状腺等価線量については、約９０％近くが吸入による内

部被ばくであることがわかりました。 

 これらのことで示唆されることとしまして、特に甲状腺等価線量もそうですけれども、

吸入による線量の寄与がとても大きいということがわかりましたし、これは外に２４時間

立ちっ放しですので、密閉効果が期待できるような屋内退避が有効であるということが、

この試算結果からも示されたところでございます。そのようなところが、我々が情報提供

として計算した結果でございます。 

 以上、ご説明をさせていただきました。 

【小崎座長】 ありがとうございました。 

 ただいまご説明いただいた点について、ご質問やご意見等がありましたらお願いいたし

ます。 

【稲津委員】 専門に近い分野なので、いくつ言えばいいのか難しいところがありますが、

まず、このような計算を行った実務の方々に敬意を表したいと思います。 

 その上で、この計算は、原子力防災の観点で、この地域防災計画、特に北海道のことを

考えて出されたと思うのですが、その観点で言うと、健康影響の評価については、確かに

よく計算がなされていると思いますけれども、放出量とか、その後の大気拡散シミュレー

ションの点については、相当程度、地域防災計画に生かすという意味で不足があると言わ

ざるを得ないと思います。 

 地域防災計画について、我々がいつもここで議論しているのは、健康の問題がもちろん

大きいと思うのですけれども、それ以外に、先ほど議論したモニタリングポストを、どこ

にどのように配置するかということや、避難経路をどのようにするか、避難をするときに、

スクリーニングをどこでどのようにするかということを話していると思います。 

 そのようなことにこの結果を使おうと思っても、そもそも大気拡散モデルが流跡線ガウ

スパフモデルということで、いわゆる方程式があって、それに対するグリーン関数があり、

それで広がっていくというものなので、地形が考慮されていないはずです。こういうもの
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でやったとしても、具体的な場所の相対的な安全性を評価することはできません。 

 それから、事故で起こる放出量が、５．１テラベクレルと書いております。これはもち

ろん、想定した事故としてはいいのですけれども、シミュレーションをするからには、任

意の放出量で行うべきであって、その任意の放出量に対して相対的に安全な場所であると

か、相対的にここでこういう行動をとっていいというような評価になるべきです。 

 したがって、５．１テラベクレルに余りこだわらないほうがいいということになります。

仮にこだわったときに、これを計算しなくても答えがほとんどわかっているようなことで、

例えば、５．１テラベクレルがＰＡＺ内に一様に沈着したと仮定して計算すると、そこの

沈着量は約６０キロベクレル／平方メートルです。 

 これは、即時に避難しなければいけないようなものではありませんので、答えをほとん

ど見ずにもこういう結果になることがわかるような想定で計算がなされていることがわか

ります。 

 しかし、先ほど申し上げたとおり、５．１テラベクレルということにはこだわりを持た

ず、相対的な地域的特性を考慮することが地域防災計画にとっては、非常に重要だと思い

ますので、今後、このようなシミュレーションを行う際には、北海道の実情等も踏まえて、

例えば、沈着においては、雨だけではなくて雪も考慮するなど、少し地域に寄り添ってい

ただけると、より良いのではないかと思います。 

 以上、意見です。 

【小崎座長】 かなり専門的なところがありまして、私もなかなかフォローし切れないと

ころがありました。これは、一つの例としてこのようなことを示していただいたというこ

とと、４ページ目の屋内退避によって、甲状腺の等価線量が非常に効果的に落ちるのだと

いうことが、より明確に出たという理解もあると思ったのですが、その辺はいかがでしょ

うか。 

【内閣府（野島補佐）】 ご意見をありがとうございます。 

 確かに、稲津委員がおっしゃったことは、細かい配慮があるかと思います。ただ、私ど

ものほうでは、それぞれの発電所がいろいろな新規制基準に基づいて、いろいろなご努力

をされて放出量を抑えられているということで、実際にどのくらいの程度になるのかとい

う試算もしておりませんでしたので、今回、この試算を出したものです。 

 それから、今、小崎座長からご発言していただいたのですけれども、実際にご覧いただ

くとおわかりになるように、被ばく経路について、吸入による被ばくということがかなり

寄与しているということが大きく示されたところであります。先ほどもご議論がありまし

たように、屋内退避についての周知がなかなかできないということもありますので、この

ようなところで、実際の数字で、屋内退避が効果的であるということをご理解いただける

ようにお示しできればと考えております。 

【小崎座長】 ここは、なかなか難しいと思います。より詳細な計算、シミュレーション

ということをどんどん進めていく一方で、シンプルなところで大きな道筋を明らかにして、
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防災のほうに役立てていく、あるいは、住民の方にわかりやすい結果として示していくと

