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米子市地域防災計画（原子力災害対策編）修正案 新旧対照表 （令和２年度改正） ※ 軽易な文言修正は省略 

項  目 修  正  案 修  正  前 

Ｐ．２ 

第１章 総則 

第５節 計画の基礎

とすべき災害の想

定 

２ 島根原子力発電所１号機 

（削除） 

廃止措置（第１段階）中であり、（削除）放射性物質の放出を伴う事故としては、

使用済燃料貯蔵設備（燃料プール）内での燃料集合体の落下により、燃料棒が破損

し、燃料棒内に存在する核分裂生成物が大気中に放出される場合を想定し、周辺公

衆の受ける実効線量は０．０００４９ミリシーベルトと評価されている。 

 

なお、島根原子力発電所１号機については、平成２７年４月３０日に営業運転を

終了し、平成２９年４月１９日に国の認可を受けた廃止措置計画に基づいて廃止措

置（第１段階）中であり、併せて、平成３０年２月１５日に原子力規制委員会から

照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却されたものである旨の告示（以下「冷

却告示」という。）がなされているが、使用済燃料が原子炉建物内に貯蔵されている

こと等から、原子力災害対策及び廃止措置中の安全確保について、継続した対応が

必要である。島根原子力発電所１号機の放射性物質の放出を伴う事故としては、使

用済燃料貯蔵設備（燃料プール）内での燃料集合体の落下により、燃料棒が破損し、

燃料棒内に存在する核分裂生成物が大気中に放出される場合を想定し、周辺公衆の

受ける実効線量は０．０００４９ミリシーベルトと評価されている。 

Ｐ．１２ 

第１章 総則 

第８節 防災関係機

関の事務又は業務

の大綱 

３ 鳥取県 

鳥取県 

１ 県内における原子力災害に関する総合調整に関すること。 

２ 原子力防災に関する知識の広報及び教育訓練に関すること。 

３ 通信連絡網の整備に関すること。 

４ 環境放射線モニタリング設備・機器の整備に関すること。 

５ 防護資機材の整備に関すること。 

６ 原子力災害医療設備・機器の整備に関すること。 

７ 環境条件の把握（気象等）に関すること。 

８ 平常時モニタリングに関すること。 

９ 事業者からの報告の徴収、立入検査等に関すること。 

10 県災害警戒本部の設置及び運営に関すること。 

11 県災害対策本部及びその下部組織である部（モニタリング本部、保健医療福祉

対策本部、避難行動要支援者避難支援センター（以下「避難支援センター」と

いう。））の設置並びに運営に関すること。 

12 原子力災害合同対策協議会への職員派遣に関すること。 

13 緊急時モニタリングセンターへの職員派遣 

鳥取県 

１ 県内における原子力災害に関する総合調整に関すること。 

２ 原子力防災に関する知識の広報及び教育訓練に関すること。 

３ 通信連絡網の整備に関すること。 

４ 環境放射線モニタリング設備・機器の整備に関すること。 

５ 防護資機材の整備に関すること。 

６ 原子力災害医療設備・機器の整備に関すること。 

７ 環境条件の把握（気象等）に関すること。 

８ 平常時モニタリングに関すること。 

９ 事業者からの報告の徴収、立入検査等に関すること。 

10 県災害警戒本部の設置及び運営に関すること。 

11 県災害対策本部及びその下部組織である部（モニタリング本部、保健医療福祉

対策本部、避難行動要支援者避難支援センター（以下「避難支援センター」と

いう。））の設置並びに運営に関すること。 

12 原子力災害合同対策協議会への職員派遣に関すること。 
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項  目 修  正  案 修  正  前 

14 原子力災害情報等の収集、伝達に関すること。 

15 避難者受入市町村との調整（県分：避難所の選定等）に関すること。 

16 住民等の避難の支援に関すること。 

17 立入制限に関すること。 

18 行政機関の業務継続のための機能移転に係る調整 

19 放射性物質による汚染状況調査に関すること。 

20 緊急時モニタリング計画の作成及び実施に関すること。 

21 原子力災害医療活動（避難退域時検査及び簡易除染を含む）に関すること。 

22 飲食物の摂取制限等に関すること。 

23 食糧及び生活関連物資の調達に関すること。 

24 環境の除染に関すること。 

25 制限措置の解除に関すること。 

26 損害賠償の請求等に必要な資料の整備について 

27 米子市、境港市関係周辺市町への原子力防災対策に対する指示及び指導助言に

関すること。 

28 県民からの問い合わせ対応に関すること。 

29 国及び関係機関への支援の要請に関すること。 

13 原子力災害情報等の収集、伝達に関すること。 

14 避難者受入市町村との調整（県分：避難所の選定等）に関すること。 

15 住民等の避難の支援に関すること。 

16 立入制限に関すること。 

 

