
令和２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。 

なお、バス等による避難先自治体への住民避難訓練は、新型コロナウイルス感

染症拡大防止のため、令和２年度は実施しない。 

２．日程・訓練項目 

日程 訓練項目 

10月 15日（木）

※実施済み 

避難退域時検査会場での手順確認、感染防止対策の検討 

〔訓練場所〕 

中海ふれあい公園 

10月 28日（水）

自治体等の初動対応訓練等 

〔訓練場所〕 

県庁、各市役所ほか 

10月 31日（土）

一時集結所での感染防止対策の検討 

〔訓練場所〕 

松江市鹿島地区 

３．参加機関・参加者数（予定） 

約 126 機関、約 2,800 人 

島根県、島根県警察本部、鳥取県、鳥取県警察本部、松江市、出雲市、安来市、 

雲南市、米子市、境港市、国、自衛隊、中国電力 ほか

４．重点項目 

(1) 複合災害への対応手順の確認 

① 地震により自宅で屋内退避ができない場合の対応手順の確認 

② 計画で定めた避難経路が通行できない場合の対応手順の確認 

(2) 感染症流行下での避難手順の検討 

① 一時集結所での避難者の健康確認や避難車両への乗車方法等の検討 

② 避難退域時検査会場での避難者の健康確認方法等の検討 

令和 2年 10月 21日
島根県防災部原子力安全対策課  佐藤・小松

TEL : 0852-22-5695 
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資料１

令和２年度 島根県原子力防災訓練における各訓練項目 

(1)10 月 15 日（木） 

(2) 10 月 28 日（水） 

5:00

5:20

8:30

9:00

10:00

11:00

12:00

(3)10 月 31 日（土） 

9:30

11:30

15:00

一時集結所での感染症防止対策の検討 

〔松江市〕 

○感染症流行下での避難手順の検討 

・集合した住民の健康確認の手順の検討 

・バスへの乗車方法の検討  

○合同対策協議会（TV 会議） 

○県災害対策本部会議 

初動対応訓練 

〔県庁、市役所ほか〕 

○発電所からの通報受信 

○関係機関への連絡 

原子力緊急事態宣言 

エリアメール①（松江市、出雲市、安来市、雲南市）

地震発生（松江市で震度６弱） ※想定（訓練開始前） 

島根原発２号機で施設敷地緊急事態該当事象発生 

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） 

余震発生（松江市で震度５弱） 

○複合災害時の対応手順の確認 

 ・避難所での屋内退避の実施 

・新たな避難ルートの設定 等

事象スキップ（約１日経過） 

エリアメール②（松江市）

避難退域時検査会場での手順確認と感染症防止対策の検討 

〔中海ふれあい公園（安来市）〕 

○感染症流行下での健康確認手順の検討 

・避難退域時検査手順の確認 

・住民の健康確認の手順の検討 



訓練日時
想定 

日時 
想定事象 

10

月

28

日

- 5:00 

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

- 5:20 

（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〕 

（※）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       自動起動 

残留熱除去系（Ａ，Ｂ）起動（圧力抑制室冷却モード）

- 5:30 
（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

8:25 

頃 
同左 

（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〕 

→ 8:30 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

- 10

月

29

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

頃 
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２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 資料２

【島根原子力発電所２号機 事象想定図（10/28_8:00 時点）】

10月 28 日 5:20 頃 

〔原子炉給水機能の喪失〕 

10 月 28 日 7:00 頃 

〔原子炉除熱機能の一部喪失〕 

10 月 28 日 8:25 頃 

〔原子炉注水機能喪失のおそれ〕 

10 月 29 日 10:35 頃 

〔原子炉注水機能の喪失〕

10 月 29 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＞

10月 28 日 5:00 頃 

〔外的な事象による 

原子力施設への影響〕
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（※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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令 和 ２ 年 10 月 21 日

島 根 県 原 子 力 安 全 対 策 課

10月28日（水）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】

8:30 ～ 8:35 ・原災法第10条通報（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　防災部長室

9:00 ～ 10:15 ・余震による被害を踏まえた代替ルートの設定

・部長報告 県庁６階　防災部長室

10:40 原災法第15条事象発生報告（原子力安全対策課長）

11:00 緊急事態宣言発出・第1回原子力災害合同対策協議会

11:30 第3回災害対策本部会議

プレス対応者 　
原子力安全対策課 佐藤室長

（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】

8:30 ・原災法第10条通報（防災安全部次長（原子力安全対策課長兼務））

9:10 ～ 9:20 ・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、市長が開催を決定） 市役所本庁２階　市長室

9:40 ～ 10:20 ・第５回市災害対策本部会議

10:40 ・原災法第15条事象発生報告（防災安全部次長）

10:45 ～ 10:50 ・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、市長が開催を決定） 市役所本庁２階　市長室

