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美浜原子力緊急事態支援センター 訓練実績（２０２１年度） １

訓練 2021年度訓練実績 備考

協定事業者との通報訓練 ２３回 全社訓練実施

現地訓練
（防災訓練，要素訓練，定着訓練）

１５回 －

支援センター内事業者訓練 １２１人
コロナ禍移動制限等の影響
（平均：約２５０人／年）

＜コロナ禍の訓練にあたっては，昨年度と同様に次の対応を実施＞

○現地での無線資機材を用いた訓練（現地訓練）は，コロナ感染拡大防止対策として，国，自治体の行動指針及び各事
業者の対策ルールに従い，無線資機材操作指導を行う支援センター講師を派遣するとともに，無線資機材の訓練機
体を輸送して各事業者の指定した場所で実施。

〇現地訓練及び支援センター内訓練とも，無線資機材操作指導を行う支援センター講師は，訓練時の飛沫防止対策と
して，マスク及びフェイスシールドを着用。

〇支援センター内での訓練生は，受講前，２週間の健康状態確認シートの提出及び訓練前（日々）の検温・健康状態の
確認等を行い訓練を実施。

訓練 2021年度実績 備考

資機材搬送ルート実走行訓練 ２ヵ所 柏崎，福島第二

○図上で選定している陸路搬送ルートの所要時間に対する実走行確認。

〇各事業者が選定している後方支援拠点の確認。

２０２１年度，美浜原子力緊急事態支援センター（以下「支援センター」という。）及び各事業者との訓練実績は，以下の
とおり。



２

資機材搬送に係わる陸路遮断時の民間フェリーを活用した航路確認を２０１９年度（九州方面），２０２０年度（北海道方面）に引き続き，
仙台・名古屋航路の確認を行った。

固縛用リング取付箇所

支援センター所有25t車両

片側面３ヵ所 固縛用リング取付け （両側 … 計：６箇所）

固縛用リング取付箇所【車両用固縛リング ２０２０年度取付】

固縛用リング取付箇所

この航路確認においては，前２回の航路確認での課題としていた支援センター所有の大型車両（25ｔ車両）について，車両
固縛箇所が少ないことに対し，対策した結果を乗船して確認した。

支援センター所有２５ｔ車両

支援センター所有８ｔ車両

重機を積み込んだ状態で乗船

【結果】

車両に追設した固縛用リングについて，重機を積み込んだ状態においても，
効果的に固縛ができることを確認した。

船内25ｔ車両固縛状態（一部）

支援センター所有車両船内

２５ｔ車両 ８ｔ車両

民間フェリー航路を活用した実走行訓練 2022.2.12～13

海路

太平洋フェリー（きそ）
総トン数：15,795トン

約 770 km

【仙台港】



美浜原子力緊急事態支援センター ロボット訓練の高度化 ３

支援センターでは，国立研究開発法人日本原子力研究開発機構楢葉遠隔技術開発センター（以下「原子力機
構」という。）と共同で，原子力機構がこれまでに開発してきたロボットシミュレータに関する技術を基盤とし
て、原子力緊急事態への対応のために遠隔操作ロボットの整備や訓練を行っている支援センターの経験や想定シ
ナリオ等の知見を取り込み、試用によるフィードバックを通じて、ロボット遠隔操縦の体験提供および訓練プロ
グラム実施を行うシミュレータについて，2021年度より研究開発を進めている。

【シミュレーター導入の効果】

➣ このロボットシミュレーターを活用することにより，実ロボットではできない動作経験（転倒，すべり，
体勢の違いによるバランス等）を体験できることから，より効果的な訓練に繋がる。

➣ 万が一の実支援活動において，事業者ロボット操作者が不足した場合の対応として，事故収束活動を妨げ
ることなく，現地（後方支援拠点等）でのロボット訓練が可能（実ロボット不要）である。

