
 
 

原子力災害時の住民避難用リーフレットについて 

 

このことについて，関係市町とともに東北電力株式会社女川原子力発電所に係る避難計画の概

要版として住民避難用リーフレットを作成し，対象住民に各戸配布することとしましたので，お

知らせします。 

 

１ 概要 

（１）装  丁 Ａ３判２つ折 カラー印刷（全４頁） 

（２）配布範囲 女川原子力発電所から概ね３０ｋｍ圏内の各戸 

         女川町及び石巻市については，全域。 

         登米市，東松島市，涌谷町，美里町及び南三陸町については，一部の地域。 

（３）配布戸数 約８３，０００戸 

（４）そ の 他 居住地域毎に避難先自治体や避難経路等が異なることから，対象となる全域を

６７地域に分けて，それぞれの地域に合った避難方法等を記載したリーフレット

を配布する。 

 

２ 主な内容 

（１）原子力災害時に取るべき行動 

   ・事故時の対応（事故発生から屋内退避・避難まで）について 

   ・避難時の持ち出し品について 

（２）避難経路及び避難所の位置等について 

   ・避難経路図（全体図及び詳細図（避難退域時検査等場所，避難所受付ステーション及び

運転時の目印となる施設・地点の写真を挿入）） 

   ・一時集合場所及び避難所一覧 

 

３ 配布時期等 

  関係市町における市政だより等の各戸配布時に合わせて令和４年２月上旬に配布する。 

  また，当課ホームページ（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai/）においても公開

することとしている。 

 

（添付資料）※ＰＡＺとＵＰＺでは，避難方法等が異なるので，代表的な２種類を添付します。 

 ・ＰＡＺ地域の配布物サンプル（例として，女川町半島部（高白・五部浦地区）） 

 ・ＵＰＺ地域の配布物サンプル（例として，石巻市内陸部（蛇田地区（あゆみ野））） 

 

【報道時の注意事項】 

・本リーフレットは，女川原子力発電所に係る避難計画の周知のために作成したものです。 

・２月上中旬に開催を予定している原子力防災訓練時においては，お住まいの市役所・町役

場から連絡があった方以外は，実際に避難していただく必要はありません。 

 

※本資料は，下記記者クラブに発表しています。 

「宮城県政記者会」及び「石巻記者クラブ」 

記 者 発 表 資 料 
令 和 ４ 年 １ 月 ２ １ 日 
復興・危機管理部原子力安全対策課 
022-211-2341 担当 :日下，今野 



避難元
自治体

区域 タイトル（地域名）
避難退域時
検査等場所

避難所受付ステーション
避難先
自治体

1 高白・五部浦地区

2 北浦地区（桐ケ崎・竹浦）
3 出島・寺間
4 準PAZ 江島
5 町内中心部

6 北浦地区（尾浦・御前浜・指ケ浜）

7
牡鹿地区（寄磯・前網・鮫浦・大谷
川）

8 牡鹿地区（泊・谷川）
9 荻浜地区（小積浜・荻浜）
10 牡鹿地区（鮎川・十八成）
11 牡鹿地区（新山）

12
牡鹿地区（小渕・給分・大原・小網
倉）

13
荻浜地区（牧浜・竹浜・狐崎浜・鹿
立浜・福貴浦）

14 田代島
15 網地島
16 金華山
17 石巻地区① 仙台市青葉区
18 石巻地区② 仙台市宮城野区
19 石巻地区③ 若林体育館 仙台市若林区
20 石巻地区④ 塩釜ガス体育館 塩竃市
21 石巻地区⑤ さんみらい多賀城イベントプラザ 多賀城市
22 湊・鹿妻地区
23 稲井地区