17 放射性物質による汚染状況調査に関すること。 

18 緊急時モニタリング計画の作成及び実施に関すること。 

19 原子力災害医療活動（避難退域時検査及び簡易除染を含む）に関すること。 

20 飲食物の摂取制限等に関すること。 

21 食糧及び生活関連物資の調達に関すること。 

22 環境の除染に関すること。 

23 制限措置の解除に関すること。 

24 損害賠償の請求等に必要な資料の整備について 

25 米子市、境港市関係周辺市町への原子力防災対策に対する指示及び指導助言に

関すること。 

26 県民からの問い合わせ対応に関すること。 

27 国及び関係機関への支援の要請に関すること。 

Ｐ．１５ 

第１章 総則 

第８節 防災関係機

関の事務又は業務

の大綱 

６ 指定公共機関 

中国電力(株) 

１ 原子力発電所の安全性の確保、防災体制の整備、災害予防に関すること。 

２ 防災上必要な社内教育・訓練に関すること。 

３ 環境放射線等の把握（モニタリング）に関すること。 

４ 緊急時モニタリングの協力に関すること。 

５ 防災活動体制の整備に関すること。 

６ 防災業務設備の整備（放射線（能）観測設備機材、通信連絡設備、放射線防護

機材、消防救助用機材等）及び要員の派遣体制の整備に関すること。 

７ 異常時における県、米子市及び境港市（以下「関係周辺市」という。）への連絡

員の派遣並びに連絡通報体制の整備に関すること。 

８ 原子力災害等に係る情報提供に関すること。 

中国電力(株) 

１ 原子力発電所の安全性の確保、防災体制の整備、災害予防に関すること。 

２ 防災上必要な社内教育・訓練に関すること。 

３ 環境放射線等の把握（モニタリング）に関すること。 

 

４ 防災活動体制の整備に関すること。 

５ 防災業務設備の整備（放射線（能）観測設備機材、通信連絡設備、放射線防護

機材、消防救助用機材等）及び要員の派遣体制の整備に関すること。 

６ 異常時における県、米子市及び境港市（以下「関係周辺市」という。）への連絡

員の派遣並びに連絡通報体制の整備に関すること。 

７ 原子力災害等に係る情報提供に関すること。 
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項  目 修  正  案 修  正  前 

９ 汚染拡大防止措置及び災害の復旧に関すること。 

10 原災法及び関係法令等に基づく必要な処置に関すること。 

11 県、米子市、境港市の実施する原子力防災対策に関する積極的な協力に関する

こと。 

12 県等が行う避難退域時検査、簡易除染への協力に関すること。 

13 避難退域時検査及び簡易除染等で発生した廃棄物等の処理に関すること。 

14 被災者の損害賠償請求等への対応に関すること。 

８ 汚染拡大防止措置及び災害の復旧に関すること。 

９ 原災法及び関係法令等に基づく必要な処置に関すること。 

10 県、米子市、境港市の実施する原子力防災対策に関する積極的な協力に関する

こと。 

11 県等が行う避難退域時検査、簡易除染への協力に関すること。 

12 避難退域時検査及び簡易除染等で発生した廃棄物等の処理に関すること。 

 

Ｐ．３３ 

第２章 原子力災害

事前対策 

第８節 避難受入活

動体制の整備 

３ 避難所等の整備

等 

（２）避難誘導用資機材、移送用資機材・車両等の確保 

市は、県と協力し、広域避難も想定して、避難誘導用資機材、移送用資機材・車

両等を確保するものとする。特に、避難行動要支援者等の広域避難に必要な福祉車

両等の確保について留意する。 

 

（２）避難誘導用資機材、移送用資機材・車両等の確保 

市は、県と協力し、広域避難も想定して、避難誘導用資機材、移送用資機材・車

両等を確保するものとする。 

Ｐ．３４ 

第２章 原子力災害

事前対策 

第８節 避難受入活

動体制の整備 

３ 避難所等の整備

等 

（８）避難所における設備等の整備 

 県は、原子力災害時の避難所となる施設において、あらかじめ必要な機能を整理

し、備蓄場所の確保、通信設備の整備等を進めるものとする。 

 

（８）避難所における設備等の整備 

 県は、避難所において、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マット、簡易ベッド、非常

用電源、衛生携帯電話等の通信機器等のほか、空調、洋式トイレなど、要配慮者に

も配慮した避難の実施に必要な施設・設備の整備に努めるとともに、被災者による

災害情報の入手に資するテレビ、ラジオ等の機器の整備を図るものとし、市は県に

協力するものとする。この際、一部資機材について県に協力して事前配備を行う。 

Ｐ．３５ 

第２章 原子力災害

事前対策 

第８節 避難受入活

動体制の整備 

５ 要配慮者等の

避難誘導・移送体制

（１）要配慮者の安全な避難 

市は、県と協力し、要配慮者の避難については、無理な避難の実施により健康リ

スクが高まることを防止するとともに、在宅の要配慮者については、避難に際して

混乱や事故を防止し、安全かつ円滑な避難等が可能となるよう早期に対処や必要な

支援等を行うよう配慮する。このため、情報の確実な伝達を行いつつ、屋内退避や

放射線防護対策施設の利用等効果的な被ばくの低減及び避難手段、避難先を確保し

てからの避難を行うものとする。また、要配慮者及び一時滞在者への対応を強化す

（１）市は、県の協力の下、要配慮者及び一時滞在者への対応を強化するため、避

難誘導に当たっては、放射線の影響を受けやすい乳幼児等について十分配慮する等

原子力災害の特殊性に留意するものとする。 
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項  目 修  正  案 修  正  前 

