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凡例  

 

しおり（原本）から該当するイラストを挿入しています。

イラストは言葉で補足して説明します。 

 

薩摩川内市の公式表記は「  」ですが，本しおりにお

いては，入力の都合上，「薩」を用いています。 

 

凡例， 終わり。  
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① 原子力災害とは  

 

原子力災害の特殊性  

 

●放射線は目に見えず，味やにおいもしないなど五感で     

感じることができません。そのため，原子力災害の場  

合は，地震や風水害，火災などとは違い，身体への影   

響の程度や，どのように行動すればよいかを自ら判断 

することが困難です。 

 

●原子力災害が発生する際には，異常を知らせる何らか 

の前ぶれがあり，時間の経過とともに進展していきま 

す。 

 

●原子力災害時には，国や県，市町からの正確な情報に 

従い，落ち着いて行動することが大切です。 

 

＜One Point＞  

『放射能と放射線』  

放射線を出す能力は「放射能」，放射線を出す物質は「放

射性物質」といいます。 

 

懐中電灯に例えると，懐中電灯が「放射性物質」，光が

「放射線」，光を出す能力が「放射能」です。 
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『外部被ばくと内部被ばく』  

放射線を体に浴びることを「被ばく」といいます。 

外部被ばく： 体の外から放射線を浴びること。 

内部被ばく： 呼吸や食べ物などで放射性物質を取り込

み，体の中から放射線を浴びること。 

 

〔具体的には，次のページで説明します。〕 
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原子力発電所の事故などで，原子力発電所から放出され

た放射性物質は，大気中で雲のような塊となって流れて

いきます（放射性プルーム）。 

大気中にある，放射性物質からの放射線や，地表面に沈

着した放射性物質からの放射線を体の外から浴びるこ

とを「外部被ばく」といいます。 

また，大気中の放射性物質を直接吸入したり，雨などを

通じて放射性物質が沈着した食物を摂取したりして体

の中から放射線を浴びることを「内部被ばく」といいま

す。 

 

 

日常生活中の放射線  

 

＜One Point＞  

放射線の単位 「シーベルト（Sv）」  

「シーベルト（Sv）」とは，人体が放射線を受けたとき，

人体への影響を表す放射線量の単位です。「ミリシーベ

ルト（mSv）」や「マイクロシーベルト（μSv）」のよ

うに表記され，「ミリ（m）」は 1 千分の 1 を，「マイク

ロ（μ）」は 100 万分の 1 を表します。 

 

Sv の 1000 分の 1 が mSv，mSv の 1000 分の 1 が

μSv です。 
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●私たちの日常生活の中にも，いろいろな形で放射線は 

存在しています。 

 

〔具体的には，次のページで説明します。〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

自然放射線による被ばく量 

一人あたりの自然放射線による被ばく量は世界平均で

年間 2,400μSv  

一人あたりの自然放射線による被ばく量は日本平均で

年間 2,100μSv  

〔2,100μSv の内訳〕  

・宇宙から…… 300μSv  

・空気中のラドンなどから…… 480μSv  

・大地から…… 330μSv  

・食べ物から…… 990μSv  

 

東京・ニューヨーク間航空機旅行では１往復あたり 

80～110μSv  

 

人工放射線による被ばく量  

防災業務従事者に認められている上限は，1 年に 

50,000μSv  

全身 CT スキャンでは，1 回あたり 

2,400～12,900μSv  

胃のレントゲンでは，1 回あたり 300μSv  

胸のレントゲンでは，1 回あたり 60μSv  

歯科撮影では，1 年で 10μSv  

（出典）一般財団法人 日本原子力文化財団 原子力エネ

ルギー図面集 2016  
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原子力災害における心構え  

 

●災害が起こると，さまざまな情報が飛び交い，混乱が 

起こりやすくなります。 

●国や県，関係市町が発表する正しい情報を確認し，指 

示に従ってあわてずに行動することが大切です。 

 

うわさやデマに注意しましょう！  

国や県，関係市町が発表する正しい情報をしっかり確認

しましょう。 

 

ご近所の方と情報確認をしましょう！  

お年寄りや体が不自由な方には，特に声をかけましょう。 

 

落ち着いて行動しましょう！  

多くの人が集まる場所や道路では，市町の担当者や警察

官などの指示に従いましょう。 
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住民への情報伝達手段  

 

●原子力災害の情報は，テレビ，ラジオ，防災行政無線， 

広報車，メールなどのあらゆる手段を通じてお知らせ 

します。 

●最新情報やデータをこまめに確認し，すぐに行動でき 

るよう情報収集に心がけましょう。 

 

 

 

〔具体的には，以下で説明します。〕 
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●市町の防災行政無線等を活用した広報や報道機関を

通じた報道 

 

○九州電力から発電所の状況について原子力災害対策

本部（首相官邸）と原子力災害現地対策本部（オフ

サイトセンター）（鹿児島県原子力防災センター）へ

報告があります。 

 

○原子力災害対策本部（首相官邸）及び原子力災害現

地対策本部（オフサイトセンター）（鹿児島県原子力

防災センター）から鹿児島県災害対策本部（鹿児島

県庁）及び関係市町災害対策本部へ指示が出され， 

 

○これを受けた鹿児島県災害対策本部（鹿児島県庁）

及び関係市町災害対策本部が，防災行政無線，広報

車，緊急速報メール等で，住民（観光客を含む）へ

広報します。 

 

○また，原子力災害対策本部（首相官邸）が記者会見   

を行い，報道機関が，記者会見の情報をテレビ・ラ 

ジオ・インターネット等を通じて，住民（観光客を 

含む）へ報道します。 
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●国や県のホームページを活用した広報 

○原子力災害対策本部（首相官邸）と鹿児島県災害対

策本部（鹿児島県庁）が国や県のホームページで，

住民（観光客を含む）へ広報します。 

 

●住民の方々は指示に従って行動してください。 

 

●避難中はラジオ，携帯電話，スマートフォンなどから   

情報を入手してください。 

 

  

主な広報事項  

事故の発生日時及び概要 

事故の状況  

原子力発電所における対応状況  

行政機関の対応状況  

住民がとるべき行動  

避難対象区域 

避難経路・避難先  

避難退域時検査場所  

安定ヨウ素剤の配布先  
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原発からの距離を知りましょう  

 

