島根県原子力防災訓練の実施状況
実施日

第１回 昭和 57 年
４月 27 日(火)

参加機関／参加者数

１４機関

・緊急時通信連絡訓練

４４３名

・対策会議の設置訓練
・緊急時環境モニタリング訓練

8:55〜12:20
第２回 昭和 61 年
11 月 12 日(水)

訓練項目

１４機関

・緊急時通信連絡訓練

５４５名

・災害対策本部の設置運営訓練
・緊急時環境モニタリング訓練

8:40〜12:20

・立入制限等措置訓練
・緊急時医療活動訓練

第３回 平成元年
１月 20 日（金）

１５機関

・緊急時通信連絡訓練

６２９名

・災害対策本部の設置運営訓練
・緊急時環境モニタリング訓練

8:30〜12:30

・広報活動訓練
・立入制限等措置訓練
・緊急時医療活動訓練

第４回 平成２年
10 月 17 日（水）

２２機関

・緊急時通信連絡訓練

６７５名

・災害対策本部の設置運営訓練
・緊急時環境モニタリング訓練

8:30〜13:30

・広報活動訓練
・立入制限等措置訓練
・避難等措置訓練
・緊急時医療活動訓練
・飲食物給与措置訓練

第５回 平成４年
11 月 10 日（火）

２４機関

・緊急時通信連絡訓練

７９８名

・災害対策本部の設置運営訓練
・緊急時環境モニタリング訓練

8:30〜13:00

・広報活動訓練
・立入制限等措置訓練
・避難等措置訓練
・緊急時医療活動訓練
・飲食物給与措置訓練
・災害救助法適用申請訓練

第６回 平成６年
11 月８日（火）
8:30〜13:00

２４機関

・緊急時通信連絡訓練

８４３名

・災害対策本部の設置運営訓練
・緊急時環境モニタリング訓練
・広報活動訓練
・立入制限等措置訓練
・避難等措置訓練
・緊急時医療活動訓練
・飲食物給与措置訓練
・災害救助法適用申請訓練

実施日

第７回 平成８年
11 月６日（水）

参加機関／参加者数

訓練項目

２４機関

・緊急時通信連絡訓練

９８３名

・災害対策本部の設置運営訓練
・緊急時環境モニタリング訓練

8:30〜13:00

・広報活動訓練
・立入制限等措置訓練
・避難等措置訓練
・緊急時医療活動訓練
・飲食物給与措置訓練
・災害救助法適用申請訓練
・住民参加避難訓練
・防災ヘリコプター出動訓練
・ヨウ素剤搬送訓練

第８回 平成 10 年
11 月５日（木）

２５機関
２，０２７名

・緊急時通信連絡訓練
・災害対策本部の設置運営訓練
・緊急時環境モニタリング訓練

8:30〜13:00

・広報活動訓練
・立入制限等措置訓練
・避難等措置訓練
・緊急時医療活動訓練
・飲食物給与措置、搬送訓練
・災害救助法適用申請訓練
・住民・学校参加避難訓練
・防災ヘリコプター出動訓練
・ヨウ素剤搬送訓練

第９回 平成 12 年
(国との

10 月 28 日（土）

合同総

8:00〜16:00

合訓練)

８３機関
１，９００名

(1)国、地方自治体及び原子力事業者共通の訓練
・緊急時通信連絡訓
・オフサイトセンター設置運営訓練
・原子力災害合同対策協議会運営訓練
(2)国が主体となって行った訓練
・原子力緊急事態宣言発出訓練
・原子力災害対策本部運営訓練
・原子力災害現地対策本部要員等派遣訓練
・原子力災害現地対策本部運営訓練
（３）地方自治体が主体となって行った訓練
・災害対策本部等設置運営訓練
・住民の避難
・屋内退避、避難所開設訓練
・自衛隊、警察、消防等による避難誘導、緊急輸送
訓練
・緊急時モニタリング訓練
・緊急時医療活動訓練
・立入制限、交通規制等措置訓練
・広報活動訓練

実施日

第 10 回 平成 13 年
(個別訓練)

11 月７日(水)

参加機関／参加者数

１７機関
約４００名

訓練項目
・緊急時通信連絡訓練
・災害対策本部の設置運営訓練
・緊急時モニタリング訓練

8:30〜17:00

・避難等措置訓練（学校の避難訓練）
・緊急被ばく医療訓練
・防災資機材の点検・取扱訓練

第 11 回 平成 14 年
(総合訓練)

11 月８日(金)

５０機関
約８，５００名

・緊急時通信連絡訓練
・災害対策本部等設置運営訓練
・オフサイトセンター設置運営訓練

7:50〜16:05

・緊急時モニタリング訓練
・住民の避難・屋内退避・避難所開設訓練
・学校における避難訓練
・緊急被ばく医療訓練
・広報活動訓練
・立入制限・交通規制等措置訓練
・自衛隊災害派遣運用訓練
・災害弱者対応訓練

第 12 回 平成 16 年
(個別訓練)

１月 23 日(金)

