富山県内自治体原子力災害対策についてのアンケート集計
自
治
体
名
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者
職
名

回
答
日

回
答
者

担当部局について

1 「放射性物質拡散予測」について
選択 自由記述

森川
浩延

企画振興部
地域協働課地域防災担
当２名

久郷
聡

総務部
総務課危機管理室
危機管理室員６名
１，４ 記述なし
他に消防、環境及び各部
局とは、町内連絡調整会
議を行っている。

吉田
浩幸

防災危機管理班４名

山本
和慶

砺波市防災会議
砺波市地域防災計画検討
委員会
被害想定防災予防対策部
会
災害応急対策部会
災害復興原子力災害
事務局 総務部 ６名
他に、市民各種団体、
自治会、
パブリックコメントを実施

住民及び自治体は、当該予測を基に、対策を講
ずることとなるため、あらゆる可能性を想定し、ま
た、最も状況の悪い場合も考慮される必要がある
２，５
考えます。
この予想は、上記のことを十分に検討・検証され
た上で発表されるべきものであると思います。

行政管理部
射水市 12月16日着 総務課
危機管理班 班長

今泉
澄夫

行政管理部
総務課
危機管理班
防災係 5名

1、4 記述なし

富山市

建設部
防災対策課
12月10日 防災計画係 主任
防災対策係

松田
裕

建設部
防災対策課８名
防災計画係３名
防災対策係２名

4

記述なし

滑川市

11月15日 行政防災担当主査

総務部総務課

高倉
晋二

総務部総務課
行政防災担当５名

1

記述なし

地域協働課

矢野
道宝

企画総務部
地域協働課防犯係３名

拡散予測（シミュレーション）はそもそも条件の設
なし 定により制度や信頼性に限度があることから、参
考として評価している。

総務課

古橋
政博

総務課
防災危機管理班7名
各担当部局8名

今回発表された「放射性物質拡散予測」からは、
なし 本市への影響を読み取ることができないため、何
とも言えません。

藤田

総務課防災班6名

吉野
秀樹

総務課
防災管理係２名

１，４ 記述なし

松田
知幸

総務課
防災担当４名

基本的には、国の専門機関である原子力規制委
員会による予測であり、地域防災計画の作成な
どにあたってもこの予測を本に進めるべきである
と考える。
なし
その上で、つねに最悪の事態を想定することも一
方では必要であることから、地域防災計画につい
ては、不断の見直し作業も必要であると考えてい
る。

工藤
拓也

総務課
総務係１名

氷見市

企画振興部

12月6日 地域協働課課長補佐

総務部

高岡市

12月18日 総務課危機管理室
危機管理室員

小矢部市

砺波市

南砺市

魚津市

黒部市

立山町

総務部総務課

12月5日 防災危機管理班主査

11月30日 企画総務部総務課主任

12月７日着 防災係長

12月28日 防災危機管理班主事

記述なし

未回答
12月10日 総務課係長

入善町

11月14日 防災管理係係長

舟橋村

1

「放射性物質拡散予測」を国が発表したことは、
それなりに評価できる。

未回答

上市町

朝日町

なし

総務課行政改革・

12月28日 総務課主任

12月6日 総務課総務係主事

5

4

記述なし

記述なし

自
治
体
名

２ 「原子力災害対策指針」について

３「広域連携」と「住民参加」について

４ 「第三者機関」について

選択 自由記述

選択 自由記述

選択 自由記述

「原子力災害対策指針」が決定したことは、

氷見市 なし 評価できるが、対策事項について具体性が

なし

「広域連携」については、富山県や石川県が中
心となり、対策を進めるべきだと考える。

3

原子力災害対策は高度な専門性を有するため、
専門家の参加は必要不可欠である。県防災会議
原子力災害対策部会において専門委員として原
子力の専門家を委嘱されている。

3

記述なし

なく、今後改訂されることを望む。

高岡市

4

記述なし

1

原子力安全委員会が昨年１１月に示した防災指針
の見直し案の中で、従来のＥＰＺに替え３０ｋｍをＵＰ
Ｚとし、荒田に５０ｋｍ圏をＰＰＡとされたことを受け、
志賀原発の５０ｋｍ圏に含まれる県西部６市で情報
交換を行っている。
この会議は、昨年１２月から本年１１月まで計５回開
催し、地域防災計画の見直し、放射能モニタリング
の対応、安定ヨウ素剤の備蓄、安全協定などについ
て情報交換を行い、どのような連携ができるかを模
索している。
本年５月の第３回会議より、アドバイザーとして県防
災危機管理課職員にも出席いただき、６月の富山県
原子力防災訓練の実施や県による安定ヨウ素剤の
６市への配置などの対策を進めてきた。

小矢部市

1

記述なし

2

記述なし

指針を決定したことは、住民の安全を確保
する必要のある自治体として一定の評価は
いたします。
砺波市 なし しかしながら、この決定の手順、内容につい
て住民から批判が出るようであれば見直し
等を図る必要があると思います。

