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滋賀県地域防災計画（原子力災害対策編） 新旧対照表 

 

頁 修正前 修正後 修正理由 

8 第６節 原子力災害対策を重点的に実施すべき地域の

範囲 

別表１ 原子力災害対策を重点的に実施すべき地域の

範囲を包含する市 

事業所名 

原子力災害対策を重点

的に実施すべき地域の

範囲を包含する市 

（中略） （中略） 

大飯発電所      高島市 

高浜発電所 高島市  
※敦賀発電所１号炉、美浜発電所１・２号炉           およ

び新型転換炉原型炉ふげんは、冷却告示（原子力災害対策特別措置法に基

づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第七条第一号の表

チ及び第十四条の表チの規定に基づく照射済燃料集合体が十分な期間にわ

たり冷却された原子炉の運転等のための施設を定める告示（平成 27年原子

力規制委員会告示第 14 号および平成 30 年２月 15 日原子力規制委員会告

示第３号                        ））によりＵ

ＰＺが５kmとなったことから、原子力災害対策を重点的に実施すべき地域

の範囲を包含する市はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 原子力災害対策を重点的に実施すべき地域の

範囲 

別表１ 原子力災害対策を重点的に実施すべき地域の

範囲を包含する市 

事業所名 

原子力災害対策を重点

的に実施すべき地域の

範囲を包含する市 

（中略） （中略） 

大飯発電所（３・４号炉） 高島市 

高浜発電所 高島市 
 

※敦賀発電所１号炉、美浜発電所１・２号炉、大飯発電所１・２号炉およ

び新型転換炉原型炉ふげんは、冷却告示（原子力災害対策特別措置法に基

づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第七条第一号の表

チ及び第十四条の表チの規定に基づく照射済燃料集合体が十分な期間にわ

たり冷却された原子炉の運転等のための施設を定める告示（平成 27年原子

力規制委員会告示第 14 号、平成 30 年２月 15 日原子力規制委員会告示第

３号および令和 2年 12月 16日原子力規制委員会告示第 12号））によりＵ

ＰＺが５kmとなったことから、原子力災害対策を重点的に実施すべき地域

の範囲を包含する市はない。 

冷却告示の一部を改正する

告示の施行（令和２年 12

月 16日）に基づく修正 

（大飯発電所１・２号炉が

冷却告示の対象となったた

め修正） 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

14 ８ 指定地方公共機関 

機 関 名 処理すべき事務または業務の大綱 

（中略） （中略） 

９ 近畿総合

通信局 

（中略） 

(6)災害対策用移動通信機器等の

貸出し 

                   
 

８ 指定地方公共機関 

機 関 名 処理すべき事務または業務の大綱 

（中略） （中略） 

９ 近畿総合

通信局 

（中略） 

(6)災害対策用移動通信機器等の

貸出し 

(7)情報伝達手段の多様化・多重化

の促進 
 

国の防災基本計画の内容を

踏まえた所要の改正 

19 第３節 原子力防災専門官および上席放射線防災専門

官との連携 

（知事公室、琵琶湖環境部） 

 

第３節 原子力防災専門官および上席放射線防災専門

官との連携 

（知事公室、琵琶湖環境部） 

 

