
令和４年度 島根県原子力防災訓練について 

１． 概要 

島根県地域防災計画（原子力災害対策編）に基づき、防災関係機関相互の連携 

による防災対策の確立及び防災業務関係者の技術習得を目的として開催 

２． 主な訓練項目 

訓練日 訓練項目 

11 月７日

（月） 

① 自治体等の初動対応訓練 

② 実動組織による避難措置等訓練 

③ 緊急時モニタリング訓練 

11 月 12 日

（土） 

① 緊急速報（エリア）メールによる広報訓練 

② 住民避難訓練 

訓練実施自治体 避難先自治体 

松江市 
（八束） 岡山県総社市 

（大野） 飯南町 

出雲市 

（平田・灘分・西田・檜

山・東・伊野・佐香・

久多美・荘原・出東）

市内避難 

安来市 （能義） 岡山県鏡野町 

雲南市 （加茂） 広島県三次市 

③ 避難退域時検査訓練 

３． 参加機関・参加者数（予定） 

約 150 機関 約 3,470 人 

国、２県６市、自衛隊、海上保安庁、各警察本部、各消防本部、地域住民、 

学校、病院、社会福祉施設 ほか

４． 重点項目 

(1) 多様な手段による実動避難 

① バス、自家用車、福祉車両による陸路避難 

② 実動組織の支援による海路・空路の避難手順を確認 

(2) 原子力災害時における避難情報等の情報提供手順の確認 

① 緊急速報メール、広報車、避難ルートマップ等による情報提供の手順確認 

② テレビ、ラジオ等メディアを活用した情報提供の手順確認 

令和４年１１月１日  

島根県防災部原子力安全対策課  小村・山崎 

TEL : 0852-22-5695 

Mail : gen-an@pref.shimane.lg.jp 



資料１ 

令和４年度 原子力防災訓練の各訓練項目 

１１月７日（月） 

2:00 

2:10 

8:40 

9:00 

10:00

11:20

12:00

13:00

14:00

15:00

１１月１２日（土） 

8:30 

12:00

15:00

１１月１５日（火） 社会福祉施設避難措置等訓練を実施 

（障害者支援施設はばたき、障害児入所施設松江学園） 

１１月１９日（土） 病院の避難措置等訓練を実施 

（鹿島病院） 

住民避難措置等訓練 

・船舶による避難（海上保安庁）

・ヘリによる避難（陸上自衛隊）

ＵＰＺ住民の避難措置等訓練 

初動対応訓練 

〔県庁、市役所ほか〕 

〇発電所から通報受信 

〇関係機関への連絡 

緊
急
時
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
訓
練

緊急速報（エリア）メール（松江市、出雲市、安来市、雲南市）

船舶警戒広報訓練 
（海上保安庁） 

道路啓開 
（陸上自衛隊） 

地震発生（松江市で震度６弱）※想定（訓練開始前）

島根原発２号機で警戒事態該当事象発生※想定（訓練開始前） 

学校等避難訓練 
・学校等への連絡 

・学校等からの対応

状況報告 等 

事象スキップ（約１日経過） 

原子力緊急事態宣言 

〇合同対策協議会（TV会議） 

〇県災害対策本部会議 

島根原発２号機で施設敷地事態該当事象発生 

飯南町 

〔松江市〕

大野地区 

市内 
岡山県 

鏡野町 

自家用車等避難

広島県 

三次市 

〔松江市〕

八束地区 

たたらば 

壱番地

岡山県 

総社市 

〔出雲市〕 
平田・灘分・西田・檜山

東・伊野・佐香・久多美

荘原・出東 

〔安来市〕

能義地区 
〔雲南市〕

加茂地区 

たたらば 

壱番地
東部高等技術校 大山 PA 

安来市 

伯太庁舎

バス避難 バス避難 バス避難 バス避難 



資料２－１

訓練日時
想定 

日時 
想定事象 

11

月

７

日

- 2:00 

島根県東部（松江市）で震度６弱の地震（原子炉自動停止）

〔ＡＬ 外的な事象による原子炉施設への影響〕

（原子炉蒸気で駆動する）原子炉給水ポンプ停止 １

- 2:10 

（送電線事故により）外部電源  喪失 ２

（外部電源 喪失により）原子炉給水ポンプ予備機停止 ２

〔ＡＬ２２ 原子炉給水機能の喪失〕 

→ 2:15 頃 警戒事態該当事象発生連絡 

（※）主蒸気隔離弁手動閉止 

原子炉隔離時冷却系により原子炉へ高圧注水 

非常用ディーゼル発電機         起動 

残留熱除去系（Ａ，Ｂ）起動（圧力抑制室冷却モード）

- 2:30 
（アクセスルートの使用不可により） 

高圧発電機車  、可搬型注水設備使用不可 ３

- 6:30 

（故障により）原子炉隔離時冷却系停止 ４

（故障により）高圧原子炉代替注水系使用不可 ４

（※）高圧炉心スプレイ系により原子炉へ高圧注水 

- 7:00 

（故障により）非常用ディーゼル発電機  停止 ５

 （電源  喪失により）残留熱除去系（Ａ）停止 ５

〔ＡＬ２３ 原子炉除熱機能の一部喪失〕

 （電源  喪失により）低圧炉心スプレイ系使用不可 ５

- 7:10 

（ガスタービン発電機   起動失敗により）６

 低圧原子炉代替注水系使用不可 ６

 残留熱代替除去系使用不可 ６

8:35 8:35 

（故障により）非常用ディーゼル発電機   停止 ７

 （電源  喪失により）高圧炉心スプレイ系停止 ７

〔ＳＥ２２ 原子炉注水機能喪失のおそれ〕 

→ 8:40 頃 施設敷地緊急事態該当事象発生連絡 

（※）低圧注水系（残留熱除去系（Ｃ））、残留熱除去系（Ｂ）低圧注

水モードに切替 

逃がし安全弁手動開による原子炉急速減圧 

残留熱除去系（Ｂ，Ｃ）により原子炉へ低圧注水 

残留熱除去系（Ｂ）を圧力抑制室冷却モードに切替

- 11

月

８

日

8:00
（故障により）残留熱除去系（Ｂ）停止 ８

〔ＳＥ２３ 残留熱除去機能の喪失〕

10:35 10:35

（故障により）低圧注水系（残留熱除去系（Ｃ））停止 ９ 

〔ＧＥ２２ 原子炉注水機能の喪失〕 

→ 10:40 頃 全面緊急事態該当事象発生連絡

令和４年度原子力防災訓練 初動対応訓練に係る事象想定の概要 

【島根原子力発電所２号機 事象想定図（11/8_8:30時点）】

11月 7日 2:10 頃 

〔原子炉給水機能の喪失〕 

11 月 7 日 7:00 頃 

〔原子炉除熱機能の一部喪失〕 