お住まいの地域によって，原子力災害時の対応が異なり

ます。 

万が一，原子力災害が発生した場合  

 

●川内原発から概ね半径5km圏内にお住まいの方々の 

対応  

被ばくを避けるために，放射性物質の放出前に予防的 

に避難を行います。 

 

●川内原発から概ね半径5km～30km圏内にお住まい 

の方々の対応  

被ばくを避けるために，まずは，建物の中で屋内退避 

を行い，空間放射線量率が国の基準を超えた場合に一 

時移転・避難を開始します。 
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●PAZ は原発から概ね 5km 圏内で，予防的防護措置

を準備する地域です。重大な事故が起きたら放射性物

質放出前に予防的に避難します。なお，避難により健

康リスクが高まる方は，放射線防護対策を講じた屋内

退避施設に退避します。  

 

 

●UPZ は，原発から概ね 5km～30km 圏内で，緊急

防護措置を準備する地域です。原則として屋内退避を

行い，空間放射線量率が国の基準を超えた地域は，一

時移転や避難することになります。  
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被ばくを避けるためにとる行動  

【屋内退避】： 自宅や職場，近くの公共施設などの建物 

の中に入ることです。屋内退避することで，建物の 

気密性と放射線をさえぎる効果により放射線によ 

る影響を少なくすることができます。 

 

【一時移転】： 緊急ではないが，無用の被ばくを低減す 

るため，一定期間のうちにその地域から離れること 

です。 

 

【避難】： 空間放射線量率が高い，又は高くなるおそれ   

  のある地点から緊急で離れることです。 
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原子力災害対策を重点的に実施すべき地域  

 

PAZ（予防的防護措置を準備する区域） 川内原発から

5km 圏  

【薩摩川内市】 

滄浪地区，寄田地区，水引地区，峰山地区  

 

 

UPZ（緊急防護措置を準備する区域）川内原発から 5～

30km 圏  

【薩摩川内市】  

亀山地区，可愛地区，育英地区，川内地区， 

平佐西地区，平佐東地区，隈之城地区，永利地区， 

八幡地区，高来地区，城上地区，陽成地区， 

吉川地区，湯田地区，西方地区，藤本地区， 

野下地区，市比野地区，樋脇地区，倉野地区， 

副田地区，清色地区，朝陽地区，大馬越地区， 

八重地区，斧渕地区，南瀬地区，山田地区， 

鳥丸地区，藤川地区，上手地区，大村地区，轟地区， 

藺牟田地区，里地区，上甑地区一部（中野， 

上甑町江石）  
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【いちき串木野市】 市内全域  

【阿久根市】 市内全域  

【鹿児島市】  

郡山町，郡山岳町，西俣町，花尾町，油須木町及び 

有屋田町の各一部  

【出水市（自治会等）】  

＜出水＞ 定之段，君名川，宇都野々，小原上，小原下  

＜西出水＞ 小木場，平岩，丸塚，栗毛野，江川野， 

清水，上中，下中，上屋，野添，政所，花立東， 

花立西，上大野原，下大野原，西大野原，東大野原，  

鶴見，上屋団地  

＜荘＞ 荘上，荘下，荒崎  

＜高尾野＞ 上の原，上り立，太鼓橋，千間山，松ヶ野，   

大久保，御岳，野平，浦，昭興，本町，大野原， 

鶴寿会たかおの，東町，町，中里，麓，麓団地， 

萩の尾，大和，柴引，柴引団地，野添上，野添下， 

砂原，中屋敷，本城，内野々下，内野々上，石坂， 

表上，下高尾野上，下高尾野下，唐笠木，昭和， 

鶴里，松ノ元，上水流，ウッドタウン，星原， 

西水流  

＜江内＞ 旧番所，荒崎，冷筋，上冷筋，段，南方， 

木牟礼，木串，連尺野，小島，西下り松，東下り松， 

浦窪，上浦窪  

＜野田＞ 尾毛無，上特手，越地，川平，久木野，大久，   
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大丸，受口，下特手，涼松，籠土山，青木原，野角， 

天神，大日，地蔵，仮屋，加治屋町，別府，町， 

春町，西通，仲町，岩元，本町，八幡，上田多園， 

田多園，瀨戸，中郡，屋地，旭，上餅井，下餅井，

女子高白梅寮，野田の郷  

【日置市（自治会）】  

＜東市来町養母＞ 高山，鉾之原，立和名，荻，北山，

上床，田代，梅木，元養母  

＜東市来町長里＞ 下養母，麓上，麓下，古市， 

城之町上，城之町，杉之迫，坂之上下  

＜東市来町湯田＞ 大平，皆田東，皆田西，丸牧， 

上野東，上野西，向湯田，駅前，中央，元湯， 

田之湯，堀内  

＜東市来町伊作田＞ 上伊作田，元伊作田，中伊作田，

柿之迫，江口，川北，平迫比良，赤崎，鈩口，永山  

＜東市来町神之川＞ 神之川  

＜東市来町南神之川＞ 南神之川  

＜東市来町美山＞ 美山の一部  

＜東市来町寺脇＞ 牧之角  

＜東市来町宮田＞ 美山の一部  

＜伊集院町下谷口＞ 荒瀬の一部  

＜伊集院町大田＞ 大田上，大田中，大田下，久木野々，

城山の一部  

＜伊集院町徳重＞ 城山の一部，荒瀨の一部，小城， 
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瀨戸内の一部，徳重東の一部  