いうことで、両面のアプローチが必要だと思いました。 

 そのようなところでよろしいでしょうか。 

【成松委員】 先ほど私が発言させていただいたところとかぶるところなのですが、我々

はいいと思うのです。専門性を持っている人間、行政の人間は話がわかっているからいい

と思うのですが、対象にしている方々、専門性がない人に屋内退避をしたほうが安全なの

だというような認識を植えつけると言うと表現はおかしいですが、周知しないと、結局、

良い計画をいろいろつくっても、実際には全くそのとおりにならないということになって

は意味がなくなります。 

 そのような意味では、このようなデータを出していただいて、条件は限定されていると

思いますが、このぐらいの設定であればこうなるということを数値的に出して提示するの

は、非常にいいことだと思います。 

 このような形で、中央値や９５％値という形で出して、わかっていただける方もいらっ

しゃいますが、わからない方のほうが多いと思いますので、いかにかみ砕いて地域の方々

に提示できるかということは、我々が工夫しなければならないことだと考えております。 

【小崎座長】 稲津委員、よろしいですか。 

 恐らく、我々委員もたくさんの宿題をいただいたという理解だと思います。これは、や

はりそれぞれの委員、それから、道の事務局のほうとも、これからやっていかなければい

けないところで、宿題として一つの提起をいただいたという理解でここはよろしいでしょ

うか。 

【成松委員】 今、稲津委員がおっしゃったことは、専門性が違うのでわかっていない部

分があるのですが、今回の想定の５．１テラベクレルというのは、例えば、稲津委員が考

えられる最悪想定と比較して、どのぐらいの規模のものなのでしょうか。 

【稲津委員】 私は、最悪を想定できる人間ではなくて、こういう計算は、あくまでも任

意の量に対して行うべきであると言っているだけです。 

 例えば福島ですと、この１，０００倍まではいかないぐらいの量ですが、テラではなく、

多分、ペタです。そのような量を出してもいいわけです。別に何でもいいわけです。キロ

でもいいですし、メガでも、ギガでも、ペタでも、テラでもいいのです。このような計算

をするときに、それはこだわってはいけないと思います。私が言いたいのはそのことだけ

で、最悪を想定しようとか、最小を想定しようということは言っておりません。 

 ただし、専門的な意見になるのですけれども、５．１テラベクレルというのは、計算し

なくてもわかるわけです。そんなに深刻な状況は生まれないわけです。これをもしテラで

はなくてペタにしたら、相当深刻な状況になるわけです。その中間ぐらいのところを計算

して、相対的に防災計画に生かせるようなこともあるかと考えているということです。 

【小崎座長】 稲津委員のご意見も十分理解したのですが、私が思うには、この被ばく経

路ごとの線量の寄与の度合いを出す上で、５．１テラベクレルという数字を使って出され
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たということで、この規模ではなく、むしろ、被ばく経路のところに重点を置いた計算を

示してくださったと私は理解しておりますが、いかがですか。 

【内閣府（野島補佐）】 ご意見をありがとうございます。 

 任意ということでありますが、規制委員会から出したのが、任意の１００テラベクレル

で示していると理解しておりまして、今回は、泊では実際にどのくらい出るかということ

で試算したものでございます。 

 小崎座長からもご意見いただいておりますが、その場合の寄与率について、屋内退避の

実効性をお示しできればということで、私どもも取り組んでまいった次第でありますので、

そのような点について理解していただきたいと思います。 

【小崎座長】 もう一つ、よろしいですか。 

 事務局のほうでは、結局、防災計画等については、この規制委員会のほうから出してい

る１００テラベクレルに基づいてやっているという理解ですか、そこを確認したいのです

が、いかがですか。 

【事務局（前川原子力安全対策課長）】 あくまでも、添付されております平成２６年５

月２８日の原子力規制委員会の試算は、規制基準がセシウム１３７は１００テラベクレル

以下にしなさいということで、防護措置の効果の試算として１００テラベクレルを用いた

ものと理解してございます。 

【小崎座長】 稲津委員、ご意見をお願いします。 

【稲津委員】 私も、最後の健康影響については、先ほど述べたとおり、これは評価でき

ることであり、遮蔽効果があるとか、密閉効果があるということで、これについては、別

に意見はありません。よく計算していただいたと思っております。 

【小崎座長】 そうすると、かなり微妙な表現になると思うのですが、こちらの解析結果

については、５テラベクレルという前提で計算をしていただいて、そのときの被ばくの経

路による寄与の割合を出していただいたということです。 

 ここの趣旨としては、甲状腺の内部被ばく等が大きいのか、実効線量で見るとどこがき

いているのかということで、示唆するところとして、屋内退避等でプルームをやり過ごす

ということが非常に重要な観点になっており、そのようなことを示していただいたものと

いうことでよろしいですか。 

【内閣府（野島補佐）】 はい。 

【小崎座長】 ありがとうございます。 

 私もなかなか理解が進まないところがあります。 

 それでは、ほかにご意見やご質問はありますでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

【小崎座長】 それでは、この点については以上とさせていただきます。 

 会議の次第にある議事は全て終わりましたが、全体を通して何かありませんでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 
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【小崎座長】 特になければ、以上をもちまして、本日の有識者専門委員会を終了いたし

ます。 

 活発なご意見、ご討論をいただきまして、誠にありがとうございました。 

 それでは、進行を事務局にお返しします。 

【事務局（清水主幹）】 小崎座長、議事進行をありがとうございました。 

 また、委員の皆様には、本日は、年度末のお忙しい中をお集まりいただき、活発なご意

見をありがとうございました。 

 

  ４．閉  会 

【事務局（清水主幹）】 以上をもちまして、北海道防災会議原子力防災対策部会有識者

専門委員会を終了いたします。 

 大変お疲れさまでございました。 

                                  以  上   