コントロールユニット

ロボット訓練

シミュレーター用ＰＣ

シミュレーター訓練



実動機関との連携訓練 ４

木更津駐屯地
東部方面隊

松島基地
航空自衛隊

支援センター

女川原子力発電所

女川地域
総合事務所跡地
（後方支援拠点）

自衛隊指定場所：「木更津駐屯地」，「松島基地」

陸路

空路

陸路

２０２１年度の支援資機材搬送訓練は，関東以北の陸路が遮断されたとの想定のもと，支援センター（福井県）から資機材陸路搬
送途中における自衛隊とのピックアップポイントを設け，資機材を自衛隊ヘリに載せかえて空輸し，その後，事業者側（東北電
力）所有の車両に支援資機材を積替え，女川原子力発電所後方支援拠点（宮城県）まで搬送する連携訓練を実施した。

自衛隊ヘリ
・資機材積込み
・要員搭乗

空輸

自衛隊ヘリ
・資機材積み替え

木更津駐屯地

松島基地

輸送トラック
(東北電力所有車両)

輸送トラック
（東北電力車両）

女川地域
総合事務所跡地
（後方支援拠点）

輸送トラック
（東北電力車両）女川原子力発電所

陸送

要員搬送車
(東北電力手配車両)

支援センター ・資機材運搬車
・要員運搬車

陸送

前日に木更津まで移動

今回の訓練では，
発電所までの搬送なし

東北電力車両：２ｔトラック（２台），ワゴン車（１台），支援要員搬送車（２台）

陸送

【運搬車両等】

合流

2/10 10:17～11:40積込み

2/11 9:34 離陸

2/11 11:34 着陸

2/11 12:00～12:50積替え
2/11 13:00 発

2/11 13:40 着

２０１９年度の国原子力総合防災訓練（中国電力：島根原子力発電所）に引き続き，２０２１年度の国原子力総合防災訓練（東北電
力：女川原子力発電所）において，支援センター，自衛隊及び事業者を含めた総合的な実搬送訓練（以下「支援資機材搬送訓練」
という。）を実施した。



実動機関との連携訓練（支援センター～木更津駐屯地） ５

木更津駐屯地

松島基地

支援センター

女川原子力発電所

後方支援拠点

陸路

空路

陸路

支援センター車両による資機材搬送（陸送） 自衛隊ヘリ資機材積込み

【木更津駐屯地状況】
【自衛隊ヘリによる空輸】

支援センター車両



実動機関との連携訓練（松島基地～女川原子力発電所後方支援拠点） ６

女川原子力発電所

陸路

後方支援拠点

松島基地

空路

支援センター

木更津駐屯地

陸路

自衛隊ヘリからの荷卸し 東北電力所有車両（2tトラック×2台，ワゴン車1台）資機材積込み

【後方支援拠点（女川地域総合事務所跡地）】

【松島基地状況】



実動機関との連携訓練（2019年度の課題対応状況） ７

【２０１９年度，支援資機材搬送訓練時の課題①】

自衛隊ヘリから降ろした資機材を事業者が手配した輸送会社のトラックに積載した（運送会社社員が運転）。今後は，
各事業所に応じた災害時に即した形での搬送訓練を実施する。

【２０１９年度，支援資機材搬送訓練時の課題②】

災害時において，自衛隊，事業者の資機材の引き渡し場所(コンクリート,アスファルト)が常に整備されてい
る場所とは限らないため，引き渡し場所の悪路を想定した対策を検討し事前に必要な備品を支援センターで
準備する。

〇東北電力所有の小型トラック２台（２ｔ車両）及びワゴン車１台の計３台に資機材の積込みを実施した。
更に要員搬送用として２台の車両を用意した。これらの車両全てについて，東北電力社員が運転を実施し
た。

➣この車両積替えにおいて，小型トラックのパワーゲート※１の幅が狭かったことから，積込みには，直接
カーゴ※２を積み込むことができず，カーゴから一旦，資機材を取り出しトラックに再積載する必要があ
り，通常約４０分のところ約５０分の時間を要したが，積載できることを確認した。

