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出雲市の原子力防災の主な取組一覧（令和２年度～３年度） 

 年 月 日 内容 

令 

和 

２ 

年 

度 

令和２年 

５月１４日 

島根原子力発電所 サイトバンカ建物の巡視業務の未実施につい

て、中国電力㈱に対し申入れ 

５月２６日 
島根原子力発電所 サイトバンカ建物の巡視業務の未実施に関す

る現地確認（第１回）を実施 

６月１５日 
島根原子力発電所３号機 フィルタ付ベント設備フィルタ装置吊

り込み作業の視察 

６月２４日 
島根原子力発電所 適合性審査状況説明会への出席 

（島根県民会館 大会議室） 

６月３０日 
出雲市危機管理推進会議・防災会議 

（出雲市民会館 301研修室） 

６月３０日 
地区災害対策本部長会 

（出雲市民会館 301研修室） 

７月３０日 
島根原子力発電所１号機 第３回事業者定期検査の実施にあた

り、中国電力㈱に対し意見を申入れ 

８月１１日 
島根原子力発電所 審査状況説明会への出席 

（松江市 くにびきメッセ 小ホール） 

９月３０日 
島根原子力発電所 サイトバンカ建物の巡視業務の未実施に関す

る現地確認（第２回）を実施 

１０月２８日 
島根県原子力防災訓練 

（初動対応等訓練、安定ヨウ素剤緊急配布訓練など） 

１１月 ９日 
島根原子力発電所 適合性審査状況説明会への出席 

（松江市 くにびきメッセ 501会議室） 

１１月２１日 
原子力災害に備えた安定ヨウ素剤の事前配布会 

（市役所本庁 くにびき大ホール） 

１２月１２日 
出雲市原子力学習会 

（出雲市民会館 大ホール） 

令和３年 

１月２６日 

島根原子力発電所１号機の廃止措置に係る主変圧器・所内変圧器

の解体撤去工事の視察 

２月２２日 
島根原子力発電所 サイトバンカ建物の巡視業務の未実施に関す

る現地確認（第３回）を実施 

３月１５日 
原子力災害時における広域避難受け入れに関する担当者説明会 

（各自治体からのオンライン会議形式） 

３月１８日 
第１０回出雲市原子力発電所環境安全対策協議会 

（出雲科学館 理科学習棟 3階 多目的室） 

３月２０日 
令和２年度島根県原子力講演会（出雲市共催） 

（ビッグハート出雲 茶のスタジオ（サテライト会場）） 

３月２２日 島根原子力発電所 低レベル放射性廃棄物搬出作業の視察 
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 年 月 日 内容 

令 

和 

３ 

年 

度 

令和３年 

５月１８日 
島根原子力発電所管理事務所における火災に関する現地確認 

５月２５日 

出雲市危機管理推進会議・防災会議 

 出雲市地域防災計画（原子力災害対策編）の改定 

（市役所本庁 くにびき大ホール） 

６月２８日 

出雲市議会全員協議会 

・島根原子力発電所２号機 新規制基準適合性に係る審査書案に

関する手続き及び市の対応について 

７月３０日 
島根地域原子力防災協議会（ＷＥＢ会議） 

 「島根地域の緊急時対応」の確認 

８月１１日 安全協定申入れに対する中国電力からの回答 

８月１９日 

出雲市議会総務委員会・資源政策特別委員会連合審査会 

・立地自治体と同様の原子力安全協定締結の申入れに対する中国

電力株式会社からの回答及び市の対応方針について 

・島根原子力発電所２号機に係る想定スケジュール及び議会報告

等について 

８月２４日 安全協定申入れに関する中国電力からの回答 

８月３１日 

出雲市議会全員協議会 

・立地自治体と同様の原子力安全協定締結の申入れに対する中国

電力株式会社からの回答及び市の対応方針について 

９月１４日 
島根原子力発電所２号機の再稼働判断に係る知事・３市長会議 

【第１回】（くにびきメッセ） 

９月１５日 

原子力規制委員会が島根原子力発電所２号機の原子炉設置変更を

許可 

中国電力㈱から本市へ原子炉設置変更許可の報告 

９月１９日 
原子力災害に備えた安定ヨウ素剤の事前配布会 

（鳶巣コミュニティセンター 大ホール） 

９月２４日 
島根原子力発電所 適合性審査状況説明会への出席 

（島根県民会館 多目的ホール） 

１０月６日 

出雲市議会総務委員会・資源政策特別委員会連合審査会 
・島根原子力発電所２号機に係る設置変更許可等の状況及び今後
の市の対応について 

１０月１２日 

出雲市議会全員協議会 

・島根原子力発電所２号機に係る設置変更許可等の状況及び今後

の市の対応について 

１０月１４日 島根原子力発電所 低レベル放射性廃棄物搬出作業の視察 

１０月１９日 周辺３市長合同による島根原子力発電所の視察 
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 年 月 日 内容 

令 

和 

３ 

年 

度 

令和３年   

１０月２４日 

島根原子力発電所に関する住民説明会（県・市共催） 

（出雲市民会館 大ホール） 

１１月１日 
第６回出雲市原子力安全顧問会議（ＷＥＢ会議） 

（市役所本庁３階 庁議室） 

１１月５日 
第１１回出雲市原子力発電所環境安全対策協議会 

（ラピタウェディングパレス３階 寿輝の間） 

令和４年   
２月２、５日 

（予定） 

島根県原子力防災訓練 

（初動対応等訓練 他） 

１月～２月頃 
（予定） 

出雲市原子力学習会 
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令和２年度の取組状況 

 