なし

？

富山県は、県民の安全を確保するために、必要な
手続きを行っているものと認識しております。
原子力政策は、国が責任を持って行うべきもので
なし あり、地方自治体にその判断を負わせるべきもの
ではないと考えております。しかしながら地方の状
況を十分に斟酌されない場合や県民が望む場合
は、機関設置も必要であろうと考えます。

1

計画では、具体的に地域ブロックについて記載
しているものではないが、当然に広域連携と住
民参加は必要であり、当市の計画においても
盛り込んでおります。

1

原子力災害対策については、広域的連携が必
要とされることから、平成23年12月以降、志賀
原発から50ｋｍ圏内（ＰＰＡ）に含まれる県西部
６市で情報交換を行っている

3

記述なし

南砺市

射水市

4

記述なし

富山市

1

記述なし

本市の地域防災計画には、すでに原子力災害
なし 対策を策定済みだが、今後は、県地域防災計
画修正内容の状況などを見極めていきたい。

3

記述なし

滑川市

4

記述なし

３，４ 記述なし

3

記述なし

ねじれ国会による政治の混乱により、原子
力規制委員会設置法の成立が６月になった
ことで発足が９月になったと思っている。
魚津市 なし このような時期であっても、住民が安心して
生活するための原子力災害が起きないよう
優先度の高い部分から対策を決定していく
ことが重要であると受けとめている。

問１で回答したとおり、県が策定する計画内容
を見て具体化を検討していく。
なし
現時点で、どのように具体化するかは決めてい
ない。

3

記述なし

黒部市 なし 現時点では何とも言えない。

地域防災計画を修正する過程で、住民説明会
を開催し、地域住民の意見を聞いて計画に反
映させるなど、住民参加の機会を設けている。
なし
また、最終的に市民の代表も出席する防災会
議の場で、地域防災計画の原案について協議
する予定である。

なし 現時点では、何とも言えない。

立山町
上市町

4

記述なし

5

記述なし

3

記述なし

入善町

1

記述なし

4

記述なし

2

記述なし

朝日町

4

引き続き、国や原子力規制委員会には、最
新の知見を盛り込むなど、恒に指針の柔軟
な見直しを進めていただきたい。

4

当町は、原子力発電所から70km以上離れているこ
ともあり、原子力事故に関する計画が皆無だった
が、東日本大震災を契機に地域防災計画の見直し
を図る中で、あらたに「原子力事故対策」の章立てを
行ったところである。
この策定については、まずは原子力事故発生時の
いける基本的な対応について記載したものであり、
今後国、県などの動向などを注視しながら必要に応
じて見直しを行っていきたい。

舟橋村

4

記述なし

4

記述なし

なし

3

富山県が設置する第三者機関も含め、情報の収
集に努めていきたい。

記述なし

（２） 原子力災害は単独でなく、複合災害の可能性が大
いにあります。地震対策や津波対策､あるいは豪雪対策
との複合災害対策を取る必要があると思いますが、その
際に、「原子力防災の基準や方針が決まらなければ、他
の複合する災害についても対策が立てられない」と苦慮し
ておられる点がありましたら、記述してください。

（３） 原子力災害対策をしっかり立てる上で必要になって
くる、避難道路の確保・港湾の確保・避難所、病院、福祉
施設、災害対策本部等の建物のシェルター化など、様々
なインフラの整備は、その規模からして自治体の社会資
本整備の全体に関わることになりますが、その点につい
てどのように対処しようと考えていますか。

氷見市 避難基準や安定ヨウ素剤の服用など

記述なし

記述なし

高岡市 ＰＰＡの具体的な範囲及び対応方針

市地域防災計画震災編については、東日本大震災など
の教訓を背景に、本年９月２７日に防災会議を開催し震
災・津波対策編として改訂した。改訂にあたっては、震災
と雪害が同時に発生した場合も想定し対策を講じている。
また、風水害・土砂災害・火災編についても、本年７月の
豪雨災害を受けて、改訂したいと考えている。このよう
に、原子力災害対策編が決まらなければ他の災害対策
編を改訂できないということはない。なお、原子力災害対
策編を改訂する場合には、震災・津波対策編と同様に複
合災害を想定した内容とする必要があると考えている。

PAZ、UPZ及びPPAなどの地域毎に必要となる対応
を検討する必要があり、また、広域的な避難計画を
立案する際には、既存のインフラをどのように活用
できるかを考えることがまず必要であると考える。

小矢部市 ＰＰＡの導入について

一時退避（避難）施設について

単独での対応は難しいと考えるが、現段階では国、
県の上位計画により判断したい

自
治
体
名

（１） 「指針」では検討事項として先送りされた事項の
中で、「このことは早急に具体的な方針が示されない
と、作業が進められない、あるいは進めにくい」という
ものがありましたら、記述してください。

いかなる災害においても複合的に発生する恐れ
安定ヨウ素剤の配備、服用についての基準やそ
現時点で、原子力災害対策のためのインフラ整備
は、十分に考えられます。
砺波市 の方法について
原子力災害においても、あらゆる事案を考慮すべき は、検討にいたっておりません。
屋内退避情報の住民への発信について
であると考えております。