➣中型ロボット（重量約２００Ｋｇ）の積替えについても，パワーゲートの幅が狭いことから使用できなかっ
たことから，補助具（ラダーレール：あゆみ板）を用いてワゴン車に積載できることを確認した。

なお，各事業所所有の車両については，既に調査済みであり，支援センターで状況を把握している。

〇悪路対策として，ベニア合板（以下「コンパネ」という。）４枚（180cm×90cm×10mm／1枚）を支援セ
ンター搬送資機材として登録・確保し，自衛隊ヘリへ積載した。また，コンパネを敷設した状態での資機材
積替え確認を実施した結果，問題なく積替えができることを確認した。

※１：パワーゲートとは，トラック荷台後部に取付けられた荷物の積み降ろしに使用する昇降機
※２：カーゴとは，荷物を集積したキャスター付きガゴ台車



実動機関との連携訓練 ８

【訓練総括】

今回の訓練は，支援センター（福井県）から遠方の事業者支援に係わる現実的な搬送として，資機材陸路搬
送途中における自衛隊とのピックアップポイントを設けたこと，また，事業者が手配した車両にて資機材の搬
送を実施したことから，自衛隊，支援センター及び東北電力との資機材搬送に係わるより実践的な訓練（連
携）が出来たものと考える。
今後も国の原子力総合防災訓練時に支援センター，自衛隊及び事業者との連携訓練を実施させて頂くことに

より，力量が維持され，万が一の原子力災害発生時の資機材搬送の確実性（多様化）が図られるものと考える
ことから，支援資機材搬送訓練を継続させて頂きたい。

【今回の訓練で得られた事項】

今回の訓練において，資機材搬送に係わる改善として，気づいた点及び自衛隊殿からご指摘を受けた点は，
次のとおりである。

①中型ロボット搬送に係わる改善
中型ロボットの搬送時は，充電設備（コンセント）がないことから，電池の消耗を低減させるためバッ

テリーを取り外し，固縛して搬送したが，固縛の観点からバッテリーを格納箱等に収納すること。

②自衛隊ヘリ積載の改善
積載資機材のうち，悪路対策で使用するコンパネについては，計画では平積みとしていたが，固縛の観

点から他資機材の間等に差し込む形として積載すること。

中型ロボットバッテリーコンパネ（悪路対策等資機材）

自衛隊ヘリ積載状況

（今後バッテリー収納箱が必要）

中型ロボット



模擬訓練の実施（女川原子力発電所後方支援拠点）2022.2.11 ９

訓練フィールド（全景） コントロール車内での無線資機材操作

無線重機による瓦礫除去 ロボットによる線量確認 無線重機による高線量物除去

高線量物（模擬）
瓦礫（模擬）

ロボットの通路侵入（段差超え） ロボットの通路侵入 ロボットの通路侵入（段差超え）

ロボットによるタンクの水抜き タンク水（紅色）

支援資機材搬送訓練に合わせ，女川原子
力発電所の後方支援拠点において，支援資
機材の一部（無線重機等）を事前に陸送し，
現地での模擬訓練を実施した。



別紙
令和4年3月28日

関係機関と連携した訓練等の実施状況について【2021年度実績】 太線枠（治安機関・自衛隊との訓練内容等）は、核物質防護上の情報を含むため非公開（公開資料にはマスキング実施） 電気事業連合会