10:55 ～ 12:00 ・第６回市災害対策本部会議

11:00 ・原子力緊急事態宣言　発出  

　緊急速報（エリア）メール等の配信

プレス対応者 　
防災安全部 矢野次長

（３）出雲市初動対応訓練 会場：出雲市役所【出雲市今市町70】

8:30 原災法第10条通報（防災安全課）
8:30 ～ 8:40 ・施設敷地緊急事態発生報告（防災安全部長が市長・副市長に報告）

　※本部員参集及び、本部会議は省略

10:40 ・原災法第15条事象発生報告（防災安全課） 市役所３Ｆ　防災安全課
10:40 ～ 10:50 ・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）
　本部要員招集

10:50 ～ 11:50 ・市災害対策本部会議

11:00 ・原子力緊急事態宣言　発出  

　緊急速報（エリア）メール等の配信 市役所３Ｆ　防災安全課

11:10 ～ ・第１回原子力災害合同対策協議会（ＴＶ会議）開催

13:30 ～ 15:30 【安定ヨウ素剤緊急配布訓練】 各地区コミュニティセンター

プレス対応者 　
防災安全課 池田室長

（４）安来市初動対応訓練 会場：安来市役所【安来市安来町878-2】

8:30 ・原災法第10条通報
　市災害対策本部会議開催決定、本部要員召集

9:00 ・余震発生
　市災害対策本部会議開催決定、本部要員参集

10:00 ～ ・第３回災害対策本部会議開催

10:40 ・原災法第15条事象発生報告

11:00 ・原子力緊急事態宣言
・緊急速報（エリア）メール発信

11:10 ・第１回原子力災害合同対策協議会開催

プレス対応者 　
総務部 遠藤次長

市役所西棟５階　防災センター

内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所

市役所３F　防災安全課
市役所３F　市長室（秘書課）

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

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）

　（今市・高松・四絡・川跡・直江地区）

島根県 当日連絡先　0852-22-5695 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

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

市役所西棟５階　防災安全部　次長席

市役所西棟５階　防災センター

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所

市役所西棟５階　防災安全部　次長席

市役所西棟５階　防災センター

時　　刻

令和２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　講堂

県庁６階　原子力安全対策課，６０２会議室

県庁６階　原子力安全対策課　課長席

県庁６階　講堂

場　　　　所

市役所３F　防災課

市役所３F　防災課

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）

市役所３F　防災対策室（TV会議にて参加）

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

資料３



（５）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】

8:30 ・原災法第10条通報（【SE】施設敷地緊急事態） 市役所本庁３階　防災部防災安全課

8:40 ～ ・警戒事態該当事象発生報告（防災部長、次長から市長、副市長、教育長に報告） 市役所本庁３階　市長室

10:20 ～ ・雲南市災害対策本部会議 市役所本庁３階　301会議室

10:40 ・原災法第15条事象発生報告

11:00 ・緊急事態宣言発出
・緊急速報（エリア）メール発信

11:10 ～ 第1回原子力災害合同対策協議会

プレス対応者 　
防災部 足立次長

（６）緊急速報（エリア）メールによる広報訓練

11:05 頃 緊急速報（エリア）メールによる広報

　全面緊急事態に伴うＰＡＺ圏内への避難指示及びＵＰＺ圏内への屋内退避指示 松江市、出雲市、安来市、雲南市の市内全域

プレス対応者 　
原子力安全対策課 佐藤室長

（７）関係機関等への情報伝達訓練〔資料6〕 会場：鹿島　多久の湯【松江市鹿島町北講武 885-7 】

9:00 ～ 9:30 ・観光施設の一時滞在者への帰宅呼びかけ手順確認　など

プレス対応者 　
防災安全部 矢野次長

◎取材をされる場合
・職員の指示に従ってください。
・訓練会場への入出時には、感染防止対策のため、体温測定と手指消毒を行います。

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

市役所本庁３階　301会議室

市役所本庁３階　301会議室

市役所３F　防災対策室

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所

鹿島　多久の湯（松江市鹿島町北講武 885-7 ）

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

島根県 当日連絡先　0852-22-5695 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



10月31日（土）実施分

（８）緊急速報（エリア）メールによる広報訓練

15:00 頃 緊急速報（エリア）メールによる広報

　全面緊急事態に伴うＰＡＺ圏内への避難指示及びＵＰＺ圏内への屋内退避指示 松江市の市内全域

プレス対応者 　
防災安全部 矢野次長

（９）PAZの防護措置等訓練（鹿島地区）〔資料７〕

14:00 ～ 14:20 鹿島支所災害対策本部会議 松江市鹿島支所（松江市鹿島町佐陀本郷640-1）

14:20 ～ 14:40 防護服等着脱研修会（市職員・消防団員等） 松江市鹿島支所

15:10 ～ 15:30 住民広報実施
15:10 ～ 一時集結所の住民参集（避難者の検温・健康確認等）

一時集結所出発（バス等による避難）

16:00 ～ 17:00 学習会 鹿島文化ホール（松江市鹿島町佐陀本郷 659 ）