＜伊集院町猪鹿倉＞ 徳重東の一部  

＜伊集院町郡＞ 瀬戸内の一部，徳重東の一部，郡上，

郡内，宮脇，中福良，平古，郡下，立野  

＜伊集院町上神殿＞ 上神殿，中神殿  

＜伊集院町下神殿＞ 下神殿 1 区，下神殿 2 区， 

下神殿 3 区，下神殿 4 区  

＜伊集院町桑畑＞ 桑畑  

＜伊集院町野田＞ 野田  

＜伊集院町寺脇＞ 寺協  

＜伊集院町妙円寺＞ 妙円寺 1 区，妙円寺 2 区， 

妙円寺 3 区，妙円寺 5 区，妙円寺 6 区， 

妙円寺 7 区，妙円寺 8 区，妙円寺 9 区  

＜伊集院町郡一丁目＞ 郡下の一部  

＜伊集院町郡二丁目＞ 徳重東の一部，郡下の一部  

＜日吉町神之川＞ 二潟  

＜日吉町山田＞ 山田，日新  

＜日吉町日置＞ 毘沙門，草原  

【姶良市】 蒲生町白男松生集落  

【さつま町（公民会等）】  

＜宮之城屋地＞ 城之口，五日町，町頭，上仲町，天神，

屋地馬場，八幡馬場，愛宕，東谷，川原町，中央， 

ウッドタウン，観月台，ホープタウン， 

（宮之城病院，むつみ寮，ふくし園）  
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＜虎居＞ 虎居町，東町，西町，轟原，虎居馬場，西手，

上向，上向中，虎居大角，甫立，海老川，日当瀬， 

一ツ木，下川口，（紫雲寮）  

＜時吉＞ 時吉新町，時吉中城  

＜船木＞ 船木東，船木西，船木下，旭，（マモリエ）  

＜柊野＞ 柊野上向江，柊野中間下  

＜平川＞ 下平川，上平川，大薄下，大薄上  

＜湯田の一部＞ 湯之元，湯田中，湯田上，湯田下， 

（ほのぼの苑）  

＜佐志の一部＞ 木渋，前目，さくら，上寺下，豆漬，

布田，あながわ，田原  

＜山崎＞ 山崎麓，山崎中，荒瀬  

＜久富木＞ 北原，大長，角郷，久富木町，大畝町  

＜二渡＞ 二渡町，二渡，須杭，折小野  

＜白男川＞ 浅井野，白男川  

＜泊野＞ 泊野高峰，きらら  

＜神子の一部＞ 柳野  

＜柏原＞ 上川口，市場，諏訪下，小路下手，大願寺，

下京塚原，京塚原，種子田  

＜紫尾＞ 紫尾下，紫尾中，紫尾上，（鶴宮園）  

【長島町】  

＜山門野＞ 田尻，火ノ浦  

＜下山門野＞ 汐見，潟，広野  
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② 原子力災害が発生したら  

 

原子力災害が発生したときに出される指示  

 

原子力発電所で事故が発生した場合，発電所がどうなっ

ているか，放射性物質が放出されているか，放射線の測

定結果などに基づき，屋内退避や避難などの必要な防護

措置が判断され，指示が出されます。 

みなさんは，正しい情報を入手し，落ち着いて行動しま

しょう。 

 

〔具体的には，次のページから説明します。〕 
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原子力災害が発生したときに出される指示は，放射性物

質の放出前の発電所の状況に基づく指示と放射性物質

が放出された後の空間放射線量率に基づく指示があり

ます。 

発電所の状況に基づく指示の緊急事態区分は 

≪警戒事態≫   ≪施設敷地緊急事態≫   ≪全面

緊急事態≫となります。 

空間放射線量率に基づく指示の緊急事態区分は「全面緊

急事態」です。 

 

  

PAZ 内では， 

薩摩川内市で震度６弱以上の地震が発生した場合など

の「警戒事態」においては，県や関係自治体から，高齢

者や障害者，乳幼児，その他の特に配慮を必要とする要

配慮者の避難準備の指示が出されます。 

県や関係自治体からの指示などは，緊急速報メールや広

報車，防災行政無線等により広報されます。 

 

原子炉の冷却水が大量に漏えいした場合などの「施設敷

地緊急事態」においては，県や関係自治体から要配慮者

に避難指示が出され，要配慮者は避難を開始します。 

この場合，無理に避難すると健康リスクが高まる方は，
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放射線防護対策を講じた屋内退避施設に退避します。 

また，住民の方々は避難準備や安定ヨウ素剤の服用準備

をします。 

 

原子力発電所の全交流電源が喪失した場合などの「全面

緊急事態」においては，県や関係自治体から住民の安定

ヨウ素剤の服用及び避難の指示が出され，住民は安定ヨ

ウ素剤を服用し，避難を開始します。 

 

 

UPZ では， 

「警戒事態」においては，情報収集をします。「施設敷

地緊急事態」においては，県や関係自治体から屋内退避

の準備の指示が出され，住民は屋内退避の準備をします。 

「全面緊急事態」においては，県や関係自治体から屋内

退避の指示が出され，住民は，自宅や職場，公共施設な

どの建物に入り，屋内退避します。 

放射性物質が放出された後は，空間放射線量率に基づき

避難指示等がなされます。 

お住まいの地域の空間放射線量率が１時間あたり 20

μSv 以上になった場合，県や関係自治体から一時移転

の指示が出され，住民は，１週間程度内に一時移転をし

ます。 
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一時移転に際して，安定ヨウ素剤が配布され，服用しま

す。 

お住まいの地域の空間放射線量率が１時間あたり 500

μSv 以上になった場合，県や関係自治体から避難の指

示が出され，住民は，数時間以内に避難します。 

避難に際して，安定ヨウ素剤が配布され，服用します。 

 

学校・保育所等の避難 

  

PAZ 内の学校や保育所等の避難については「警戒事態」

の段階で，学校や保育所等で保護者への引き渡しを開始

します。 

 

「施設敷地緊急事態」では，引き渡しができなかった児

童等については，職員とともに県又は薩摩川内市が確保

するバスで避難先施設に避難を開始します。 

引き渡しができた児童等は，保護者とともに避難準備を

します。 

 

「全面緊急事態」では，引き渡しができなかった児童等

については，避難先で保護者に引き渡します。 

引き渡しができた児童等は，保護者とともに避難を開始

します。 



26 

 

 

UPZ 内の学校や保育所等の避難については，「警戒事態」

の段階で，学校や保育所等で保護者への引き渡しを開始

します。 

 

「全面緊急事態」では，引き渡しができなかった児童等

については，校舎内等で屋内退避します。 

引き渡しができた児童等は，自宅等で屋内退避します。 

 

空間放射線量率が１時間あたり 20μSv 以上になった

場合，県や関係自治体から一時移転の指示が出され，児

童等は，１週間程度内に一時移転をします。 

一時移転に際して，安定ヨウ素剤が配布され，服用しま

す。 

引き渡しができなかった児童等については，避難先で保

護者に引き渡します。 

 

