
平成 29年度島根県原子力防災訓練の概要 

１．実施日時等 

訓練日 訓練項目 

11 月 17 日（金）

自治体等の初動対応訓練等 

〔訓練場所〕 

 県庁、各市役所ほか 

11 月 19 日（日）

住民による避難訓練等 

〔実施地区〕 

松江市 雑賀、乃木、白潟地区 

出雲市 北浜、久多美、平田、西田、国富、鰐淵地区 

安来市 奥田原地区 

雲南市 加茂地区 

２．参加団体・参加者数（予定） 

約 140 団体 約 3,000 人

国、２県６市、自衛隊、海上保安本部、各警察本部、各消防本部、

地域住民、学校、病院、社会福祉施設、バス協会、避難先自治体ほか 

３．重点項目 

(1) 新たに策定した計画、協定等に基づく手順や実効性等の確認・検証

① 「避難者受入ガイドライン（案）」に基づき、関係自治体間での通信

連絡を行い、ガイドラインの実効性を確認するとともに連携強化 

② 「バスによる緊急輸送等に関する協定」に基づき避難バス等の派遣

要請に係る通信連絡を行い（一部実参集）、バス調達手順を確認 

③ 「避難退域時検査及び簡易除染実施計画」に基づき、新たに整備した

車両用ゲート型モニタ等を使用した検査を実施し、検査手順を確認 

実施場所： 東部高等技術校（出雲市） 

(2) 緊急速報（エリア）メールによる住民広報の実施 

緊急速報（エリア）メールを前回訓練に引き続き実施するとともに、防

災メールなどその他の広報手段を組み合わせて広報を実施 

４．その他 

11 月 17 日（金）の初動対応訓練時には、山陰合同銀行においても、事態の
進展に合わせた訓練を実施予定 



平成 29年度 島根県原子力防災訓練における各訓練項目 
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住民避難訓練等 

住民集合・出発

〔松江市〕 

３地区 

〔出雲市〕 

６地区 

模擬検査 

見学 

初動対応訓練 

〔県庁、市役所ほか〕 

8:30 発電所から通報 

 8:35 関係機関へ連絡 

要支援者避難訓練〔松江市内〕 

緊
急
時
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
訓
練

〔安来市〕

１地区 

５km 圏内避難訓練〔松江市〕 

避難指示等 

住民一時集結所集合、避難 

自衛隊による要支援者の移送 

東部高等

技術校 

避難情報伝達訓練〔６市内全域〕 

緊急速報（エリア）メール（８時半）等により避難情報を送信

【放射線防護設備稼働】

〔雲南市〕

１地区 

特別養護老人ホーム 明翔苑 

新バス調達訓練（通信連絡）

新避難受入れに係る通信連

絡訓練 

原子力防災学習会 

学校等避難訓練〔４市内〕 

県立学校へ指示 等

国、県、市ＴＶ会議 

（災対本部会議） 

要支援者避難訓練〔松江市〕 

東部医療福祉センター 

【防災ヘリ】

益田市、邑南町、津和野町 

【避難経由所・避難所開設】 

吉賀町は、津和野町会場に参加 

東部高等技術校【避難退域時検査訓練】 
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                   平成 29 年度島根県原子力防災訓練 事象想定の概要 

訓練想定 

日時 
実日時 想定事象 

11

月

17

日 

8:25 
11

月

17

日 

8:25

① 送電線事故により外部電源喪失 Ａ

② 原子炉自動停止 (タービン･バイパス弁開不良の為)Ｂ

③ 原子炉給水ポンプ停止 Ｃ

 ④ 原子炉給水ポンプ予備機起動不能 Ｄ

→〔原子炉給水機能の喪失〕：警戒事態の EAL 

⑤ 非常用ディーゼル発電機自動起動 Ｅ

⑥ 主蒸気隔離弁手動閉鎖 Ｆ

⑦ 原子炉隔離時冷却系起動 Ｇ

⑧ 逃し安全弁作動 Ｈ 

⑨ 残留熱除去ポンプ起動(圧力抑制室冷却モード) Ｉ 

⑩ 残留熱除去ポンプ起動失敗(故障の為) Ｊ

→〔原子炉除熱機能の一部喪失〕：警戒事態の EAL 

8:30 8:30 【通報】警戒事態該当事象連絡

14:25 8:45
⑪ 残留熱除去ポンプ停止（故障の為） Ｉ

→〔残留熱除去機能の喪失〕：施設敷地緊急事態の EAL

14:30 8:50 【通報】特定事象発生通報（原災法第 10 条基準該当）

11 

月 

18 

日 

0:25 9:15

⑫ 非常用ディーゼル発電機停止（故障の為） Ｅ

⑬ 高圧炉心スプレイポンプ起動不能 Ｋ 

⑭ 低圧炉心スプレイポンプ起動不能 Ｌ

0:55 9:45 →〔全交流電源の 30 分以上喪失〕：施設敷地緊急事態 EAL

1:00 9:50 【通報】原災法第 10 条通報（施設敷地緊急事態）

1:25 10:15 →〔全交流電源の１時間以上喪失〕：全面緊急事態の EAL

1:30 10:20 【通報】特定事象発生通報（原災法第 15 条基準該当） 

8:25 － ⑮ 原子炉隔離時冷却系停止(バッテリ枯渇の為) Ｇ

:  － 圧力抑制室水温 100℃超過 

: － 原子炉水位低下(－427cm：有効燃料頂部水位) 

: － ⑯ 淡水代替注水開始 Ｍ 

: － 原子炉格納容器内放射線量上昇（炉心損傷） 

: － 圧力抑制室雰囲気最高使用温度 104℃超過 

: － ⑰ 格納容器圧力上昇のため、放射性物質放出に至る Ｎ

: － 敷地境界付近の放射線量の上昇 

: － 敷地境界放射線量低下（放射性物質放出停止と推定） 
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【避難退域時検査】 