11 月 7 日 8:35 頃 

〔原子炉注水機能喪失のおそれ〕 

11 月 8 日 10:35 頃 

〔原子炉注水機能の喪失〕

11 月 8 日 8:00 頃 

〔残留熱除去機能の喪失〕 
８

７

２

５

＜警戒事態該当事象発生時刻＞ ＜施設敷地緊急事態該当事象発生時刻＞ ＜全面緊急事態該当事象発生時刻＞

11月 7日 2:00 頃 

〔外的な事象による 

原子力施設への影響〕 

９

A B H

非常用ディーゼル発電機 

（非常用交流電源） 

逃がし安全弁 

自動減圧系

低圧原子炉代替注水系

熱交換器 

残留熱除去系

低圧注水系

原子炉圧力容器 
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高圧原子炉代替注水系
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原子炉補機冷却系

予備機 

外部電源（交流電源） 

低圧炉心スプレイ系

ＳＡ ガスタービン発電機 

（ＳＡ用交流電源） 

ＳＡ 高圧発電機車 

（ＳＡ用交流電源） 

大量送水車 

残留熱代替除去系

移動式代替熱交換設備 

バッテリー 

（直流電源）

海水

圧力抑制室 

（圧力抑制プール）

低圧原子炉

代替注水槽

①

④
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③
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⑬ 

（※１）本図は、原子炉補器冷却系の中間ループなど、詳細な系統構成は省略している部分がある。 

（※２）事故シナリオは技術的な飛躍を前提に作成している。 
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資料２－２

【避難訓練（ヘリ）】 

（松江市鹿島地区） 

↓ ＜救急車＞（松江消防） 

深田運動公園（臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄ） 

↓ ＜ヘリ＞（陸上自衛隊） 

陸上自衛隊出雲駐屯地（避難先想定）

【病院の避難措置等訓練】 

11/19 実施 

鹿島病院

令和４年度 島根県原子力防災訓練 11/7  位置図  

【船舶警戒広報訓練】

恵曇沖合 

↓ 

御津沖合 

【避難訓練（船舶）】 

（松江市鹿島地区） 

↓ 〈避難車両〉（県） 

御津漁港 

↓ 〈船舶〉（海上保安庁） 

境港（避難先想定）

【道路啓開訓練】 

松江市鹿島支所 

（松江市鹿島地区） 

【PAZ在宅避難行動要支援者の避難誘導訓練】

 （松江市鹿島地区） 

   ↓  〈福祉車両〉（中国電力） 

 特別養護老人ホームあとむ苑 

 （放射線防護対策施設） 

【初動対応訓練】 

島根県庁等 

【社会福祉施設の避難措置等訓練】

11/15 実施 

障害者支援施設はばたき 

障害児入所施設松江学園 

※取材不可 



資料２－２

三次市へ

【避難訓練】 

（雲南市加茂地区） 

↓ 

 避難退域時検査：たたらば壱番地 

↓ 

避難経由所：みよし運動公園 

↓ 

避難所：酒屋体育館

令和 4年度 島根県原子力防災訓練 11/12 位置図 

東部高等技術校 

飯南町へ

鏡野町へ

【避難訓練】 

（出雲市 平田・灘分・西田・檜山・東・

伊野・佐香・久多美・荘原・出東地区）

↓ 

 避難退域時検査：東部高等技術校 

避難経由所  ：東部高等技術校 

        ↓ 

避難所：神西小学校 

【避難訓練】 

（安来市能義地区） 

↓

避難退域時検査：安来市伯太庁舎 

↓ 

避難経由所：鏡野町文化スポーツセンター

↓ 

避難所：上齋原文化センター 

【新型コロナウイルス 

感染症検査等手順確認】 

中山間地域研究センター 

たたらば壱番地

総社市へ

安来市伯太庁舎 

【避難訓練】 

（松江市八束地区） 

↓

避難退域時検査：大山PA

↓

避難経由所：武道館 

避難所：武道館

【避難訓練】 

（松江市大野地区） 

↓

避難退域時検査：たたらば壱番地

↓

避難経由所：道の駅赤来高原 

↓

避難所：赤名農村環境改善センター

神西小学校

大山ＰＡ



令 和 ４ 年 11 月 1 日

島 根 県 原 子 力 安 全 対 策 課

11月7日（月）実施分
（１）県初動対応訓練 〔資料４〕 会場：島根県庁【松江市殿町1番地】

8:40 ～ 原災法第10条事象発生報告（原子力安全対策課長） 県庁６階　原子力安全対策課　課長席

・部内対応方針協議 県庁６階　６０２会議室

9:05 ～ ・地震による避難ルートの被災状況等を確認

10:40 ～ 原災法第15条事象発生報告（原子力安全対策課長）

・部内対応方針協議 県庁６階　６０２会議室

緊急事態宣言発出・第1回原子力災害合同対策協議会
第４回災害対策本部会議

プレス対応者 　
原子力安全対策課 小村室長

（２）松江市初動対応訓練〔資料５〕 会場：松江市役所【松江市末次町86】

8:40 ・原災法第10条通報（原子力安全対策課長）

9:00 ～ 9:02 ・市災害対策本部会議開催決定(防災部長が市長・副市長に進言、市長が開催を決定） 市役所本館２階　市長室

9:20 ～ 10:00 ・第３回災害対策本部会議

10:40 ・原災法第15条通報（原子力安全対策課長）

プレス対応者 　
防災部原子力安全対策課 成瀬課長

（３）PAZの在宅避難行動要支援者の避難誘導訓練（鹿島地区）〔資料６－１、６－２、６－３〕

10:40 ～ 11:00 鹿島支所現地災害対策本部会議

（住民広報実施）

11:00 ～ 12:00 在宅避難行動要支援者の福祉車両による避難誘導訓練 松江市鹿島町内（佐太、片句地区）

13:00 ～ 13:30 避難計画の説明、市長挨拶、福祉車両の見学

プレス対応者 　
防災部原子力安全対策課 成瀬課長

（４）出雲市初動対応訓練〔資料７〕 会場：出雲市役所【出雲市今市町70】

8:40 原災法第１0条報告（防災安全課）
・施設敷地緊急事態発生報告
　市災害対策本部会議開催決定（防災安全部長が市長・副市長に進言し、市長が開催決定）
　※本部員の参集及び本部会議は省略