原子力エネルギー協議会

関係機関 訓練 関係機関 訓練 関係機関 訓練 関係機関 訓練 関係機関 訓練 関係機関 訓練 関係機関 訓練 関係機関 訓練 関係機関 訓練 関係機関 訓練

下北地域広域行政事
務組合_東通消防署

各種火災（油火災、管理区域内火災
等）を想定した消火訓練

【2021】10/28 （東通：管理区域内油火
災）

双葉消防本部
富岡消防署

総合火災訓練
（通報連絡、消火及び消防機関との
連携）
【2021】 '22 3/25

若狭消防組合

高浜発電所消防総合訓練
（管理区域内外の複数火
災発生を想定した訓練）
【2021】11/9

女川消防署

消防機関による講義および実技指
導、化学消防自動車による泡消火薬
剤放水訓練

【2021】12/14

外部火災時の連係消火訓練（発電
所敷地境界部の森林火災），管理
区域内外の火災発生を想定した訓
練
【2021】8/31，10/15

敦賀美方消防
組合

美浜発電所消防総合訓練
（管理区域内外の複数火
災発生を想定した訓練）
【2021】 '22 3/22

石巻地区広域本部事
務組合消防本部
、女川消防署

実災害を想定した火災発生時の対応
訓練、通報連絡訓練、消防機関との
情報連絡・車両誘導訓練、自衛消防
隊による消火活動訓練、管理区域入
退域訓練

【2021】10/28

薩摩川内市西部
消防署

消防訓練
（管理区域外の火災発生
を想定した訓練）
【2021】12/14

消防訓練
（管理区域内の火災発生
を想定した訓練）
【2021】 '22 3/10

石巻地区広域行政事
務組合消防本部

原子力災害医療訓練
（救急要請，汚染負傷者の引渡し・搬
送）

【2021】 '22 2/11

薩摩川内市消防
局

被ばく傷病者対応訓練
（汚染負傷者の搬送、治
療）
（実搬送なし、新型コロナ
ウィルスの影響のため規
模縮小し、情報伝達訓練
のみ実施）
【2021】 '22 2/11

青森県立中央病院

機能別訓練（防護服着装　等）

【2021】医療機関との連携は、新型コ
ロナウィルスの影響により中止

唐津赤十字病
院、長崎大学

被ばく傷病者等受入訓練
（汚染負傷者の搬送、医療
処置）
（実搬送なし、新型コロナ
ウィルスの影響のため規
模縮小し、情報伝達訓練
のみ実施）
【2021】 '22 2/26

青森県立中央病院
弘前大学病院、八戸
市民病院
青森消防署、青森県
医療薬務課

原子力災害医療訓練
（被ばく・汚染患者等の受け入れ対
応、関係機関との調整）

【2021】医療機関との連携は、新型コ
ロナウィルスの影響により中止

済生会川内病
院、鹿児島大学
病院、長崎大
学、鹿児島県

被ばく傷病者対応訓練
（汚染負傷者の搬送、治
療）
（実搬送なし、新型コロナ
ウィルスの影響のため規
模縮小し、情報伝達訓練
のみ実施）
【2021】 '22 2/11

東通村診療所・青森
県医療薬務課
下北広域行政事務組
合下北消防本部およ
び東通消防署

緊急被ばく医療訓練
（汚染を伴った負傷者の救急車による
搬送および医療機関での受け入れ対
応）

【2021】医療機関との連携は、新型コ
ロナウィルスの影響により中止
なお，勉強会については，2022/1/25
に実施済み

中国北陸

消防総合訓練
（通報連絡、避難及び
初期消火）
【2021】 '22 3/23

公設消防連携訓練
（通報連絡、消火及び
消防機関との連携）
  今年度2回(うち1回は
消防総合訓練と合わ
せて実施)予定をしてい
たが新型コロナウィル
スの影響により中止