東部高等技術校 

【病院の避難訓練】 

東部島根医療福祉センター 

【ヘリポート】 

警察学校 

奥田原地区 

【避難経由所】 

中野グラウンド 

【避難所】 

元気館 

【避難退域時検査（模擬）】 

奥田原交流センター 

防災航空管理所 

（安来市の本来の避難先） 

岡山県 

邑南町

津和野町

（雲南市の本来の避難先） 

広島県 

加茂地区 

【社会福祉施設の屋内退避訓練】 

特別養護老人ホーム 明翔苑 

平成 29 年度 島根県原子力防災訓練 位置図 

19 日 実施訓練 

17 日 実施訓練 

【避難経由所】 

万葉公園、 

益田運動公園 

【避難所】 

益田市民学習センター 

【緊急時モニタリング訓練】 

原子力環境センターほか 

【避難経由所】 

シルクウェイにちはら 

【避難所】 

日原体育館 

【５km 圏内避難訓練】 

松江市鹿島地区 

北浜、久多美、平田 

西田、国富、鰐淵地区 

邑南町

津和野町

益田市

乃木、白潟、雑賀地区 
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平 成 29 年 11 月 13 日

島 根 県 原 子 力 安 全 対 策 課

11月17日（金）実施分
（１）初動対応訓練〔資料４〕 会場：島根県庁【松江市殿町1番地】

→バス調達訓練は、（９）、避難受入れに係る通信連絡訓練は、（１０）にて記載

8:30 ～ 8:35 ・トラブル通報（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

8:50 ・原災法第10条通報（原子力安全対策課長）

10:20 ・原災法第15条報告

10:30 ～ 10:50 ・テレビ会議 【国（本部）、ＯＦＣ、２県６市災対本部（知事・市長）ほか】 県庁６階　防災センター室
（知事出席）

11:00 ～ 11:30 ・県災害対策本部会議 【知事・副知事、各部長　ほか】 県庁６階　防災センター室
（知事・副知事出席）

（２）松江市初動対応訓練 会場：松江市役所【松江市末次町86】

8:30 ・トラブル通報（原子力安全対策課長）

8:50 ・原災法第10条通報（原子力安全対策課長）

9:00 ～ 9:05 ・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

9:20 ～ 9:40 ・市災害対策本部会議

10:30 ～ 10:50 ・テレビ会議 【国（本部）、ＯＦＣ、２県６市災対本部（知事・市長）ほか】

11:00 ～ 11:20 ・市災害対策本部会議

（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 ・トラブル通報（防災安全課）

8:50 ・原災法第10条通報

10:20 ・原災法第15条報告
・市災害対策本部会議 市役所３F　災害対策本部室（庁議室）

10:30 ～ 10:50 ・テレビ会議 【国（本部）、ＯＦＣ、２県６市災対本部（知事・市長）ほか】

（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 ・トラブル通報（防災課）

8:50 ・原災法第10条通報（防災課）

9:50 ～ 11:15 第２回市災害対策本部会議
警戒本部として召集後、15条通報により災害対策本部に体制移行のうえ会議開催

10:30 ～ 10:50 ・テレビ会議 【国（本部）、ＯＦＣ、２県６市災対本部（知事・市長）ほか】

（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 ・トラブル通報（警戒事態） 市役所３階　総務部危機管理室

8:35 ・雲南市原子力災害警戒本部設置(統括危機管理監が副市長に進言） 統括危機管理監　→　市役所３階　副市長室

8:40 ・雲南市原子力災害警戒本部会議（状況説明、訓練事象説明、指示） 市役所３階　301会議室

8:50 ・原災法第10条通報（施設敷地緊急事態） 市役所３階　総務部危機管理室

8:55 ・雲南市原子力災害対策本部設置(統括危機管理監が市長に進言） 統括危機管理監　→　市役所３階　市長室

9:00 ・雲南市原子力災害対策本部会議（状況説明、指示） 市役所３階　301会議室

10:20 ・原災法第15条通報（全面緊急事態） 市役所３階　301会議室

10:30 ・テレビ会議 【国（本部）、ＯＦＣ、２県６市災対本部（知事・市長）ほか】 市役所３階　301会議室

市役所３F　防災安全課

市役所３F　災害対策本部室（庁議室）

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所

場　　　　所内　　　　　　　　　　　　容

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容

時　　刻

市役所３F　防災対策室

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　防災安全課

市役所西棟５F　防災センター

市役所西棟５F　防災センター

場　　　　所

市役所３F　防災安全課

市役所西棟５F　防災センター

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所

市役所西棟５F　原子力安全対策課　課長席

市役所西棟５F　原子力安全対策課　課長席

平成29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

資料３



11:00 ・雲南市原子力災害対策本部会議（指示） 市役所３階　301会議室

（６）松江市PAZの防護措置等訓練〔資料５〕 会場：松江市役所鹿島支所　等【松江市鹿島町佐陀本郷640-1　等】

10:00 ～ 11:00 自衛隊による在宅の施設敷地緊急事態要避難者（想定）の搬送 鹿島町佐太地区（武代集会所）

10:00 ～ 10:30 住民広報（屋外スピーカー、広報車等） 鹿島町

10:00 ～ 10:30 一時集結所への参集（各一時集結所１０：３０頃に出発）

10:45 ～ 11:45 学習会・想定救援物資配布訓練 鹿島文化ホール

（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６〕 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
8:30 ～ ・原子力安全対策課からの指示により、モニタリング強化（訓練開始） 原子力環境センター

8:35 ～ ・原子力安全対策課から要員招集連絡により、県モニタリング本部立上 原子力環境センター、オフサイトセンター
（順次、モニタリング要員参集）

・原子力安全対策課へモニタリング状況報告（8:40頃、10:10頃）

8:50 ～ ・オフサイトセンターでのＥＭＣ立上準備活動（通信機器立ち上げ、確認等） オフサイトセンター
8:50 ～ ・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

