
  

 
 

令和４年度  
 
 

佐 賀 県 原 子 力 防 災 訓 練 実 施 要 領  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令 和 ４ 年 １ ０ 月 ２ ９ 日 （ 土 ）  

 
 
 

主   催  
 
 

佐 賀 県 
 

玄 海 町 
 

唐 津 市 
 

伊 万 里 市 



目   次 

 

１ 訓練実施概要 …………………………………………………………………  １ 

 

２ 訓練実施会場図 ………………………………………………………………  ５ 

 

３ 訓練進行表 ……………………………………………………………………  ６ 

 

４ 訓練項目別実施要領 

（１）災害対策本部等設置運営訓練実施要領 ………………………………  ８ 

（２）緊急時通報連絡・情報伝達訓練実施要領  ……………………………  ９ 

（３）屋内退避訓練実施要領 ………………………………………………… １０ 

（４）一般住民避難訓練実施要領 …………………………………………… １２ 

（５）離島住民避難訓練実施要領 …………………………………………… １５ 

（６）小・中学校の児童の引渡し及び避難訓練実施要領 ………………… １６ 

（７）保育所の園児の引き渡し及び避難訓練実施要領 …………………… １８ 

（８）高齢者福祉施設の入所者の避難訓練実施要領 ……………………… ２０ 

（９）障害者(児)福祉施設の入所者の避難訓練実施要領 ………………… ２２ 

（１０）在宅避難行動要支援者避難訓練実施要領 …………………………… ２４ 

（１１）緊急時モニタリング訓練実施要領 …………………………………… ２５ 

（１２）原子力災害医療対策訓練実施要領 …………………………………… ２７ 

（１３）公安対策訓練実施要領 ………………………………………………… ３０ 

（１４）救援物資搬送訓練実施要領 …………………………………………… ３１ 

（１５）住民等に対する広報訓練実施要領 …………………………………… ３３ 

（１６）原子力発電所における緊急時対策訓練実施要領 

・対策本部運営訓練実施要領  …………………………………… ３４ 

・通報連絡訓練実施要領    ……………………………………… ３５ 

・警備・避難誘導訓練実施要領  ………………………………… ３６ 

・事故収束訓練実施要領  ………………………………………… ３７ 

・海水・土壌モニタリング訓練実施要領   ……………………… ３８ 

・火災対応訓練実施要領 …………………………………………… ３９ 

 

５ 訓練中止基準    ………………………………………………………… ４０ 



令和４年度佐賀県原子力防災訓練実施概要 
 

１ 目的 
原子力災害の特殊性に鑑み、国と連携して、佐賀県・玄海町・唐津市・伊万里市

の地域防災計画(原子力災害対策編)及び「玄海地域の緊急時対応」等に基づき、防

災業務関係者の防災対策に対する習熟及び防災関係機関相互の連携協力体制の強

化並びに地域住民の原子力防災意識の向上を図る。 

 

２ 実施日 
令和４年 10 月 29 日(土)   

※ 福岡県・長崎県も同日に実施。 

 

３ 主催者 
  佐賀県、玄海町、唐津市、伊万里市 

 

４ 訓練想定 
感染症流行下の中、佐賀県内で発生した地震により、各関係機関は警戒体制を構

築していた。 

その後、通常運転中の玄海原子力発電所４号機において、原子炉冷却材の漏えい

が発生したため、緊急負荷降下後、原子炉を手動停止した。 

原子炉停止後、非常用炉心冷却装置が作動したが、全ての交流動力電源が失われ

る事象などが発生し、炉心を冷却する全ての機能を喪失し、全面緊急事態となる。 

 
５ 訓練項目及び内容 
（１） 災害対策（警戒）本部等設置運営訓練 

○ 事態の推移に応じ県及び関係市町は、原子力災害警戒本部・原子力災害対策

本部を設置の上、ＴＶ会議を開催し、国、３県及び関係市町と情報共有を図る。 

 

（２）緊急時通報連絡・情報伝達訓練 

○ 原子力事業者からの事故等に関する情報について、国、県、市町、原子力事

業者等による相互の通報連絡及び収受 

○ 各種情報（モニタリング結果、気象情報等）の関係機関への情報伝達 

○ テレビ会議システムを活用した国、佐賀県、長崎県、福岡県、関係市町によ

る防護措置等に関する情報伝達 

○ 防災業務関係者等への防護措置等に関する情報の連絡 

○ 報道機関への避難指示等の報道要請 

○ ヘリテレ伝送システムを活用した映像伝送 

 ○ ブラインド訓練（自然災害による避難ルートの変更） 
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（３）屋内退避訓練 

○ 訓練前日までのＵＰＺ内の幼稚園、保育所、学校、福祉施設、医療機関等に

おける屋内退避 

○ 訓練当日の放射線防護対策施設における屋内退避 

 

（４）一般住民避難訓練 

○ ＰＡＺ内住民の避難及びＵＰＺ内特定地域の住民の一時移転 

○ 佐賀県バス・タクシー協会との協定に基づき確保する車両による避難 

○ 避難所設置・運営訓練 

○ ブラインド訓練（自然災害による避難ルートの変更） 

○ 愛護動物避難訓練 

 

（５）離島住民避難訓練 

県防災ヘリ、陸上自衛隊ヘリ、海上自衛隊船舶、海上保安庁船舶、佐賀県水難

救済会船舶、佐賀県旅客船協会との協定に基づく船舶等による離島住民の避難 

 

（６）小・中学校の児童の引渡し及び避難訓練 

小・中学校における児童の保護者への引渡し 

 

（７）保育所の園児の引渡し及び避難訓練 

保育所における園児の保護者への引渡し及び避難 

 

（８）高齢者福祉施設の入所者の避難訓練 

○ 高齢者福祉施設の入所者の屋内退避及び避難 

※ 避難訓練は避難を想定した連絡訓練として実施 

 

玄海町（UPZ）玄海みらい学園 
※避難訓練は一時移転を想定した通報訓練として実施 

避難地区及び避難先 
玄 海 町（PAZ）花の木地区   → 小城体育センター（小城市） 

（UPZ）田 代 地区   → 小城体育センター（小城市） 
唐 津 市（PAZ）肥前町京泊地区 → 有明公民館（白石町） 

（UPZ）二タ子１丁目  → 春日北小学校（佐賀市） 

伊万里市 黒川町、波多津町、南波多町→ 山内農村環境改善センター（武雄市） 

愛護動物 肥前町京泊地区（想定）→ 有明公民館（白石町）→ MORE WAN（大町町） 

松島 → 唐津市浄水センター（ヘリ）※かちどき、陸上自衛隊 
   → 唐津東港（船舶）※海上自衛隊、海上保安庁、水難救済会、旅客船協会 

玄海町 ふたば園 あおば園 
※避難訓練は一時移転を想定した通報訓練として実施 
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○ 入居者の屋内退避訓練 

○ 物資受入訓練（玄海園） 

 

（９）障害者（児）福祉施設の入所者の避難訓練 

○ 障害者（児）福祉施設の入所者の避難訓練 

○ グループホームの屋内退避訓練 

 

（10）在宅避難行動要支援者避難訓練 

○ 施設敷地緊急事態要避難者のうち避難により健康リスクが高まる者の避難

誘導 

○ 放射線防護対策施設における上記の者の受入 

 

（11）緊急時モニタリング訓練 

○ 佐賀県緊急時モニタリング本部の設置運営 

○ 緊急時モニタリング（固定・可搬・電子線量計）の実施 

○ 緊急時モニタリング結果の関係機関等への情報提供 

 

（12）原子力災害医療対策訓練 

○ 避難退域時検査訓練 

【運営及び対応訓練】会場：佐賀競馬佐賀場外発売所（佐賀市） 

・ 検査体制の構築 

・ 車両、住民等の汚染検査及び除染等の実施等 

【住民周知】会場：多久市陸上競技場（多久市）、白岩運動公園競技場（武雄市） 

・ ゲート型モニタによる避難車両の汚染検査 

・ 避難退域時検査の意義の説明等 

○ 被ばく傷病者など受入訓練（唐津赤十字病院、佐賀県医療センター好生館） 

・ 被ばく傷病者等の原子力災害拠点病院への搬送 

・ 原子力災害拠点病院における処置 

○ 避難指示が出された住民に対する安定ヨウ素剤の配布訓練（玄海町、唐津市、伊万里市）  

・ 各緊急配布場所における安定ヨウ素剤の緊急配布 

 

玄 海 町 (PAZ)玄海園 → 天寿荘（多久市） 

唐 津 市 (PAZ)宝寿荘 → 鳳寿苑（小城市） 

伊万里市 (UPZ)楽寿園 → [中継]やすらぎ(多久市)→しょうぶ苑（佐賀市） 

唐津市 (UPZ)からつ学園 → 富士学園（佐賀市） 

 (UPZ)あやめ荘 ※屋内退避のみ 

玄海町 花の木地区→ 小城体育センター（小城市） 

 小加倉地区、普恩寺地区 → 玄海園(玄海町) 

※今回は玄海町公民館値賀分館を使用。 

唐津市 呼子町殿ノ浦西地区→ デイサービスちんぜい荘（唐津市） 
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（13）公安対策訓練 