東北 東京 中部 関西北海道

ひたちなか・
東海広域事
務組合消防
本部（防災指
導課参加※）
※新型コロナ
の影響によ
り，公設消防
隊は参加せ
ず

ひたちなか・
東海広域事
務組合消防
本部

総合火災訓練
（管理区域内火災を想
定した自衛消防隊によ
る初期消火活動及び
公設消防との連携，発
電所対策本部の設置）
【2021】10/27

合同通報連絡訓練（直
通回線を使用した通報
連絡訓練）【1回／月】

岩内・寿都消防
組合（岩内署）

・原子力災害医療訓練
（発電所での汚染傷病
者発生から病院受入ま
での対応訓練）
【2021】10/28

・実火災を想定した消
火活動訓練（通報連
絡・消火訓練・救助訓
練）
【2021】
新型コロナウィルスの
影響のため実施見送
り。

消防署指導会（傷病者の応急処置
方法および搬送，消防ポンプ車に
よる送水・放水）
【2021】11/29，11/30

地元消防機関と
の連携

岩内・寿都消防
組合（泊支署）

・自衛消防総合訓練
（火災・傷病者／消防
法）
【2021】12/2
総合訓練のうち、消火
班と消防機関との連携
は、新型コロナウィルス
の影響により中止。

・実火災訓練
粉末消火器のよる火炎
消火活動訓練
【2021】
6/10,6/15,6/24,6/28

・実火災を想定した消
火活動訓練（通報連
絡・消火訓練・救助訓
練）
【2021】
新型コロナウィルスの
影響のため実施見送
り。

御前崎市消防
本部

御前崎市消防本部との連
携訓練（通報連絡、消火及
び消防機関との連携)
【2021】10/28

敦賀美方消
防組合

松江市消防本
部

火災および傷病者を想
定した避難、初期消火
活動並びに傷病者搬
送訓練
【2021】10/18

柏崎市消防本部

医療機関等との
連携

名古屋第二赤
十字病院

CBRNE※災害訓練
※CBRNE（シーバーン）災
害：化学（chemical）・生物
（biological）・放射性物質
（radiological）・核
（nuclear）・爆発物
（explosive）によって発生し
た災害
【2021】新型コロナウィルス
の影響のため実施見送り

公立能登総合病院
七尾鹿島消防本部

原子力安全
研究協会

原子力安全研究
協会

緊急被ばく医療訓練
（発電所での汚染傷病
者発生から病院受入
までの対応訓練）
【2021】新型コロナウィ
ルスの影響のため実
施見送り

その他

緊急被ばく医療連携訓練
（発電所での汚染傷病者
発生から病院受入までの
連携訓練、原安協との通
信連絡訓練）
【2021】
　・9/24　高浜発電所
　・11/19　大飯発電所
　・'22 2/18　美浜発電所