１．島根県原子力防災訓練 

（１）初動対応等訓練 

期日：令和２年１０月２８日（水） ８：３０～１２：００ 

（２）安定ヨウ素剤緊急配布訓練（出雲市独自訓練） 

期日：令和２年１０月２８日（水） １３：００～１６：００ 

実施地区：今市、高松、四絡、川跡、直江  参加住民：３７名 

内容：一時集結所（コミュニティセンター）での安定ヨウ素剤の配布 

及び説明手順の訓練（感染症流行下における感染症防止対策の手 

順も併せて検証） 

場所：各地区コミュニティセンター 

 

 

２．安定ヨウ素剤事前配布 

期日：令和２年１１月２１日（土） 

  １回目／１０：００～１２：００ ２回目／１４：００～１６：００ 

場所：市役所本庁 くにびき大ホール 

  配布者数：３７世帯 １１７名分 

 

 

３．出雲市原子力学習会 

期日：令和２年１２月１２日（土） １０：００～１１：３０ 

場所：出雲市民会館 大ホール 

内容：「原子力災害時に皆さんが取る行動」  

講師：株式会社千代田テクノル 原子力事業本部  藤森 昭彦 氏  

参加者数：１２１名 

 

 

４．原子力災害時における広域避難受入れに関する担当者説明会 

期日：令和３年３月１５日（月）１０：００～１２：００ 

場所：島根県内各自治体、広島県内自治体 

   ※感染症防止対策のため、オンラインでの TV会議形式で実施 

主催：島根県及び広島県 

参加機関：内閣府、広島県、島根県、松江市、出雲市、雲南市、 

       中国電力㈱、避難先自治体（広島県内２２市町） 

 

 

５．第１０回出雲市原子力発電所環境安全対策協議会 

期日：令和３年３月１８日（木） １０：００～１２：００ 

場所：出雲科学館 理科学習棟３階 多目的室 

内容：島根原子力発電所２号機 新規制基準適合性審査状況 ほか 
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６．島根原子力発電所サイトバンカ建物の巡視業務の未実施事案に係る市の対応 

（１）中国電力㈱に対する申入れ（令和２年５月１４日） 

  令和２年２月１９日に中国電力㈱から報告のあった島根原子力発電所サイト

バンカ建物の巡視業務の未実施事案について、令和２年５月１３日に原子力規制

委員会において、保安規定違反「監視」と判定された。 

このことを受け、中国電力㈱に対して、協力会社を含め全社一丸となって原因

究明と再発防止に取り組むよう、出雲市、安来市及び雲南市の３市連名で申入れ

を行った。 

（２）島根原子力発電所の現地確認 

  島根原子力発電所サイトバンカ建物の巡視業務の未実施に関する中国電力㈱

の調査状況、再発防止策の実施状況について、「島根原子力発電所に係る出雲市

民、安来市民及び雲南市民の安全確保等に関する協定」第１０条第１項に基づき、

現地確認を実施した。 

【第１回】令和２年５月２６日 

  【第２回】令和２年９月３０日 

【第３回】令和３年２月２２日 
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令和３年度の取組状況 

 

１．出雲市地域防災計画（原子力災害対策編）の改定 

島根県地域防災計画（原子力災害対策編）等の改定を踏まえ、市の計画につい

て必要な改定を実施 

【主な内容】 

（１）「新型コロナウイルス感染症を含む感染症の流行下における防護措置」 

を追加   

（２）原子力災害被災者生活支援チームの設置時期の見直しに伴う改定 

原子力災害被災者の生活支援を任務とする国の「原子力災害被災者生活

支援チーム」について、その設置時期が従来よりも早い段階から設置する

見直しが行われた。そこで、市の計画における原子力被災者生活支援チー

ムに係る部分について、所要の改定を行った。 

 

 

２．中国電力株式会社との安全協定に関する取組について 

参考資料２のとおり 

 

 

３．安定ヨウ素剤事前配布 

期日：令和３年９月１９日（日） 

 １回目／１０：３０～１２：００ ２回目／１４：００～１５：３０ 

  場所：鳶巣コミュニティセンター 大ホール 

  配布者数：２５世帯 ５６名分 

 

 

４．原子力災害に備えた出雲市広域避難計画の改定について 

  資料７のとおり 

 

 

５．第６回出雲市原子力安全顧問会議 

日  時：１１月１日（月）１８：００～２０：３０ 

会  場：出雲市役所３階 庁議室（ＷＥＢ会議） 

内  容：国のエネルギー政策について 

島根原子力発電所の概要および必要性について 

島根地域における原子力防災の取組について 

島根原子力発電所２号機の再稼働判断に係る知事・３市長会議に 

ついて 

原子力災害に備えた出雲市広域避難計画の改定について ほか 
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６．第１１回出雲市原子力発電所環境安全対策協議会 

日  時：１１月５日（金）１０：００～１２：００（予定） 

場  所：ラピタウェディングパレス３階 寿輝の間 

内  容：国のエネルギー政策について 

島根原子力発電所の概要および必要性について 

中国電力株式会社との安全協定に関する取組について 

島根原子力発電所２号機の再稼働判断に係る知事・３市長会議に 

ついて 

原子力災害に備えた出雲市広域避難計画の改定について ほか 

 

７．島根県原子力防災訓練 

実施時期：令和４年２月２日（水）、２月５日（土）（予定） 

場  所：出雲市役所 ほか 

内  容：県及び関係市と協議のうえ決定 

 

８．出雲市原子力学習会 

実施時期：令和４月１月～２月頃（予定） 

内  容：希望調査により決定 