等の整備 るため、避難誘導に当たっては、放射線の影響を受けやすい乳幼児、妊産婦等につ

いて、無用な被ばくを回避するよう十分配慮する等原子力災害の特殊性に留意し、

次の項目に取り組むものとする。 

① 乳幼児、妊産婦がバスを利用して避難する場合は、優先乗車等の配慮を図るも

のとする。 

② 在日、訪日外国人の災害対策を充実させるため、多言語情報の提供の充実と、

わかりやすい日本語の活用を行う。 

また、市は、県の協力の下、必要に応じて避難誘導や搬送・受入れ体制の整備を

図るものとする。 

あわせて、市は、県の助言の下、要配慮者避難支援計画等の整備に努めるものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）市は、県の協力の下、必要に応じて避難誘導や搬送・受入れ体制の整備を図

るものとする。 

 なお、市は、県の助言の下、要配慮者避難支援計画等の整備に努めるものとする。 

 

（３）（略） 

 

（４）（略） 

 

（５）市は県と協力して、原子力災害時における外国人の災害対策を充実させるた

め、多言語情報の提供の充実と、わかりやすい日本語の活用を行う。 

また、訓練において県と協力して外国人住民の参加を促進する。 

Ｐ．３７ 

第２章 原子力災害

事前対策 

第１１節 救助・救

急、医療及び防護資

機材等の整備 

４ 安定ヨウ素剤の配布及び服用体制の整備 

 市は、原子力災害対策指針を踏まえ、県、医療機関等と連携して、住民等に対す

る緊急時における安定ヨウ素剤の配布体制を整備し、速やかに安定ヨウ素剤の配布

及び服用が行えるよう準備しておくものとする。なお、服用を優先すべき対象者は、

妊婦、授乳婦及び未成年者（乳幼児含む）である。 

（１）市は、県と連携し、緊急時に住民等が避難を行う際の安定ヨウ素剤の配布体

制（配布場所、配布のための手続き）を整備するとともに、緊急時に迅速に配布す

るための安定ヨウ素剤をあらかじめ適切な場所に備蓄しておくものとする。 

また、市は県と連携し、避難の際に配布場所で安定ヨウ素剤を受け取ることが困

難と想定され、事前配布を希望するＵＰＺ内の住民に対して、事前配布説明会及び

４ 安定ヨウ素剤の予防服用体制の整備 

 市は、原子力災害対策指針を踏まえ、県、医療機関等と連携して、住民等に対す

る緊急時における安定ヨウ素剤の配布体制を整備し、速やかに安定ヨウ素剤の予防

服用が行えるよう準備しておくものとする。 

 

（１）市は、県と連携し、緊急時に安定ヨウ素剤を配布することが困難と想定され、

事前配布を希望するＵＰＺ内の住民への事前配布及び緊急時に住民等が避難を行う

際の安定ヨウ素剤の配布体制（配布場所、配布のための手続き、服用時の相談対応・

副作用の観察等を行う医療専門職の配置等）について、あらかじめ整備するととも

に、緊急時に迅速に配布するための安定ヨウ素剤をあらかじめ適切な場所に備蓄し
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項  目 修  正  案 修  正  前 

保健所において事前配布を行う。なお、服用を優先すべき対象者へ事前配布に関す

る周知を積極的に進めるものとする。 

ておくものとする。 

Ｐ．４０ 

第２章 原子力災害

事前対策 

第１４節 原子力防

災等に関する住民

等に対する知識の

普及と啓発及び国

際的な情報発信 

３ 市が原子力防災知識の普及と啓発を行うに際しては、要配慮者に十分に配慮す

ることにより、地域において要配慮者（特に避難行動要支援者）を支援する体制が

整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等、男女双方の視点

へ十分配慮するよう努めるものとする。 

また、避難行動要支援者の訓練参加機会を拡充し、原子力防災に関する知識の普

及と啓発に努めるものとする。 

なお、外国人に係る災害対応として、平時から多言語による原子力防災知識の情

報発信に努めるものとする。 

３ 市が原子力防災知識の普及と啓発を行うに際しては、要配慮者に十分に配慮す

ることにより、地域において要配慮者（特に避難行動要支援者）を支援する体制が

整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等、男女双方の視点

へ十分配慮するよう努めるものとする。 

 

 

Ｐ．４１ 

第２章 原子力災害

事前対策 

第１４節 原子力防

災等に関する住民

等に対する知識の

普及と啓発及び国

際的な情報発信 

７ 市は、住民等に対し、原子力防災に関する知識の普及と啓発のため、原子力防

災訓練への参加を促すものとする。 

 

（新設） 

Ｐ．５４ 

第３章 緊急事態応

急対策 

第２節  

２ 応急対策活動情

報の連絡 

（１）施設敷地緊急

事態発生後の応急

対策活動情報、被害

情報等の連絡 

⑥市は、オフサイトセンターに立ち上げられる機能班及び市ブースにそれぞれ職員

を派遣し、国の現地事故対策連絡会議との連携を密にするものとする。 

市は、国が現地事故対策連絡会議を開催する場合には、県ブースに配置する職員

をもって出席するものとする。 

また、市ブースに配置した職員に対し、市が行う応急対策活動の状況、被害の状

況等に関する情報を随時連絡するものとし、オフサイトセンターにおいて関係地方

公共団体等と応急対策活動の状況等の共有及び必要な調整を行うものとする。 

⑥市は、オフサイトセンターに職員を派遣し、国の現地事故対策連絡会議との連携

を密にするものとする。 

 