10:40 原災法第１５条報告（防災安全課） 市役所３Ｆ　防災安全課
・全面緊急事態発生報告
　市災害対策本部会議開催決定（防災安全部長が市長・副市長に進言し、市長が開催決定）
　本部員招集

11:00 ～ ・第３回市災害対策本部会議開催
11:20 ～ ・原子力緊急事態宣言発出　※市災害対策本部会議中

・第１回原子力災害合同対策協議会（ＴＶ会議）開催　※市災害対策本部会議中

～TV会議終了後、市災害対策本部会議再開

11:50 本部会議終了

プレス対応者 　
防災安全課原子力防災室 角室長

（５）安来市初動対応訓練〔資料８－１、８－２〕 会場：安来市役所【安来市安来町878-2】

8:40 ・原災法第１０条通報

8:50 ・施設敷地緊急事態発生報告（総務部長から市長へ報告）

10:00 ～ ・第３回災害対策本部会議

10:40 ・原災法第15条通報（第３回災害対策本部会議開催中）

11:20 ・原子力緊急事態宣言

・第１回原子力災害合同対策協議会開催 市役所３F　防災対策室（TV会議にて参加）

プレス対応者 　
総務部 野坂次長

鹿島支所２階大会議室（松江市鹿島町佐陀本郷640-1）

松江市 当日連絡先　0852-55-5615 訓練中は訓練参加のため取材対応不可の場合あり

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容

市役所西棟５階　防災センター

市役所西棟５階　原子力安全対策課　課長席

松江市 当日連絡先　0852-55-5615 訓練中は訓練参加のため取材対応不可の場合あり

会場：松江市鹿島支所【松江市鹿島町佐陀本郷640-1】ほか

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所

鹿島支所２階大会議室（松江市鹿島町佐陀本郷640-1）

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所

市役所西棟５階　原子力安全対策課　課長席

令和４年度島根県原子力防災訓練の取材関連資料(取材ポイント)

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所

県庁６階　原子力安全対策課　課長席

県庁６階　原子力安全対策課，６０２会議室

県庁６階　講堂11:20 ～ 12:00

訓練中は訓練参加のため取材対応不可の場合あり島根県 当日連絡先　0852-22-5695

場　　　　所

市役所３F　防災安全課
市役所３F　市長室（秘書課）

市役所３F　市長室（秘書課）

市役所３F　災害対策本部（庁議室）
市役所３F　災害対策本部（庁議室）

市役所３F　災害対策本部（庁議室）

市役所３F　災害対策本部（庁議室）

市役所３F　防災対策室

市役所３F　防災対策室

市役所３F　防災対策室（TV会議内にて視聴）

安来市 当日連絡先　0854－23－3170 訓練中は、訓練参加のため取材対応不可の場合あり

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所

市役所３F　防災課執務室

市役所３F　市長室

出雲市 当日連絡先　0853-21-6211 訓練中は訓練参加のため取材対応不可の場合あり

資料３



（６）雲南市初動対応訓練 会場：雲南市役所【雲南市木次町里方521-1】

8:40 ・原災法第10条事象発生報告（【SE】施設敷地緊急事態） 市役所３階　防災安全課 執務室

・雲南市災害対策本部会議（想定） 市役所３階　災害対策本部室（301会議室）

10:40 ・原災法第15条事象発生報告（【GE】全面緊急事態） 市役所３階　防災安全課 執務室
　市長への状況報告、対策本部開催決定

11:00 ・雲南市災害対策本部会議 市役所３階　災害対策本部室（301会議室）

11:20 ・緊急事態宣言 市役所３階　災害対策本部室（301会議室）

11:25 ・原子力災害合同対策協議会 市役所３階　災害対策本部室（301会議室）

12:00 ・雲南市災害対策本部会議 終了 市役所３階　災害対策本部室（301会議室）

プレス対応者 　
防災部原子力防災対策室 中村室長

（７）緊急時モニタリング訓練（緊急時モニタリングセンター）〔資料９〕 会場：島根県原子力環境センター【松江市西浜佐陀町582-1】 他

（１）初動対応訓練
8:40 ～ ・県モニタリング本部立上 原子力環境センター

（順次、モニタリング要員参集）

9:30 ～ ・原子力環境センターでのＥＭＣ立上準備活動（車両養生、測定器養生等） 原子力環境センター

10:00 ～ （２）モニタリング実動訓練
①活動指示書交付により屋外モニタリング活動開始
・走行サーベイ（防護服着用） 原子力環境センターより出発
基準値超過の有無を把握するためＵＰＺ内を走行

・環境試料採取（防護服着用）
大気中放射性ヨウ素、土壌、葉菜、環境水について各チーム出動

　　　（※試料採取地点等は、別添資料のとおり）
②環境試料測定
・大気中放射性ヨウ素、土壌、葉菜、環境水の模擬試料の放射能分析を実施 原子力環境センター

（試料採取訓練と平行して実施）
12:30 ・屋外活動からの要員帰還により、訓練終了

プレス対応者 　
原子力環境センター 松尾センター長
0852-36-4300

（８）実動組織による避難措置等訓練（松江市鹿島町）〔資料１０－１、１０－２、１０－３〕

船舶警戒広報訓練
12:30 ～ ・海上保安庁巡視船（おき）による船舶に対する退避広報等を実施 御津海上沖合～恵曇海上沖合

船舶避難訓練

13:30 ～ ・海上保安庁巡視船から御津漁港岸壁に向けて搭載艇を派遣 御津海上沖合

14:00 ～ ・搭載艇御津漁港岸壁　着 御津漁港
・住民（模擬）が乗船・出発
・搭載艇が巡視船へ向け御津漁港　発　
　（巡視船へ乗込後、模擬避難先へ航行開始） 御津海上沖合