10:30 ～ （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
・環境試料採取（５チーム）（防護服着用） 原子力環境センターから出発
　　大気中放射性ヨウ素、土壌、葉菜、環境水から選択して各チームに指示 （採取地点は、資料６参照）

②　環境試料分析 原子力環境センター
・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 （試料採取訓練と並行して実施）

12:30 ・屋外活動からの要員帰還により、訓練終了

（８）病院の避難措置等訓練〔資料７〕 会場：東部島根医療福祉センター【松江市東生馬町15-1】

8:50 ～ ・院内災害対策本部設置・運営、情報伝達など初動対応訓練 　２階理学療法室等

10:10 ～ ・県及び受入先病院との入院患者避難調整訓練 　１階事務室、２階理学療法室等　

11:10 ・避難車両（ヘリ搬送車）到着 　２階理学療法室　北側付近

11:20 ・避難車両（ヘリ搬送車）出発 　２階理学療法室　北側付近

11:30 ・避難車両（ヘリ搬送車）がヘリポートに到着 　ヘリポート：警察学校

　到着後、防災ヘリに避難患者（模擬）搭乗 【松江市西浜佐陀町582－2】

11:35 ・防災ヘリ離陸

　（想定では西部島根医療福祉センターへの搬送であるが、訓練当日は出雲空港までの搬送)

11:30 ・放射線防護装置の設置訓練

12:00 ・終了

　　◎ 取材される場合

※天候の状況によりヘリ搬送を中止する場合があります。

※入院患者については配慮が必要な方もいるため、撮影はご遠慮ください。（ヘリ搬送者は、模擬患者のため撮影可）

・警察学校へ来場される場合、事前に県原子力安全対策課（0852-22-5696）へ、又は当日学校正門にいる誘導員へ来場者氏名をご連絡ください。

場　　　　所

　　　　 ・訓練当日は通常の外来・入院診療を行っているため、病院建物内での取材・見学につきましては、２階理学療法室からその廊下付近までとなります。

内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所

　　　　 ・撮影等に関して、外来・入院患者のプライバシー保護にご配慮いただくとともに、訓練実施の妨げにならないよう職員の指示に従ってください。

　　　　 ・訓練終了後、２階理学療法室にて病院、県合同で取材を受けます。

時　　刻

　２階

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所

鹿島町（手結集会所、鹿島武道館、佐太交流館）

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容



（９）バスによる緊急輸送等に係る通信連絡・実動訓練〔資料８〕
「バスによる緊急輸送等に関する協定」に基づき避難バス等の派遣要請に係る通信連絡を行い（一部実参集）、バス調達手順の確認を実施します。

会場：島根県庁【松江市殿町1番地】

8:55 ・原子力安全対策室長より避難用バスの調達について指示 県庁６階　原子力安全対策課　室長席

9:00 ～ ・バス事業者へ住民避難用バス手配要請 県庁６階　講堂

10:10 ・原子力安全対策室長へ住民避難用バスの手配状況について報告 県庁６階　講堂

（10）広域避難に係る通信連絡訓練〔資料８〕
「避難者受入ガイドライン（案）」に基づき、関係自治体間での通信連絡を行い、ガイドラインの実効性を確認します。

会場：島根県庁【松江市殿町1番地】

8:55 ・原子力安全対策課室長より避難先受入れ可否の確認について指示 県庁６階　原子力安全対策課　室長席

9:00 ・受入先自治体へ受入可否確認依頼 県庁６階　講堂

9:30 ～ ・受入先自治体からの確認結果回答 県庁６階　講堂

10:00 ・受入先自治体からの全回答を確認・４市へ情報提供 県庁６階　講堂

10:10 ・原子力安全対策課室長へ避難先自治体の受入れ可否について報告 県庁６階　講堂

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所



11月19日（日）実施分

（11）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

松江市、出雲市、安来市、雲南市、米子市、境港市の市内全域

　　◎ 参考

（12）住民の広域避難措置等訓練（松江市）〔資料９－１〕

8:00 ～ 8:20 白潟地区災害対策本部会議

住民広報実施
一時集結所の住民参集

9:00 ～ 一時集結所出発（バスによる広域避難）

9:55 ～ 10:35 ※市長視察

14:05 ～ 14:10 避難経由所到着・避難所への誘導 避難経由所：益田運動公園【益田市乙吉町イ８７４番地】

14:10 ～ 14:25 避難所受付、避難所運営委員会設置準備訓練
14:25 ～ 15:05 益田市副市長、島根県防災部次長、松江市副市長挨拶、益田市勢紹介等
15:05 終了

12:05 ～ 12:15 避難経由所到着・避難所への誘導 避難経由所：中野グラウンド【邑南町大字中野９９１】

12:40 ～ 13:40 避難所受付、（休憩）、避難所運営委員会設置準備訓練
13:40 ～ 14:25
14:25 終了

11:30 ～ 11:45 避難経由所到着・避難所への誘導 避難経由所：シルクウェイにちはら【津和野町池村１９９７ ４】

11:50 ～ 12:15 避難所受付

12:15 終了

（13）住民の避難措置等訓練（出雲市）〔資料９－２〕

8:30 ・住民広報開始 平田、国富、西田、鰐淵、久多美、北浜地区

9:10 ・一時集結所出発 平田、国富、西田、鰐淵、久多美、北浜地区

9:50 ～ 10:50 ・避難退域時検査場到着 島根県立東部高等技術校
・避難退域時検査

10:50 ～ 11:50 ・原子力防災学習会　 ※県知事あいさつ・出雲市長あいさつ 島根県立東部高等技術校　合同教室

11:50 ・避難退域時検査場出発

（14）住民の避難措置等訓練（安来市）〔資料９－３〕

8:30 ・緊急速報メール配信 市全域
・住民広報開始 奥田原地区

9:30 ～ 10:10 ・一時集結所からバス出発（退域時検査場行き：想定） 奥田原交流センター
※参加者が集まり次第、バス出発予定
・避難退域時検査（模擬視察） 奥田原交流センター