 

また、オフサイトセンターに派遣した職員に対し、市が行う応急対策活動の状況、

被害の状況等に関する情報を随時連絡するものとする。 
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項  目 修  正  案 修  正  前 

Ｐ．５５ 

第３章 緊急事態応

急対策 

第２節  情報の収

集・連絡、緊急連絡

体制及び通信の確

保 

２ 応急対策活動情

報の連絡 

（２）全面緊急事態

における連絡等（原

子力緊急事態宣言

後の応急対策活動

情報、被害情報等の

連絡） 

②全面緊急事態を受けて設置された国の原子力災害対策本部は、全面緊急事態が発

生したと判断した場合は、直ちに指定行政機関、関係省庁及び関係地方公共団体に

連絡を行うこととされている。 

市は、国の原子力災害現地対策本部、県、指定公共機関、関係周辺市町、所在県、

所在市、所在周辺市、指定地方公共機関及び原子力事業者その他関係機関とともに、

オフサトセンターにおいて、施設の状況の把握、モニタリング情報の把握、医療関

係情報の把握、住民避難・屋内退避状況の把握等を担う各機能班にそれぞれ職員を

配置することにより、常時継続的に必要な情報を共有するとともに、国が合同対策

協議会を開催する場合には、市ブースに配置する職員をもって出席するものとする。 

③市は、市ブースに配置した職員に対し、市が行う緊急事態応急対策活動の状況、

被害の状況等に関する情報を随時連絡するものとし、オフサイトセンターにおいて

関係地方公共団体等と応急対策活動の状況等の共有及び必要な調整を行うものとす

る。 

②全面緊急事態を受けて設置された国の原子力災害対策本部は、全面緊急事態が発

生したと判断した場合は、直ちに指定行政機関、関係省庁及び関係地方公共団体に

連絡を行うこととされている。 

市は、国の原子力災害現地対策本部、県、指定公共機関、関係周辺市町、所在県、

所在市、所在周辺市、指定地方公共機関及び原子力事業者その他関係機関とともに、

オフサトセンターにおいて、施設の状況の把握、モニタリング情報の把握、医療関

係情報の把握、住民避難・屋内退避状況の把握等を担う各機能班にそれぞれ職員を

配置することにより、常時継続的に必要な情報を共有するとともに、市が行う緊急

事態応急対策について必要な調整を行うものとする。 

③市は、オフサイトセンターに派遣した職員に対し、市が行う緊急事態応急対策活

動の状況、被害の状況等に関する情報を随時連絡するものとする。 

Ｐ．５９ 

第３章 緊急事態応

急対策 

第３節 活動体制の

確立 

１ 市の活動体制 

（１）原子力災害対

策のための警戒態

勢 

（削除） ④現地事故対策連絡会議への職員の派遣 

 施設敷地緊急事態が発生し、国が現地事故対策連絡会議をオフサイトセンターに

て開催し、これに市の職員の派遣要請があった場合には、あらかじめ定められた職

員をオフサイトセンターに派遣するものとする。 

Ｐ．６１ 

第３章 緊急事態応

急対策 

第３節 活動体制の

図３－５ 米子市災害対策本部組織編成図 

 

図３－５ 米子市災害対策本部組織編成図 

 受援班
総合政策部

企画広報班
総合政策部 企画広報班
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項  目 修  正  案 修  正  前 

確立 

Ｐ．６３ 

第３章 緊急事態応

急対策 

第３節 活動体制の

確立 

図３－６ 災害対策本部の所掌事務 

 

図３－６ 災害対策本部の所掌事務 

 

Ｐ．６５ 

第３章 緊急事態応

急対策 

第３節 活動体制の

確立 

 