オンサイト緊急時医療チー
ム（原安協）とのオンサイト
医療机上演習（オンライン）
【2021】 '22 2/15
　・美浜、高浜、大飯

八幡浜消防署
市立八幡浜総合
病院
八幡浜保健所

緊急被ばく医療合同訓
練
（汚染傷病者の搬送、
引き継ぎ、治療）
【2021】10/26

緊急被ばく医療連携訓
練
（原安協との通信連絡
訓練）
【2021】 12/19

オンサイト緊急時医療
チーム（原安協）とのオ
ンサイト医療机上演習
（オンライン）
【2021】 '22 1/19

通信訓練
【2021】　'22 3/9（東通）

原子力安全研究協
会、石巻赤十字病院，
東北大学病院、国立
仙台医療センター

原子力災害医療訓練
（汚染傷病者対応等、関係機関との調
整）
【2021】　'22 2/10，11（女川）

原子力安全研究協会

・原安協と連携した通信
訓練（オンサイト緊急時
医療チーム派遣要請）
【2021】 '21 9/29

・オンサイト緊急時医療
チーム（原安協）とのオ
ンサイト医療机上演習
【2021】 '22 1/11

原子力安全研
究協会

町立富来病院

羽咋消防本部（志
賀消防署、志賀消
防富来分署）

緊急被ばく医療訓練
（発電所での汚染傷病
者発生から病院受入
までの対応訓練）
【2021】新型コロナウィ
ルスの影響のため実
施見送り

原電

消防訓練
（管理区域内外の火災
発生を想定した訓練）
【2021】３月頃予定して
いたが、新型コロナ
ウィルスの影響により
中止

オンサイト医療に伴う
図上演習
（東海）
　【2021】 '22 1/28
（敦賀）
　【2021】12/16

原安協と連携した通信
訓練
(オンサイト緊急時医療
チーム派遣要請）
（東海）
【2021】 '22 3/4

（敦賀）
【2021】12/3

【2F】
オンサイト緊急時医療チームとのオ
ンサイト医療机上演習
【2021】 '22 1/31（オンライン）

オンサイト緊急時医療チーム派遣
通報連絡訓練
【2021】 '22 2/9

【KK】
オンサイト緊急時医療チームとのオ
ンサイト医療机上演習
【2021】 '22 1/17

オンサイト緊急時医療チーム派遣
通報連絡訓練
【2021】 '22 2/24

唐津市消防本部

消防訓練
（管理区域外の火災発生
を想定した訓練）
（新型コロナウィルスの影
響のため規模縮小し、通
報連絡による連携のみ実
施）
【2021】 '22 2/26

被ばく傷病者等受入訓練
（汚染負傷者の搬送、医療
処置）
（実搬送なし、新型コロナ
ウィルスの影響のため規
模縮小し、情報伝達訓練
のみ実施）
【2021】 '22 2/26

九州四国

総合訓練
（消防機関および所内
の通報連絡訓練、避難
誘導訓練、消火訓練）
【2021】 '22 1/25

各種火災（油、電気、
管理区域内）を想定し
た消防自動車等による
対応訓練
【2021】
6/23,12/20, '22 3/24

八幡浜消防署

大飯発電所消防総合訓練
（管理区域内外の複数火
災発生を想定した訓練）
【2021】12/8

羽咋消防本部（志
賀消防署、志賀消
防富来分署）

原安協と連携した通信訓
練
（オンサイト緊急時医療
チーム派遣要請）
【2021】
　・(玄海) 10/1 ,  '22 2/26
　・(川内) '22 1/18 , '22
2/11

オンサイト緊急時医療チー
ム（原安協）とのオンサイト
医療机上演習
【2021】
　・(玄海) 10/26
　・(川内) '22 3/4(WEB)

オンサイト緊急時医療チー
ム（原安協）による原子力
災害医療訓練視察
【2021】
　・(玄海) 10/26
　・(川内) '22 3/4(WEB)

若狭消防組合

市立御前崎総
合病院、静岡
県立総合病
院、御前崎市
消防本部、県
消防本部航空
隊

原子力災害医療訓練
（発電所での汚染傷病者
発生から病院受入までの
対応訓練）
【2021】2022年1月28日に
計画されていたが、新型コ
ロナウィルスの影響により
中止

原子力安全研
究協会

緊急被ばく医療連携訓練
（発電所での汚染傷病者
発生から病院受入までの
連携訓練、原安協との通
信連絡訓練）
【2021】 '22 2/4

オンサイト緊急時医療チー
ム（原安協）とのオンサイト
医療机上演習（オンライン）
【2021】 '22 2/4

治安機関（警
察・海保）との連
携

＜核物質防護上の情報を含むため不開示＞

原子力安全研究協
会

岩内協会病院
札幌医科大学
付属病院

・原子力災害医療訓練
（発電所での汚染傷病
者発生から病院受入ま
での対応訓練）
【2021】10/28
（札幌医科大学付属病
院の受入対応訓練につ
いては新型コロナウィ
ルスの影響により中止）

原子力安全研
究協会

オンサイト医療派遣要
請訓練（原安協との通
信連絡訓練）
【2021】
10/25,11/12,12/9,
22' 2/22

オンサイト緊急時医療
チーム（原安協）との机
上演習
【2021】12/3

（病院との連携訓練）
【2021】新型コロナウィ
ルスの影響のため実
施見送り

原子力安全研究協会

愛媛県医療対策
本部
市立大洲病院
八幡浜消防
広島大学(指導)
市立八幡浜病院

(以下は通信訓
練）
愛媛大学医学部
付属病院
松山赤十字病院
愛媛県立中央病
院

原子力災害医療活動
訓練
(発電所での汚染傷病
者発生から、医療機関
傷病者受入までの訓
練)
【2021】10/6
コロナ禍のため、情報
連絡訓練のみ実施

原子力安全研究
協会

オンサイト緊急時医療
チーム（原安協）とのオ
ンサイト医療机上演習
【2021】11/11

(1/2)
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中国北陸東北 東京 中部 関西北海道 原電九州四国