２８機関
約８，３００名

・緊急時通信連絡訓練
・オフサイトセンター設置運営訓練
・緊急時モニタリング訓練

8:30〜16:30

・緊急被ばく医療訓練
・防災へリによる救急搬送訓練
・避難等措置訓練（学校の避難訓練）
・原子力防災資機材取扱訓練

第 13 回 平成 16 年
(総合訓練)

10 月８日(金)

５６機関
約６，２００名

・緊急時通信連絡訓練
・オフサイトセンター設置運営訓練
・災害対策本部設置運営訓練

8:00〜14:00

・緊急時モニタリング訓練
・緊急被ばく医療訓練
・住民の避難等措置訓練
・学校・幼稚園の避難等措置訓練
・緊急時要支援者の避難等措置訓練
・広報活動訓練
・立入制限・交通規制等措置訓練
・自衛隊災害派遣運用訓練
第 14 回 平成 17 年
(個別訓練)

11 月 17 日(木)
7:00〜16:00

４１機関
約６，７００名

・初動対応訓練
・緊急時モニタリング訓練
・緊急被ばく医療活動訓練

※オフサイトセンター

・防災へリによる要員搬送訓練

運営訓練は、平成 17 年

・住民の避難措置等訓練

９月８、９日に実施

・学校等の避難措置等訓練
・原子力防災研修
・原子力防災資機材取扱訓練
・オフサイトセンター機能班訓練

実施日

第 15 回 平成 19 年
(総合訓練)

１月 30 日(火)

参加機関／参加者数

訓練項目

４９機関

・初動対応訓練(緊急時通信連絡訓練)

約６，５００名

・オフサイトセンター設置運営訓練
・災害対策本部設置運営訓練

7:00〜14:00

・緊急時モニタリング訓練
・緊急被ばく医療活動訓練
・住民の避難等措置訓練
・学校・幼稚園の避難等措置訓練
・災害時要援護者の避難等措置訓練
・広報活動訓練
・防災へリによる救急搬送訓練
・防災へリによる救急搬送通信訓練
・立入制限・交通規制等措置訓練
・自衛隊災害派遣運用訓練
第 16 回 平成 19 年
(総合訓練)
島根県国民

11 月２日(金)

７９機関

・初動対応訓練(緊急時通信連絡訓練)

約１，１８０名

・緊急対処事態対策本部設置運営訓練

7:00〜14:00 ※参加者の集計方法が ・オフサイトセンター設置運営訓練

保護共同訓

異なっているため、参 ・緊急搬送等訓練

練の中で実

加者数が少なく計上さ ・住民等避難訓練

施

れている。

・救援等訓練
・緊急時モニタリング訓練

第 17 回 平成 20 年
(個別訓練)

10 月 28 日(火)

７５機関
約７，９００名

・初動対応訓練(緊急時通信連絡訓練)
・緊急時モニタリング訓練

8:30〜17:00 ※参加機関について、学校 ・緊急被ばく医療活動訓練(緊急被ばく医療関係
※「オフサイトセンター を個別に計上しているた 者研修、安定ヨウ素剤内服液調剤訓練、救急搬送
活動訓練」は、10 月９、め機関数が増加している。訓練)
10 日に、
「緊急被ばく医

・住民の避難措置等訓練

療関係者研修」は、10 月

・学校等の避難措置等訓練

４日に実施。

・災害時要援護者の避難措置等訓練
・オフサイトセンター活動訓練

第 18 回 平成 21 年
(総合訓練)

11 月 13 日(金)
7:00〜14:00

７３機関
約６，５００名

・初動対応訓練(緊急時通信連絡訓練)
・オフサイトセンター設置運営訓練
・災害対策本部設置運営訓練
・緊急時モニタリング訓練
・緊急被ばく医療活動訓練
・住民の避難等措置訓練
・学校等の避難等措置訓練
・災害時要援護者の避難等措置訓練
・広報活動訓練
・救急搬送訓練
・自衛隊へリによる救急搬送・通信訓練
・立入制限、交通規制等措置訓練
・自衛隊災害派遣運用訓練

実施日

第 19 回 平成 23 年
(個別訓練)

１月 19 日(水)

参加機関／参加者数

７５機関
約６，７００名

訓練項目

・初動対応訓練(緊急時通信連絡訓練)
・緊急時モニタリング訓練
・緊急被ばく医療活動訓練(緊急被ばく医療スク

8:30〜16:00
※「オフサイトセンター

リーニング等訓練、救急患者搬送・通信連絡訓練)

活 動 訓 練 」 は 、 12 月

・住民の避難措置等訓練

14,15 日に実施。

・学校等の避難措置等訓練
・災害時要援護者の避難措置等訓練
・オフサイトセンター活動訓練

第 20 回 平成 24 年
(個別訓練)

2 月 16 日(木)

30 機関
約２，３００名

・緊急時モニタリング訓練
・緊急被ばく医療活動訓練

8:00〜16:30
※「初動対応研修」は、

・オフサイトセンター設置運営訓練

１月 25 日に実施。

・緊急物資輸送訓練

第 21 回 平成 25 年
(個別訓練)