２ 現地事故対策連絡会議、原子力災害合同対策協議会への出席等 

オフサイトセンターにおいて現地事故対策連絡会議、又は原子力緊急事態宣言が

発出され、原子力災害合同対策協議会が組織されることとなった場合は、市は、原

則としてあらかじめ定められた者をこれに出席させ、原子力緊急事態に関する情報

を交換し、緊急事態応急対策の実施に向けた調整を行うものとする。 

・図３－７「現地事故対策連絡会議、原子力災害合同対策協議会の組織、構成員」 

２ 原子力災害合同対策協議会への出席等 

原子力緊急事態宣言が発出され、オフサイトセンターにおいて原子力災害合同対

策協議会が組織されることとなった場合は、市は、原則としてあらかじめ定められ

た責任ある判断を行える者をこれに出席させ、原子力緊急事態に関する情報を交換

し、緊急事態応急対策の実施に向けた調整を行うものとする。 

・図３－７「原子力災害合同対策協議会の組織、構成員」 

Ｐ．６７ 

第３章 緊急事態応

急対策 

第３節 活動体制の

確立 

４応援要請及び職

員の職員の派遣要

請等 

（２）職員の派遣要請等 

市長は、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策のため必要と認めるときは、

指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、職員の派遣を要請し、又は知

事に対し、指定地方行政機関の職員の派遣についてあっせんを求めるものとする。

特に、連絡員としての役割を担う職員派遣を積極的に要請し、派遣された連絡員を

通じて関係機関と相互に状況を共有し、迅速な対応につなげるものとする。 

市長は、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策のため必要と認めるときは、

指定行政機関又は指定地方行政機関の長に対し、放射線による人体の障害の予防、

診断及び治療に関する助言その他の必要な援助を求めるものとする。 

（２）職員の派遣要請等 

市長は、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策のため必要と認めるときは、

指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、職員の派遣を要請し、又は知

事に対し、指定地方行政機関の職員の派遣についてあっせんを求めるものとする。 

 

 

市長は、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策のため必要と認めるときは、

指定行政機関又は指定地方行政機関の長に対し、放射線による人体の障害の予防、

診断及び治療に関する助言その他の必要な援助を求めるものとする。 

Ｐ．７０ 

第３章 緊急事態応

急対策 

第４節 避難、屋内

退避等の防護措置 

２ 屋内退避 

 市は、施設敷地緊急事態発生時には、今後の事態の進展により屋内退避を行う可

能性がある旨をＵＰＺ内の住民等に伝え、屋内退避に必要な準備を促すものとする。 

 また、県及び市は、全面緊急事態に至った場合、屋内退避中の住民に対し、安全

確保のため、防災行政無線、原子力防災アプリ、ホームページ、広報車等により必

要な情報提供を行うものとする。 

 なお、実動組織等の支援を得ながら、屋内退避中の住民等からの緊急の物資供給

（新設） 

総合政策部 企画広報班 ○総合政策課長 総合政策課員 １　災害の広報に関すること。(庁内連絡を含む。)

（総合政策部長） 受援班 都市創造課長 都市創造課員 ２　報道機関への広報に関すること。

情報政策課長 情報政策課員 ３　受援に係る総合調整に関すること。

地域振興課長 地域振興課員 ４　災害ボランティアの受け入れに関すること。

交通政策課長 交通政策課員

総合政策部 企画広報班 ○総合政策課長 総合政策課員 １　災害の広報に関すること。(庁内連絡を含む。)

（総合政策部長） （新設） 都市創造課長 都市創造課員 ２　報道機関への広報に関すること。

情報政策課長 情報政策課員 ３　災害ボランティアの受け入れに関すること。

地域振興課長 地域振興課員

交通政策課長 交通政策課員
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項  目 修  正  案 修  正  前 