青森県
（関係市町村含む）

避難所開設・運営訓練

【2021】11/1（東通）

静岡県
（関係市町村含
む）

本部運営訓練
スクリーニング訓練等
【2021】 '22 1/27，28で計
画していたが，新型コロナ
ウィルスの影響のため中
止

福井県
（関係市町村
含む）
【内閣府、滋賀
県、岐阜県合
同】

【2021】10/29,30
・10/29本部運営訓練
・10/29自治体訓練にリエ
ゾン派遣（福井県、美浜
町、若狭町、小浜市、敦賀
市、南越前町、越前市、越
前町、滋賀県、高島市、長
浜市）
・10/30スクリーニング訓練
・10/29,30OFC運営訓練

佐賀県
（関係市町含む）

通報連絡訓練
スクリーニング訓練
【2021】 '22 2/26

茨城県主催
（他自治体
等）

茨城県通報連絡訓練
【2021】11/11(夜間)

内閣府
青森県
周辺市町村
関係機関

原子力災害現地対策本部
図上演習(OFC要員対象研修)
【2021】 '22 1/12，13（東通）

内閣府
静岡県
関係市町村
関係機関

原子力災害現地対策本部
図上演習(主催：内閣府)
【2021】11/11,12

京都府
（関係市町村
含む）

【2021】
・11/28　スクリーニング訓
練

長崎県
（関係市町含む）

通報連絡訓練
スクリーニング訓練
【2021】12/4

御前崎市

御前崎市との連携訓練
（「避難行動要支援者の安
全確保に関する協定」に基
づく訓練）
【2021】11/21

滋賀県
（関係市町村
含む）

【2021】10/29、11/20
・10/29　本部運営訓練
・11/20　スクリーニング訓
練

島根県（関係
市町村含む）

福岡県
（関係市町含む）

通報連絡訓練
【2021】 '22 2/26

牧之原市

牧之原市との連携訓練
（「避難行動要支援者の安
全確保に関する協定」に基
づく訓練）
【2021】 '22 1/28

岐阜県
（関係市町村
含む）

【2021】11/20、11/28
・11/20　スクリーニング訓
練
・11/28　本部運営訓練

掛川市

掛川市との連携訓練
（「避難行動要支援者の安
全確保に関する協定」に基
づく訓練）
【2021】 '22 3/12

内閣府

【高浜】
原子力災害現地対策本部
図上演習（主催：内閣府）
【2021】
・ '22 1/27,28に計画されて
いたが、新型コロナウィル
スの影響により中止

内閣府

（敦賀）
原子力災害現地対策
本部図上演習（主催：
内閣府）
【2021】新型コロナウィ
ルスの影響により中止

愛媛県
（関係市町村含
む）

緊急時通報連絡訓練
スクリーニング訓練等
【2021】10/15
（スクリーニング訓練は
新型コロナウィルスの
影響により中止）

自衛隊との連携 ＜核物質防護上の情報を含むため不開示＞

富山県
（関係市町村含む）

本部運営訓練
スクリーニング訓練等
【2021】11/23

島根県原子力防災訓
練，
鳥取県原子力防災訓
練
【2021】8/8,8/21,
 '22 2/2,2/5
・8/8　船舶による避難
訓練（鳥取県）
・8/21 避難退域時検
査訓練（鳥取県）
・ '22 2/2　初動対応訓
練，自治体へのリエゾ
ン派遣（島根県，鳥取
県，松江市，出雲市，
雲南市，安来市，境港
市，米子市）