○ 県警による避難誘導訓練 

○ 県警による交通規制訓練 

○ 県警及び海上保安庁による立入規制訓練 

○ 県警による警戒警備訓練 

  ○ ブラインド訓練（自然災害による避難ルートの変更） 

 

（14）救援物資搬送訓練 

○ 放射性物質放出後にＰＡＺ内で屋内退避を実施している放射線防護対策施

設への自衛隊による救援物資搬送訓練（玄海園へ） 

○ 避難所への佐賀県トラック協会による救援物資搬送訓練（伊万里市の避難先

施設へ） 

○ 避難所への九州電力による救援物資搬送訓練（唐津市の避難先施設へ） 

 

（15）住民等に対する広報訓練 

○ 地域住民等への広報（緊急速報メール（エリアメール）日本語版・英語版、

防災行政無線、広報車、船舶、ＦＭラジオ、ＣＡＴＶ、ホームページ等） 

○ケーブルテレビでの避難情報等の字幕テロップの表示またはデータ放送の 

実施 

 

（16）原子力発電所における緊急時対策訓練 

○ 対策本部運営訓練 

○ 通報連絡訓練 

○ 警備・避難誘導訓練 

○ 事故収束訓練 

○ 海水・土壌モニタリング訓練 

○ 火災対応訓練 
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令和４年度佐賀県原子力防災訓練 訓練会場図

：避難元（PAZ・UPZ)

：避難先
：玄海町避難経路
：唐津市避難経路
：伊万里市避難経路

【凡例】

：避難退域時検査場所

玄海町
花の木地区

P
唐津市肥前町

京泊地区

避
小城体育
センター

避

P

U
U

避

有明
公民館

避

白岩運動公園
競技場

P U

唐津市
松島

唐津東港

伊万里市
波多津町

U

検

避

多久市
陸上競技場

佐賀県庁

検 佐賀競馬
佐賀場外発売所

春日北
小学校

検

玄海町
田代地区

唐津市二タ子
１丁目地区

伊万里市
南波多町

伊万里市
黒川町

U
U

検

山内農村環境
改善センター

U
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 ▲地震発生  ▲警戒事象連絡  ▲15条通報   ▲UPZ特定地域避難指示

 ▲緊急事態宣言

 ▲10条通報  PAZ避難・UPZ屋内退避指示

ヘリ映像伝送

知事等による上空からの偵察

報道機関への放送要請

屋内退避訓練

屋内退避訓練

13:0011:00 12:00

避難誘導訓練

災害警戒（対策）本部等設置運営訓練

放射線防護対策施設での安否確認

放射線防護対策施設での屋内退避
(作動手順確認)

屋内退
避訓練

集合場所での安否確認訓練

情報伝達訓練

屋内退避準備（機器確認・展開等）

10:00

離島住民避難訓練

Ｕ
Ｐ
Ｚ
（

Ｏ
Ｉ
Ｌ
２
）

急患搬送訓練(ヘリ)

集合場所への移動訓練

情報伝達訓練

避難所運営

避難誘導訓練（船舶）

9:00

登録訓練

情報伝達訓練

集合場所への移動訓練

Ｐ
Ａ
Ｚ

登録訓練

8:00

集合場所への移動訓練

7:00

屋内退避（作動手順確認）

放射線防護対策施設への移動訓練

一
般
住
民
避
難
訓
練

令和４年度　佐賀県原子力防災訓練進行表

避難所運営

屋内退避準備（機器確認・展開等）
UPZ離島放
射線防護
対策施設

情報伝達訓練

PAZ放射線
防護対策

施設

訓練項目

情報伝達訓練

緊急時通報連絡・情報伝達訓練

集合場所での安否確認訓練

避難誘導訓練

※ 訓練進行の都合上、経過時間を短縮して

各事象の発生時刻を設定している

訓練開始 訓練終了

（テレビ会議）

（対策本部）
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 ▲地震発生  ▲警戒事象連絡  ▲15条通報   ▲UPZ特定地域避難指示

 ▲緊急事態宣言

 ▲10条通報  PAZ避難・UPZ屋内退避指示

13:0011:00 12:0010:009:008:007:00訓練項目

訓練開始 訓練終了

保護者への引渡し訓練

保護者への引渡し訓練

保護者への引渡し訓練

情報伝達訓練

屋内退避等訓練

避難退域時検査

原子力災害拠点病院へ搬送

原子力災害拠点病院での処置

緊急速報メール

ケーブルテレビでの訓練状況の放送

大容量空冷式発電機起動訓練

海水・土壌の試料採取及び測定

12:00 13:00

消防本部による消火活動等

作業者等の避難誘導、敷地内立入制限

サイレン吹鳴

専属自衛消防隊による初期消火活動

関係機関通報、初期消火活動指揮

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00

　原子力発電所に
　おける火災対応
　訓練

　警備・避難誘導
　訓練

PAZ

UPZ

玄海原子力発電所における訓練

住民等に対する広報
訓練

　海水・土壌モニタ
　リング訓練

 対策本部運営訓練
緊急時体制発令、事故拡大防止対策等
指示、本店との情報共有等

　通報連絡訓練

　事故収束訓練

警戒事象、10条、15条等通報
代替緊急時対策所での通報連絡等

住民避難訓練

避難所への救援物資搬送

公安対策訓練（佐賀県警、唐津海保）

救援物資搬送訓練
高齢者福祉施設への救援物資搬送

安定ヨウ素剤の配布訓練

緊急時モニタリング
訓練

小・中学校引渡し・
避難訓練（UPZ）

緊急時モニタリング(陸上）の実施

情報伝達訓練

情報伝達訓練

情報伝達訓練

避難誘導訓練

保育所引渡し
・避難訓練

情報伝達・避難誘導訓練

情報伝達訓練

高齢者福祉施設
避難訓練

原子力災
害医療対
策訓練

避難退域時検
査

原子力災害
拠点病院

障害者(児)福祉施設
避難訓練

在宅避難行動要支援
者避難訓練（PAZ)

屋内退避等訓練

測定結果の分析・検討、報告

環境試料中の放射性核種濃度測定
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災害対策本部等設置運営訓練実施要領 

 
 
１ 目的 
  佐賀県地域防災計画（原子力災害対策編）に基づき、原子力発電所の緊急時におけ

る災害対策本部体制における通報訓練及び本部会議を開催し、関係機関の連携及び

県・市・町職員の原子力防災計画の熟知を図る。 
   
２ 日時 
  令和４年１０月２９日（土）８：００～１３：３０ 
 
３ 実施場所 
  佐賀県庁、玄海町役場、唐津市役所、伊万里市役所 
 
４ 参加機関 
  佐賀県、佐賀県警察本部、玄海町、唐津市、伊万里市 他 
 
５ 訓練内容 
（１）地震の発生により、県、玄海町、唐津市及び伊万里市は、関係機関との情報共有

を図るとともに、県及び関係市町の取るべき措置等について協議するため、災害対

策本部等を設置する。（想定） 
 
（２）警戒事態発生の通報を受けた後、関係機関との情報共有を図るとともに、県及び

関係市町の取るべき措置等について協議する。 
 
（３）施設敷地緊急事態発生の通報（１０条通報）の受理後、県及び関係市町は、関係

機関との情報共有を図るとともに、県及び関係市町の取るべき措置等について協議

する。 
 
（４）原子力緊急事態宣言発出後、関係機関との間でテレビ会議を開催する。 
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緊急時通報連絡・情報伝達訓練実施要領 

 
 
１ 目的 

緊急時における原子力事業者、国、県、市町及び防災関係機関相互の通信連

絡体制の確立と災害時に使用する通信機器の運用方法について習熟を図る。 

 

２ 日時  

  令和４年１０月２９日（土）８：００～１３：３０ 

 

３ 参加機関 

佐賀県、県内全市町、内閣府、原子力規制庁（玄海原子力規制事務所）、気象

庁（佐賀地方気象台）、九州電力株式会社、福岡県、長崎県、一般社団法人佐

賀県バス・タクシー協会、公益社団法人佐賀県トラック協会、日本赤十字社佐

賀県支部、佐賀県警察本部、唐津市消防本部、伊万里・有田消防本部、海上保

安庁（唐津海上保安部）、陸上自衛隊（西部方面混成団、西部方面航空隊、西

部方面システム通信群、第４師団）、海上自衛隊（佐世保地方総監部）、航空

自衛隊（西部航空方面隊司令部）、ＦＭからつ株式会社、日本放送協会佐賀放

送局、佐賀県ケーブルテレビ協議会 

 

４ 訓練内容 

（１）原子力事業者からの事故等に関する緊急時の情報、国からの避難指示等に

ついて、県は市町、関係機関、報道機関へ伝達する。 

 

（２）緊急時モニタリング実施計画に基づき実施した緊急時モニタリングの結果

を、県が市町・関係機関・報道機関へ伝達する。 

 

（３）気象情報については、佐賀地方気象台が当日の気象情報を提供し、県が市

町、関係機関、報道機関へ伝達する。 

 

（４）原子力緊急事態宣言の後、国及び関係機関との間でテレビ会議を開催する。 

 