10:10 ～ 10:50 ・安定ヨウ素剤緊急配布訓練 奥田原交流センター

10:50 ～ 11:00 ・休憩（展示物見学等）

11:00 ～ 12:30 ・主催者挨拶 ※島根県副知事挨拶・安来市長挨拶 奥田原交流センター
・原子力防災学習会
・展示物見学等

時　　刻

〈松江市内〉

8:20 ～ 9:00 一時集結所：松江市市民活動センター【松江市白潟本町４３
番地】

内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所

白潟地区災害対策本部：白潟公民館【松江市灘町１－５７】

〈出雲市内〉

避難退域時検査 避難退域時検査：東部高等技術校【出雲市長浜町３０５７－１１】

〈益田市内〉　※雑賀地区、乃木地区住民がバス避難、県職員による自家用車模擬避難

避難所：益田市民学習センター【益田市元町１１ ２６】

〈邑南町内〉　※白潟地区住民がバス避難

避難所：邑南町健康センター元気館【邑南町淀原１５３－１】邑南町総務課危機管理室室長、島根県防災部参与、松江市防災安全部長挨拶、邑南町勢紹介等

〈津和野町〉　※県職員による自家用車模擬避難

避難所：日原体育館【津和野町日原５７３ １】

配信地域

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所

　　　　 本訓練とは別に、11月14日（火）11時に全国瞬時警報システム（Ｊアラート）全国一斉情報伝達訓練が行われます。（参考資料１）

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所



（15）住民の避難措置等訓練（雲南市）〔資料９－４〕

8:30 ・住民広報（一時移転指示、緊急速報メール、音声告知放送及び広報車両）

8:45 ・一時集結所集合 一時集結所：加茂小学校体育館
【雲南市加茂町加茂中1031】

9:00 ・一時集結所出発

9:30 ・島根県立東部高等技術校着 【出雲市長浜町3057-11】
避難退域時検査

11:00 ・原子力防災学習会
（開会時に雲南市長、島根県防災部長、加茂まちづくり協議会安全安心部長挨拶）
（閉会時に加茂あかがわ連合会会長挨拶）

12:00 ・終了

避難退域時検査会場位置図【資料１０】
（16）避難退域時検査訓練（松江市住民・出雲市住民、雲南市住民）

9:00 ～ 11:00 ・バス車両検査・体表面検査・除染
　バス車両検査、検査説明及び代表者等体表面検査 島根県立東部高等技術校
　ゲートモニターによる車両検査及び自衛隊による車両除染活動、人員除染テントの展示 【出雲市長浜町3057-11】

（17）避難誘導、交通規制等措置訓練

8:00 ～ 8:30 ・警察官による一時集結所警戒 スティックビル南側バス停
【松江市白潟本町43番地】

（18）社会福祉施設の避難措置等訓練

14:00 放射線防護対策設備の稼動を指示（訓練開始） （社会福祉法人　豊心会）
放射線防護区域形成 特別養護老人ホーム　明翔苑

15:10 放射線護対策設備の稼働 【松江市西浜佐陀町1399-34】

15:20 訓練終了

　　◎ 取材される場合

11月17日（金）、19日（日）実施分　留意事項
① 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。）

② 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。）

③ 取材時は、各社の腕章を付けてください。

④ 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から報道各社にFAX送信します。

⑤ 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。

　　　　 ・取材の際の諸事項について説明させていただきますので、１階正面玄関左手の事務室に13:30までにお越しください。
　　　　 ・撮影にあたっては、施設利用者が特定できないようご配慮ください。

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所

加茂町加茂地区（加茂まちづくり協議会あかがわ連合支部）

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所



11月25日（土）実施分

（1）PＡＺ内学校の緊急退避措置及び保護者への引渡し訓練（松江市）〔資料11〕

～ 13:30 緊急退避所到着

13:45 ～ 13:50 市長挨拶
13:45 ～ 14:00 保護者への引渡し（幼稚園）
13:45 ～ 14:30 保護者への引渡し（小学校）
13:45 ～ 14:20 防災学習会（中学校）

14:20 ～ 15:00 保護者への引渡し（中学校）

～ 15:00 終了

留意事項
① 放送又は紙面掲載される際等は、子どもの顔が映らないようにしてください。

② 子供のプライバシー保護にご配慮いただくとともに、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。）

③ 訓練中は、訓練参加者に直接話しかけないでください。

④ 取材時は、各社の腕章を付けてください。

⑤ 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。

⑥ 報道関係者駐車場は旧県立プール跡地となります。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。

※市長視察 松江市総合体育館【学園南１丁目２１－１】
（引渡し会場はメインアリーナ）

時　　刻 内　　　　　　　　　　　　容 場　　　　所



実時刻
（訓練時刻） イベント

周辺自治体 県関係課 各部主管課  県内市町村（４市除く）
松江市 交通対策課 政策企画監室 商工政策課 浜田市 津和野町

課長より初動対応指示  出雲市 医療政策課 総務課 土木総務課 益田市 吉賀町
（状況確認，情報提供， 安来市 水産課 地域政策課 出納局会計課 大田市 美郷町
　立入準備） 雲南市 道路維持課 環境生活総務課 企業局総務課 江津市 海士町

鳥取県 県警警備第二課 健康福祉総務課 病院局県立病院課 飯南町 西ノ島町
部内協力要請 消防総務課（持参） 秘書課 農林水産総務課 教育庁総務課 奥出雲町 知夫村