［以下については，新
型コロナウイルスの影
響により中止］
・ '22 2/2  ヘリによる
住民搬送訓練（島根
県）
・ '22 2/5　避難退域時
検査訓練（島根県）
・ '22 2/5　避難⾞両展
⽰訓練（鳥取県）
・ '22 2/5　⾞両確認検
査等訓練（鳥取県）

本部運営訓練
スクリーニング訓練等
【2021】11/23

内閣府
島根県（関係
市町村含む）
鳥取県（関係
市町村含む）

原子力災害対策要員
研修
【2021】8/19

原子力災害現地対策
本部図上演習
【2021】12/7,8

その他
（自治体等）

北海道
（関係町村含
む）

・本部設営訓練
・スクリーニング訓練等
【2021】10/28

【1F】
福島県
（関係市町村含む）

【KK】
新潟県
（関係市町村含む）

【1F】
福島県原子力防災訓練
【2021】11/24,11/27
・11/24：本部運営訓練
・11/24：オフサイトセンター運営訓
練
・11/24：緊急時通信連絡訓練
・11/24：緊急時モニタリング訓練
・11/27：住民避難訓練

【KK】
新潟県原子力防災訓練
【2021】7/29,11/9,11/13
・7/29：緊急時モニタリング個別実
動訓練
・11/9：本部運営訓練
・11/9：オフサイトセンター運営訓練
・11/9：緊急時通信連絡訓練
・11/9：緊急時モニタリング訓練
・11/13：住民避難訓練

・各社とも、美浜原子力緊急事態支援センターとの連携訓練を実施。

内閣府
宮城県
周辺市町村
関係機関

原子力災害現地対策本部
図上演習(OFC要員対象研修)
【2021】10/26,10/27（女川）

拠点運営・連携訓練（内閣府主催）
【2021】11/5（女川）

本部運営訓練　（内閣府主催原子力
総合防災訓練）
【2021】12/16,17（女川）
【2021】 '22 2/10,11,12（女川）

住民避難退域時検査訓練（内閣府主
催原子力総合防災訓練）
【2021】 '22 2/12（女川）

【1F/2F】
内閣府
福島県
周辺市町村
関係機関

【KK】
内閣府
原子力規制庁
新潟県
周辺市町村
関係機関

【1F/2F】
原子力災害現地対策本部図上演
習（主催：内閣府）
【2021】9/2,3　新型コロナウィルス
の影響のため実施見送り

原子力災害現地対策本部図上演
習（主催：内閣府）WEB開催
【2021】10/13,14

【KK】
原子力災害対策要員研修（OFC要
員対象研修）
【2021】8/31

原子力災害現地対策本部図上演
習（主催：内閣府)
【2021】9/16,17　新型コロナウィル
スの影響のため実施見送り

原子力災害現地対策本部図上演
習（主催：内閣府)
【2021】 '22 1/20,21　新型コロナ
ウィルスの影響のため中止

防災訓練(緊急時演習)時のOFC訓
練(合同対策協議会)への原子力規
制庁参加
【2021】 '22 2/4

石川県
（関係市町村含む）

茨城県

那珂市

常陸太田市

東海村

内閣府

茨城県風水害図上演
習（自治体本部への要
員派遣：実績１名）
【2021】8/5

那珂市原子力災害避
難訓練（自治体本部へ
の要員派遣：実績2名）
【2021】11/23

常陸太田市原子力災
害広域避難訓練（自治
体本部への要員派遣，
スクリーニング訓練等）
【新型コロナの影響に
より中止】

東海村屋内退避・避難
誘導訓練（スクリーニ
ング訓練等）
【2021】 '22 3/21

（茨城地区）
原子力災害現地対策
本部図上演習（主催：
内閣府）
【2021】11/25，26

鳥取県（関係
市町村含む）

鹿児島県
（関係市町含む）

通報連絡訓練
スクリーニング訓練
【2021】 '22 2/11
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