空間放射線量率が１時間あたり 500μSv 以上になっ

た場合，県や関係自治体から避難の指示が出され，児童

等は，数時間以内に避難します。 

避難に際して，安定ヨウ素剤が配布され，服用します。 

引き渡しができなかった児童等については，避難先で保

護者に引き渡します。 
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③ 原子力災害発生時に指示が出されたら  

 

PAZ・UPZ  

 

 

指示の内容をよく聞く  

ガスの元栓を締め，電気はブレーカーを切る  

戸締まりをする  

近所の人に声をかける  

 

PAZ の場合，放射性物質放出前に避難するため，避難

開始時に放射性物質が放出されているわけではありま

せんが，避難中に放射性物質が放出されることも想定さ

れるため，レインコートのような雨が染みこまないもの

を着て手袋をはめるといった対応が有効です。 
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マスクや帽子，上着を着用する  

 

 

マスクをしたり，タオルやハンカチで口や鼻をおおうだ

けでも，放射性物質を吸い込まないようにする効果があ

ります。 

 

＜避難時の服装について＞  

放射性物質の体への付着を防ぐためレインコート等の

外衣を着用し，なるべく素肌が見えないようにしましょ

う。 

また，服などが放射性物質で汚染されている場合，着替

えが必要となります。 

例： フード付きレインコート，マスク，手袋， 

長ズボン，靴下  
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＜日頃から準備しておきたいもの＞  

 

貴重品： 現金，通帳，印鑑，健康保険証など  

非常食品（家族 3 日分）： 水，缶詰，レトルト食品など  

応急医薬品： 常備薬，救急用品など  

衣類等：着替え，タオル，生理用品など  

乳幼児用品： 紙おむつ，粉ミルク，ほ乳瓶など  

携帯ラジオ・懐中電灯： 乾電池も忘れずに  

携帯電話： 充電器も忘れずに  

日常生活に欠かせないもの： メガネ，補聴器など  

避難時などに使用するもの： マスク，ハンカチ， 

レインコート，帽子，ティッシュ，ビニール袋など  
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PAZ（5km 圏内）にお住まいの方の対応  

★PAZ では，放射性物質の放出前に予防的に避難しま 

す！  

 

避難の指示が出されたら  

●放射性物質や放射線の放出源から離れることで，被ば  

くを避けることができます。 

●PAZ では，放射性物質が放出される前から予防的に 

避難することが基本となります。 

●高齢者や傷病者などの要配慮者については，避難行動  

にともなう健康影響を踏まえ，建物の中への屋内退避  

も有効です。 

 

〔具体的には，次のページから説明します。〕 
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【要配慮者】  

福祉車両等により避難先へ避難します。（在宅の要配慮

者の方は「福祉避難所」に避難する場合があります。）  

 

無理に避難すると健康リスクが高まる方は，放射線防護

対策を講じた屋内退避施設に退避し，避難準備完了後に

避難先へ避難します。（在宅の要配慮者の方は「福祉避

難所」に避難する場合があります。）  

 

【住民】  

自家用車により避難先へ避難します。 

自家用車での避難ができない方などは，徒歩等にて一時

集合場所に集まりバスにより避難先へ避難します。 

 

●原則，自家用車を利用して避難します。 

●PAZ 内の方々へは，安定ヨウ素剤を事前配布してい 

ますが，所持していない場合は，一時集合場所で配布  

します。 

●お住まいの地域の集合場所や避難方法に関する詳し 

いことは，薩摩川内市にお問い合わせください。 
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避難場所  

【滄浪地区】  

総合体育センター武道館  

所在地 鹿児島市与次郎 1-4-20  

電話 099-255-0146  

 

【寄田地区】  

鹿児島県文化センター（宝山ホール）  

所在地 鹿児島市山下町 5-3  

電話 099-223-4221  

 

【水引地区】 

鹿児島県文化センター（宝山ホール）  

所在地 鹿児島市山下町 5-3  

電話 099-223-4221  

 

かごしま県民交流センター  

所在地 鹿児島市山下町 14-50  

電話 099-221-6600  

 

県立図書館本館  

所在地 鹿児島市城山町 7-1  

電話 099-224-9511  
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【峰山地区】  

鹿児島盲学校体育館  

所在地 鹿児島市西谷山 1-3-3  

電話 099-263-6660  

 

開陽高等学校体育館  

所在地 鹿児島市西谷山 1-2-1  

電話 099-263-3733  

 

鹿児島南高等学校体育館  

所在地 鹿児島市谷山中央 8-4-1  

電話 099-268-2255  

 

 

UPZ（5～30km 圏内）にお住まいの方の対応  

★UPZ では，まず屋内退避することが基本です！  

 

屋内退避の指示が出されたら  

自宅や職場，最寄りの公共施設等の建物の中に速やかに

入ってください。また，指示があるまで外出しないでく

ださい。 
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●放射性物質が放出された場合，屋外で行動すると被ば 

くの危険性が高まるおそれがあります。 

 

●UPZ では，福島第一原発事故を踏まえ，被ばくを最 

小限に抑えるとともに被ばく以外の健康への影響も

抑えるため屋内退避を基本としています。 

 

●福島第一原発事故において，無理な避難をしたことで， 

多くの犠牲者が出ました。 

 

●地震の影響で，自宅での屋内退避が困難になった場合 

は，近隣の指定避難所へ避難し，そこで屋内退避しま  

す。 

 

〔屋内退避の注意点〕 

扉や窓を閉める  

換気扇は止める  

エアコンは使用可能（外気導入型は止める）  

帰宅したら顔や手を洗いうがいをする  

外で着ていた衣服をビニール袋などに入れる  

食品は容器に入れたりラップをする  

ペットも家の中に入れる  

テレビやラジオから情報を収集する  
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＜One Point＞  

なぜ屋内退避が有効なのか  

放射線には，アルファ線，ベータ線，ガンマ線などがあ

ります。 

アルファ線は紙 1 枚，ベータ線はアルミニウムなどの

薄い金属板，ガンマ線やエックス線は鉛や厚い鉄の板な

どで遮ることができます。 

このため，原子力災害時には，建物の中で放射線を避け

る屋内退避が有効です。 
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中性子線は水やコンクリートで弱められます。 