（５）地震による被災状況について、陸上自衛隊のヘリから危機管理センターへ

映像伝送を実施する。 

 

（６）その他必要な情報について、県は市町、関係機関、報道機関へ伝達する。 

 

※県内全市町に対する情報伝達については、県庁危機管理センターの一斉指令

システムを使用する。 

 

（事象進展） 

8：00 警戒事象通報（原子炉冷却材漏えい） 

 8：30 原災法第10条通報、施設敷地緊急事態要避難者避難 

 9：00 原災法第15条通報 

 9：10 原子力緊急事態宣言発出、PAZ一般住民避難指示、UPZ屋内退避指示 

 10：00 原災法第15条通報（続報）（敷地境界付近の放射線量の上昇） 

10：20 UPZ特定地域OIL2による一時移転指示 
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屋内退避訓練実施要領 

 

１ 目的 

玄海原子力発電所の原子力災害に関し、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出し、ＰＡＺに

避難指示、ＵＰＺに屋内退避の指示があったとの想定で、ＵＰＺ内の各施設における屋内退避訓練

を実施し、関係機関の訓練に係る技術等の習熟及び生徒児童等の原子力防災意識の向上を図る。 

また、即時避難が困難との想定で、放射線防護機能を付加した施設（ＰＡＺ内の高齢者福祉施設、

ＰＡＺ内・ＵＰＺ内の離島の公共施設）において屋内退避訓練を実施し、関係者の放射線防護対策

設備の使用方法等について習熟を図る。 

 

２ 日時 

令和４年１０月２９日（土）までに各施設の計画により実施 

 

３ 対象施設等 

 【ＵＰＺ内の各施設】 

・ＵＰＺ内にある玄海町、唐津市及び伊万里市の幼稚園、保育所、学校、福祉施設、医療機関 等 

【放射線防護対策施設】 

・特別養護老人ホーム玄海園、特別養護老人ホーム宝寿荘、特別養護老人ホーム潮荘、高齢者生

活福祉センターちんぜい荘、高齢者生活福祉センターひぜん荘、旧加部島小学校、入野小学校

向島分校、馬渡小中学校、馬渡原子力災害屋内退避施設、加唐小学校松島分校、加唐小中学校、

小川小中学校、唐津市呼子交流促進施設、神集島公民館、旧神集島小学校、高島公民館、高島

原子力災害屋内退避施設 

 

４ 訓練内容 

【ＵＰＺ内各施設】 

（１）県を通じ、原子力災害対策本部長から玄海町、唐津市及び伊万里市に屋内退避の指示があり、

各災害対策本部において、住民に対する屋内退避の要領を決定する。（想定） 

 

（２）玄海町、唐津市及び伊万里市は、防災行政無線、広報車、電話、ＦＡＸ、メール、緊急速

報メール（エリアメール）等により屋内退避の指示を施設等へ伝達する。（想定） 

 

（３）玄海町、唐津市及び伊万里市からの屋内退避指示があったとの想定で、各施設において屋内

退避を行う。施設等の全ての窓やドアを閉め、換気扇等を止め、屋外にいる人は、速やかに屋

内に入る。 

【放射線防護対策施設】 

○ＰＡＺ内 

（１）玄海町及び唐津市は、玄海原子力発電所において原子力災害が発生し、警戒事象発生によ

る警戒事態が確認されたことを施設に連絡し、屋内退避の準備を指示する。 

また、施設の入所者・職員数、必要な交通機関についての報告、避難準備を指示する。 
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 （２）玄海町及び唐津市は、玄海原子力発電所の原子力災害に関し、施設敷地緊急事態が確認さ

れたことから、施設敷地緊急事態要避難者の避難指示を発出したことを連絡する。 

避難が可能な入所者は職員とともに町（市）が手配するバスにより避難し、即時避難が困

難な入所者は職員とともに屋内退避の準備を指示する。 

 

 （３）施設敷地緊急事態の連絡を受け、特別養護老人ホーム玄海園、特別養護老人ホーム宝寿荘

及び旧加部島小学校は、全ての窓やドアを閉め、換気扇を止め、放射線防護対策設備の確認

及び展開を行う。 

 

 （４）玄海町及び唐津市は、内閣総理大臣の原子力緊急事態宣言が発せられたことを施設に連絡

し、即時避難ができなかった入所者及び職員に屋内退避の実施を指示する。 

また、屋内退避を行う入所者数、職員数を報告するよう指示する。 

 

  （５）特別養護老人ホーム玄海園、特別養護老人ホーム宝寿荘及び旧加部島小学校は、屋外にい

る者を速やかに屋内に退避させ、放射線防護に係る機器を稼働させる。 

     屋内においては、極力窓の付近に近づかないように行動する。 

    また、屋内退避を実施する入所者、職員の人数を把握し災害対策本部に報告する。 

 

 ○ＵＰＺ内 

 （１）玄海町及び唐津市は、玄海原子力発電所の原子力災害に関し、施設敷地緊急事態が確認 

されたことから、ＵＰＺ内住民に対する屋内退避の準備指示を発出したことを連絡する。 

 

 （２）唐津市は、ＵＰＺ内の放射線防護対策施設において、放射線防護対策設備の確認及び展開

を行う。 

 

 （３）玄海町及び唐津市は、内閣総理大臣の原子力緊急事態宣言が発せられたことをもって、 

ＵＰＺ内住民に対する屋内退避の指示を発出したことを施設等に連絡する。 

また、ＯＩＬに基づく一時移転指示が発出された際に、避難が困難な場合は、放射線防護

施設に集合し屋内退避を行うよう指示する。 

 

  （４）消防団及び自治会長は、住民を速やかに放射線防護対策施設に収容し、全ての窓やドアを

閉め、換気扇を止め、放射線防護対策設備を稼働させる。 

     屋内においては、極力窓の付近に近づかないように行動する。 

     また、屋内退避を実施する入所者、職員の人数を把握し災害対策本部に報告する。 

 

５ 屋内退避状況の確認・報告 

玄海町、唐津市及び伊万里市は、ＵＰＺ内各施設における屋内退避訓練参加者数及び放射線防護

施設における屋内退避訓練参加者数について、別途定める方法により佐賀県災害対策本部へ報告す

る。 
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一般住民避難訓練実施要領 
 
１ 目的 

玄海原子力発電所の緊急時における住民避難を円滑に実施するため、関係機関が緊密に連

携し、避難誘導、避難所等の設置・運営等の訓練を実施する。また、住民避難に際して、愛

護動物との同行避難訓練を行い、関係機関との連携の確認及び受入手順の習熟を図る。 
 
２ 日時 
  令和４年１０月２９日（土） ８：００～１３：３０ 
 
３ 実施場所 
  「５ 参加予定者数」に記載のとおり。 
 
４ 参加機関 
玄海町・唐津市・伊万里市の住民、佐賀県、玄海町、唐津市、伊万里市、小城市、佐賀市、 
白石町、武雄市、佐賀県警察本部、株式会社ＮＴＴフィールドテクノ佐賀営業所、ＫＤＤＩ 
株式会社、ソフトバンク株式会社、株式会社ドコモＣＳ九州、一般社団法人佐賀県バス・タ 
クシー協会、公益社団法人佐賀県トラック協会、公益社団法人佐賀県獣医師会、認定NPO 
法人日本レスキュー協会 

 
５ 参加予定者数 
（１）玄海町 

（２）唐津市 

（３）伊万里市 

（４）愛護動物避難訓練 

ＰＡＺ 
（想定）肥前町京泊地区から自家用車で、避難所（白石町有

明公民館）へ避難 
５名 

５頭 

(犬４頭、猫１頭) 〃 
避難所（白石町有明公民館）で受付後、受入施設（日本レス

キュー協会「MORE WAN」）へ移動 

 

ＰＡＺ 集合場所への避難（ＰＡＺ内の全地区を対象に実施） ７０名 
〃 集合場所（花の木地区）から避難所（小城体育センター）への避難 １５名 

ＵＰＺ 集合場所への避難（田代地区） 
１４名 

〃 集合場所（田代地区）から避難所（小城体育センター）への避難  

ＰＡＺ 集合場所への避難（肥前町京泊地区） 
４１名 

〃 集合場所（肥前町京泊地区）から避難所（白石町有明公民館）への避難  
ＵＰＺ 集合場所への避難（二タ子１丁目地区） 

３０名 
〃 集合場所（二タ子１丁目地区）から避難所（佐賀市春日北小学校）への避難  

ＵＰＺ 集合場所への避難（黒川町、波多津町、南波多町） 
１２７名 

〃 集合場所（黒川町、波多津町、南波多町）から避難所（山内

農村環境改善センター）への避難 
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 ※実施場所の詳細 
名称 所在地 備考 

花の木公民館 玄海町大字石田２９４－１５ 
玄海町の集合場所 

田代公民館 玄海町大字田代２０２１－２ 
京泊地域活性化センター 唐津市肥前町納所１５５７ 

唐津市の一時集合場所 
西唐津中学校 唐津市二タ子１丁目７－８３ 
黒川コミュニティセンター 伊万里市黒川町塩屋５０４－１ 

伊万里市の一時集合場所 波多津コﾐュニティセンター 伊万里市波多津町辻２９８９－５ 
南波多コミュニティセンター 伊万里市南波多町井手野２６８５－１  
小城体育センター 小城市小城町畑田９８－１ 玄海町の避難先 
白石町有明公民館 白石町坂田２７５－１ 