道路啓開訓練
14:30 ～ ・陸上自衛隊の油圧ショベルによる道路啓開 松江市鹿島支所（松江市鹿島町佐陀本郷６４０）

空路による避難訓練
15:10 ～ ・自衛隊ヘリ、避難車両到着 深田運動公園野球場

　到着後、自衛隊ヘリに避難者（模擬）搭乗

・自衛隊ヘリ離陸

　（訓練当日は模擬避難先への搬送）

15:30 頃 訓練終了

プレス対応者 　
原子力安全対策課 小村室長

◎取材にあたっての注意事項
　・安全管理上の観点から、指定している場所以外での撮影・取材はご遠慮ください。
　・訓練中は、参加者への取材はご遠慮ください。

留意事項
① 感染症対策のため、体調が優れない方は取材をご遠慮ください。

また、取材中のマスク着用をお願いします。取材会場によっては、受付等で検温させていただく場合がありますのでご協力ください。

② 訓練中は、訓練参加者に直接話しかけないでください。（インタビューは訓練進行の妨げにならないよう、休憩中などにお願いします。）

③ 訓練実施の妨げになる位置での取材はご遠慮ください。（現場で立入を制限する場合がありますので、職員の指示に従ってください。）

④ プレス対応者（訓練項目ごとのプレス対応者は別途記載。）

訓練全体に関する問い合わせ 島根県 原子力安全対策課 0852-22-5695

⑤ 取材時は、各社の腕章を付けてください。

⑥ 予定時刻を記載していますが、当日変更になることや多少の変動があることはあらかじめご承知ください。

災害の発生又は発生のおそれがある場合、また、天候の状況により中止する場合があります。

※当日中止する場合の連絡は、午前６時頃に島根県原子力安全対策課ＨＰに中止情報を掲示します。また、報道各社に島根県広聴広報課課を通じて連絡します。

⑦ 取材車両の駐車について、訓練に支障となる場所には駐車しないでください。各訓練での駐車場所については、別添の各訓練項目別の資料を参照ください。

島根支所（環境水試料回収のみ）、八雲支所、一の原バス停北

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所

雲南市 当日連絡先　0854-40-1027 訓練中は訓練参加のため取材対応不可の場合あり

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所

島根県 当日連絡先　080 - 8246 - 9669

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所

島根県 原子力安全対策課　小村原子力防災対策室長 携帯電話　080 - 8246 - 9669 訓練中は訓練参加のため取材対応不可の場合あり

所　属 対応者 連絡先 備　考

島根県 当日連絡先　080-2933-6589　 訓練中は訓練参加のため取材対応不可



11月12日（土）実施分

（９）緊急速報（エリア）メールによる広報訓練

8:30 頃 緊急速報（エリア）メールによる広報

　該当地区への避難指示 松江市、出雲市、安来市、雲南市の市内全域

お問い合わせ先 　
原子力安全対策課

（10）住民の広域避難訓練（松江市大野地区）

8:00 ～ 8:20 大野地区災害対策本部会議 松江市大野公民館(松江市上大野町1855-1）

8:30 ～ 8:50 住民広報実施
8:30 ～ 自家用車避難開始

一時集結所の住民参集
一時集結所出発（バスによる広域避難）

9:20 ～ 10:00

9:50 ～ 10:30

10:45 ～ 11:15

11：10頃 避難経由所運営訓練・避難所への誘導 道の駅赤来高原（飯石郡飯南町下赤名880-3）

11:20頃 避難所到着 赤名農村環境改善センター（飯石郡飯南町下赤名862）

11:20 ～ 避難所受付、避難所運営訓練、島根県知事挨拶、昼食休憩

13:00 ～ 13:15 飯南町長・松江市副市長挨拶

13:15 終了

13:15頃 ～ 13:25頃大野地区自治協会会長、松江市副市長ぶら下がり

プレス対応者 　
防災部原子力安全対策課 成瀬課長

　　◎ 取材される場合

（11）住民の広域避難訓練（松江市八束地区）

8:00 ～ 8:20 八束支所災害対策本部会議 松江市八束支所(松江市八束町波入2060）

8:30 ～ 8:50 住民広報実施
8:30 ～ 一時集結所の住民参集

一時集結所出発（バスによる広域避難）

9:50 ～ 10:00

11：55頃 避難経由所運営訓練・避難所への誘導 総社市武道館（岡山県総社市真壁423-1）

12：00頃 避難所到着 総社市武道館（岡山県総社市真壁423-1）

12:10 ～ 12:30 避難所受付、避難所運営訓練（避難所運営協議）

12:30 ～ 13:00 昼食休憩

13:00 ～ 13:15 総社市長・島根県・松江市長挨拶

13:15 ～ 14:00頃講演 ①中国電力（株）「島根原子力発電所について」

②松江市「松江市原子力災害広域避難計画について」

14:00頃 終了

14:00頃 ～ 14:10頃八束自治会連合会会長、松江市長ぶら下がり

プレス対応者 　
防災部原子力安全対策課 成瀬課長

　　◎ 取材される場合

・大山ＰＡでの取材に当たっては、資料14「大山パーキングエリア」を参照ください。

・車両は関係者駐車場に駐車願います。（職員が誘導します。）
＜施設内＞武道（素足）で使用するため、必ず次のことを遵守願います。
①床に一切の傷をつけないよう細心の注意を払って、カメラや三脚などの機材を床に直接置かず、養生をするなど対策を講じた上で取材すること。
②会場内のシートを敷いている箇所についても、養生を行って取材すること。

・避難車両への同乗による取材はできません。
・松江市八束支所では施設西側の駐車場をご利用ください。（施設北側(体育館側)駐車場は利用できません）

・避難所(総社市武道館)での取材に当たっては、必ず次のことを遵守願います。
　＜駐車場＞
　・避難車両到着時刻前後での駐車場での出入庫はご遠慮ください。

米子自動車道⇒中国自動車道⇒岡山自動車道（岡山総社IC）⇒国道180号⇒〈岡山県総社市内〉

総社市武道館（岡山県総社市真壁423-1）

総社市武道館（岡山県総社市真壁423-1）

松江市 当日連絡先　090-2000-7618 訓練中は訓練参加のため取材対応不可の場合あり

八束地区一時集結所：
　　松江市八束支所駐車場(松江市八束町波入2060）

江島大橋⇒国道431号⇒米子自動車道⇒〈鳥取県西伯郡伯耆町内〉

避難退域時検査 米子自動車道大山ＰＡ（鳥取県西伯郡伯耆町久古）

・車両は赤名農村環境改善センター(関係者駐車場)に駐車願います。（職員が誘導します。）

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所
〈松江市内〉

・避難車両への同乗による取材はできません。
・松江市大野公民館・大野小学校での取材に当たっては、JAしまね 大野店駐車場をご利用ください。
・避難経由所・避難所での取材に当たっては、必ず次のことを遵守願います。
　＜駐車場＞
　・避難車両到着時刻前後での駐車場での出入庫はご遠慮ください。