原子力防災専門官等との連

携に係る事務が琵琶湖環境

部にはないため。 

29 第７節 避難収容活動体制の整備 

（知事公室、      健康医療福祉部、商工観光

労働部、土木交通部、教育委員会） 

第７節 避難収容活動体制の整備 

（知事公室、総合企画部、健康医療福祉部、商工観光

労働部、土木交通部、教育委員会） 

要支援者（在住外国人）の

対応を行う国際課が令和元

年度より商工観光労働部か

ら総合企画部に移管された

ため。 

32 第１ 多様な情報収集・伝達システムの整備 

 県警察は、県内の被災状況を迅速に収集するため、

ヘリコプターテレビシステム、ヘリコプター衛星通信

システム（ヘリサット）、可搬型カメラ等に～推進す

るものとする。 

第１ 多様な情報収集・伝達システムの整備 

 県警察は、県内の被災状況を迅速に収集するため、

ヘリコプターテレビシステム、ヘリコプター衛星通信

システム（ヘリサット）、可搬型カメラ等に～推進す

るものとする。 

滋賀県警察のヘリにヘリサ

ットの配備がないため。 

33 第４ 地域住民に対する情報提供 

県警察は、交番・駐在所の警察ワイドエリアネット

ワーク（WAN）を活用し避難住民を含めた地域住民に

犯罪情報等の情報提供を行うため、原子力災害に係る

情報提供を想定した WAN機能の整備を図るものとす

る。 

第４ 地域住民に対する情報提供等 

県警察は、犯罪情報のメール配信や避難所・仮設住

宅への立寄りを実施し、地域住民への情報提供および

防犯指導を行う。 

WAN機能は住民への情報提

供を想定したものではない

ため。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

35 ２ 原子力災害医療体制の整備 

（中略） 

別表２ 滋賀県原子力災害医療体制 

区分 機関名 所在地 

（中略） （中略） （中略） 

原子力災

害医療協

力機関 

（中略） （中略） 

13 公益財団法人滋賀県 

  放射線技師会 

（中略） 

 

２ 原子力災害医療体制の整備 

（中略） 

別表２ 滋賀県原子力災害医療体制 

区分 機関名 所在地 

（中略） （中略） （中略） 

原子力災

害医療協

力機関 

（中略） （中略） 

13 公益財団法人滋賀県

診療放射線技師会 

（中略） 

 

団体の名称変更による所要

の改正 

37 第 12節 住民等への情報伝達・相談体制の整備 

（知事公室、      琵琶湖環境部、健康医療福

祉部、商工観光労働部、農政水産部、土木交通部、警

察本部、企業庁） 

第 12節 住民等への情報伝達・相談体制の整備 

（知事公室、総合企画部、琵琶湖環境部、健康医療福

祉部、商工観光労働部、農政水産部、土木交通部、警

察本部、企業庁） 

要支援者（在住外国人）の

対応を行う国際課が令和元

年度より商工観光労働部か

ら総合企画部に移管された

ため。 

38 第 13節 住民等に対する原子力防災に関する知識の

普及と情報共有および国際的な情報発信 

（知事公室、      琵琶湖環境部、健康医療福

祉部、商工観光労働部、教育委員会、警察本部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 13節 住民等に対する原子力防災に関する知識の

普及と情報共有および国際的な情報発信 

（知事公室、総合企画部、琵琶湖環境部、健康医療福

祉部、商工観光労働部、教育委員会、警察本部） 

要支援者（在住外国人）の

対応を行う国際課が令和元

年度より商工観光労働部か

ら総合企画部に移管され、

本節は商工観光労働部に係

る業務がなくなったため。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

47 第４ 放射性物質または放射線の影響の早期把握のた

めの活動 

（中略） 

４ モニタリング結果の共有 

緊急時モニタリングセンターはモニタリング結果の妥

当性を確認し、緊急時モニタリングセンター内、  

原子力規制委員会（全面緊急事態においては、原子力

災害対策本部）およびオフサイトセンター放射線班と

速やかに結果を共有する。 

 

 

 

 

 

 