 

 

一時移転・避難の指示が出されたら  

 

一時移転・避難の指示がでたら，身支度を整え，各自治

体の指示に従って，落ち着いて行動してください。 

 

UPZ 内の住民が一斉に，一時移転・避難を行うわけで

はありません。 

お住まいの地域の空間放射線量率が国の基準を超えた

場合は，一時移転・避難を行います。 
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〔具体的には，以下に説明します。〕 

 

 

 

一時移転…… お住いの地域の空間放射線量率が1時間

あたり 20μSv 以上になった場合，1 週間程度内に行

います。 

 

避難…… お住いの地域の空間放射線量率が1時間あた

り 500μSv 以上になった場合，数時間のうちにすぐ

に行います。 
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住民〔行動〕  

自家用車による避難の場合は，緊急配布場所で安定ヨウ

素剤の配布を受け，避難退域時検査場所で検査を受けた

後，避難先へ避難します。  

 

自家用車での避難ができない方などは，徒歩等にて，一

時集合場所に集合し，バスによる避難を行い，緊急配布

場所で安定ヨウ素剤の配布を受け，避難退域時検査場所

で検査を受けた後，避難先へ避難します。  

 

●原則，自家用車を利用して避難します。 

 

●お住まいの地域の集合場所や避難方法に関する詳し 

いことは，各自治体にお問い合わせください。 

 

避難先市町  

【薩摩川内市】 鹿児島市，霧島市，姶良市，湧水町，

垂水市，曽於市，南さつま市，薩摩川内市内  

【いちき串木野市】 鹿児島市，枕崎市，指宿市， 

南九州市  

【阿久根市】長島町，姶良市，伊佐市，湧水町， 

熊本県芦北町，熊本県津奈木町  

【出水市】伊佐市，霧島市，熊本県水俣市，出水市内  

【日置市】南さつま市，日置市内  
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【さつま町】鹿児島市，霧島市，さつま町内  

【鹿児島市，姶良市，長島町】自市町内 

 

 

避難退域時検査の方法 

●避難所に向かう途中に設けられる，避難退域時検査場 

所では，車や衣服などに放射性物質がついていないか 

検査を行います。 

●検査の結果，基準値を超える方には簡易除染を行いま 

す。 

●避難経路上の緊急配布場所で，安定ヨウ素剤を受け取 

れなかった方は，こちらで配布します。 

 

 

〔具体的には，次のページで説明します。〕 
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① 自家用車やバス等の車両を利用して避難等をする住  

民の検査は，乗員の検査の代用として，まず車両の検  

査を行います。車両に放射性物質が付着していない場 

合は，避難所等へ向かいます。 

 

② 車両に一定基準以上の放射性物質が付着している場 

合には，乗員の代表者に対して検査を行います。代表 

者に放射性物質が付着していない場合は，避難所等へ 

向かいます。 

 

③ 代表者に一定基準以上の放射性物質が付着している 

場合には，乗員の全員に対して検査を行います。乗員 

に放射性物質が付着していない場合は，避難所等へ向 

かいます。 

 

④ 検査の結果，一定基準以上の放射性物質が付着して 

いる車両，住民，携行品には簡易除染を行います。簡 

易除染によって，放射性物質の付着が無い場合は，避 

難所へ向かいます。 

 簡易除染によっても一定基準以上の放射性物質が付 

着している場合には，住民については，被ばく傷病者， 

医療機関，搬送機関，風向き等いろいろな状況を勘案 

しながら，対応できる機関で除染を行い，車両や携行 

物品については検査場所での一時保管などの措置を 
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行います。 

 

 

原子力災害時における医療体制  

 

「高度被ばく医療支援センター及び原子力災害医療・総

合支援センター」が「原子力災害拠点病院」を支援し，

「原子力災害医療協力機関」が「原子力災害拠点病院」

に協力します。 
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〔それぞれの詳細を記します〕  

 

「原子力災害拠点病院」（県が指定） 

1 医療機関（鹿児島大学病院）  

原子力災害時において，汚染の有無にかかわらず傷病 

者等を受け入れ，被ばくがある場合には適切な診療等  

を行います。 

 

「高度被ばく医療支援センター及び原子力災害医療・総

合支援センター」（国が指定） 

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構，国立大 

学法人長崎大学等が実施  

原子力災害拠点病院では対応できない高度専門的な

診療を行うほか，原子力災害拠点病院等での診療に対

して専門的助言を行います。また，原子力災害医療・

総合支援センターは原子力災害医療派遣チームの派

遣調整を行うほか，平時から原子力災害拠点病院へ研

修，指導，助言を行います。 

 

「原子力災害医療協力機関」（県が登録） 

15 医療機関（鹿児島市立病院，鹿児島医療センター  

他）・16 機関（県内各保健所他）  

原子力災害医療や立地道府県等が行う原子力災害対

策等を支援します。 
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避難退域時検査場所の候補地  

緊急時の避難を円滑に行うため，30km 圏周辺から避

難所までの間で，避難経路や避難所までの移動の容易性，

面積等を考慮し，候補地をあらかじめ準備しています。 

 

〔具体的には，次のページから説明します。〕 
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【長島町】  

① サンセット長島下の広場（原発から北北西に約 

36km） 

② 長島町城川内運動場（原発から北北西に約 36km）  

③ 川床コミュニティ運動場 （原発から北に約 34km） 

 

【出水市】  

④ 出水市総合運動公園及び出水市総合体育館 （原発か 

ら北北東に約 32km） 

⑤ 北薩地域振興局出水支所（原発から北北東に約

32km）  

 

【薩摩川内市（上甑島）】  

⑥ 中甑漁港（原発から西に約 31km） 

⑦ 県道 348 号線 （上甑町中野地区）（原発から西に 

約 30km） 

 

【さつま町】  

⑧ 柏原グラウンド （原発から東北東に約 28km） 

⑨ 薩摩総合運動公園 （原発から東北東に約 35km） 

⑩ 宮之城総合運動公園 （原発から東北東に約 26km） 
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【姶良市】  

⑪ 始良市蒲生体育館 （原発から東南東に約 36km） 

⑫ 県森林技術総合センター  （原発から東南東に約 

38km） 

 

