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平成28年度高浜地域における内閣府・３府県及び

関西広域連合合同原子力防災訓練の実施について

平成２８年８月１５日

京 都 府 原 子 力 防 災 課

０７５－４１４－４４７３

京都府では、内閣府・福井県等と合同で、関係機関の協力を得て、京都府立丹波自然運動公園

等において、関西電力株式会社高浜発電所での原子力災害を想定した訓練を初めて実施しますの

で、当日のご取材をよろしくお願いいたします。

記

１ 訓練実施日（時間は別紙のとおり）

平成２８年８月２７日（土）

２ 主な訓練内容（詳細は別紙のとおり）

（事故想定）

若狭湾沖の地震発生により外部電源が喪失し、高浜発電所３号機の原子炉が自動停止

するとともに、全交流電源が喪失。

その後、原子炉冷却材の漏えい、非常用炉心冷却装置による注水不能により全面緊急

事態となる。

更に事態が進展し、放射性物質が放出され、その影響が発電所周辺地域に及ぶ。

(1) 原子力災害対策本部等運用訓練（府庁、高浜オフサイトセンター）

・ 原子力災害合同対策協議会と連動した京都府原子力災害対策本部の運用

(2) 情報伝達訓練

(3) 緊急時モニタリング訓練（舞鶴・綾部市域、舞鶴市大浦半島沖）

・ 走行サーベイ及び海上モニタリング

(4) 住民避難訓練・安定ヨウ素剤緊急配布訓練

ア 舞鶴市住民 約１６０人

(ｱ) ＰＡＺに準じる地域（成生地区） 約１０人
なり う

陸路避難ができない場合を想定して船舶により避難（成生地区→舞鶴西港）

(ｲ) ＵＰＺ（大浦地区） 約１５０人
おおうら

バスにより避難（大浦小学校→丹波自然運動公園）

イ 綾部市住民 約９０人

バスにより避難（睦寄町内６地区→丹波自然運動公園）
むつより

ウ 宮津市住民 約１１０人

バスにより避難（旧上宮津小学校→丹波自然運動公園）
かみみや づ

エ 福知山市住民 約２０人

バスにより避難（有路下体育館→丹波自然運動公園）
あり じ しも

オ 京丹波町住民 約３０人

バスにより避難（京丹波町和知支所→丹波自然運動公園）
わ ち



(5) 広域避難訓練

ア 宮津市住民 約４０人

バスにより広域避難（丹波自然運動公園→八幡市民体育館）

(6) 避難行動要支援者避難訓練（舞鶴市内、府庁）

・ 在宅要支援者を福祉車両で放射線防護対策施設まで搬送（舞鶴市大山地区→大浦会館）
おおやま

・ 病院の入院患者を病院車両により避難退域時検査場所まで搬送（東舞鶴医誠会病院→丹

波自然運動公園）

・ 福祉施設通所者及び保育園児を避難時集結場所まで誘導（各施設→大浦小学校）

(7) 急病者救急搬送訓練（舞鶴市内）

避難時集結場所に避難した住民を医療機関まで搬送

(8) 放射線防護対策設備稼働訓練（舞鶴市・綾部市・伊根町内施設）

(9) 避難退域時検査・除染訓練（丹波自然運動公園）

(10) 京都府原子力防災専門委員による講習会（丹波自然運動公園）

３ 府内訓練の参加機関・人数

約５０機関 約３，８００人〔うち、住民（※）約３，３００人〕

※ 屋内退避訓練参加者を含む。

京都府警察本部、京都府舞鶴・綾部・宮津・福知山・南丹警察署、舞鶴市消防本部、

東大浦・西大浦消防団、綾部市消防本部、綾部市消防団、宮津与謝消防組合消防本部、

宮津市消防団、八幡市、関西広域連合、徳島県、京都地方気象台、自衛隊京都地方協

力本部、陸上自衛隊、第八管区海上保安本部、日本赤十字社京都府支部、日本赤十字

社舞鶴赤十字病院、綾部市立病院、福知山市民病院、一般社団法人与謝医師会、医療

法人医誠会東舞鶴医誠会病院、社会福祉法人与謝郡福祉会、社会福祉法人まいづる福

祉会まいづる作業所、社会福祉法人長雲福祉会平保育園、公益社団法人京都府放射線

技師会、一般社団法人京都府薬剤師会、関西電力株式会社 ほか

４ 主 催

福井エリア地域原子力防災協議会（内閣府、福井県、京都府、滋賀県、関西広域連合）、関

係市町（福井県高浜町、小浜市、おおい町、若狭町、京都府福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津