・初動対応訓練(緊急時通信連絡訓練)

1 月 26 日(土)

約９０機関
約３，１００名

・初動対応訓練(緊急時通信連絡訓練)
・緊急時モニタリング訓練
・緊急被ばく医療活動訓練(汚染等を伴う救急患

7:00〜15:30
※「原子力防災実務者研

者搬送・医療処置等訓練、安定ヨウ素剤調製訓練）

修・原子力緊急時対応演

・オフサイトセンター設置運営訓練

習」は、12 月 17,18 日に

・住民の避難措置等訓練

実施。

・学校等の避難措置等訓練
・社会福祉施設（入所施設）等の避難措置等訓練
・自衛隊災害派遣運用訓練
・避難誘導、交通規制等訓練

第 2２回 平成２5 年
(個別訓練)

11 月 5 日(火)

約１００機関
約３，６００名

・初動対応訓練（緊急時通信連絡訓練）
・緊急時モニタリング訓練
・緊急被ばく医療活動訓練

8:30〜14:30

・オフサイトセンター設置運営訓練

及び

・住民の避難措置等訓練

11 月 10 日(日)

・学校等の避難措置等訓練

7:00〜16:10

・要援護者の避難措置等訓練
・自衛隊災害派遣運用訓練
・避難誘導、交通規制等措置訓練
第 2３回 平成 26 年
(個別訓練)

1０月 18 日(土)
7:00〜17:00

約９４機関
約３，１５０名

・初動対応訓練（緊急時通信連絡訓練）
・オフサイトセンター設置運営訓練
・住民の避難措置等訓練
・スクリーニング訓練
・学校等の避難措置等訓練
・緊急時モニタリング訓練
・避難行動要支援者の避難措置等訓練
・避難誘導、交通規制等措置訓練
・緊急被ばく医療活動訓練
・自衛隊災害派遣運用訓練

実施日

第 2４回 平成 27 年
(個別訓練)

1０月 23 日(金)

参加機関／参加者数

約１０８機関
約２，８００名

訓練項目

・初動対応訓練（緊急時通信連絡訓練）
・オフサイトセンター設置運営訓練
・住民の避難措置等訓練

8:30〜15:00

・在宅避難行動要支援者の避難措置等訓練

及び

・避難退域時検査(スクリーニング)訓練

10 月 25 日(日)

・学校等の避難措置等訓練

8:00〜17:00

・緊急時モニタリング訓練
・庁舎放射線防護対策訓練
・避難誘導、交通規制等措置訓練
・緊急被ばく医療活動訓練
・自衛隊災害派遣運用訓練
第 25 回 平成 28 年
(個別訓練)

11 月 14 日(月)

約８６機関
約３，０５０名

・初動対応訓練（緊急時通信連絡訓練）
・住民の避難措置等訓練
・緊急速報（エリア）メール広報訓練

8:30〜16:45

・島根県災害対策本部移転準備訓練

及び

・避難行動要支援者の避難措置等訓練

11 月 19 日(土)

・避難退域時検査訓練

8:00〜17:15

・学校等の避難措置等訓練
・緊急時モニタリング訓練
・避難誘導、交通規制等措置訓練
・自衛隊災害派遣運用訓練
第 26 回 平成 29 年
(個別訓練)

11 月 17 日(金)

約１３８機関
約２，９８０名

・初動対応訓練（緊急時通信連絡訓練）
・住民の避難措置等訓練
・緊急速報（エリア）メール等広報訓練

8:30〜13:00

・広域避難通信連絡訓練

及び

・バスによる緊急輸送等通信連絡・実動訓練

11 月 19 日(日)

・避難行動要支援者の避難措置等訓練

8:30〜15:30

・避難退域時検査訓練
・学校等の避難措置等訓練
・緊急時モニタリング訓練
・避難誘導、交通規制等措置訓練
・自衛隊災害派遣運用訓練
第 27 回 平成 30 年
(個別訓練)

10 月 26 日(金)
8:30〜15:40
及び
10 月 30 日(火)
8:30〜14:00

約１４６機関
約３，０３０名

・初動対応訓練（緊急時通信連絡訓練）
・オフサイトセンター運営訓練
・住民の避難措置等訓練
・緊急速報（エリア）メール等広報訓練
・広域避難通信連絡訓練
・避難行動要支援者の避難措置等訓練
・避難退域時検査訓練
・学校等の避難措置等訓練
・緊急時モニタリング訓練
・自衛隊災害派遣運用訓練

実施日

第 28 回 令和元年
(総合訓練)

11 月８日(金)
14:00〜18:50
11 月９日(土)
8:30〜17:30
及び
11 月 10 日(日)
8:30〜15:00

参加機関／参加者数

約２０８機関
約７，７８０名

訓練項目

・初動対応訓練（緊急時通信連絡訓練）
・住民の避難措置等訓練
・緊急速報（エリア）メール等広報訓練
・学校等の避難措置等訓練
・避難行動要支援者の避難措置等訓練
・避難退域時検査訓練
・原子力災害医療訓練
・緊急時モニタリング訓練
・避難誘導・交通規制等訓練