赤名農村環境改善センター（飯石郡飯南町下赤名862）

松江市 当日連絡先　090-2000-7618 訓練中は訓練参加のため取材対応不可の場合あり

避難退域時検査（バス） 同上

県道38号⇒国道54号⇒〈飯石郡飯南町内〉

感染症検査・支援ポイント・流水除染 島根県中山間地域研究センター（飯石郡飯南町上来島1207）

〈松江市内〉

模擬住宅（松江市大野公民館）
大野地区一時集結所：
　　松江市立大野小学校（松江市大野町1826）

国道431号⇒県道23号線⇒県道243号線⇒県道335号道線⇒宍道インター線⇒山陰道（宍道IC）⇒松江自動車道（雲南吉田IC）⇒　〈雲南市吉田町内〉

避難退域時検査（自家用車） 道の駅たたらば壱番地（雲南市吉田町吉田4738-31）

国道54号⇒〈飯石郡飯南町内〉

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所

当日連絡先　0852-22-5668 メール発信を行う場面の取材は出来ません

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所

配信地域

島根県



（12）住民の避難措置等訓練（出雲市平田、灘分、西田、檜山、東、伊野、佐香、久多美、荘原、出東地区）　〔資料１１〕

8:30 ・住民広報開始（防災行政無線、緊急速報（エリア）メール、市広報車等による避難呼びかけ）

8:50 ・一時集結所集合 　　平田、灘分、西田、檜山、東、
・安定ヨウ素剤緊急配布訓練 　　伊野、佐香、久多美、荘原、出東地区コミュニティセンター

9:00 ～ ・一時集結所出発

9:30 ～ ・避難退域時検査場・避難経由所到着 県立東部高等技術校（出雲市長浜町）
・避難退域時検査訓練
・避難経由所訓練

10:50 ～ ・避難所到着 市立神西小学校（出雲市神西沖町）
・避難所運営訓練
・市長あいさつ

11:30 ・訓練終了

プレス対応者 　
防災安全課 角室長

　　◎ 取材される場合
　　　・資料１１に記載の注意事項を遵守願います。

（13）住民の避難措置等訓練（安来市能義地区）　〔資料１２ー１、１２－２、１２－３〕

8:30 ・緊急速報メール配信
　行政告知放送による避難指示 　能義地区

8:30 ～ 9:00 ・一時集結所集合 　安来市立能義小学校
　安定ヨウ素剤緊急配布訓練
　避難バス乗車手順確認

9:20 ～ 9:40 ・避難退域時検査場所到着 　安来市役所伯太庁舎
　避難退域時検査

11:05 ～ 11:15 ・休憩 　蒜山高原SA（上り）

12:00 ～ 12:30 ・避難経由所到着 　鏡野町文化スポーツセンター（岡山県苫田郡鏡野町竹田）

13:00 ～ 13:15 ・避難所到着 　上齋原文化センター（岡山県苫田郡鏡野町上齋原）
　避難所受付手順確認

13:15 ～ 14:00 ・昼食休憩
　避難者名簿作成

14:00 ～ 14:30 ・島根県、安来市、鏡野町あいさつ
　町勢紹介など

14:30 ～ 15:00 ・原子力防災講演会

15:15 ～ ・避難所出発

プレス対応者 　
総務部 野坂次長

0854-23-3170

（14）住民の避難措置等訓練（雲南市加茂地区）　〔資料１３〕

8:30 ・住民広報（一時移転指示、緊急速報(エリア)メール、防災無線及び広報車両）

9:00 ～ 10:00 ・一時集結所（加茂健康福祉センターかもてらす）集合
　安定ヨウ素剤緊急配布訓練

10:00 ・一時集結所出発

10:30 ～ 11:00 ・避難退域時検査場所（道の駅たたらば壱番地）着 【雲南市吉田町吉田4378-31】 別紙経路図②

　避難退域時検査（車両・住民検査、簡易除染体験）

11:00 ・避難退域時検査場所出発

12:00 ～ 12:25 ・避難経由所（みよし運動公園）着 【三次市東酒屋町10493】 別紙経路図③
　避難経由所運営訓練

12:25 ・避難経由所出発

12:30 ～ 13:00 ・避難所（酒屋体育館）着 【三次市東酒屋町306-60】 別紙経路図④
　避難所運営訓練

13:00 ～ 13:30 ・昼食休憩

13:30 ～ 14:00 ・三次市勢説明
・三次市、島根県、雲南市あいさつ

14:00 ～ 14:30 ・住民学習会

14:30 ・訓練終了

プレス対応者 　
防災部原子力防災対策室 中村室長

0854-40-1027

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所

安来市 当日連絡先　080-8981-0977（公用携帯電話）訓練中は、訓練参加のため取材対応不可の場合あり

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所

出雲市 当日連絡先　0853-21-6211 訓練中は訓練参加のため取材対応不可の場合あり

平田、灘分、西田、檜山、東、伊野、佐香、久多美、荘原、出東地区

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所

加茂町

【雲南市加茂町宇治328】 別紙経路図①

雲南市 当日連絡先　090-4802-2615 訓練中は訓練参加のため取材対応不可の場合あり



（15）避難退域時検査訓練（松江市及び雲南市住民）　〔資料１４〕

9:20 ～ ・自家用車・バス車両検査・住民検査・除染
　自家用車・バス車両検査、検査説明及び代表者等の住民検査 道の駅　たたらば壱番地
　ゲートモニターによる車両検査 【雲南市吉田町吉田　４３７８－３１】

11:00 訓練終了

プレス対応者 　
原子力安全対策課 小村室長
0852-22-6058

　　◎ 取材される場合
　　　・会場に駐車場はありません。
　　　・会場へは吉田総合センター（雲南市吉田町吉田１０６６）から発着する往復バスを利用ください。（詳細は資料14を参照）
　　　・一般の利用者も多く利用されるため、訓練実施エリア以外での取材はご遠慮ください。