唐津市の避難先 
佐賀市立春日北小学校 佐賀市大和町大字久池井１７７７－１  
山内農村環境改善センター 武雄市山内町大字大野７６２７－４ 伊万里市の避難先 
日本レスキュー協会佐賀県支

部大町拠点「MORE WAN」 
大町町大字大町２０７１ー４ 

愛護動物同行避難住民の 
受入先施設 

 
６ 訓練内容 
【ＰＡＺ内一般住民の避難訓練】 

 （１）原子力緊急事態宣言後、玄海町長及び唐津市長は、原子力災害対策本部長からの避

難指示を受け、玄海町災害対策本部会議、唐津市災害対策本部会議において、ＰＡＺ

内一般住民に対する避難実施要領・避難所設置運営要領を決定したとの想定により訓

練を開始する。 
（２）玄海町及び唐津市は、防災行政無線、緊急速報メール、広報車、消防団、ＣＡＴＶ

等により住民に対して避難指示等を伝達する。 
 （３）避難対象地域の住民は、玄海町及び唐津市の避難指示に基づき、区長等の連絡を受

けたのちに集合場所に集合する。 
その後、職員の指示により、玄海町から避難所に避難する者は、バス・自家用車に

より避難所へ避難する。 
 
【ＵＰＺ内特定地域の一般住民の避難訓練】 
（１）玄海町長、唐津市長及び伊万里市長は、原子力災害対策本部長からの運用上の介入

レベル（ＯＩＬ）に基づく一時移転指示を受け、玄海町、唐津市及び伊万里市災害対

策本部会議において、一時移転対象地域の住民に対する避難実施要領・避難所設置運

営要領を決定したとの想定により訓練を開始する。 
（２）玄海町、唐津市及び伊万里市は、防災行政無線、広報車、消防団、ＣＡＴＶ等によ

り住民に対して一時移転指示等を伝達する。 
（３）避難訓練対象地域の住民は、玄海町災害対策本部、唐津市災害対策本部及び伊万里

市災害対策本部の一時移転指示に基づき、区長等の連絡を受けたのちに集合場所に集

合する。 
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その後、職員の指示により、避難所に一時移転する者は、バス・自家用車により避

難退域時検査場所（玄海町は多久市陸上競技場、唐津市は佐賀競馬佐賀場外発売所、

伊万里市は白岩運動公園競技場）を経由して避難所へ一時移転する。 
   集合場所までの避難住民は、職員の原子力災害に関する説明を受けたのちに訓練を 

終了する。 
 
【愛護動物避難訓練】   
（１） 唐津市災害対策本部の避難指示に基づき、愛護動物を所有する避難住民５名は、対

象地区の区長等の連絡を受け、愛護動物とともに自家用車で避難施設（白石町有明

公民館）に向かう。その際、愛護動物用の食餌、折り畳みケージ等の必需品は飼い

主が持参する。 
（２） 避難住民は、避難施設に到着後、受付で愛護動物を連れている旨を申し出る。避難

施設の担当職員（唐津市）は、当該施設では愛護動物を施設内に入れることができ

ない旨を伝え、待機を依頼する。 
（３） (２)について避難施設の担当職員から報告を受けた唐津市災害対策本部は、愛護動

物の同行避難者の受入の可否について、日本レスキュー協会に確認する。その際、

避難者数、世帯数、動物の種類、頭数、車両数、体調不良者（発熱等）の有無の情

報を伝達する。 
（４）受入可能の返答を受けた唐津市災害対策本部は避難施設に伝達する。避難住民は、

愛護動物とともに自家用車で受入施設（MORE WAN）に向かう。 
（５）避難住民は受入施設に到着後、日本レスキュー協会の受入手順に沿って施設に入所

する。 
 
【避難所設置運営訓練】 

玄海町、唐津市及び伊万里市は、避難受入市町である小城市、佐賀市、白石町及び武

雄市の支援を受け避難所設置・運営の訓練を実施する。 
（１）避難状況の確認・報告 

玄海町災害対策本部、唐津市災害対策本部、伊万里市災害対策本部は、避難誘導等

の業務にあたる職員から避難者数、避難所への出発・到着時刻等状況等の連絡を受

け、その内容を県災害対策本部及び避難所へ報告する。 
（２）避難住民の登録 

玄海町、唐津市及び伊万里市は、避難所において避難住民の登録を行う。 
（３）要配慮者の受入対応訓練 
   避難所に避難した要配慮者に対する受入対応を行う。 
（４）その他避難所での訓練 

・災害用伝言ダイヤル「１７１」の開設・利用（玄海町、唐津市、伊万里市） 
・救援物資等の受入 
・原子力防災等に関する講話 
・所轄警察署による避難所警戒 

 
--- 
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離島住民避難訓練実施要領 
 
１ 目的 

玄海原子力発電所の緊急時における離島住民避難を円滑に実施するため、関係機関が緊

密に連携し、避難誘導等の訓練を実施する。 
 
２ 日時 
  令和４年１０月２９日（土） ８：００～１３：３０ 
 
３ 実施場所 
  唐津市鎮西町松島、唐津東港、唐津市浄水センター運動広場 
 
４ 参加機関 

唐津市鎮西町松島住民、佐賀県、唐津市、陸上自衛隊（西部方面航空隊）、海上自衛隊、

海上保安庁（唐津海上保安部）、国土交通省（九州運輸局佐賀運輸支局）、佐賀県水難救済

会、佐賀県旅客船協会、佐賀県警察本部 
 
５ 参加予定者数 

唐津市鎮西町松島住民 
・加唐小学校松島分校における屋内退避訓練への参加者 ２５名 
・海路避難訓練への参加者 １２名 
・海路避難不能時の空路避難訓練への参加者 ３名 

  島外地元学生 
・加唐小学校松島分校における屋内退避訓練への参加者 ２０名 
・海路避難訓練への参加者 １６名 
・海路避難不能時の空路避難訓練への参加者 ※体験搭乗 ４名 

  
６ 訓練内容 
（１）唐津市鎮西町松島において、運用上の介入レベル（ＯＩＬ）に基づく一時移転指示

が出たが、悪天候により船舶での避難が困難であるため、放射線防護対策施設に屋内

退避することとなったとの想定により訓練を開始する。 
（２）唐津市は、防災行政無線、広報車、消防団、ＣＡＴＶ等により松島住民に対し、放

射線防護対策施設における屋内退避指示を伝達する。松島住民は、唐津市災害対策本

部の屋内退避指示に基づき、区長等の連絡を受けたのちに放射線防護対策施設におい

て屋内退避を実施する。 
（３）海路避難が困難である状況において、屋内退避中に緊急搬送が必要となった体調不

良者が発生したという想定で、県防災航空隊、陸上自衛隊にヘリの派遣を依頼。この

際、屋内退避中に緊急搬送が必要となった体調不良者が発生したという想定で、県防

災ヘリが搬送する。各機関はヘリで松島から島外に住民を搬送する。 
  ※陸上自衛隊ヘリへの搭乗は、島外高校生の体験搭乗とする。 
（４）海上自衛隊、海上保安庁、県水難救済会、県旅客船協会の船舶を用いて、海路避難

を実施。佐賀県警察本部の警備艇は海路避難中の船団を追尾し警戒警備を実施する。 
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小・中学校の児童の引渡し及び避難訓練実施要領 

 
１ 目的 
  玄海原子力発電所の緊急時における玄海町の児童・生徒の避難を円滑に実施するため、

保護者への引渡し、関係機関による避難手段の確保の訓練を実施する。 
 

２ 日時 
  令和４年１０月２９日（土） 
 
３ 参加機関 

佐賀県、玄海町、小城市、玄海みらい学園 他 
 
４ 対象学校 
 【ＵＰＺ（５～３０キロ圏）】 
  ・玄海みらい学園の児童及び職員 
   
５ 保護者への引渡し場所 

玄海みらい学園内で実施（玄海町新田１８０９－６） 
 
６ 訓練内容 
（１）玄海町災害対策本部は、玄海みらい学園（以下、学校。）へ警戒事態が発生したことを

通報し、学校は帰宅指導及び保護者への引渡しをするよう指示する。 
 
（２）玄海町災害対策本部は、施設敷地緊急事態が確認されたことを学校へ通報し、学校は

引き続き保護者への引渡しをするとともに、屋内退避の準備をするよう指示する。なお、

保護者引渡訓練実施者は、訓練終了まで施設敷地緊急事態との想定で引渡訓練を継続す

る。 
 
（３）玄海町災害対策本部は、学校へ原子力災害の発生及び内閣総理大臣の原子力緊急事態

宣言が発せられたことを通報し、校内への屋内退避を指示する。 
また、学校に対し、児童・職員数の報告及び避難指示の準備を指示する。 

 
（４）連絡を受けた学校の学校長は、在校生・職員の屋内退避を行う。 
 
※以下、通報訓練とする。 

（５）玄海町災害対策本部は、学校が運用上の介入レベル（OIL）に基づく一時移転指示があ

ったことを学校へ通報し、校内の児童・職員数の報告を指示し、学校避難に必要なバス

の台数を把握し、バスの手配を行う。 

バスの手配ができない場合は、佐賀県災害対策本部へバスの手配を依頼する。 
 

（６）原子力災害対策本部長からのＵＰＺ特定地域への一時移転指示により、玄海町災害対

策本部は、学校に対しバスの台数及び到着時刻を通報する。 
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 ７ 避難訓練通報要領 
８：００  玄海町災害対策本部から学校へ次の内容を通報。 