24
渡波・荻浜地区（折浜・蛤浜・桃
浦・月浦・侍浜）

25 北上地区、河北地区（飯野川①） 登米総合体育館 小泉公民館 気仙沼市
26 河北地区（大谷地） 豊里運動公園
27 河北地区（二俣、飯野川②） 登米総合体育館
28 雄勝地区 涌谷スタジアム 宮城県大崎合同庁舎 大崎市
29 桃生地区
30 蛇田地区（あけぼの・あけぼの北）
31 蛇田地区（谷地・新谷地前） 涌谷スタジアム 宮城県大崎合同庁舎 大崎市

32
蛇田地区（向陽町・上第２・わか
ば・境谷地）

中新田体育館 加美町

33 蛇田地区（上第１・中埣） 色麻町町民体育館 色麻町
34 蛇田地区（恵み野） 中央公園多目的運動場 利府町
35 蛇田地区（仲） 品井沼農村環境改善センター 松島町
36 蛇田地区（浜江場・裏・福村） 七ヶ浜町中央公民館 七ヶ浜町
37 蛇田地区（沖・のぞみ野） 大和町総合体育館 大和町
38 蛇田地区（東前沼・新下前沼） 大衡村役場 大衡村
39 蛇田地区（丸井戸・新橋） フラップ大郷２１ 大郷町
40 蛇田地区（あゆみ野） 富谷市総合運動公園 富谷市
41 河南地区（和渕） 豊里運動公園 若柳総合体育館 栗原市
42 河南地区（定川・山崎） 登米総合体育館 中田総合体育館 登米市
43 河南地区（駅前） 涌谷スタジアム 涌谷町Ｂ＆Ｇ海洋センター 涌谷町
44 河南地区（根方・黒沢）
45 河南地区（北村）
46 河南地区（しらさぎ台・中埣） 白石市文化体育活動センター 白石市
47 河南地区（山根・沢田・舘・糠塚） 蔵王町ふるさと文化会館 蔵王町
48 河南地区（中山・上谷地） 七ヶ宿町役場 七ヶ宿町
49 河南地区（本町） 川崎町Ｂ＆Ｇ海洋センター 川崎町
50 河南地区（梅木・谷地中） 村田町中央公民館 村田町
51 河南地区（道的・三軒谷地） 大河原町総合体育館 大河原町
52 河南地区（四家・新田町・曽波神） しばたの郷土館 柴田町
53 河南地区（砂押・柏木・新田） 角田市役所 角田市
54 河南地区（町上・町下） 丸森町役場 丸森町

55 豊里地区
迫川防災ステー
ション

米山総合支所

56 津山地区 登米総合体育館 登米総合支所

57 矢本東地域 鷹来の森運動公園
58 大塩地域 南郷体育館

59 矢本西地域

東松島市役所鳴瀬
庁舎・小野市民セ
ンター・小野地区
体育館

60 大曲地域
61 赤井地域 岩沼市総合体育館 岩沼市
62 小野地域 名取市役所 名取市
63 野蒜地域 亘理町役場 亘理町
64 宮戸地域 野蒜市民センター 山元町役場 山元町

65 涌谷町 UPZ －
涌谷地区河川防災
ステーション

涌谷地区河川防災ステーション 涌谷町

66 美里町 UPZ － 南郷体育館 美里町スイミングセンター 美里町

67 南三陸町 UPZ －
南三陸町スポーツ
交流村

登米総合支所 登米市

仙台市泉区
泉総合運動場(体育館)

鷹来の森運動公園

東松島市学校給食
センター

美里町スイミングセンター 美里町

南郷体育館

登米市

仙台市太白区

鷹来の森運動公園

宮城県大崎合同庁舎 大崎市

涌谷スタジアム 宮城県大崎合同庁舎 大崎市

鷹来の森運動公園

中田総合体育館 登米市

豊里運動公園 若柳総合体育館 栗原市

新田東総合運動場

栗原市

登米市

東松島市

UPZ

UPZ

UPZ

準PAZ

女川町

石巻市

登米総合体育館

PAZ

UPZ

PAZ

若柳総合体育館

（参考）地域別リーフレット一覧表 

 