防災危機管理課（持参） 川本町 隠岐の島町
部内報告 広報室 邑南町

中国３県
広島県 山口県

：電話連絡のみ 岡山県
：ＦＡＸのみ

警戒事態該当連絡
（国よりＦＡＸ） 周辺自治体 県関係課 各部主管課  県内市町村（４市除く）

松江市 交通対策課 政策企画監室 商工政策課 浜田市 津和野町
　施設敷地緊急事態  出雲市 医療政策課 総務課 土木総務課 益田市 吉賀町
　要避難者避難準備等要請  安来市 水産課 地域政策課 出納局会計課 大田市 美郷町

雲南市 道路維持課 環境生活総務課 企業局総務課 江津市 海士町

部内対応方針協議 鳥取県 県警警備第二課 健康福祉総務課 病院局県立病院課 飯南町 西ノ島町
（立入調査の実施判断、 消防総務課（持参） 秘書課 農林水産総務課 教育庁総務課 奥出雲町 知夫村
　対策会議の開催要否、 防災危機管理課（持参） 川本町 隠岐の島町
　中電トラブル連絡後から継続） 広報室 邑南町

中国３県
広島県 山口県

：電話連絡のみ 岡山県
：ＦＡＸのみ

原災法第10条通報
（中電よりＦＡＸ） 周辺自治体 県関係課 各部主管課 県内市町村（４市除く）

(14:30) 松江市 交通対策課 政策企画監室 商工政策課 浜田市 津和野町
立入調査終了  出雲市 医療政策課 総務課 土木総務課 益田市 吉賀町

安来市  水産課 地域政策課 出納局会計課 大田市 美郷町
災害対策本部体制へ移行  雲南市 道路維持課 環境生活総務課 企業局総務課 江津市 海士町
（避難調整Ｇは別室で対応）  鳥取県 県警警備第二課 健康福祉総務課 病院局県立病院課 飯南町 西ノ島町

消防総務課（持参） 秘書課 農林水産総務課 教育庁総務課 奥出雲町 知夫村
防災危機管理課（持参） 川本町 隠岐の島町

広報室 邑南町

中国３県
広島県 山口県

：電話連絡のみ 岡山県
：ＦＡＸのみ

平成２９年度島根県原子力防災訓練（初動対応訓練）　イベント・連絡先概要図　

通信連絡先（電話連絡＆ＦＡＸ）

中電トラブル連絡（第１報）

訓練時刻スキップ

　① 8:30

　② 8:35

　③ 8:50

10

資料４



実時刻
（訓練時刻） イベント

平成２９年度島根県原子力防災訓練（初動対応訓練）　イベント・連絡先概要図　

通信連絡先（電話連絡＆ＦＡＸ）

施設敷地緊急事態要請連絡
（国よりＦＡＸ） 周辺自治体 県関係課 各部主管課 県内市町村（４市除く）

(14:35) 松江市 交通対策課 政策企画監室 商工政策課 浜田市 津和野町
　ＰＡＺ施設敷地緊急事態要  出雲市 医療政策課 総務課 土木総務課 益田市 吉賀町
　避難者へのヨウ素剤配布、  安来市  水産課 地域政策課 出納局会計課 大田市 美郷町
　避難等要請  雲南市 道路維持課 環境生活総務課 企業局総務課 江津市 海士町

鳥取県 県警警備第二課 健康福祉総務課 病院局県立病院課 飯南町 西ノ島町
消防総務課（持参） 秘書課 農林水産総務課 教育庁総務課 奥出雲町 知夫村
防災危機管理課（持参） 川本町 隠岐の島町

広報室 邑南町

中国３県
広島県 山口県

：電話連絡のみ 岡山県
：ＦＡＸのみ

プラント定時報告
（中電よりＦＡＸ） 周辺自治体 県関係課 各部主管課  県内市町村（４市除く）

(16:30) 松江市 交通対策課 政策企画監室 商工政策課 浜田市 津和野町
（プラント状況に変化なし、 出雲市 医療政策課 総務課 土木総務課 益田市 吉賀町
　応急対策を継続中）  安来市  水産課 地域政策課 出納局会計課 大田市 美郷町

雲南市 道路維持課 環境生活総務課 企業局総務課 江津市 海士町
鳥取県 県警警備第二課 健康福祉総務課 病院局県立病院課 飯南町 西ノ島町

消防総務課（持参） 秘書課 農林水産総務課 教育庁総務課 奥出雲町 知夫村
防災危機管理課（持参） 川本町 隠岐の島町

広報室 邑南町

島根原子力発電所

：電話連絡のみ
：ＦＡＸのみ

原災法第15条通報
（中電よりＦＡＸ） 周辺自治体 県関係課 各部主管課  県内市町村（４市除く）

(11/18 1:30) 松江市 交通対策課 政策企画監室 商工政策課 浜田市 津和野町
ＴＶ会議・災対本部会議 出雲市 医療政策課 総務課 土木総務課 益田市 吉賀町
開催連絡 安来市  水産課 地域政策課 出納局会計課 大田市 美郷町

雲南市 道路維持課 環境生活総務課 企業局総務課 江津市 海士町
鳥取県 県警警備第二課 健康福祉総務課 病院局県立病院課 飯南町 西ノ島町
消防総務課（持参） 秘書課 農林水産総務課 教育庁総務課 奥出雲町 知夫村
防災危機管理課（持参） 川本町 隠岐の島町

広報室 邑南町

中国３県
広島県 山口県
岡山県

：ＦＡＸのみ

訓練時刻スキップ

訓練時刻スキップ

　④ 8:55

　⑤ 10:00

　⑥ 10:20
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実時刻
（訓練時刻） イベント

平成２９年度島根県原子力防災訓練（初動対応訓練）　イベント・連絡先概要図　

通信連絡先（電話連絡＆ＦＡＸ）

原子力緊急事態宣言
全面緊急事態指示連絡 周辺自治体 県関係課 各部主管課  県内市町村（４市除く）

(11/18 1:35) （国よりＦＡＸ） 松江市 交通対策課 政策企画監室 商工政策課 浜田市 津和野町
出雲市 医療政策課 総務課 土木総務課 益田市 吉賀町
安来市  水産課 地域政策課 出納局会計課 大田市 美郷町
雲南市 道路維持課 環境生活総務課 企業局総務課 江津市 海士町
鳥取県 県警警備第二課 健康福祉総務課 病院局県立病院課 飯南町 西ノ島町