     ・玄海原子力発電所で警戒事態に該当する事象が発生し、警戒事態が確認さ 

れた。 

・学校は児童及び職員の人数を教えるとともに、帰宅指導又は児童の保護者

への引渡しを開始していただきたい。 

 

８：３０ 玄海町災害対策本部から学校へ次の内容を通報。 

・ 玄海原子力発電所で原子力災害が発生し、施設敷地緊急事態が確認された。

学校は、引き続き児童の保護者への引渡しを行うとともに、屋内退避の準

備をしていただきたい。 
 

９：１０ 玄海町災害対策本部から学校へ次の内容を通報。 

     ・玄海原子力発電所で原子力災害が発生し、内閣総理大臣が原子力緊急事態

を宣言及び玄海原子力発電所のＵＰＺの住民に対し、屋内退避指示を発出

した。 

・学校は留め置いた児童及び職員の屋内退避の実施及び一時移転の準備をし

ていただきたい。 

・在校生、職員の人数を教えていただきたい。 
 

 １０：２０ 玄海町災害対策本部から学校へ次の内容を通報。 

・原子力災害対策本部長が、玄海原子力発電所のＵＰＺの特定地域（学校所

在地区）の住民に対し一時移転指示を発出した。 

・玄海町は、同地区の住民を避難計画に即し、小城市に一時移転する。 

・学校は、町の手配する大型バス（●台）で、避難所へ一時移転していただ

きたい。なおバスの学校到着時間は、１０時３０分頃を予定。 

 

※実動は、保護者引渡と屋内退避のみ。一時移転については、通報及び手順の確認を

行う。 
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保育所の園児の引渡し及び避難訓練実施要領 

１ 目的 
  玄海原子力発電所の緊急時における関係市町の園児の避難を円滑に実施するため、関係 
機関による避難手段の確保、保護者への引渡し、避難誘導等の訓練を実施する。 

 
２ 日時 
（１）引渡訓練（実動） 

令和４年１０月２９日（土）までに各保育園の計画により実施 
（２）その他 

令和４年１０月２９日（土） 
 
３ 参加機関 

佐賀県、玄海町、ふたば園、あおば園 
 

４ 避難対象施設 
【ＰＡＺ（５キロ圏）】 
・ふたば園        園児数：６１名、職員数：２名、計：６３名 

 
【ＵＰＺ（５～３０キロ圏）】 
・あおば園        園児数：９０名、職員数：３名、計：９３名 

 
５ 引渡し訓練要領 

 玄海町災害対策本部は、園へ警戒事態が発生したことを通報し、保護者引渡しを指示す

る。園は、保護者引渡しを計画に基づき実施する。 
 
６ 避難通報訓練及び屋内退避要領 
８：００ごろ  玄海町災害対策本部からふたば園・あおば園へ次の内容を通報。 

 ・玄海原子力発電所で原子力災害が発生し、警戒事態が確認された。 
・ふたば園は園児の保護者への引渡しを実施し、また、避難指示に備え、 
避難の準備をしていただきたい。 

・あおば園は園児の保護者への引渡しを実施し、また、屋内退避の準備をし

ていただきたい。 
・ふたば園は園児、職員の人数を教えていただきたい。 

 
８：３０ごろ  玄海町災害対策本部からふたば園・あおば園へ次の内容を通報。 
       ・玄海原子力発電所で原子力災害に関し、施設敷地緊急事態が確認されたこ

とから、ＰＡＺの施設敷地緊急事態要避難者へ避難指示を発出した。 
       ・ふたば園の園児及び保育職員は、避難計画に即し、小城市まちなか市民交

流プラザに避難する。 
       ・ふたば園は、県の手配する中型バス１台で、避難所へ避難していただきた

い。なおバスの保育所到着時間は、８時５０分頃を予定。 
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       ・あおば園は、引き続き、園児の保護者への引渡し及び屋内退避の準備をし

ていただきたい。 
 

９：１０ごろ  玄海町災害対策本部からあおば園へ次の内容を通報。 
 ・玄海原子力発電所で原子力災害が発生し、内閣総理大臣が原子力緊急事態を

宣言し、玄海原子力発電所のＵＰＺ住民に屋内退避指示を発出した。 
・あおば園は屋内退避及び一時移転の準備をしていただきたい。 
・あおば園は園児、職員の人数を教えていただきたい。 
 

１０：２０ごろ 玄海町災害対策本部からあおば園へ次の内容を通報。 
・原子力災害対策本部長が、玄海原子力発電所のＵＰＺの特定地域（保育所

所在地区）住民に一時移転指示を発出した。 
・あおば園の園児及び保育職員は、避難計画に即し、小城市まちなか市民交流

プラザに一時移転する。 
・あおば園は、県の手配する中型バス１台で、避難所へ一時移転していただき

たい。なおバスの保育所到着時間は、１０時４０分頃を予定。 
 

※実動は、保護者引渡と屋内退避のみ。避難及び一時移転については、通報及び手順の

確認を行う。 
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高齢者福祉施設の入所者の避難訓練実施要領 

 

１ 目的 

玄海原子力発電所の緊急時における福祉施設の入所者避難を円滑に実施するため、 

関係機関による避難手段の確保、受入施設の対応等の訓練を実施する。 

 

２ 参加機関 

佐賀県、玄海町、唐津市、伊万里市、特別養護老人ホーム玄海園、特別養護老人ホーム

宝寿荘、特別養護老人ホーム天寿荘、特別養護老人ホーム鳳寿苑、介護老人保健施設ケ

アポート楽寿園、指定介護老人保健施設ケアハイツやすらぎ、介護老人保健施設しょう

ぶ苑、陸上自衛隊（西部方面特科連隊第四大隊） 

 

３ 実施する訓練 ※実際には避難を行わず想定で実施する 

  （１）：車両での避難訓練を想定した連絡訓練・１ 

     ① 避難元施設：特別養護老人ホーム玄海園 

     ② 避難先施設：特別養護老人ホーム天寿荘 

     ③ 内容 

        玄海町からの避難指示に係る電話通報を受け、玄海園の入所者及び施設職

員は、車２台に分乗し、天寿荘（多久市）に向け避難を実施する想定の連

絡訓練。 

 

：車両での避難訓練を想定した連絡訓練・２ 

     ① 避難元施設：特別養護老人ホーム宝寿荘 

     ② 避難先施設：特別養護老人ホーム鳳寿苑 

     ③ 内容 

        唐津市からの避難指示に係る電話通報を受け、宝寿荘の入所者及び施設職

員は、車２台に分乗し、鳳寿苑（小城市）に向け避難を実施する想定の連

絡訓練。 

 

：車両での避難訓練を想定した連絡訓練・３ 

① 避難元施設：介護老人保健施設ケアポート楽寿園 

② 中継施設：指定介護老人保健施設ケアハイツやすらぎ 

③ 避難先施設：介護老人保健施設しょうぶ苑 

④ 内容 

伊万里市からの避難指示を受け、楽寿園の入所者及び施設職員は車に乗り、

中継施設であり、迎え車両が来る、やすらぎ（多久市）を経て、しょうぶ

苑（佐賀市）に向け避難を実施する想定の連絡訓練。 

 

  （２）屋内退避訓練 

     ①実施施設 

      特別養護老人ホーム玄海園  約１４０名（入所者・施設職員） 

      特別養護老人ホーム宝寿荘  約 ２０名（入所者・施設職員） 

     ②内容 

      唐津市、玄海町からの避難指示に係る電話通報を受け、施設内の戸締り及び換

気扇の停止を確認した後、除染用テントの設営、フィルターユニット（陽圧化

装置）を起動させ、屋内退避する要領の確認を行う。 
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  （３）物資受入訓練 

     ①実施施設 

      特別養護老人ホーム玄海園 

     ②内容 

      県が佐賀市内に備蓄している災害用物資を陸上自衛隊のトラックで玄海園に運

搬した後、サーベイメータで物資の入った箱の放射線量を測定し、施設に運び

入れる要領を確認する。 
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障害者（児）福祉施設の入所者の避難訓練実施要領 

 

 

 目的 

玄海原子力発電所の緊急時における障害者（児）福祉施設の入所者の避難を円滑に実施

するため、関係機関による避難手段の確保、受入施設の対応等の訓練を実施する。 

 

【 障害者支援施設 】 

１ 参加機関 

佐賀県、唐津市、障害者支援施設からつ学園、障害者支援施設富士学園 

 