【日置市】  

⑬ 伊集院総合運動公園  （原発から南東に約 28km） 

⑭ 日置市総合体育館及び日置市中央公民館  （原発か 

ら南東に約 32km） 

⑮ 日吉総合体育館（原発から南南東に約 32km）  

⑯ 日置市吹上浜公園体育館（原発から南南東に約 

38km） 

⑰ 日置市吹上中央公民館  （原発から南南東に約 

39km） 

⑱ 県立農業大学校（原発から南南東に約 41km） 

 

【鹿児島市】  

⑲ 郡山総合運動公園  （原発から東南東に約 34km） 

⑳ 松元平野岡運動公園  （原発から東南東に約 35km） 

㉑ 県立サッカー・ラグビー場  （原発から南東に約 

44km）  
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④ 複合災害時の対応  

暴風雨や台風時における対応 PAZ・UPZ  

 

●暴風雨や台風などとの複合災害時の場合，安全確保を  

優先する必要があるため，天候が回復するなど，安全  

が確保されるまでは，屋内退避を優先することとなり 

ます。 

 

●天候が回復するなど，安全確保ができた場合に一時移 

転・避難を実施します。 

（PAZ 内において，無理に避難をすると健康リスク

が高まる方は屋内退避施設に退避します。）  

 

※PAZ 内で，仮に放射性物質が放出された後に避難す

るような場合は，身体に放射性物質が付着しないよう

にレインコートの着用や，また，放射性物質を体内に

吸い込まないようにマスクやタオルなどで口や鼻を

おおうなどの対応が必要となります。 

 

〔具体的には，次のページから説明します。〕 
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PAZ 内における対応  

【要配慮者】  

暴風雨や台風などが発生した場合（気象庁における特別

警報等の発令）  
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避難準備をし，自宅等にて屋内退避  

天候が回復したら，福祉車両等により，UPZ 外避難先

へ避難  

無理に避難すると健康リスクが高まる方は，放射線防護

対策を講じた屋内退避施設に退避し，輸送等の避難準備

完了後に UPZ 外避難先へ避難  

 

【住民】  

暴風雨や台風などが発生した場合（気象庁における特別

警報等の発令）  

避難準備をし，自宅等にて屋内退避  

天候が回復したら  

自家用車で UPZ 外避難先に避難  

徒歩等の場合は，一時集合場所に行き，バスで UPZ 外

避難先に避難  

 

 

 

UPZ 内における対応  

【住民】  

暴風雨や台風などが発生した場合（気象庁における特別

警報等の発令）  

屋内退避準備をし，自宅等にて屋内退避  
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（お住まいの地域の空間放射線量率が基準を超えた場

合）  

天候が回復したら 

自家用車で安定ヨウ素剤の緊急配布場所に行き，次に避

難退域時検査場所で検査を受けた後，UPZ 外避難先に

避難  

 

徒歩等の場合は，一時集合場所から，バスで安定ヨウ素

剤の緊急配布場所に行き，次に避難退域時検査場所で検

査を受けた後，UPZ 外避難先に避難  

 

 

 

地震等により屋内退避が困難な場合における対応 

（UPZ）  

 

●地震により家屋が倒壊等した場合には，安全確保のた  

め市町にて開設する近隣の指定避難所等に避難を実

施します。 

●屋内退避実施中に余震が発生し，屋内退避の継続が困 

難な場合には，地震に対する避難行動を最優先するこ  

とが重要となりますので，指定避難所等や避難先へ速 

やかに避難を行います。 
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〔具体的には，次のページから説明します。〕 
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地震発生  

※大雨による土砂災害時等においても基本的に同様の 

対応になります。 

 

【ケース 1】  

全交流電源が喪失するなどの「施設敷地緊急事態」にお

いては，屋内退避の準備をします。 

また，冷却機能が喪失するなどの「全面緊急事態」にお

いては，自宅にて屋内退避をします。 

 

余震発生に伴い，屋内退避の継続が困難な場合 

 

●自家用車やバスにより，UPZ 内外の避難先に避難 

●家屋が倒壊等した場合には，市町が開設する近隣の指   

定避難所等にて屋内退避 

 

※お住まいの地域の空間放射線量率が基準を超えた後

に避難する場合は，避難退域時検査場所での検査が必

要となります。（避難退域時検査は，39～45 ページ

をご覧ください。） 
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【ケース 2】  

薩摩川内市で震度 6 弱以上の地震が発生した場合など

の警戒事態や，全交流電源が喪失するなどの施設敷地緊

急事態において，家屋が倒壊等した場合には，市町が開

設する近隣の指定避難所等へ避難します。 

また，冷却機能が喪失するなどの全面緊急事態において

は，既に避難している近隣の指定避難所等にて，屋内退

避します。 

 

余震発生に伴い，屋内退避の継続が困難な場合 

 

●自家用車やバスにより，UPZ 内外の避難先に避難 

 

※お住まいの地域の空間放射線量率が基準を超えた後

に避難する場合は，避難退域時検査場所での検査が必

要となります。（避難退域時検査は，39～45 ページ

をご覧ください。） 
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⑤ 避難所での対応  

●係員がお手伝いをしますので，係員の指示に従い，お 

互いに協力しあい，落ち着いて行動してください。 

●緊急時に備え，各自治体では，食料及び生活物資等を 

備蓄しています。 

 

1 住民登録を行います  

避難所に着いたらまず，住民登録を行

なっていただきます。係員の指示に従

い，正確に記入してください。 

 

 

2 係員の誘導に従いましょう  

係員が，災害状況など必要な情報や指示

をお伝えします。係員の指示に従い，落ち

着いて行動してください。 

 

 

3 健康相談を実施します  

避難所生活では，健康不安を抱える

人が多いことが予想されるため，健

康相談等を行います。 
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4 適度な運動を心がけましょう  

エコノミークラス症候群の予防のた

めに，適度な運動とこまめな水分補給

を行いましょう。 

 

 

5 飲食物が提供されます  

必要となる飲食物，生活必需品につ

いては，避難先で用意します。 

 

 

 

6 衛生管理はとても大切です  

感染症や食中毒の発生を防ぐために，

手洗いなど十分な衛生管理に心がけて

ください。 
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⑥ 参考  

 