消防総務課（持参） 秘書課 農林水産総務課 教育庁総務課 奥出雲町 知夫村
防災危機管理課（持参） 川本町 隠岐の島町

管財課（持参） 広報室（持参） 邑南町

中国３県
広島県 山口県

：電話連絡のみ 岡山県
：ＦＡＸのみ

〇原子力災害対策本部会議・第１回合同対策協議会全体会議

　 ・原子力緊急事態宣言、避難等に係る指示

11/18 ・全面緊急事態における防護措置の実施方針確認・発動

1:40 ～ 2:40 ・各自治体の対応状況説明

〇県関係者間の情報共有
　 ・発電所の状況説明（中国電力）
・原子力安全対策課、および各部局の対応状況説明

周辺自治体 県関係課 各部主管課  県内市町村（４市除く）

松江市 交通対策課 政策企画監室 商工政策課 浜田市 津和野町
出雲市 医療政策課 総務課 土木総務課 益田市 吉賀町

11/18 安来市  水産課 地域政策課 出納局会計課 大田市 美郷町

2:40～ 雲南市 道路維持課 環境生活総務課 企業局総務課 江津市 海士町

鳥取県 県警警備第二課 健康福祉総務課 病院局県立病院課 飯南町 西ノ島町
消防総務課（持参） 秘書課 農林水産総務課 教育庁総務課 奥出雲町 知夫村
防災危機管理課（持参） 川本町 隠岐の島町

広報室（持参） 邑南町

中国３県
広島県 山口県
岡山県

：ＦＡＸのみ

ＴＶ会議（島根県、周辺１県６市、ＯＦＣ、官邸）

災害対策本部会議

ＴＶ会議・災対本部会議

災対本部会議結果連絡

　⑦ 10:25

 ⑨ 会議終了後
　　 速やかに

　⑧ 10:30
　　　～ 11:30
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【鹿島：手結地区、佐太（佐陀宮内、佐陀本郷・武代）地区】

日　時 ： 平成２９年１１月１７日（金）

10:30 11:45

10:30 ～ ～

10:40 11:55

10:30 11:45

10:30 ～ ～

10:35 11:50

10:30

～

10:35

一時集結所出発 移動
防災学習会・想定救援物資

の配布等
（鹿島文化ホール）

３０名程度

３０名程度

３０名程度

１０：１５～１０：３０

一時集結所での受付・
安定ヨウ素剤配布等

想定（１０：３０）

１２：００頃
大型バス
１台

鹿島武道館
10:45
～
11:45

平成２９年度原子力防災訓練　PAZの防護措置等訓練スケジュール（案）

参加地区 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

佐太
（佐陀宮内、佐陀
本郷・武代）

ー― 佐太交流館

移動 地区到着

手結
大型バス
１台

手結集会所

１０：００～１０：１５

13
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平成29年11月17日（金）

自衛隊車両

※武代集会所と自衛隊車両駐車位置間の道路は、車両の通行ができない想定として訓練を実施

〇撮影禁止エリア
下図に示す赤枠内エリアは、私有地内での活動となるため、撮影禁止とさせていただきます。

〇取材関係者駐車位置
別紙のとおり

在宅の施設敷地緊急事態要避難者の避難措置等訓練（松江市鹿島町武代）

　松江市鹿島町で実施する避難措置等訓練において、一般車両では搬送が困難な施設敷地緊急事態要避
難者（模擬）が１名おり、搬送の依頼があり陸上自衛隊車両による実動の搬送訓練を実施し、搬送手順等を
確認する。

武代集会所
（松江市鹿島町武代）
【搬送対象者自宅想定】

松江市鹿島支所
（松江市鹿島町）
【仮想搬送先】

→ → → →

陸上自衛隊　車両（救急車）動き
10:00 地区災害対策本部（鹿島支所）着
10:10 地区災害対策本部（鹿島支所）発
10:20 搬送対象者自宅着
10:30 搬送対象者自宅発
10:45 模擬搬送先（鹿島支所）着
※時間は多少前後する可能性あり

取材等に係るお願い

搬送ルート

搬送の流れ

日時・流れ

自衛隊車両

駐車位置
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みしまや鹿島店様に、以下日時で駐車の許可をいただいております。
なるべく、駐車場の南方付近へ駐車いただきますようお願いします。
訓練場所まで移動距離があり、ご不便おかけしますが、ご容赦願います。