２ 避難対象施設 

障害者支援施設からつ学園（唐津市佐志石ヶ元２１０７－２）      １０名 

（入所者８名、職員２名） 

 

３ 避難等受入施設 

  障害者支援施設富士学園（佐賀市富士町内野２０９－８） 

 

４ 搬送手段 

  避難対象施設保有車両  １台 

   

５ 訓練内容 

（１）唐津市災害対策本部は、避難対象施設へ施設敷地緊急事態が確認されたことを通報し、

屋内退避の準備を指示する。 

 

（２）指示を受けた責任者（からつ学園課長）は、一時移転に必要となる車両の手配を行う。 

 

（３）唐津市災害対策本部は、内閣総理大臣の緊急事態宣言並びにＵＰＺ住民等の屋内退避

及び避難準備指示を受け、障害福祉施設に対し屋内退避等を指示する。 

責任者は、屋外にいる入所者や職員を屋内に入るよう指示し、全ての窓やドアを閉め

外の空気が入らないよう換気扇を止めるなどの措置を職員に指示し、屋内退避を実施す

るとともに、施設内の入所者・職員数を把握し一時移転等の準備を開始する。 

 

（４）責任者は、受入施設に対して「今後一時移転を行う可能性がある」旨連絡する。 

 

（５）原子力災害対策本部長からＵＰＺ特定地域（施設所在地区）への一時移転指示により、

唐津市災害対策本部は障害福祉施設に対して一時移転を指示する。 

  責任者は、一時移転を行う施設の入所者・職員数を報告する。 

 

（６）指示を受けた責任者は受入施設に連絡した後、施設の避難計画に基づき入所者及び職

員を受入施設へ一時移転させる。また、車両の出発及び到着時には唐津市災害対策本部

へ報告を行う。 

 

６ 避難状況の確認・報告 

唐津市災害対策本部は、避難者数、避難所への出発・到着時刻等の状況を把握し、県災

害対策本部へ報告する。 

22



【 グループホーム 】 

１ 参加機関 

佐賀県、唐津市、あやめ荘 

 

２ 避難対象施設 

あやめ荘（唐津市久里２４０４－１）              １５名 

                        （入所者１２名、職員３名） 

 

３ 訓練内容 

（１）唐津市災害対策本部は、避難対象施設へ施設敷地緊急事態が確認されたことを通報し、

屋内退避の準備を指示する。 

 

（２）唐津市災害対策本部は、内閣総理大臣の緊急事態宣言並びにＵＰＺ住民等の屋内退避

及び避難準備指示を受け、障害福祉施設に対し屋内退避等を指示する。また屋内退避を

行う入所者数、職員数を報告するように指示する。 

 

（３）施設長は、屋外にいる入所者や職員を屋内に入るよう指示し、全ての窓やドアを閉め、

外の空気が入らないよう換気扇を止めるなどの措置を職員に指示し、屋内退避を実施す

る。また、屋内退避を実施する入所者、職員の人数を把握し災害対策本部に報告する。 

 

４ 避難状況の確認・報告 

唐津市災害対策本部は、屋内退避訓練参加者数について、県災害対策本部へ報告する。 
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在宅避難行動要支援者避難訓練実施要領 
 
１ 目的 

玄海原子力発電所の緊急時における在宅避難行動要支援者の避難を円滑に実施するた

め、関係機関が緊密に連携し、避難誘導及び避難受入れ等の訓練を実施する。 
 
２ 日時 
  令和４年１０月２９日（土） ８：００～１３：３０ 
 
３ 実施場所 
（玄海町） 

  玄海町花の木地区、小加倉地区、普恩寺地区 
玄海町公民館値賀分館（玄海町大字平尾８４６－２） 
小城体育センター（小城市小城町畑田９８－１） 
 

（唐津市） 
唐津市呼子町殿ノ浦西地区 
デイサービスちんぜい荘（唐津市鎮西町打上３０７５－１） 
 

 
４ 参加機関 

玄海町、唐津市、佐賀県、九州電力株式会社 
 
５ 参加予定者数 

玄海町花の木地区から小城体育センターへの避難 ２名（職員） 
１名（住民役職員） 

玄海町小加倉地区、普恩寺地区から玄海園（今回

は、玄海町公民館値賀分館を使用）への避難 
４名（九電） 

２名（住民役職員） 

唐津市殿ノ浦西地区からちんぜい荘へ避難 
２名（九電） 

２名（住民役職員） 
１名（職員送迎） 

 
６ 訓練内容 
 （１）施設敷地緊急事態の発生により、施設敷地緊急事態要避難者の避難が必要となった

との想定により訓練を開始する。 
（２）玄海町及び唐津市は、PAZ内の在宅の避難行動要支援者のうち避難の実施により健

康リスクが高まる者について、九州電力株式会社の福祉車両により、近隣の放射線防

護対策施設等に避難させる。 
（３）玄海町は、施設敷地緊急事態要避難者を玄海町の福祉車両で小城市の避難所（小城

体育センター）に避難させる。 
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緊急時モニタリング訓練実施要領 
 
１ 目的 
  佐賀県地域防災計画（第４編・原子力災害対策）に基づき、緊急時におけ

る環境放射線モニタリング訓練を実施し、緊急時モニタリング体制の確立及

び関係職員の対応力の向上を図る。 

 
２ 日時 

令和４年１０月２９日（土） ８：００～１３：３０ 

 

３ 実施場所 
  県内全域 
 
４ 参加機関 

佐賀県、県内各市町 
 
５ 訓練概要 

（１）佐賀県緊急モニタリング本部の設置運営 
（２）モニタリング要員の招集 
（３）固定モニタリングポスト、電子線量計による線量率の監視 

（４）可搬型モニタリングポストの設置、測定 

（５）移動式モニタリング（走行サーベイ）の実施 

（６）環境試料（飲料水・土壌等）の採取・測定 
（７）モニタリング結果のとりまとめ、確認 

（８）モニタリング要員の防護対策、汚染検査の実施 

（９）緊急時モニタリング実施計画、指示書の受領、測定結果等の報告 
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６ 訓練体制 
（１）体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）各グループ等の訓練内容 

  グループ等名 内容 

緊急モニタリング本部長 ・緊急モニタリング本部の総括 

企画調整グループ 

・緊急時モニタリング要員の派遣依頼、要員への指示 

・可搬型モニタリングポスト起動の指示（17市町） 

・モニタリング結果の評価、解析 

・モニタリング要員・資機材の確保等 

情報収集管理グループ 

・常時監視システムの稼働確認、維持管理 
・モニタリング結果および関連情報の収集・管理 

・関係機関との連絡調整 

・活動内容の記録等 

測定分析

グループ 

総括・連絡班 

・測定・採取班編成 
・指示書の共有及び測定、分析の指示 
・測定チームとの連絡調整 
・モニタリング要員・資機材等の管理 
・モニタリング要員の被ばく管理、資機材汚染管理等 

測定・採取班 
・移動式モニタリングによる線量率の測定 

・可搬型モニタリングポストの設置、測定 

・環境試料（飲料水、土壌等）の採取等 

分析班 
・環境試料の前処理・測定 

・測定機器の汚染管理等 

 
 

緊
急
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
本
部
長 

企画調整グループ 

情報収集管理グループ 

測定分析グループ 

総括･連絡班 

測定・採取班 

分析班 
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原子力災害医療対策訓練実施要領 

 

１ 目的 

佐賀県地域防災計画（第４編・原子力災害対策編）に基づき、原子力発電

所の緊急時における医療活動に関する訓練を実施し、関係機関の連携、緊急

被ばく医療に係る技術の習熟等を図る。 

 

２ 日時 

令和４年１０月２９日（土） ９：００～１３：３０ 

 

３ 実施場所 

（１）避難退域時検査訓練 

   【運営及び対応訓練】 

    佐賀競馬佐賀場外発売所（佐賀市大和町大字尼寺２８８７－１） 

   【住民周知】 

    多久市陸上競技場（多久市北多久町大字小侍２８６－２４） 

    白岩運動公園競技場（武雄市武雄町大字永島１５０５７―２） 

（２）被ばく傷病者等受入訓練 

    唐津赤十字病院（唐津市和多田２４３０） 

    佐賀県医療センター好生館（佐賀市嘉瀬町中原４００） 

（３）安定ヨウ素剤配布訓練 

    ＰＡＺ、ＵＰＺ集合場所等 

 

４ 参加機関 

（１）避難退域時検査訓練 

  玄海町、唐津市、伊万里市、九州電力株式会社、陸上自衛隊、一般社団法

人佐賀県放射線技師会、佐賀県（医務課、各保健福祉事務所（佐賀中部、鳥

栖、唐津、伊万里、杵藤）） 

（２）被ばく傷病者等受入訓練 

唐津赤十字病院、佐賀県医療センター好生館、佐賀大学医学部附属病院、

唐津市消防本部、伊万里・有田消防本部、長崎大学、九州電力株式会社 

（３）安定ヨウ素剤配布訓練 

   玄海町、唐津市、伊万里市 

 