南砺市

射水市 ＰＰＡ則り扱い

今般の東日本大震災の教訓を踏まえると、地震・津
波災害と原子力災害との複合災害を想定しなけれ
ばならないと考えているので、特に避難・屋内退避
の判断基準などが明確にされなければならないと
考える。

ＰＰＡの具体的な範囲や対応方針などを踏まえ、必
要となる対策を検討することとなる。この対策を講じ
るにあたり、不足するインフラについては、国、県及
び西部６市と連携し、広域的に整備する必要があ
る。

富山市 ＰＰＡの範囲

記述なし

原子力災害対策に係るさまざまなインフラ整備につ
いては、国・県の財政的な処置が必要不可欠である
と考えている。

特に限定できないが、県がｈ２４年２月を目途に

上記同様、県の改定案における複合災害対策等を

滑川市 とりまとめる改定案を確認しないと返答できない 確認しないと返答できないものと考える。
ものと考える。

魚津市

魚津市は、志賀原発から約６５キロメートル離れてお
り、指針において、ＵＰＺである３０キロメートルの範囲
外となっている。
範囲外であっても、プルーム通過時の被曝を避ける
ための防護措置を実施する地域（ＰＰＡ）の導入が検
討されることになっているため、その地域に含まれた
場合の対策について対応しなければならないと考え
ている。

他の災害対策における社会資本整備の内容に加
え、原子力災害対策で必要となる整備内容を盛り込
む形と考える。

原子力災害により引き起こされる被害は、目に見え
ない放射能により引き起こされることから、身体へ
原子力災害対策として、シェルターかなどのインフラ
の健康被害、農作物や水産物への被害、また、復
整備は、発電所から約６５キロメートル離れている
旧時において除染に関することなど、安心できる被
ので、現時点では考えていない。
曝濃度など基準について示されると、大変参考にな
ると思っている。

今回、地域防災計画の修正にあたっては、原子
力災害対策の基本的な事項を盛り込み、修正
黒部市 後、国・県の動向を踏まえて、さらに修正をする 同左
予定ですので、現在のところありません。

近隣の原発から50km以上離れており、また、今後
PPAの範囲が定められるという現段階においては、
未定です。

立山町
上市町 なし

なし

特段の施設設備は考えていない。

記述なし

避難所について、町外からの避難者の受入可否の
判断など、現状では決定できない

本町は、ＵＰＺには、入っていないので、ＰＰＡの

入善町 設定をしてもらわないと、今後具体的な対策を
立てられない。

現段階では、原子力事故対策の章立てを行っ
たばかりであり、jこんごあらたな知見等が出た
複合災害の可能性は大いにあると思われるが、基
ハード面における具体的な対応は今のところ考えて
場合において、必要に応じて計画の見直しを
本的な事項を記載したところであり、今後必要に応
朝日町 図っていきたい。
いない。
じて見直しを図っていきたい。
（具体的な方針が示された段階で、必要に応じ
て見直しを進める。）

舟橋村 現段階では妥当ではない

現段階では妥当ではない

必要に応じて各担当と協議して対応する予定

自
治
体
名

（４） 地域防災計画作成について、あるいは、原子力災害対
策編の作成について、外部のコンサルタントに作成依頼する
ことを予定していますか。依頼する場合、自治体の側からはど
のような方針・条件・資料を提示するのですか。

氷見市 予定なし

市地域防災計画震災編及び原子力災害対策編の改訂
については、平成２３年度に業務委託した。依頼にあ
たっては、国の防災指針や県地域防災計画などと連動
する必要があることや福島原発事故の教訓から広域な
高岡市 連携を図る必要があることなどを説明している。現在
は、国や県の最新の資料を収集している状況にあり、
PPAの具体的な内容が示されれば検討も進められるも
のと考えている。

外部コンサルタントに業務委託を行っている。
上位計画との整合性が必要であることから、市に対し国
小矢部市
や県からの情報提供があった場合は、コンサルに対し
ても情報の提供を行うこととしている。

外部コンサルタントに委託することは考えておりませ

砺波市 ん。

南砺市
市地域防災計画の改定については、平成２４年度に業
務委託した。委託にあたり、東日本大震災の教訓やそ
射水市 の後の国や県の動向、計画の修正内容等を踏まえ、災
害時の被害を最小化する「減災」の考え方を基本方針と
する。

富山市 外部コンサルタントへ依頼している。

滑川市 検討中

魚津市 現時点では、未定である。

職員が作成するため、外部に依頼する予定はありませ

黒部市 ん。

立山町
上市町 予定していない。
国や県の状況を見ながら、整備していくものなので、原

入善町 子力災害対策について、現段階では、具体的な資料や
条件を提示することは、できない。

朝日町 外部コンサルタントに計画策定を依頼する予定はない。

舟橋村

地域防災計画（震災編）の見直しについては、外部への委託
を行う。その際に、従来までの計画には、記載があまりなかっ
た被害想定について、明記し、実効性のある計画策定をめざ
す。
原子力災害編については、現在外部委託するかどうか未定。