安定ヨウ素剤とは  

 

注意！  

●安定ヨウ素剤には，放射性ヨウ素以外の放射性物質に 

よる内部被ばくを防ぐ効果はありません。 

●ヨウ素を含んだ「うがい薬」や「消毒薬」は，安定ヨ  

ウ素剤とは異なりますので，代用品として飲むのは， 

絶対にやめてください。 

 

なぜ飲むの？  

原子力災害が発生した際，放射

能を有するヨウ素（放射性ヨウ

素）が放出されることがありま

す。それが体の中に取り込まれ

ると，喉のところにある甲状腺

という器官に集まり，その放射線を受けること（内部被

ばく）によって，将来，「甲状腺がん」などを発症する

可能性があります。 

この内部被ばくに対しては，安定ヨウ素剤を予防的に服

用することで，放射性ヨウ素の甲状腺への取り込みを防

ぐことができます。 
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どんなもの？  

安定ヨウ素剤の成分名は，ヨウ化カリウムです。 

丸剤，ゼリー剤，粉末剤の剤型があります。 

粉末剤は，液状に調製し，3 歳未満の乳幼児や丸剤服用

が困難な方が服用します。 

 
 

服用は？  

●1 回の服用が原則です。（2 回目以降は，放射能の影 

響のないところに避難することが優先されます。）  

●原子力規制委員会の判断に基づき，国又は県，市町が 

服用の指示を出します。（24 ページをご参照くださ 

い）  

●原子力災害時に安定ヨウ素剤を効果的に使用するた 

めには服用のタイミングが大変重要ですので，必ず服 

用の指示に従い，服用してください。 
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新生児： 16.3mg ゼリー剤を 1 包服用  

生後 1 ヶ月以上 3 歳未満： 32.5mg ゼリー剤を 1 包

服用  

3 歳以上 13 歳未満： 50mg 丸剤を 1 丸服用  

13 歳以上： 50mg 丸剤を 2 丸服用  

 

副作用は？  

一般的な過敏症 （発疹など），消化器系（悪心・嘔吐，

胃痛，下痢，口腔・咽喉の灼熱感，金属味覚，歯痛，歯

肉痛，血便など），その他（甲状腺機能低下症，頭痛，

息切れ，かぜ症状，不規則性心拍，皮疹，原因不明の発

熱，首・咽喉の腫脹など）の症状が報告されています。 

 

服用してはいけない方  

安定ヨウ素剤の成分又はヨウ素に対し，過敏症の既往症

がある方は，服用してはいけません。 
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服用に注意を要する方  

医療機関を受診している方は，安定ヨウ素剤の服用可否

について，主治医にご相談ください。 

 

配布方法は？  

●PAZ（5km 圏内）の住民の方  

事前に配布しますので，事前配布説明会に必ずご参加 

ください。 

 

●UPZ（5～30km 圏内）の住民の方  

市町及び保健所等に備蓄してあるものを，服用が必要 

な場合に，緊急配布します。 

 

なお，障害や病気により緊急時の受け取りが困難である

など，一定の要件に該当し，希望する方に事前配布しま

す。この事前配布を受ける際の申請方法等については，

UPZ 内世帯に対してパンフレット等でお知らせいたし

ますので，その案内に従い手続きを行ってください。 
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環境放射線モニタリング  

 

県では，発電所周辺に設置した測定局で観測される空間

放射線量率について 24 時間監視しています。 

 

平常時からのモニタリング  

67 カ所のモニタリングポストで 24 時間空間放射線量

率を監視しています。 

 

緊急時モニタリング  

① 国，県，九州電力などで組織する緊急時モニタリン 

グセンターを設置するなど，緊急時に対応したモニタ 

リング体制をとります。 

 

② 防護対策に活用するため，67 カ所のモニタリング 

ポスト及び 33 カ所の緊急時モニタリングポイント 

に加え，可搬型モニタリングポストの配置やモニタリ 

ングカーによる移動測定など，必要なモニタリングを 

実施します。 

 

③ 原子力発電所周辺地域以外の県内6カ所に設置され 

ているモニタリングポストや，気象台が提供する気象 

情報なども活用して県内の状況把握を行います。 
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川内原子力発電所周辺の測定局  

 

【川内原子力発電所内】  

九州電力モニタリングポスト： 境界北局，境界東局，

境界南局，海側ポスト  

九州電力モニタリングステーション： 北門南局， 

正門西局  

放水口モニタ： 放水口ポスト  

 

【川内原子力発電所から約 10km 圏内】  

県モニタリングポスト：唐山局，港局，港体育館局， 

網津局，水引小局，船間島局，湯島局，久見崎局，

河口大橋局，寄田局，上野局，山ノ口局，高江局，

山神田局，毎床局，下山局，土川局，羽島局， 

湯田局，陽成局，高来小局  
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県モニタリングステーション： 小平局  

 

【川内原子力発電所から約 10～20km 圏内】  

県モニタリングポスト： 監視センター局，荒川小局，

青山局，昭和通局，市来中局，旭小局，川上小局，

野下局，永利小局，天辰局，樋脇小局，南瀬局， 

宍野局，山田局，藤川局，吉川局，大川中局， 

西目小局，尾崎小局，鶴川内局，鶴見局  

 

【川内原子力発電所から約 20～30km 圏内】  

県モニタリングポスト： 折多小局，山門野局， 

田代小局，高尾野小局，武本局，定之段局，泊野局，   

柊野局，田原局，祁答院中局，藺牟田小局， 

市比野小局，大山局，八重山局，常盤局， 

上市来小局，郡局，住吉小局，長里局，里局， 

江石局  

 

【川内原子力発電所から約 30km 以上】  

県モニタリングポスト： 鹿島局，長浜小局，手打小局  

 

空間放射線量率の測定結果については，リアルタイムで

県のホームページ等で公表しています。 

鹿児島県環境放射線監視情報を検索してください。 

http://www.env.pref.kagoshima.jp/houshasen/  
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防災関係機関 連絡先  

 

薩摩川内市役所（防災安全課）  

所在地 薩摩川内市神田町 3-22  

電話 0996（23）5111  

 

薩摩川内市消防局  

所在地 薩摩川内市中郷町 5031-1  

電話 0996（22）0119  

 