17:00 ～ 17:10 松江市長ぶら下がり

プレス対応者 　
防災安全部 矢野次長

◎取材をされる場合
・訓練会場（会議室）への入出時には、感染防止対策のため、受付、体温測定及び手指消毒を行います。

（１０）PAZ避難行動要支援者の避難措置等訓練（鹿島地区）〔資料８〕

13:00 ～ 13:20 鹿島支所災害対策本部会議 松江市鹿島支所（松江市鹿島町佐陀本郷640-1）

13:30 ～ 13:40 ・市職員が支所配備の福祉車両で在宅の避難行動要支援者（市職員模擬）宅に出発・移動
13:40 ～ 13:50

プレス対応者 　
防災安全部 矢野次長

◎取材をされる場合
・訓練会場（会議室）への入出時には、感染防止対策のため、受付、体温測定及び手指消毒を行います。

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。

（参加住民の方などへの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。別紙スケジュール参照。）

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。

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

鹿島文化ホール（松江市鹿島町佐陀本郷 659 ）

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 場　　　　所

鹿島支所　～　移動
・在宅の避難行動要支援者宅に到着し、車いすの要支援者（市職員模擬）を福祉車両に乗せ要支援者宅から出発 古浦集会所（松江市鹿島町古浦602-133）

鹿島地区一時集結所：
　　恵曇集会所（松江市鹿島町恵曇518-2）
　　古浦集会所（松江市鹿島町古浦602-133）

配信地域

松江市 当日連絡先　0852-55-5615 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

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所

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 原子力安全対策課　佐藤原子力防災対策室長 携帯電話　080 - 8246 - 9669



時刻 通報・会議等 イベント 場所

 10/28
　① 8:30 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 防災部長室

（災害対策本部体制の強化・会議の開催）

　② 9:00 余震発生 代替ルートの設定 原子力安全対策課内

（状況確認、ルート協議） 602会議室

　③ 10:40 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

（ＧＥ２２：原子炉注水機能の喪失） （状況確認、避難調整等）

部内対応方針協議 防災部長室

（災害対策本部会議の開催）

　④ 11:00 原子力緊急事態宣言 講堂

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

＜知事出席＞

第３回災害対策本部会議 地震被害状況、事故の状況、避難等の実施状況を報告 講堂

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≫ ＜知事、各部局長出席＞

≪※会議終了12:00目途≫

令和２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２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。

資料５



令和２年度松江市原子力防災訓練 関係機関等への情報伝達訓練（鹿島地区）

拡大図

拡大図参照

※報道駐車場以外に駐車しないでください。

鹿島 多久の湯

訓練会場
▼鹿島 多久の湯（松江市鹿島町北講武 885 番地 7 ）鹿島東小▼

資料６



【鹿島：古浦地区、恵曇地区】

日 時 ：令和２年１０月３１日（土）

15:40

15:40約２０名
大型バス １台

感染疑い者搬送車両 １台
恵曇集会所

古浦
大型バス １台

感染疑い者搬送車両 １台
古浦集会所約２０名

１６：００
～１７：００

１５：１０
～１５：３０

～１５：３０

令和２年度松江市原子力防災訓練 PAZの防護措置等訓練行動スケジュール

参加者数 避難車両 一時集結所
住民広報・一時集結
所への参集

一時集結所出発 移動
防災学習会

（鹿島文化ホール）

一時集結所での受
付・安定ヨウ素剤配

布等
参加地区

１５：４０～１５：４６

１５：４０～１５：４５恵曇

資料７－１



令和２年度松江市原子力防災訓練 PAZの防護措置等訓練（鹿島地区）

拡大図参照一時集結所
古浦集会所▼ 拡大図 ▼鹿島支所

拡大図参照

拡大図

報道関係者
駐車場

一時集結所
(古浦集会所)

報道関係者駐車場
（古浦海岸駐車場）

【凡例】
赤線：報道関係者駐車場から一時集結所への徒歩ルート例

一時集結所
恵曇集会所▼

報道関係者駐車場
（JFしまね恵曇支所駐車場）

※報道関係者駐車場以外に駐車しないでください。

資料７－２



【鹿島：古浦地区】

日 時 ：令和２年１０月３１日（土）

13：30～13：40
場所：鹿島支所

13：40～13：50
場所：古浦集会所

古浦
・鹿島支所原子力防災車両
（車いす搬送車）

古浦集会所

令和２年度原子力防災訓練 PAZ避難行動要支援者の避難措置等訓練スケジュール

避難車両 模擬住宅 市職員が在宅の避難行動要支援者宅に出発 避難行動要支援者宅を出発参加地区

資料８－１



令和２年度松江市原子力防災訓練 避難行動要支援者の避難措置等訓練（鹿島地区）

拡大図参照

模擬住宅
古浦集会所▼ 拡大図 ▼鹿島支所

鹿島支所

報道関係者
駐車場

※報道駐車場以外に駐車しないでください。

拡大図参照

拡大図

報道関係者
駐車場

模擬住宅
(古浦集会所)

報道関係者駐車場
（古浦海岸駐車場）

【凡例】
青線：鹿島支所から古浦集会所への動線
赤線：報道関係者駐車場から古浦集会所への徒歩ルート例

資料８－２