要請又は救出要請に対応できる体制について検討するものとする。 

Ｐ．７２ 

第３章 緊急事態応

急対策 

第４節 避難、屋内

退避等の防護措置 

５ 避難の際の住民等に対する避難退域時検査及び簡易除染の実施 

国の原子力災害対策本部は、原子力災害対策指針を踏まえ、避難退域時検査及び

簡易除染措置を実施するよう地方公共団体に指示するものとされている。 

県は、原子力災害対策指針に基づき、中国電力(株)と連携し、国の協力を得なが

ら、指定公共機関の支援の下、主要経路沿い等に避難退域時検査会場を設置し、住

民等の避難区域等からの避難において、住民等（避難輸送に使用する車両及びその

乗務員を含む。）を避難所に受入するまでの間に住民の汚染状況を確認することを目

的に、主要経路から避難退域時検査会場へ確実に誘導を行った上で避難退域時検査

を実施し、検査結果に応じて、ＯＩＬに基づく簡易除染を行うものとする。なお、

この検査によって健康リスクが高まると判断される要配慮者及びその車両について

は、体調等が悪化しないように避難所に併設された避難退域時検査会場等で健康上

の配慮を行いつつ検査を行うなど十分配慮するものとする。主要経路沿い等の避難

退域時検査会場で避難退域時検査等を実施しなかった住民等については、避難先地

域内に設置する避難所併設の避難退域時検査会場又は保健所併設の避難退域時検査

会場で避難退域時検査等を行うものとされているが、市は、必要に応じ、県に協力

するものとする。 

４ 避難の際の住民等に対する避難退域時検査及び簡易除染の実施 

国の原子力災害対策本部は、原子力災害対策指針を踏まえ、避難退域時検査及び

簡易除染措置を実施するよう地方公共団体に指示するものとされている。 

県は、原子力災害対策指針に基づき、中国電力(株)と連携し、国の協力を得なが

ら、指定公共機関の支援の下、主要経路沿い等に避難退域時検査会場を設置し、住

民等の避難区域等からの避難において、住民等（避難輸送に使用する車両及びその

乗務員を含む。）を避難所に受入するまでの間に住民の汚染状況を確認することを目

的に、避難退域時検査を実施し、検査結果に応じて、ＯＩＬに基づく簡易除染を行

うものとする。主要経路沿い等の避難退域時検査会場で避難退域時検査等を実施し

なかった住民等については、避難先地域内に設置する予備避難退域時検査会場で避

難退域時検査等を行うものとされているが、市は、必要に応じ、県に協力するもの

とする。 

Ｐ．７３ 

第３章 緊急事態応

急対策 

第４節 避難、屋内

退避等の防護措置 

７ 安定ヨウ素剤の

服用 

（２）市は、県と連携し、国の原子力災害対策本部の指示に基づき、又は独自の判

断により、住民等に対し、安定ヨウ素剤の緊急配布・服用指示を行うとともに、併

せて事前配布を受けている住民への服用指示を行うものとする。 

なお、可能な限り、薬剤師等の医療専門職が関与する体制で配布・服用を行うも

のとする。 

（２）市は、県と連携し、国の原子力災害対策本部の指示に基づき、又は独自の判

断により、住民等に対し、安定ヨウ素剤を配布するとともに、服用を指示するもの

とする。 

なお、可能な限り、医療専門職の立会いの下、配布・服用指示を行うものとする。 

Ｐ．７３ 

第３章 緊急事態応

急対策 

第４節 避難、屋内

（１）市は、県及び関係機関と連携し、国の協力を得て、避難誘導、避難所での生

活に関しては、要配慮者及び一時滞在者が避難中に健康状態を悪化させないこと等

に十分配慮し、放射線防護対策施設の活用、避難所での健康状態の把握、福祉施設

職員等の応援体制の整備、避難所への優先的入所や応急仮設住宅への優先的入居、

（１）市は、県及び関係機関と連携し、国の協力を得て、避難誘導、避難所での生

活に関しては、要配慮者及び一時滞在者が避難中に健康状態を悪化させないこと等

に十分配慮し、放射線防護対策施設の活用、避難所での健康状態の把握、福祉施設

職員等の応援体制の整備、避難所への優先的入所や応急仮設住宅への優先的入居、
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項  目 修  正  案 修  正  前 

退避等の防護措置 

８ 要配慮者等への

配慮 

高齢者、障がい者向け応急仮設住宅の設置等に努めるものとする。特に避難の実施

により健康リスクが高まる者は、放射線防護対策を講じた屋内退避施設に屋内退避

させるものとする。また、要配慮者に向けた情報の提供についても十分配慮するも

のとする。 

 なお、要配慮者については、きめ細やかな対応等について、配慮するものとする。 

高齢者、障がい者向け応急仮設住宅の設置等に努めるものとする。特に避難の実施

により健康リスクが高まる者は、放射線防護対策を講じた屋内退避施設に屋内退避

させるものとする。また、要配慮者に向けた情報の提供についても十分配慮するも

のとする。 

 なお、要配慮者については、きめ細やかな対応等について、配慮するものとする。 

Ｐ．７５ 

第３章 緊急事態応

急対策 

第４節 避難、屋内

退避等の防護措置 

13 食料、生活関連

物資等の供給 

（１）市は、県及び関係機関と協力し、被災者の生活の維持のため必要な食糧、飲

料水、燃料、毛布等の生活必需品等を調達・確保し、乳幼児、妊産婦及び食物アレ

ルギーのある方、世代、男女のニーズの違い等にも配慮し、ニーズに応じて供給・

分配を行うものとする。 

なお、被災地で必要とされる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、

時宜を得た物資の調達に留意するものとする。また、夏季には扇風機等、冬季には

暖房器具、燃料等を含める等被災地の事情を考慮する。 

（１）市は、県及び関係機関と協力し、被災者の生活の維持のため必要な食糧、飲

料水、燃料、毛布等の生活必需品等を調達・確保し、ニーズに応じて供給・分配を

行うものとする。 

 

なお、被災地で必要とされる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、

時宜を得た物資の調達に留意するものとする。また、夏季には扇風機等、冬季には

暖房器具、燃料等を含める等被災地の事情を考慮するとともに、要配慮者のニーズ

や、男女のニーズの違い等に配慮するものとする。 

Ｐ．７５ 

第３章 緊急事態応

急対策 

第６節 飲食物の出

荷制限、摂取制限等 

 

２ 国はＯＩＬに基づき、緊急時モニタリングの結果に応じて、飲食物の放射性核

種濃度の測定を行うべき地域を特定し、都道府県における検査計画の策定・検査実

施、飲食物の出荷制限等について関係機関に要請するとともに、状況に応じて、摂

取制限も措置するものとされている。市は、原子力災害対策指針に基づいた飲食物

に係るスクリーニング基準を踏まえ、国及び県からの放射性物質による汚染状況の

調査の要請を受け、又は独自の判断により、飲食物の検査を実施するものとする。

また、市は、国及び県の指示及び要請に基づき、飲食物の放射性核種濃度測定及び

必要な出荷制限、摂取制限を実施するものとする。 

 