（16）その他要素訓練　〔資料１５〕 会場：中山間地域研究センター【飯石郡飯南町上来島1207】

10:45 ～ 感染症検査の手順確認訓練
・感染が疑われる者（模擬）に対するドライブスルー方式の抗原検査
・結果通知とその後の行動に関する説明

10:55 ～ 自衛隊による流水除染
・車両流水除染の実施及び除染水の回収
・住民に対して車両流水除染の説明

11:10 ～ 支援ポイント展開の試行実施
　　・支援ポイントにおけるブース開設
　　・住民に対する情報提供の実施

11:15 終了

プレス対応者 　
原子力安全対策課 福島企画員
雲南保健所 梶浦所長

留意事項
① 感染症対策のため、体調が優れない方は取材をご遠慮ください。

また、取材中のマスク着用をお願いします。取材会場によっては、受付等で検温させていただく場合がありますのでご協力ください。

② 訓練中は、訓練参加者に直接話しかけないでください。（インタビューは訓練進行の妨げにならないよう、休憩中などにお願いします。）

③ 訓練実施の妨げになる位置での取材はご遠慮ください。（現場で立入を制限する場合がありますので、職員の指示に従ってください。）

④ 避難車両への同乗による取材はできません。

⑤ プレス対応者（訓練項目ごとのプレス対応者は別途記載。）

訓練全体に関する問い合わせ 島根県 原子力安全対策課 0852-22-5695

⑥ 取材時は、各社の腕章を付けてください。

⑦ 予定時刻を記載していますが、当日変更になることや多少の変動があることはあらかじめご承知ください。

災害の発生又は発生のおそれがある場合、また、天候の状況により中止する場合があります。

※当日中止する場合の連絡は、島根県原子力安全対策課ＨＰに中止情報を掲示します。また、報道各社に島根県広聴広報課課を通じて連絡します。

⑧ 取材車両の駐車について、訓練に支障となる場所には駐車しないでください。各訓練での駐車場所については、別添の各訓練項目別の資料を参照ください。

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所

島根県 原子力安全対策課　小村原子力防災対策室長 携帯電話　080 - 8246 - 9669 訓練中は訓練参加のため取材対応不可の場合あり

島根県 当日連絡先　080-8246-9669 訓練中は訓練参加のため取材対応不可の場合あり

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所

中山間地域研究センター

島根県 当日連絡先　080-2909-5836 訓練中は訓練参加のため取材対応不可の場合あり

島根県 当日連絡先　080-6242-5498 感染症検査（技術的事項）について

所　属 対応者 連絡先 備　考



11月19日（土）実施分

（17）ＰＡＺ圏内：医療機関（鹿島病院）の避難等訓練　〔資料１６〕 会場：鹿島病院【松江市鹿島町名分２４３－１】

9:00 ～ 災害対策本部設置訓練

9:10 ～ 屋内退避訓練
　陽圧化に必要な設備の設置 １階右手通路（取材不可）
　物資搬入

9:50 ～ 入院患者避難調整訓練 １階リハビリ室（取材不可）

10:30 ～ 屋内退避訓練
　陽圧化に必要な設備の稼働 １階右手通路（取材不可）

10:50 ～ 避難誘導訓練
　避難車両への誘導の手順確認 １階北側非常口

11:10 終了

プレス対応者 　
医療政策課 細木グループリーダー
0852-22-5637

　　◎ 取材される場合

　　　　・避難誘導訓練は、１階北側非常口を屋外から取材できる範囲でお願いします。
　　　　・訓練終了後、１階北側非常口付近にて、病院、県合同で取材を受けます。

訓練中は取材対応不可の可能性あり島根県 当日連絡先　090-2009-8527

　　　　・診療、見舞客の訪問等があるため、撮影等に関してプライバシーの保護に配慮をお願いします。

　　　　・病院屋内での取材及び見学は、新型コロナウイルス感染症対策のため不可とします。

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所

１階リハビリ室（取材不可）



時刻 通報・会議等 イベント 場所

 11/7
　① 8:40 原災法第10条通報 課長より対応指示 原子力安全対策課内

（ＳＥ２２：原子炉注水機能喪失のおそれ） （状況確認、避難調整等）

部内対応方針協議 602会議室

（対策本部（原子力）の設置等）

被災状況の確認 602会議室

（避難ルートの変更等）

　② 10:40 原災法第15条通報 課長より対応指示 原子力安全対策課内

（ＧＥ２２：原子炉注水機能喪失） （状況確認、避難調整等）

部内対応方針協議 602会議室

（災害対策本部会議の開催等）

　③ 11:20 原子力緊急事態宣言 講堂

※TV会議

第１回原子力災害合同対策協議会 事故の状況を報告 ※講堂よりＴＶ会議で参加

各自治体の対応状況を報告

≪※会議開始：原子力緊急事態宣言終了後≫

＜知事出席＞

第４回災害対策本部会議 事故の状況、避難等の実施状況を報告 講堂

全面緊急事態における防護措置の方針を確認

各部局の対応状況を報告

≪※会議開始：第1回原子力災害合同対策協議会終了後≫

≪※会議終了12:00目途≫ ＜知事、各部局長出席＞

令和４年度島根県原子力防災訓練（初動対応訓練）　イベントリスト　

　　【会場図】

資料４

講堂

防災

部長室

取材可能エリア

602会議室

県庁

６ Ｆ

原子力安全対策課

受付

※受付において、氏名・連絡先の記入や、

検温・手指消毒にご協力ください。

モ
ニ
タ
ー

モニター



令和４年度松江市原子力防災訓練 初動対応訓練

受 付

市役所西棟５階 防災センター

※受付において、氏名・連絡先の記入や、
感染防止対策のため、検温・手指消毒を行います。

防災危機管理課
原子力安全対策課

防災
部長室

資料５



GeoTechnologies, Inc.
許諾番号 PL1702

令和4年度松江市原子力防災訓練 支所災害対策本部運営訓練（鹿島地区）

鹿島支所

資料６－１

※東側２列が関係者
駐車場です。
（他の場所への駐車
はご遠慮ください）



 日 時 ： 令和４年１１月７日（月）
 対 象 ： 御津地区、佐太地区、手結地区、片句地区

福祉車両による避難誘導訓練：11：00～12：00

令和４年度松江市原子力防災訓練
PAZの在宅避難行動要支援者の避難誘導訓練スケジュール

参加地区 住民参加者数 訓練内容

避難することでかえって健康リスクが高まる方は安全に避
難ができる準備が整うまで、放射線防護対策施設で屋内退
避することになっています。
 本訓練では、自宅から放射線防護対策施設まで福祉車両
を使用して搬送する訓練を行います。