薩摩川内警察署  

所在地 薩摩川内市原田町 1-1  

電話 0996（20）0110  

 

いちき串木野市役所（まちづくり防災課）  

所在地 いちき串木野市昭和通 133-1  

電話 0996（32）3111  

 

いちき串木野市消防本部  

所在地 いちき串木野市昭和通 133-1  

電話 0996（32）0119  
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いちき串木野警察署  

所在地 いちき串木野市東島平町 6227    

電話 0996（33）0110  

 

阿久根市役所（総務課）  

所在地 阿久根市鶴見町 200   

電話 0996（73）1210  

 

阿久根地区消防組合  

所在地 阿久根市鶴見町 200  

電話 0996（72）0119  

 

阿久根警察署  

所在地 阿久根市赤瀬川 3852-1  

電話 0996（73）0110  

 

鹿児島市役所（危機管理課）  

所在地 鹿児島市山下町 11-1  

電話 099（216）1213  

 

鹿児島市消防局  

所在地 鹿児島市山下町 15-1  

電話 099（222）0119  
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鹿児島西警察署  

所在地 鹿児島市 城西 3-8-10  

電話 099（285）0110  

 

出水市役所（安心安全推進課）  

所在地 出水市緑町 1-3  

電話 0996（63）2111  

 

出水市消防本部  

所在地 出水市緑町 50-2  

電話 0996（63）0119  

 

出水警察署  

所在地 出水市中央町 925  

電話 0996（62）0110  

 

日置市役所（総務課）  

所在地 日置市伊集院町郡 1-100  

電話 099（273）2111  

 

日置市消防本部  

所在地 日置市伊集院町徳重 1-10-10  

電話 099（272）0119  
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日置警察署  

所在地 日置市伊集院町徳重 23-3  

電話 099（273）0110  

 

姶良市役所（危機管理課）  

所在地 姶良市宮島町 25  

電話 0995（66）3111  

 

姶良市消防本部  

所在地 姶良市 加治木町木田 2040-1  

電話 0995（63）3287  

 

姶良警察署  

所在地 姶良市東餅田 3885-1  

電話 0995（65）0110  

 

さつま町役場（総務課）  

所在地 薩摩郡さつま町宮之城屋地 1565-2  

電話 0996（53）1111  

 

さつま町消防本部  

所在地 薩摩郡さつま町時吉 366  

電話 0996（52）0119  
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さつま警察署  

所在地 薩摩郡さつま町轟町 22-2  

電話 0996（53）0110  

 

長島町役場（総務課）  

所在地 出水郡長島町鷹巣 1875-1  

電話 0996（86）1111  

 

阿久根地区消防組合 東分遣所  

所在地 出水郡長島町鷹巣 1678-6  

電話 0996（86）0119  

 

鹿児島県庁（原子力安全対策課）  

所在地 鹿児島市鴨池新町 10-1  

電話 099（286）2543  

 

鹿児島県警察本部（警備課）  

所在地 鹿児島市鴨池新町 10-1  

電話 099（206）0110  

 

県北薩地域振興局（総務企画課）  

所在地 薩摩川内市神田町 1-22  

電話 0996（25）5106  
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県川薩保健所  

所在地 薩摩川内市隈之城町 228-1  

電話 0996（23）3165  

 

県環境放射線監視センター  

所在地 薩摩川内市隈之城町 217-8 

電話 0996（20）2230  

 

原子力規制庁 川内原子力規制事務所  

所在地 薩摩川内市神田町 1-3  

電話 0996（23）1947  
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もしものときに備えて（住民チェックリスト）  

 

緊急時の指定された集合場所・避難場所を記入しましょ

う  

 

集合場所  

 

 

避難場所  

 

 

持ち出し品チェックリスト  

自然災害への備えと同じです。日頃から備えておきまし

ょう。 

避難の準備にあたっては，避難所で生活必需品等の物資

が早期に支給されないことも想定して，確保が難しいも

のを優先して準備しておくことが必要です。マスクや帽

子，レインコートがあると，放射性物質を吸い込んだり，
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皮ふに付着したりするのを減らすことができます。避難

は原則，自家用車で行います。日頃から燃料を補給して

おきましょう。また，持ち出し品は，表面を汚染させな

いために，袋などで包んでください。 

 

□現金，通帳，印鑑  

□健康保険証，身分証明書  

□家族 3 日分の飲料水，非常食  

□常備薬，救急用品，お薬手帳  

□着替え（動きやすいもの）  

□タオル，生理用品，下着類  

□紙おむつ，粉ミルク，ほ乳瓶  

□携帯ラジオ（予備の電池）  

□懐中電灯（予備の電池）  

□携帯電話と充電器  

□メガネ，補聴器  

□マスク，ハンカチ  

□レインコート，帽子  

□ティッシュ，ビニール袋  

□ 

□ 

□ 

その他，緊急時に必要なものを書き留めておきましょう  
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災害用伝言ダイヤル 171 を利用しましょう  

 

災害時には電話がかかりにくい状態になります。 

 

使い方  

 
 

ガイダンスに従い伝言を録音する時  

171 に電話する → 1 を押す → 自宅の番号または連

絡を取りたい相手の番号を市外局番から入力 （携帯電

話の電話番号は登録番号として利用できません） → 伝

言を吹き込む  

 

伝言を再生する時  

171 に電話する → 2 を押す → 自宅の番号または連

絡を取りたい相手の番号を市外局番から入力 （携帯電

話の電話番号は登録番号として利用できません） → 伝

言を聞く  

 

※このほかにも各通信事業者が提供する災害用伝言サ

ービスがあります。各社にお問い合わせください。 
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原本奥付  

 

原子力防災のしおり  

編集 鹿児島県危機管理局原子力安全対策課  

発行 鹿児島県危機管理局原子力安全対策課  

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町 10 番 1 号  

TEL 099-286-2543  

 

 

拡大文字版奥付  

 

原子力防災のしおり  

監修 鹿児島県危機管理局原子力安全対策課 

製作 鹿児島県視聴覚障害者情報センター  

〒890-0021  

鹿児島市小野 1-1-1 ハートピアかごしま 3 階  

電話 099-220-5896  

製作完了  2019 年２月 

 

 