11月17日（金）　10時００分～10時45分

在宅の施設敷地緊急事態要避難者の避難措置等訓練　取材関係者駐車位置

訓練場所

取材関係者駐車位置

15
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緊急時モニタリング訓練 試料採取場所

原子力環境センター

②松江市八雲支所
（ダスト、土壌、葉菜の採取）

①松江市美保関支所
（ダスト、土壌、葉菜の採取）

③大芦別所局
（土壌、葉菜の採取）
⑥ため池（松江市古志町）
（環境水の採取）

④古浦局
（土壌、葉菜の採取）
⑥ため池（松江市古志町）
（環境水の採取）

⑤東長江局（松江市ニュースポーツ公園）
（土壌、葉菜の採取）
⑥ため池（松江市古志町）
（環境水の採取）

島根原子力発電所

①

②

③

④

⑤
⑥

古浦局

東長江局

大芦別所局

ため池

八雲支所

美保関支所
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東部島根医療福祉センター避難措置等訓練 

に係る取材等について 

◯ 訓練当日は通常の外来・入院診療等を行っているため、病院建物内での取材・見

学可能箇所は、理学療法室からその廊下付近まで。患者搬送訓練については屋外

での取材は可能です。 

  ◯ 撮影等に関して、外来・入院患者のプライバシー保護のため、患者等の撮影は禁

止します。 

  ◯ その他は、職員の指示に従っていただきますようお願いします。 

◯ 訓練内容： 

■屋内退避対策訓練 

２階のリハビリ入口から入った左手の陽圧換気装置機械室において、放射線防護

装置の稼働訓練を実施します。放射線防護装置は２階に設置されており、今回は 

２階において実施します。 

    ■避難誘導訓練 

    ２階理学療法室において、転院が必要な患者の避難訓練を実施する。模擬避難患

者を救急車によりへリポート（警察学校）まで搬送し、そこから防災ヘリにより避

難先病院（想定）まで搬送します。 

  ◯ 訓練終了後、理学療法室にて病院、県合同で取材を受けます。場所は変更となる

場合があります。 

  ◯ 訓練予定時間：8:45 頃～12:00 頃（ 診療等の都合により前後する能性あり ） 

      報道車両は、別紙の箇所へ駐車してください。 

取材等に係るお願い 

取材等可能訓練 

駐車場 
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ヘリ離発着場所（島根県警察学校（松江市西浜佐陀町582-2））

※点線は救急車の動線を示しています。
※時間は多少前後する可能性があります。

取材関係者・参観者の方は、学校内指定の場所（下図「マスコミ・参観者駐車場」）へ駐車の後、
取材・参観スペースでのみ参観・撮影をお願いします。

※点線は入場から駐車場までの動線、実線は駐車場から取材・参観スペースへの動線を
　 示しています。
※危険ですのでトラックの内側には入らないでください。
※救急車の移動の妨げにならないようご留意ください。
※その他、誘導員の指示に従ってください。

県防災ヘリ 11：30頃着

11 :35頃発

松江市消防本部救急車到着

11：25～30頃

訓練での車両・ヘリ配置場所および動線

取材等に係るお願い

取材・参観ス

ペース

マスコミ・参観

者駐車場
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Ｆ&Ｃ

Ｃ

報道・観覧エリア

Ｃ

階段

Ｆ&Ｃ

コントローラー

Ｆ&Ｃ

避難調整Ｇ

バスによる緊急輸送等に係る通信連

絡・実動訓練

避難調整Ｇ

広域避難に係る通信連絡訓練

バスによる緊急輸送等に係る通信連絡・実動訓練

広域避難に係る通信連絡訓練
会場（県庁６階講堂）レイアウト

20
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日　時 ： 平成29年11月19日（日）

避難退域時検査場所：東部高等技術校

避難経由所：万葉公園（雑賀）、益田運動公園（乃木）

避難所：益田市民学習センター

避難所 地区

・受付・避難者名簿作成
・避難所運営訓練

挨拶・益田市勢ご
紹介等

出発 到着

雑賀小 9:00 9:20 9:25 10:05 10:25 11:55 12:45 万葉公園 13:55

9:00 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 13:55 ～

9:20 9:25 10:05 10:25 11:55 12:45 13:55 14:05

商業/西高 9:00 9:15 9:20 10:15 10:35 12:05 12:55 益田運動公園 14:05

9:00 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 14:05 ～

9:15 9:20 10:15 10:35 12:05 12:55 14:05 14:10

休憩ポイ
ント（宍道
湖SA）
※必要に
応じて

雑賀小学校

移動

18:40

乃木

15:05
１４：１０
～

１４：２５

避難退域
時検査
（東部高
等技術
校）

移動移動
集結所
集合
避難開始

１４：２５
～

１５：０５

避難経由所
到着

平成29年度原子力防災訓練　住民避難行動スケジュール(雑賀・乃木)（案）

参加地区 避難車両 一時集結所 住民広報

雑賀
約６０名 大型バス

２台

約６０名 大型バス
２台

松江商業高等学校
松江西高等学校

参加者数

18:40

避難所到着

避難所
移動

休憩（パレス和
光）
(昼食)

8:20
～
8:50

移動
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日　時 ： 平成29年11月19日（日）

避難退域時検査場所：東部高等技術校

避難経由所：中野グラウンド

避難所：元気館

避難所 地区

昼休憩
（避難者名簿記載・
集計、展示物見学）

（避難所運営訓練） 出発 到着

スティック 9:00 9:15 9:25 10:00 10:20 10:50 11:00 中野グラウンド 12:15

9:00 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 12:10～12：15 ～

9:15 9:25 10:00 10:20 10:50 11:00 12:10 12:40

卸セン
ター

9:00 9:10 9:20 9:55 10:15 10:45 10:55 中野グラウンド 12:10

9:00 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 12:05～12:10 ～

9:10 9:20 9:55 10:15 10:45 10:55 12:05 12:35

約３０名 大型バス
１台

松江卸センター
会館

17:20

12:40
～
13:20

13:40
～
14:25

14:25

移動

休憩ポイ
ント（宍道
湖SA）
※必要に
応じて

避難経由所
到着

避難所
移動

17:20

白潟
8:20
～
8:50

移動
挨拶・邑南町
ご紹介等

約３０名 大型バス
１台

スティックビル

13:20
～
13:40

休憩（ロー
ド銀山）

移動

原子力防災訓練　白潟地区住民避難行動スケジュール（白潟）(案)

参加地区 参加者数 避難車両 一時集結所
集結所
集合
避難開始

避難退域
時検査
（東部高
等技術
校）

移動住民広報

受付・避難者名簿作成
支援物資配給（昼食）
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平成29年度　出雲市原子力防災訓練　住民避難行動スケジュール