第４ 放射性物質または放射線の影響の早期把握のた

めの活動 

（中略） 

４ モニタリング結果の共有 

緊急時モニタリングセンターはモニタリング結果の妥

当性を確認し、緊急時モニタリングセンター内および

原子力規制委員会（全面緊急事態においては、原子力

災害対策本部）およびオフサイトセンター放射線班と

速やかに結果を共有する。 

緊急時モニタリングセンタ

ーで妥当性を確認した測定

結果は、ERCによる評価前

なのでオフサイトセンター

放射線班と共有しないこと

としたため。 

（①緊急時モニタリングに

ついて（原子力災害対策指

針補足参考資料 P12図２及

び P33）（令和元年７月５日

改訂時に変更、②原子力災

害対策マニュアル

P59,P103）） 

52 第８ 応援要請および職員の派遣要請等 

１ 応援要請 

（中略） 

県警察は、必要に応じ、警察庁を通じ全国都道府県

警察に対して警察災害派遣隊の出動を要請するものと

する。 

第８ 応援要請および職員の派遣要請等 

１ 応援要請 

（中略） 

県公安委員会（県警察）は、必要に応じ、警察庁ま

たは他の都道府県警察に対して警察災害派遣隊の出動

を要請するものとする。 

警察災害派遣隊の要請は、

県警察ではなく、県公安委

員会が行うため。 

（警察法 60条の文言を引

用） 

56 ２ 防災業務関係者の被ばく管理 

（中略） 

（２）県は、関係周辺市、オフサイトセンター、災害

医療本部および原子力災害医療に係る医療チームと緊

密な連携のもと、被ばく管理を行う。 

 

 

 

２ 防災業務関係者の被ばく管理 

（中略） 

（２）県は、関係周辺市、オフサイトセンター、保健

医療調整本部および原子力災害医療に係る医療チーム

と緊密な連携のもと、被ばく管理を行う。 

国通知（H29.７.15「大規

模災害時の保健医療活動に

係る体制の整備につい

て」）に基づく体制の見直

しのため。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

56 第４節 住民等への情報伝達・相談活動 

（知事公室、             健康医療福

祉部、商工観光労働部、農政水産部、警察本部） 

第４節 住民等への情報伝達・相談活動 

（知事公室、総合企画部、琵琶湖環境部、健康医療福

祉部、商工観光労働部、農政水産部、警察本部） 

要支援者（在住外国人）の

対応を行う国際課が令和元

年度より商工観光労働部か

ら総合企画部に移管された

ため。また、「第３ 風評

被害対策」内に、農林畜水

産業の適正な流通の促進に

関する記載があり、林業は

琵琶湖環境部（森林政策

課）の所管であるため。 

 

 

 

61 第４ 避難、屋内退避等の防護措置の実施 

（中略） 

 10 県は、災害の実態に応じて、市町と連携し、飼

い主による家庭動物との同行避難について配慮するも

のとする。 

                         

                         

           

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 避難、屋内退避等の防護措置の実施 

（中略） 

 10 県は、災害の実態に応じて、市町と連携し、飼

い主による家庭動物との同行避難について配慮するも

のとする。 

11 県は、令和２年における新型コロナウイルス感

染症の発生を踏まえ、感染症対策の観点を取り入れた

防護措置を実施する。 

 

新型コロナウイルス感染症

拡大を踏まえた修正 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

62 第５ 避難所等 

（中略） 

５ 県は、避難対象区域を含む市町と連携し、避難所

の運営における女性の参画を推進するとともに、男女

のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮する。特

に、女性専用の物干し場、更衣室、                             

                              