佐太 ２名

片句 ２名

資料６－２



在宅避難行動要支援者の福祉車両による避難誘導訓練【片句】

航空写真（片句地区）

留意事項
・訓練中は参加者への取材等を控えて下さい。
・撮影される場合は、近隣の住宅や駐車車両等に配慮をお願いします。
・視察場所には車両の駐車場所がないため、左図の「報道駐車場所」に車両
を止め、紫色の矢印ルートを通ってお越し下さい。
なお、地区内では法面工事が行われているためご注意下さい。
・また、視察される方は通行車両や近隣住民の生活の妨げにならないようご
注意下さい。

訓練の流れ
・支援者を乗せた福祉車両が鹿島支所を出発（11：00頃） 。
・片句地区の要支援者宅に到着後、支援者が要支援者の自宅
から車両までの移動を支援。
・車両乗車後、放射線防護対策施設に搬送を行う。
※広域避難を行うことでかえって健康リスクが高まる状態の方は、近傍の放射線防護
対策施設で安全に避難ができる準備が整うまで待機することとしています。

航空写真（訓練実施場所）

資料６－３

拡大図参照

報道駐車場所
片句漁業会館

工事中
車両通行止め

拡大図

凡 例
：車椅子動線
：車両動線
：報道動線
：視察場所



在宅避難行動要支援者の福祉車両による避難誘導訓練【佐太】

訓練の流れ
・支援者を乗せた福祉車両が鹿島支所を出発（11：00頃）。
・佐太地区の要支援者宅に到着後、支援者が要支援者の自宅
から車両までの移動を支援。
・車両乗車後、放射線防護対策施設に搬送を行う。
※広域避難を行うことでかえって健康リスクが高まる状態の方は、近傍の放射線防護
対策施設で安全に避難ができる準備が整うまで待機することとしています。

留意事項
・訓練中は参加者への取材等を控えて下さい。
・撮影される場合は、近隣の住宅や駐車車両等に配慮をお願いします。
・訓練実施場所には車両の駐車場所がないため、鹿島文化ホール駐車場に車
を止め、紫色の矢印ルートを通ってお越し下さい。
なお、視察される方は通行車両や近隣住民の生活の妨げにならないようご
注意下さい。

拡大図

周辺地図（佐太地区） 航空写真（訓練実施場所）

資料６－３

拡大図参照

報道関係者等駐車場所
鹿島文化ホール駐車場

駐車可能時間
10：30～12：00

鹿島文化
ホール

鹿島支所

凡 例
：車椅子動線
：車両動線
：報道動線
：視察場所

「出典：国土地理院地図を一部加工」



令和4年度島根県原子力防災訓練 初動対応等訓練（令和４年１１月７日）
実施場所：市役所本庁舎３階（防災安全課、庁議室）

・情報伝達訓練
・広報活動訓練

・災害対策本部運営訓練
・TV会議システムによる情報共有

報道受付

資料７



令和4年度安来市原子力防災訓練 初動対応訓練

安来市役所安来庁舎３階 防災対策室

報道関係者席 検温・消毒

※入口にて検温・手指消毒を行い、報道関係者席にて

受付（氏名・連絡先記入）を行ってください。

資料８



安来市 駐車位置図 

安来市役所安来庁舎

関係者駐車場

11月 7日はこちら
へ駐車してくださ

い。

資料８－２



R04緊急時モニタリング訓練
試料採取候補（案）

①走行サーベイ（安来ルート）

②走行サーベイ（八束ルート）

④ダスト・土壌・葉菜の採取
（松江市八雲支所）

⑤土壌・葉菜の採取
（一の原バス停北）

③水道水試料の受取
（島根支所）

資料９







GeoTechnologies, Inc.
許諾番号 PL1702

御津漁港岸壁周辺図

船舶避難訓練

模擬住民
（車両）

関係者等
駐車スペース

※駐車に当たっては
他の利用者への配慮
をお願いします

資料１０－１



GeoTechnologies, Inc.
許諾番号 PL1702

松江市鹿島支所周辺図

松江市鹿島支所

鹿島文化ホール

道路啓開訓練

鹿島文化ホール北側駐車場

※東側２列が関係者
駐車場です。
（他の場所への駐車
はご遠慮ください）

資料１０－２



GeoTechnologies, Inc.
許諾番号 PL1702

空路避難訓練

深田運動公園野球場周辺図

関係者
駐車場
※他の場所への
駐車はご遠慮
ください 一方通行

（注意事項）
安全管理上の観点から、
グラウンド内への立ち入りは
できません

ヘリ離着陸
予定場所

模擬住民
引継予定
場所

スタンド内
出入口

救急車

資料１０－３



資料１１

１．避難ルート 

（荘原コミュニティセンター ⇒ 県立東部高等技術校 ⇒ 市立神西小学校） 

２．荘原ＣＣ 

 荘原 CC（一時集結所）は、別行事があるため取材不可 

３．県立東部高等技術校 

 取材車両は下図のとおり出入口から入場し、黄枠線内の区画へ駐車してください。 
 なお、9:10 以降訓練関係車両が出入りしますので、原則 9:10 までに入場をお済ませください。 
 ※出入口付近で避難経由所訓練を実施するため、10:10～10:50 の間は車両の出入禁止です。 
 ※体育館内を取材される際は使い捨てスリッパを着用してください。（会場で配布します。） 
※体育館内の床等に傷をつけることがないようご注意をお願いします。 

荘原ＣＣ

神西小

報道関係者 
駐車場 出入口

住民説明（避難退域時検査） 

検
査
済
証
交
付 

検
査
済
証
交
付 

バ
ス
駐
車
場 

タイヤ
部検査 

ワイパー
部検査 

避難
経由所
訓練 

【凡例】
・実線矢印：車両動線 
・緑色矢印：検査前動線 
・青色矢印：基準値以下動線 
・  ：車両用ゲート型モニタ



資料１１

４．神西小学校 

市立神西小学校では、車両は神西小学校の駐車場に駐車してください。 
区画に限りがあるため、乗り合わせでお願いします。 
※校庭には乗り入れないでください。 



令和４年度　島根県原子力防災訓練（安来市訓練）

住民避難訓練（県外避難）　　避難ルート（全体）

市道沢田頼線⇒県道102号米子広瀬線⇒県道9号安来伯太日南線⇒県道1号溝口伯太線⇒国道180号⇒国
道181号⇒米子自動車道（江府IC）⇒中国自動車道（院庄IC）⇒国道179号