（２）国はＯＩＬに基づき、緊急時モニタリングの結果に応じて、飲食物の放射性

核種濃度の測定を行うべき地域を特定し、都道府県における検査計画の策定・検査

実施、飲食物の出荷制限等について関係機関に要請するとともに、状況に応じて、

摂取制限も措置するものとされている。市は、原子力災害対策指針に基づいた飲食

物に係るスクリーニング基準を踏まえ、国及び県からの放射性物質による汚染状況

の調査の要請を受け、又は独自の判断により、飲食物の検査を実施するものとする。

また、市は、国及び県の指導・助言及び指示に基づき、又は独自の判断により、代

替飲食物の供給等に配慮しつつ、飲食物の出荷制限、摂取制限等及びこれらの解除

を実施するものとする。 

Ｐ．８７ 

第４章 複合災害対

策 

第１節 基本方針 

本章は、複合災害時の体制及び災害応急対策について定めるものである。 

複合災害時における防護措置は、人命の安全確保を最優先とし、第３章の防護措

置を基本としつつ、避難経路、避難手段、避難先等への影響を考慮した防護措置を

複合的な事態に対応しつつ迅速かつ同時並行的に行う。 

第１節 基本方針 

本章は、複合災害時の体制及び災害応急対策について定めるものである。 

複合災害時における防護措置は、第３章の防護措置を基本としつつ、避難経路、

避難手段、避難先等への影響を考慮した防護措置を行う。 

Ｐ．９０ 第６節 救助・救急、消火及び医療活動 第６節 救助・救急、消火及び医療活動 
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項  目 修  正  案 修  正  前 

第４章 複合災害対

策 

１ 原子力災害医療活動 

県は、市、消防機関、県警察等と連携し、複合災害時の救助・救急、消火活動に

より、要員や資機材が不足する場合は、広域的な応援を要請するとともに、必要に

応じて国に対し広域搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の設置を要請するものとする。 

県及び市の医療機関は、原子力災害拠点病院を中心として医療活動を行うものと

する。その際、災害拠点病院やＤＭＡＴ等が行う災害医療活動等と緊密に連携する。 

また、県及び原子力災害拠点病院は、状況に応じて、原子力災害医療派遣チーム

等の派遣を要請するものとする。 

２ 安定ヨウ素剤 

複合災害時の道路や搬送手段の被災状況を勘案し、安定ヨウ素剤の搬送計画を作

成する。 

１ 原子力災害医療活動 

県は、関係周辺市町、消防機関、県警察等と連携し、複合災害時の救助・救急、

消火活動により、要員や資機材が不足する場合は、広域的な応援を要請するととも

に、必要に応じて国に対し広域搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の設置を要請する

ものとする。 

 

 

 

 

また、複合災害時の道路や搬送手段の被災状況を勘案し、安定ヨウ素剤の搬送計

画を作成する。 

Ｐ．９１ 

第４章 複合災害対

策 

第７節 住民等への

的確な情報伝達活

動 

２ 情報伝達手段の確保 

市は、防災行政無線、広報車、原子力防災アプリ、ホームページ、ソーシャルメ

ディア（ＳＮＳ）、緊急速報メールといった情報伝達手段それぞれの特性および耐災

害性を把握し、複合災害時に特定の情報伝達手段の機能喪失が想定されるときは、

必要に応じて代替手段を選択し、確実に情報が伝達できるよう努めるものとする。 

２ 情報伝達手段の確保 

市は、複合災害時に情報伝達手段の機能喪失が想定されるときは、必要に応じて

代替手段を検討し、確実に情報が伝達できるよう努めるものとする。 

Ｐ．１００ 

別表２ 島根原子力

発電所に係る各緊

急事態区分を判断

するＥＡＬ 

１．沸騰水型軽水炉

に係る原子炉の運

転等のための施設

（当該施設が炉規

法第４３条の３の

６第１項第４号の

① 原子炉の運転中に原子炉保護回路の１チャンネルから原子炉停止信号が発信さ

れ、その状態が一定時間継続された場合において、当該原子炉停止信号が発信され

た原因を特定できないこと、又は原子炉の非常停止が必要な場合において、原子炉

制御室からの制御棒の挿入操作により原子炉を停止することができないこと、若し

くは停止したことを確認することができないこと。 

② 原子炉の運転中に保安規定（炉規法第４３条の３の２４に規定する保安規定を

いう。）で定められた数値を超える原子炉冷却材の漏えいが起こり、定められた時間

内に定められた措置を実施できないこと、又は原子炉の運転中に非常用炉心冷却装

置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生すること。 

③（略） 

④（略） 

① 原子炉の運転中に原子炉保護回路の１チャンネルから原子炉停止信号が発信さ

れ、その状態が一定時間継続された場合において、当該原子炉停止信号が発信され

た原因を特定できないこと。 

 

 

② 原子炉の運転中に保安規定（炉規法第４３条の３の２４に規定する保安規定を

いう。）で定められた数値を超える原子炉冷却材の漏えいが起こり、定められた時間

内に定められた措置を実施できないこと。 

 