日　時 ： 平成２９年１１月１９日（日）
避難退域時検査会場　：　島根県立東部高等技術校

住民広報 一時集結所 移動 移動 地区

避難開始 集　合 開始 到　着 開始 終了 開始 終了 開始 到着

9:50 9:50 ～ 10:50 10:50 ～ 11:50
約100名

8:50 9:10 11:50 12:30

参加地区 避難車両 一時集結所
避難退域時検査 原子力防災学習会

島根県立東部高等技術校島根県立東部高等技術校

平田、国富、西田、
鰐淵、久多美、北浜
地区

バス
（6台）

各地区コミュニティセンター 8:30
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国道431号

国道431号

島根県立東部高等技術校
（避難退域時検査場）

市道今市川跡日下線

国道9号

平田ＣＣ

県道275号十六島直江停車場線

西田ＣＣ

北浜ＣＣ

県道232号小伊津港線

久多美ＣＣ

国富ＣＣ

鰐淵ＣＣ

平成29年度島根県原子力防災訓練（出雲市）
各地区避難ルート

県道250号鰐淵寺線
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平成29年度　安来市原子力防災訓練スケジュール

日　時 ： 平成２９年１１月１９日（日）
会場　：　奥田原交流センター

住民広報 一時集結所

避難開始 集　合 開始 終了 開始 終了 開始 終了

9:30 ～ 10:10 10:10 ～ 10:50 11:00 ～ 12:30
約60名

奥田原地区 バス
（１台）

奥田原交流センター 8:30

避難退域時検査模擬訓練 安定ヨウ素剤緊急配布訓練

9:30
奥田原交流センター

参加地区 避難車両 一時集結所
原子力防災学習会・資機材展示
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安来市 奥田原交流センター 
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平成29年度　雲南市原子力防災訓練　住民避難行動スケジュール

日　時 ： 平成２９年１１月１９日（日）
避難退域時検査会場：島根県立東部高等技術校
避難経由所（想定）：同上

住民広報
一時集
結所

移動

避難開始 集　合 開始 到　着 開始 終了 開始 終了
加茂町
加茂地区
65名 9:30 9:30 ～ 10:45 11:00 ～ 12:00

島根県立東部高等技術校 島根県立東部高等技術校

大型バス
マイクロバス
（各１台）

加茂小学
校体育館

8:30 8:45 9:00

参加地区 避難車両 一時集結所
避難退域時検査

原子力防災
学習会
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避難退域時検査訓練会場（島根県立東部高等技術校（出雲市長浜町 3057-11））位置図

東部高等技術校
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検査済証交付

車両流水除染

車両確認検査

拭き取り除染

（代表者指定箇所検

査）
住民乗車バス駐車場

取材関係者、参観者用駐車場

自衛隊人員除染テント展示

避難退域時検査対象車両・住民の動線

検
査
済
証
交
付

車両指定箇所検査

検査済み後の流れ

検査の流れ

【取材・参観に関する留意事項】

・正門から入場お願いします。

・敷地内は時速20km以下で走行ください。

・学校内指定の場所へ駐車ください。

（図内の赤枠部分）

・その他、誘導員の指示に従ってください。

正門

島根県立東部高等技術校

全体レイアウト

ゲートモニター４レーン
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机 ：180㎝ × 45㎝

パイプいす：幅45㎝ × 奥50㎝ とする

コーンバー：1.5ｍ

ＧＭ管サーベイメータ

ot

入
口

出
口

出入口出入口

ドローン
映像配信

ドローン以外
映像配信

グラウンド

島根県立東部高等技術校
体育館レイアウト

住
民
検
査

見学スペース

見
学
ス
ペ
ー
ス

体育館内の動線

検査の流れ

検査済み後の流れ

見学者の流れ
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体育館

自
衛
隊
関
係
車
両

参

観

者

見

学

エ

リ

ア

参観者見学エリア

出入口

5ｍ

4ｍ

5ｍ

車両確認検査

住民検査駐車場

受付・誘導

車両

4ｍ

4ｍ

検
査
済
証

交
付

10ｍ

島根県立東部高等技術校

グラウンドレイアウト

車両指定箇所検査

※検査会場および斜線部分は、立ち入り制限
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高学年・中学生の保護者駐車場

訓練関係駐車場
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全国瞬時警報システム（Ｊアラート）全国一斉情報伝達訓練の実施 

弾道ミサイル飛来時など国民保護情報の情報伝達に万全を期すため、機器の点

検等を目的とし、「全国瞬時警報システム（Ｊアラート）全国一斉情報伝達訓

練」を下記のとおり行います。 

記 

１．配信日時 

平成２９年１１月１４日（火）午前１１時００分 

２．対象地域 

J アラート受信機を運用するすべての都道府県及び市町村 

３．訓練内容 

（１）内閣官房から訓練電文「これは、Ｊアラートのテストです。」を配信。

（２）各都道府県及び市町村は、防災行政無線等の住民への情報伝達手段が実

際に自動起動し、正常に情報伝達が行われることを確認する。 

４．島根県及び島根県内市町村における住民への情報伝達手段の内容 

（１）島根県は、しまね防災メールに登録されている方の携帯電話・スマート

フォンに、防災メールで訓練電文を配信します。

（２）島根県内市町村は、防災行政無線による屋外スピーカーや戸別受信機、

登録制メール、音声告知端末等からテスト放送又は配信されます。なお、

市町村によって情報伝達手段は異なりますので、詳細は各市町村にお問い

合わせください。 

５．留意点 

（１）本訓練では緊急速報(エリア)メールの配信は行われません。 

（２）なお、１１月１９日（日）には島根県原子力防災訓練に併せ、午前８時

３０頃、松江市、出雲市、安来市、雲南市においては、しまね防災メール

及び緊急速報(エリア)メールが配信されます。また、市によって異なりま

すが、防災行政無線による屋外スピーカーや戸別受信機・登録制メール、

音声告知端末等からテスト放送又は配信されます。 

平成 29 年 10 月 27 日 

島根県防災部防災危機管理課 

担当 大西・松平 

TEL 0852-22-6486 

FAX 0852-22-5930
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