５ 訓練内容 

（１）避難退域時検査訓練 

【運営及び対応訓練】（佐賀競馬佐賀場外発売所） 

避難指示を受けた住民等（放射性物質が原子力事業所外に放出される前

に予防的に避難を実施する住民等を除く。以下「住民等」という。）の迅速

な避難を確保しつつ、放射性物質による汚染状況を確認する検査を行う。 

（ア）放射線技師会等からの要員の受入、検査体制の構築 

（イ）ＮａＩシンチレーションサーベイメータによる環境測定 

（ウ）ゲート型モニタによる避難車両の汚染検査 

（エ）ＧＭサーベイメータによる避難車両の汚染検査 
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（オ）ラギッドシンチレーションサーベイメータによる住民等の表面汚染

検査 

（カ）ラギッドシンチレーションサーベイメータによる携行物品の汚染検    

   査 

（キ）拭き取りによる車両除染 

（ク）住民等に対する簡易除染 

 

     ※「原子力災害時における避難退域時検査及び簡易除染マニュアル（令和４

年９月２８日制定 内閣府（原子力防災担当）・原子力規制庁」に基づ

く、汚染検査・除染の訓練 

 

【住民周知】（多久市陸上競技場、白岩運動公園競技場） 

避難指示を受けた住民等が避難の際に避難退域時検査場所を通過し、通

過証を受け取る必要性を住民に周知するため、避難退域時検査場所に立ち

寄り、避難退域時検査の意義や流れ等について説明を行う。 

（ア）ゲート型モニタによる避難車両の汚染検査（通過体験） 

（イ）ＧＭサーベイメータによる車両検査の実演 

（ウ）住民簡易除染の実演 

（エ）避難退域時検査の意義の説明 

 

（２）被ばく傷病者等受入訓練 

  ①唐津赤十字病院 

   玄海原子力発電所内で発生した汚染を伴う負傷者に対して、原子力災害

拠点病院である当該病院に搬送し、必要な医療処置を行う。  

医療処置後、長崎大学での処置を要する負傷者の搬送調整を行う。 

（ア）負傷者の発生通報及びサイト内での産業医等による処置 

（イ）負傷者の原子力災害拠点病院への搬送 

（ウ）自力で来院した負傷者の受入れ 

（エ）原子力災害拠点病院における汚染検査、除染、処置（ＷＢＣによる内

部被ばく検査を含む） 

（オ）高度被ばく医療センターでの処置を要する負傷者の搬送調整 

 

②佐賀県医療センター好生館 

 放射性プルーム放出後に、事故等により負傷し汚染が確認された一般住

民に対して、原子力災害拠点病院である当該病院に搬送し、必要な医療処置

を行う。 

 医療処置後、高度被ばく医療支援センターである長崎大学での処置を要

する負傷者の搬送調整を行う。 

また、原子力災害拠点病院である佐賀大学医学部附属病院から原子力災

害医療派遣チームの受入れを行う。 

（ア）負傷者の発生通報、県へ搬送先調整依頼 

（イ）負傷者の原子力災害拠点病院への搬送 

（ウ）佐賀大学医学部附属病院からの原子力災害医療派遣チーム受入れ 

（エ）原子力災害拠点病院における汚染検査、除染、処置（ＷＢＣによる内
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部被ばく検査を含む） 

（オ）高度被ばく医療支援センターでの処置を要する負傷者の搬送調整 

 

  

（３）安定ヨウ素剤配布訓練 

   全面緊急事態におけるＰＡＺでの安定ヨウ素剤を持っていない住民、 

ＵＰＺのＯＩＬに基づく避難指示及び配布指示が出された地域の住民に対

して、集合場所等で安定ヨウ素剤（疑似）の配布を行う。 

① 玄海町 

【ＰＡＺ】花の木公民館（東松浦郡玄海町大字石田２９４－１５） 

【ＵＰＺ】田代公民館（東松浦郡玄海町大字田代２０２１－２） 

② 唐津市 

【ＰＡＺ】肥前市民センター（唐津市肥前町入野甲１７０３） 

【ＵＰＺ】ボートレースからつ（唐津市原１１１６） 

      加唐小学校松島分校（唐津市鎮西町松島３５３１－１） 

③ 伊万里市 

【ＵＰＺ】黒川コミュニティセンター(伊万里市黒川町塩屋５０４－１) 

          波多津コミュニティセンター(伊万里市波多津町辻２９８９－５) 

          南波多コミュニティセンター(伊万里市南波多町井手野２６８５－１) 

     ※「安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって（令和３年７月２１日一部改正 

原子力規制庁）」に基づく安定ヨウ素剤の緊急配布訓練 
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公安対策訓練実施要領 

 
 
１ 目的 
  玄海原子力発電所の緊急時における住民避難を円滑に実施するため、関係機関が緊

密に連携し、避難誘導、交通規制、立入規制及び警戒警備の訓練を実施する。 
   
２ 日時 
  令和４年１０月２９日（土）８：００～１３：３０ 
 
３ 実施場所 
（１）避難誘導訓練 及び（２）交通規制訓練 

    避難経路上の各地域 
 （３）立入規制訓練 

玄海町及び唐津市のＰＡＺ境界付近の主要道路及び周辺海域 
（４）警戒警備訓練 

小城市、佐賀市、白石町及び武雄市の各避難所 
 
４ 参加機関 
  佐賀県警察本部、海上保安庁（唐津海上保安部） 
 
５ 訓練内容 
 （１）避難誘導訓練 
    県災害対策本部は、原子力緊急事態宣言後、玄海町及び唐津市のＰＡＺの住民

避難が決定したことを受け、一時集合場所から避難所までの区間において、所轄

警察署等のパトロールカーによる避難誘導を実施する。 
    その後、玄海町、唐津市及び伊万里市のＵＰＺ一部地域に一時移転指示が出た

ことを受け、ＰＡＺの避難時と同様の避難誘導を実施する。 
    また、県警ヘリにより避難経路の安全確認と誘導を実施する。 
（２）交通規制訓練 

県災害対策本部は、原子力緊急事態宣言後、玄海町及び唐津市のＰＡＺの住民

避難が決定したことを受け、避難経路上の主要交差点において、所轄警察署等に

よる交通規制を実施する。 
その後、玄海町、唐津市及び伊万里市のＵＰＺ一部地域に一時移転指示が出た

ことを受け、避難経路上の主要交差点において、所轄警察署による交通規制を実

施する。 
 （３）立入規制訓練 
    県災害対策本部は、原子力緊急事態宣言後、玄海町及び唐津市のＰＡＺ境界付

近において、所轄警察署による立入規制を実施する。 
また、唐津海上保安部は、ＰＡＺ境界周辺海域における立入規制を実施する。 

 （４）警戒警備訓練 
県災害対策本部は、各避難所において、所轄警察署による警戒警備を実施する。 
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救援物資搬送訓練実施要領 

 

１ 目的 

原子力発電所の緊急時における救援物資搬送訓練を実施し、関係機関の

連携の習熟等を図る。 

 

２ 日時 

令和４年１０月２９日（土） ９：００～１３：３０ 

 

３ 実施場所 

（１）ＰＡＺ内の放射線防護対策施設への救援物資搬送訓練 

特別養護老人ホーム玄海園 

 

（２）避難所への救援物資搬送訓練 

佐賀市立春日北小学校（唐津市避難先） 

山内農村環境改善センター（伊万里市避難先） 

 

４ 参加機関 

佐賀県、玄海町、唐津市、伊万里市、陸上自衛隊（西部方面特科連隊第四

大隊）、九州電力株式会社、公益社団法人佐賀県トラック協会、特別養護

老人ホーム玄海園 

 

５ 訓練内容 

（１）ＰＡＺ内の放射線防護対策施設への救援物資搬送訓練 

   玄海町及び唐津市は、原子力発電所からの放射性物質の放出後にＰＡＺ

内で屋内退避中の高齢者福祉施設において、毛布や下着等の生活必需品が

不足していることを受け、県へ物資提供を要請。 

県は、放射性物質放出後のＰＡＺ内での活動を実施する必要があること

から、陸上自衛隊に救援物資搬送を要請。 

陸上自衛隊は、県の生活必需品の保管場所で生活必需品を積み込み、ＰＡ

Ｚ内の高齢者福祉施設（玄海園）へ生活必需品を搬送する。 

 

（２）避難所への救援物資搬送訓練 

（唐津市） 

   県は唐津市住民の避難所において生活物資に不足が生じ、県及び関係市

町が備蓄する生活物資も不足が生じたため、電力事業者である九州電力株

式会社に不足する生活物資の供給を要請。 

   九州電力株式会社は要請に基づき、佐賀県内に所在する事業所等に備蓄

する生活物資を不足が生じた唐津市住民の避難所へ搬送する。 

輸送に当たっては、九州電力株式会社が民間業者と締結した原子力災害

時の輸送に係る覚書に基づき実施する。 
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（伊万里市） 

   県は、伊万里市住民の避難所において、市の備蓄物資の緊急搬送に遅れが

出ていることから、県の備蓄している生活必需品の緊急搬送を決定。 

   県は、協定締結先の佐賀県トラック協会へ搬送手段となるトラックの派

遣を要請。 

   佐賀県トラック協会は、県の生活必需品の保管場所（杵藤保健福祉事務所）

で物資を積み込み、伊万里市の避難所へ物資を搬送する。 
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住民等に対する広報訓練実施要領 