③（略） 

④（略） 
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項  目 修  正  案 修  正  前 

基準に適合しない

場合又は原子炉容

器内に照射済燃料

集合体が存在しな

い場合を除く。） 

警戒事態を判断す

るＥＡＬ 

⑤ 非常用交流母線が一となった場合において当該非常用交流母線に電気を供給す

る電源が一となる状態が１５分間以上継続すること、全ての非常用交流母線からの

電気の供給が停止すること、又は外部電源喪失が３時間以上継続すること。 

⑥（略） 

⑦（略） 

⑧ 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室（実用発電用原子炉及びその附属施

設の技術基準に関する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第６号）第３８条第

４項及び研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平

成２５年原子力規制委員会規則第１０号）第３７条第４項に規定する装置が施設さ

れた室をいう。以下同じ。）からの原子炉の運転や制御に影響を及ぼす可能性が生じ

ること。 

⑤ 全ての非常用交流母線からの電気の供給が１系統のみとなった場合で当該母線

への電気の供給が１つの電源のみとなり、その状態が１５分以上継続すること、又

は外部電源喪失が３時間以上継続すること。 

⑥（略） 

⑦（略） 

⑧ 原子炉制御室その他の箇所からの原子炉の運転や制御に影響を及ぼす可能性が

生じること。 

Ｐ．１０１ 

別表２ 島根原子力

発電所に係る各緊

急事態区分を判断

するＥＡＬ 

１．沸騰水型軽水炉

に係る原子炉の運

転等のための施設

（当該施設が炉規

法第４３条の３の

６第１項第４号の

基準に適合しない

場合又は原子炉容

器内に照射済燃料

集合体が存在しな

い場合を除く。） 

施設敷地緊急事態

① 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏え

いが発生した場合において、非常用炉心冷却装置及び原子炉隔離時冷却系に係る装

置並びにこれらと同等の機能を有する設備（以下「非常用炉心冷却装置等」という。）

のうち当該原子炉へ高圧又は低圧で注水するもののいずれかによる注水が直ちにで

きないこと。 

②（略） 

③（略） 

④ 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が３０分間

以上継続すること。 

⑤ 非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電

源が一となる状態が５分間以上継続すること。 

⑥（略） 

⑦（略） 

⑧ 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化し、原子炉の制御に支

障が生じること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合にお

いて、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施

設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。 

① 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏え

いが発生した場合において、非常用炉心冷却装置等のうち当該原子炉へ高圧又は低

圧で注水するもののいずれかによる注水が直ちにできないこと。 

 

 

②（略） 

③（略） 

④ 全ての交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が３０分以上継続

すること。 

⑤ 非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電

源が一となる状態が５分以上継続すること。 

⑥（略） 

⑦（略） 

⑧ 原子炉制御室の環境が悪化し、原子炉の制御に支障が生じること、又は原子炉

若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置す

る原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置

の機能の一部が喪失すること。 
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項  目 修  正  案 修  正  前 

を判断するＥＡＬ 

Ｐ．１０３ 

別表２ 島根原子力

発電所に係る各緊

急事態区分を判断

するＥＡＬ 

１．沸騰水型軽水炉

に係る原子炉の運

転等のための施設

（当該施設が炉規

法第４３条の３の

６第１項第４号の

基準に適合しない

場合又は原子炉容

器内に照射済燃料

集合体が存在しな

い場合を除く。） 

全面緊急事態を判

断するＥＡＬ 

① 原子炉の非常停止が必要な場合において、全ての停止操作により原子炉を停止

することができないこと又は停止したことを確認することができないこと。 

②（略） 

③（略） 

④（略） 

⑤（略） 

⑥ 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が１時間以

上継続すること。 

⑦ 全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が５分間以

上継続すること。 

⑧（略） 

⑨（略） 

⑩（略） 

⑪ 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなることにより、原

子炉を停止する機能及び冷温停止状態を維持する機能が喪失すること、又は原子炉

若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置す

る原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置

の全ての機能が喪失すること。 

① 原子炉の非常停止が必要な場合において、制御棒の挿入により原子炉を停止す

ることができないこと又は停止したことを確認することができないこと。 

②（略） 

③（略） 

④（略） 

⑤（略） 

⑥ 全ての交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が１時間以上継続

すること。 

⑦ 全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が５分以上

継続すること。 

⑧（略） 

⑨（略） 

⑩（略） 

⑪ 原子炉制御室が使用できなくなることにより、原子炉制御室からの原子炉を停

止する機能及び冷温停止状態を維持する機能が喪失すること又は原子炉施設に異常

が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装

置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の全ての機能が喪失すること。 

Ｐ．１０８ 

別表３ ＯＩＬと防

護措置について 

 

※９ ＩＡＥＡでは、飲食物摂取制限が効果的かつ効率的に行われるよう、飲食物中

の放射性核種濃度の測定が開始されるまでの間の暫定的な飲食物摂取制限の実施及

び当該測定の対象の決定に係る基準であるＯＩＬ３等を設定しているが、我が国で

は、放射性核種濃度を測定すべき区域を特定するための基準である「飲食物に係る

スクリーニング基準」を定める。 

 

※９ ＩＡＥＡでは、ＯＩＬ６に係る飲食物摂取制限が効果的かつ効率的に行われる

よう、飲食物中の放射性核種濃度の測定が開始されるまでの間に暫定的に飲食物摂

取制限を行うとともに、広い範囲における飲食物のスクリーニング作業を実施する

地域を設定するための基準であるＯＩＬ３、その測定のためのスクリーニング基準

であるＯＩＬ５が設定されている。ただし、ＯＩＬ３については、ＩＡＥＡの現在

の出版物において空間放射線量率の測定結果と暫定的な飲食物摂取制限との関係が

必ずしも明確でないこと、また、ＯＩＬ５については我が国において核種ごとの濃

度測定が比較的容易に行えることから、放射性核種濃度を測定すべき区域を特定す

るための基準である「飲食物に係るスクリーニング基準」を定める。 
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