                     授乳室

の設置や生理用品・女性用下着の女性による配布、避

難所における安全性の確保など、女性や子育て家庭の

ニーズに配慮した避難所の運営に努めるよう促す。 

第５ 避難所等 

（中略） 

５ 県は、避難対象区域を含む市町と連携し、避難所

の運営における女性の参画を推進するとともに、男女

のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮する。特

に、プライバシーを十分に確保できる間仕切りの工夫

や、異性の視線が気にならない男女別の更衣室や物干

し場、入浴設備、安全で清潔な男女別トイレ、授乳室

の設置、生理用品・女性用下着の女性による配布、避

難所における安全性の確保など、女性や子育て家庭の

ニーズに配慮した避難所の運営に努めるよう促す。 

災害対応力を強化する女性

の視点～男女共同参画の視

点からの防災・復興ガイド

ライン～（令和２年５月 

内閣府男女共同参画局策

定）を反映したため。 

68 第９節 原子力災害医療計画（知事公室、健康医療福

祉部） 

第１ 計画の方針 

住民の生命・身体を原子力災害から守るためには、

総合的な判断と統一された見解に基づく医療の提供が

必要であることから、県は、災害対策本部に災害医療

本部を設置し、災害医療本部長の指揮のもと関係市町

および関連医療機関と密接な連携を取りながら、原子

力災害医療体制の構築を図る。 

第９節 原子力災害医療計画（知事公室、健康医療福

祉部） 

第１ 計画の方針 

住民の生命・身体を原子力災害から守るためには、

総合的な判断と統一された見解に基づく医療の提供が

必要であることから、県は、災害対策本部に保健医療

調整本部を設置し、保健医療調整本部長の指揮のもと

関係市町および関連医療機関と密接な連携を取りなが

ら、原子力災害医療体制の構築を図る。 

国通知（H29.７.15「大規

模災害時の保健医療活動に

係る体制の整備につい

て」）に基づく体制の見直

しのため。 

69 ２ 原子力災害医療体制を構成する機関 

（１）県災害対策本部 

県は、災害対策本部に災害医療本部を設置し、原子

力災害医療措置が円滑に行われるよう指揮するものと

する。 

 

 

 

 

２ 原子力災害医療体制を構成する機関 

（１）県災害対策本部 

県は、災害対策本部に保健医療調整本部を設置し、

原子力災害医療措置が円滑に行われるよう指揮するも

のとする。 

国通知（H29.７.15「大規

模災害時の保健医療活動に

係る体制の整備につい

て」）に基づく体制の見直

しのため。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

69 ２ 原子力災害医療体制を構成する機関 

（中略） 

（２）原子力災害医療調整官（原子力災害発生時にお

ける専門的な知識および技能を有する災害医療コーデ

ィネーター） 

役  割：原子力災害発生時の医療救護活動が円滑に

行われるよう実務を統括し災害医療本部長を補佐す

る。 

２ 原子力災害医療体制を構成する機関 

（中略） 

（２）原子力災害医療調整官（原子力災害発生時にお

ける専門的な知識および技能を有する災害医療コーデ

ィネーター） 

役  割：原子力災害発生時の医療救護活動が円滑に

行われるよう実務を統括し保健医療調整本部長を補佐

する。 

国通知（H29.７.15「大規

模災害時の保健医療活動に

係る体制の整備につい

て」）に基づく体制の見直

しのため。 

92 （別添２） 

各緊急事態区分を判断する EALの枠組みについて 

 

１．加圧水型軽水炉（実用発電用のものに限る。）に

係る原子炉の運転等のための施設（当該施設が炉規法

第 43条の３の６第１項第４号の基準に適合しない場

合又は原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない

場合を除く。） 

（中略） 

施設敷地緊急事態を判断するＥＡＬ （中略） 

①～⑩ （中略） 

⑪ 炉心の損傷が発生していない場合に

おいて、炉心の損傷を防止するため

に原子炉格納容器圧力逃がし装置を

使用すること。 

⑫～⑭ （中略） 

（中略） 

 

（別添２） 

各緊急事態区分を判断する EALの枠組みについて 

 

１．加圧水型軽水炉（実用発電用のものに限る。）に

係る原子炉の運転等のための施設（当該施設が炉規法

第 43条の３の６第１項第４号の基準に適合しない場

合又は原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない

場合を除く。） 

（中略） 

施設敷地緊急事態を判断するＥＡＬ （中略） 

①～⑩ （中略） 

⑪ 炉心の損傷が発生していない場合に

おいて、炉心の損傷を防止するため

に原子炉格納容器圧力逃がし装置を

使用すること。 

⑫～⑭ （中略） 

（中略） 

 

原子力災害対策指針の改正

（令和 2年 10月 28日）に

伴い、EALが見直されたこ

とによる所要の改正。 

 

 