市、南丹市（※）、京丹波町、伊根町、滋賀県高島市）

※ 南丹市は９月４日の京都府総合防災訓練の原子力災害対応訓練に参加



訓　練 内　　　容 場　　所 時　間 主な参加機関

(1)原子力災害対
　 策本部等運用
　 訓練

京都府原子力災害対策
本部の設置・運営、テ
レビ会議による合同対
策協議会への参画

京都府職員福利厚生セ
ンター第１～３会議室

8:50～10:00 知事、副知事、各部局
長、自衛隊京都地方協力
本部、京都地方気象台、
関西電力(株)ほか

(2)情報伝達訓練 原子力事故の通報連
絡、関係市町への避難
指示等の連絡等

関係庁舎 8:00～10:00 京都府、京都府警察本
部、関西広域連合、徳島
県、ＵＰＺ市町、関西電
力(株)

(3)緊急時モニタ
　 リング訓練

モニタリングカーによ
る走行サーベイ（測
定）

舞鶴市域、綾部市域 7:30～13:30 京都府、関西電力(株)

海上保安庁艦船による
海上モニタリング

舞鶴市大浦半島沖 7:30～12:00 京都府、第八管区海上保
安本部、関西電力(株)

(4)住民避難訓練
　 ・安定ヨウ素
   剤緊急配布訓
   練

舞鶴市成生地区の住民
が、一時集合場所から
船舶により避難

成生漁村センター
【一時集合場所】

9:00～9:20 舞鶴市、関西電力（株）

舞鶴西港【着岸場所】 10:50～11:00

地域の避難時集結場所
等で安定ヨウ素剤を配
布し、避難退域時検査
場所（丹波自然運動公
園）へ避難

大浦小学校（舞鶴市） 10:00～11:00 京都府、舞鶴市、綾部
市、宮津市、福知山市、
京丹波町、舞鶴・綾部・
宮津・福知山・南丹警察
署、(一社）与謝医師
会、（一社）京都府薬剤
師会

綾部市睦寄町内公民館
（長野、志古田、山
内、鳥垣、有安、草
壁）
【避難時集結場所】

10:00～10:15

上林いきいきセンター
【安定ヨウ素剤配布場
所】

10:25～10:55

旧上宮津小学校（宮津
市）

9:00～10:30

有路下体育館（福知山
市）

10:00～10:30

京丹波町和知支所 10:00～10:30

(5)広域避難訓練 宮津市の住民が避難先
の八幡市へ避難

八幡市民体育館 13:30～14:30 宮津市、八幡市

(6)避難行動要支
　 援者避難訓練

在宅要支援者を福祉車
両で放射線防護対策施
設まで搬送

大山公民館→大浦会館 8:30～9:00 舞鶴市

京都府災害時要配慮者
避難支援センターと東
舞鶴医誠会病院との間
で避難に係る情報連絡
を行い、入院患者を病
院車両で避難退域時検
査場所（丹波自然運動
公園）まで搬送

京都府庁（健康福祉部
健康福祉総務課内）、
東舞鶴医誠会病院、京
都府立丹波自然運動公
園

8:30～12:00 京都府、（医）医誠会

福祉施設通所者及び保
育園児の保護者への引
き渡しができない場合
を想定して避難時集結
場所まで誘導

まいづる作業所→大浦
小学校

10:00～11:00 舞鶴市、（社福）まいづ
る福祉会

平保育園→大浦小学校 10:00～11:00 舞鶴市、（社福）長雲福
祉会平保育園



訓　練 内　　　容 場　　所 時　間 主な参加機関

(7)急病者救急搬
　 送訓練

避難時集結場所に避難
した住民が体調不良に
なったことを想定して
医療機関まで搬送

大浦小学校→医療機関
（舞鶴市内）

10:15～10:45 舞鶴市

(8)放射線防護対
　 策設備稼働訓
　 練

放射線防護対策として
設置した陽圧装置の操
作手順を確認

大浦会館（舞鶴市） 9:30～10:00 舞鶴市

奥上林公民館（綾部
市）

8:30～9:30 綾部市、綾部市消防本
部、綾部市消防団、八代
・川原・小仲自治会の代
表者

特別養護老人ホーム長
寿苑（伊根町）

10:00～12:00 （社福）与謝郡福祉会

(9)避難退域時検
   査・除染訓練

ゲート型モニタによる
車両避難退域時検査、
車両除染、住民に対す
る避難退域時検査、除
染

京都府立丹波自然運動
公園

10:30～12:30 京都府、陸上自衛隊第７
普通科連隊、陸上自衛隊
第３特殊武器防護隊、
（一社）京都府医師会、
日本赤十字社京都府支
部、（公社）京都府放射
線技師会、関西電力
（株）

(10)京都府原子
　 力防災専門委
   員による講習
   会

原子力防災についての
講習会

京都府立丹波自然運動
公園

11:15～12:15 京都府



【自動車で取材に来られる場合の注意事項】

・ 北門は訓練関係車両出入口ですので、正門から入場してください。

丹波自然運動公園（メイン会場）案内図