 

 

１ 目的 

玄海原子力発電所に関する各種情報や指示等について、関係機関が緊密に連携し、地域

住民等に対し、正確な情報を提供することを目的として実施する。 

 

２ 日時 

令和４年１０月２９日（土） ９：００～１３：３０ 

 

３ 参加機関 

佐賀県、玄海町、唐津市、伊万里市、ＦＭからつ株式会社、佐賀県ケーブルテレビ協議

会、伊万里ケーブルテレビジョン株式会社、株式会社ぴ～ぷる 

 

４ 訓練内容 

（１）玄海町、唐津市及び伊万里市は、発電所の事故の状況や避難指示等について、広報車、

船舶、防災行政無線、ＣＡＴＶ、ラジオ、ホームページ、緊急速報メール（エリアメー

ル）等により、地域住民（訓練海域内の操業漁船を含む）や観光客等に対し広報する。 

（２）玄海町、唐津市及び伊万里市は、避難地区の区長等に対し事故状況等の情報提供を行

い、区長、自治会長、自主防災組織、地域防災リーダー、消防団等を通じて地域住民へ

の周知を行う。 

（３）玄海町、唐津市及び伊万里市は、外国人への情報伝達を目的に、英語表記の緊急速報

メール（エリアメール）を発出する。 

（４）ＣＡＴＶを利用し「訓練開始連絡」、「避難バス出発」、「避難バス到着」等の字幕テロ

ップまたはデータ放送を行う。 
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原子力発電所における対策本部運営訓練実施要領 

 

 

１ 目的 

感染症流行下の中、本店及び玄海原子力発電所に対策本部を設置し緊急事態

応急対策を指揮するとともに、ＴＶ会議システム等を活用し、発電所と本店と

の間で継続的な情報共有を図る。 

 

２ 日時 

  令和４年１０月２９日（土） 

 

３ 実施場所 

  玄海原子力発電所、本店 

 

４ 参加機関 

  九州電力株式会社（玄海原子力発電所、本店） 

 

５ 訓練内容 

（１）玄海原子力発電所対策本部にて、事故状況に基づく事象進展予測を踏ま 

えた事故拡大防止対策等を決定する。 

（２）玄海原子力発電所、本店即応センター間における事故状況・対策等に関 

する情報共有をテレビ会議等の情報伝送・通信設備を用いて訓練を行う。 
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原子力発電所における通報連絡訓練実施要領 

 

 

１ 目的 

  原子力事故等の状況について、社内及び社外関係機関への通報連絡を行う。 

 

２ 日時 

  令和４年１０月２９日（土） 

 

３ 実施場所 

  玄海原子力発電所、本店 

 

４ 参加機関 

  九州電力株式会社（玄海原子力発電所、本店） 

 

５ 訓練内容 

（１）警戒事態に該当する事象、原災法第１０条事象、原災法第１５条事象等 

の通報連絡文を作成する。 

（２）社内及び社外関係機関へＦＡＸ送信、着信確認等を行う。 
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原子力発電所における警備・避難誘導訓練実施要領 

 

 

１ 目的 

玄海原子力発電所構内作業者等への避難の周知を行うとともに、当該原子力

発電所敷地内への立入制限の周知を行う。 

 

 

２ 日時 

  令和４年１０月２９日（土） 

 

３ 実施場所 

  玄海原子力発電所 

 

４ 参加機関 

  九州電力株式会社（玄海原子力発電所） 

 

５ 訓練内容 

（１）発電所構内の原子力災害対策活動に従事しない作業者等への避難の周知

及び発電所敷地内への立入制限の周知を実施する。 

（２）発電所内において、第１種及び第２種緊急時体制発令時に非常用サイレ

ンによる所内周知を行う。 
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原子力発電所における事故収束訓練実施要領 

 

 

１ 目的 

玄海原子力発電所が保有する重大事故等対処設備を活用した事故拡大防止

措置を行う。 

 

２ 日時 

  令和４年１０月２９日（土） 

 

３ 実施場所 

  玄海原子力発電所 

 

４ 参加機関 

  九州電力株式会社（玄海原子力発電所） 

 

５ 訓練内容 

（１）大容量空冷式発電機起動訓練 

   電源喪失時の電源確保として、大容量空冷式発電機を起動する。 
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原子力発電所における海水・土壌モニタリング訓練実施要領 

 

 

１ 目的 

緊急時の環境試料のモニタリング訓練を実施する。 

 

２ 日時 

  令和４年１０月２９日（土） 

 

３ 実施場所 

  玄海原子力発電所及び周辺 

 

４ 参加機関 

  九州電力株式会社（玄海原子力発電所） 

 

５ 訓練内容 

（１）試料採取 

   ①発電所３／４号放水口付近または３／４号取水口付近において、海水

の採取を行う。 

   ②ＰＳ－１（正門南）またはＰＣ－１（岸壁）において、土壌の採取を

行う。 

 

（２）試料の測定 

   ①採取した試料をＺｎＳシンチレーションサーベイメータ、ＧＭ汚染サ

ーベイメータ、ＮａＩシンチレーションサーベイメータを用いα線、

β線、γ線の計測を行う。 

 

６ 訓練について 

本訓練項目のうち、海水採取については天候不良により、採取が困難な 

場合、模擬とする。 
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原子力発電所における火災対応訓練実施要領 

 

１ 目的 

発電所から放射性物質が放出されるおそれのある状況下において、火災発

生時の通報訓練及び専属自衛消防隊による消火訓練を実施し、唐津市消防本

部と事業所との連携による消火対応能力の向上を図る。 

 

２ 日時 

  令和４年１０月２９日（土） 

 

３ 実施場所 

  玄海原子力発電所 

 

４ 参加機関 

  唐津市消防本部、九州電力株式会社（玄海原子力発電所） 

 

５ 訓練想定 

玄海原子力発電所において、原子炉格納容器内から放射性物質放出のおそ

れがある状況下での３／４号機予備変圧器の火災発生を想定した訓練を行う。 

 

６ 訓練内容 

（１）事業所から所轄消防本部及び関係機関への通報 

事業所から専用回線により唐津市消防本部（以下、消防本部）へ通報する

とともに、関係機関へ通報する。 

（２）初期消火活動の指揮 

事業所内の関係者及び専属自衛消防隊に対して、初期消火活動の指示、現

場状況の収集等を行う。 

（３）事業所内の専属自衛消防隊による初期消火活動を行う。 

ア 専属自衛消防隊は、放射線防護措置を行うとともに、消火活動を行う。 

イ 事業所は、関係諸規定において、予め消火活動を行うこととしている要

員を召集し各班における任務の実施を指示する。 

（４）消防本部の現場活動等 

ア 事業所は、発電所正門から火災現場まで消防本部の誘導を行う。 

イ 事業所は、消防本部到着時に火災現場等の状況及び放射性物質の放出に

関する情報提供を行う。 

ウ 消防本部は、事業所と十分に連携を図り、状況把握に努める。現場指揮

本部を設置し、安全管理に配慮し活動方針を決定する。 

消防警戒区域を設定、放射線防護措置を行うとともに、消火活動を行う。 

エ 鎮火の確認は消防本部が行う。 

オ 事業所は、現場指揮本部に所員等を配置し、放射性物質の環境への影響

に関する情報を継続して消防本部に提供する。 
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令和４年度佐賀県原子力防災訓練 中止基準 

 

１ 訓練中止の判断基準 

 （１）大雨 

   ①訓練中に、佐賀県内に気象台から警報が発表された場合  
   ②訓練開始前までに、佐賀県内に気象台から警報が発表され、引き続き災害

対策を行う必要があるとき  
 （２）地震  
   ①訓練中に、佐賀県内で震度４以上の地震が観測されたとき  
   ②訓練開始前までに、佐賀県内に震度５弱以上の地震が発生し、引き続き災

害対策を行う必要があるとき  
 （３）その他  
   ①訓練中に、佐賀県内で大きな事件・事故が発生したとき  
   ②訓練開始前までに、佐賀県内で大きな事件・事故が発生し、引き続き情報

収集や警戒を行う必要があるとき  
   ③訓練開始前までに、感染症の感染拡大によって、外出の自粛が要請された

とき  
   ④その他必要と認めた場合  
   ※各機関で運行基準、内部基準がある場合はそれによるものとする。  
 
２ 判断者 

  佐賀県政策部危機管理・報道局危機管理防災課長  
 
３ 判断の時期 

  当日の午前６時（中止連絡は判断時刻以降に危機管理防災課から順次連絡しま

す。）  
  ※緊急中止の判断は随時  
 
４ 中止の場合の連絡方法 

 ・県から関係機関や市町の担当者への中止連絡は、基本的に担当者へ電話で行い

ます。併せて、佐賀県ホームページでお知らせします。  
 ・住民や消防団に対する連絡は、各市町の担当から確実に行ってください。  
  

【連絡の流れ】  
危機管理防災課 → 関係機関  
危機管理防災課 → 各市町 → 住民、消防団等  
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