資料１２－１

GeoTechnologies, Inc.
許諾番号：PL1702



令和４年度　島根県原子力防災訓練（安来市訓練）

住民避難訓練（県外避難）　　避難ルート（能義小学校→伯太庁舎）

資料１２－２

GeoTechnologies, Inc.
許諾番号：PL1702

GeoTechnologies, Inc.
許諾番号：PL1702



令和４年度　島根県原子力防災訓練（安来市訓練）

住民避難訓練（県外避難）　　避難ルート（鏡野町文化スポーツセンター→上齋原文化センター）

資料１２－３

GeoTechnologies, Inc.
許諾番号：PL1702



●

松江自動車道
三刀屋木次IC

●

●

道の駅
たたらば壱番地

加茂健康福祉センター
かもてらす

●

中国自動車道
三次ＩＣ

●

●

みよし運動公園
駐車場

酒屋体育館

令和４年度島根県原子力防災訓練

住民避難措置等訓練（広域避難）経路図【雲南市加茂地区】

①かもてらす
⇒　国道５４号
⇒　松江自動車道（三刀屋木次）IC

②道の駅たたらば壱番地
⇒　松江自動車道（雲南吉田）IC
⇒　中国自動車道（三次）IC
⇒　国道号375

③みよし運動公園
⇒　国道号375

④酒屋体育館

①

②

③

④
【避難経路】

資料１３



道の駅たたらば壱番地

場所１

横断エリア

確認検査
・簡易除染

【凡例】
・実線矢印 車両動線
・点線矢印 人動線
・緑色矢印 検査前動線
・赤色矢印 基準値超過動線
・青色矢印 基準値以下動線
・黄色背景 活動エリア等
・  車両用ゲート型モニタ

場所２【取材頂く際の注意事項】
○会場には駐車場がありません。会場へは
吉田総合センター⇔たたらば壱番地の往復
バスが出ますのでこちらをご利用ください。
（詳細は次ページ）

○会場は一般の利用者も多く利用されます。
黄色枠で囲んだ活動エリア以外での取材は
ご遠慮ください。

○訓練参加者の通行の妨げにならないよう
お願いします。

○9:00-11:10は動線上を車両が通行し
ますので、取材される際は、車両の往来がな
いか必ずご確認ください。
（特に9:15-9:40は多くの車両が通行し
ます）

駐車不可

駐車不可

乗降場所
②

乗降場所
①

資料１４



報道関係者駐車場（吉田総合センター） 【留意事項】
駐車台数が限られております。１社１台でのご来場に
ご協力ください。

出発時刻にこちら
でお声がけします
ので、ご乗車くだ

さい。

駐車不可

【運行ダイヤ】

黄色枠が
駐車可能箇所

※便によってたたらば
壱番地での乗車場所が
異なりますのでご注意
をお願いします。
（乗降場所①、②の場
所は前ページ参照）



大山パーキングエリア

一般利用者が利用するため、駐車不可
（この区画にいったん駐車後、ＰＡ内のＥＴＣを通行し、関
係者駐車場に向かうのは逆走になるためできません。関係者

動線のとおり入場ください。）

道路上での取材は不可
（職員がいる植え込み側から
取材をお願いします）

駐車不可 関係者動線



資料１５ 

令和４年度 島根県原子力防災訓練（その他要素訓練）

11 月 12 日（土） 

10:45

11:15

一時集結所での感染症防止対策の検討 

〔松江市〕 

※大野地区住民到着後 

①感染症検査の手順確認訓練 

  ・感染が疑われる者（模擬）に対するドライブスルー方式の抗原検査

  ・結果通知とその後の行動に関する説明 

②自衛隊による流水除染 

・車両流水除染の実施及び除染水の回収 

・住民に対して車両流水除染の説明 

③支援ポイント開設の試行実施 

  ・避難ルート付近での支援ポイント開設 

  ・避難住民への支援情報提供 

（給油、救護、トイレ、食料、飲料水等に関する情報） 

感染症検査・流水除染・支援ポイント訓練 

〔中山間地域研究センター〕 



鹿島病院避難措置等訓練に係る取材等について 

○ 病院駐車場に、駐車をお願いします。 

駐車場の台数が限られるため、乗り合わせ等をお願いします。 

○ 訓練当日は日常的な外来・入院診療、通所リハビリ、見舞客、業者の出入り等が行

われているため、プライバシー等取材において配慮をお願いします。 

○ 病院屋内での取材・見学は、新型コロナウイルス感染症対策のため不可とします。 

○ 非難誘導訓練は、１階北側非常口を屋外から取材できる範囲でお願いします。 

○ 取材等不可： 

① 屋内退避用物資の確保訓練 

１階物資保管庫に保存している飲料水、非常用食料、ウオータータンク

を、１階エレベーター前まで運搬する。 

② 屋内退避対策訓練 

１階の正面入口から入った右側の通路部分において、アララベンチの設

置・稼動訓練を実施する。アララベンチは１階から４階に設置されるも

ので、今回は１階において訓練の流れの中で設置する。 

○ 取材等可： 

③ 避難誘導訓練 

１階北側非常口において、患者の避難訓練を実施する。 

○ 訓練終了後、１階北側非常口付近にて病院、県合同で取材を受けます。 

○ 訓練予定時間： 9:00 頃～11:00 頃（ 予定時間を前後する可能性あり ） 

取材等に係るお願い 

訓練内容 

資料１６



道   路 

川

県道 恵曇線 原子力発電所

病院駐車場



資料１７

避難誘導・交通規制等訓練 

１ 目的 

  原子力災害発生時における住民の避難等を円滑に実施するため 

２ 実施日 

令和４年 11 月 12 日（土） 

３ 参加所属 

  島根県警察本部、松江警察署、安来警察署、出雲警察署、雲南警察署 

４ 実施場所 

   避難措置等訓練実施区域、避難退域時検査会場等 

５ 訓練内容 

 避難誘導・交通規制等訓練 

「原子力災害時の避難・誘導システム」（※）による信号機運用訓練 

 広報・情報伝達訓練 

  ア 交通管制センターの交通情報板を利用した広報・情報伝達訓練 

  イ 電光掲示板を利用した広報・情報伝達訓練 

 渋滞解消のための誘導等 

    ア  避難退域時検査会場周辺における円滑な交通流の確保 

イ 停電時における信号機運用訓練 

 映像送信訓練 

   住民の避難状況、信号機運用等に係る映像送信 

(※)「原子力災害時の避難・誘導システム」 

避難経路上の交通信号機を設定変更（青時間の延長）することで避難車両の優先通行が可能となるもの 


