
令和２年１１月５日 

 

報 道 機 関 各 位 

 

青森県危機管理局原子力安全対策課 

 

令和２年度青森県原子力防災訓練（実動）について 

 

標記について、下記のとおり実施しますのでお知らせします。 

 

記 

 

１．訓練の目的 

  原子力災害時における対応体制の確認・検証及び緊急時対応能力の向上 

 (1) 国、県、市町村、原子力事業者における防災体制及び関係機関等の協力体制の確認 

 (2) 各市町村避難計画等に基づく住民防護措置の具体化及び検証 

 (3) 防災業務関係者の防災技術の習熟 

 (4) 原子力防災に関する住民理解の促進 

 (5) 訓練結果を踏まえた教訓事項の案出と計画への反映 

 

２．実施日時 

  令和２年１１月１２日（木） ８：３０～１５：００ 

  ※臨時ヘリポート夜間離着陸訓練については１１月１１日に実施。 

 

３．訓練想定 

  東北電力株式会社東通原子力発電所１号機の定格熱出力一定運転中、青森県東方沖を

震源とする地震・津波が発生し、原子炉の自動停止後、外部電源が喪失。その後、原子

炉注水機能の喪失により、全面緊急事態となり、さらに、事態が進展し放射性物質が放

出され、発電所周辺地域に影響を及ぼす。 

 

４．令和２年度訓練の特徴 

 〇 陸上自衛隊が実施する「みちのくＡＬＥＲＴ２０２０」と連携し、自衛隊をはじめ

とする防災関係機関との連携を重視した訓練を実施する。 

〇 新型コロナウイルス感染症流行下を想定し、「新型コロナウイルス感染拡大を踏まえ

た流行下での原子力災害時における防護措置の基本的な考え方について」（内閣府）を

踏まえた訓練を実施する。 

〇 新型コロナウイルスへの感染防止の観点から、必要な感染防止策を講じた上で、一

般住民の参加は最低限として実施する。 

 

 



５．訓練実施場所 

  東通村体育館、東通中学校、むつ市役所、野辺地町役場、横浜町菜の花にこにこセン

ター、六ヶ所村役場、野辺地町行政メモリアルセンター、青森県原子力センター ほか 

 

６．参加機関 

  東通村、むつ市、野辺地町、横浜町、六ヶ所村、青森市、弘前市、黒石市、五所川原

市、平内町、消防機関、陸上自衛隊、東北電力株式会社、青森県 ほか 

 

７．取材にあたっての注意事項 

  別紙１「令和２年度青森県原子力防災訓練における取材対応について」に留意の上、

取材してください。 
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令和２年度青森県原子力防災訓練における取材対応について 

 

１．取材可能な訓練実施場所及び時間 

 〇場所：東通村 

  ア 学校防護措置訓練 

   ・ 東通中学校 

【１０：００～１０：３０（開場９：３０）】 

    ※ 放射線防護装置を作動させますので、９：５０～本訓練項目終了まで入

退場できません 

   〔概要〕 

    放射性物質放出後、保護者に児童、生徒を引き渡す時間がなかったとの想定

で、子ども園ひがしどおり、東通小学校、東通中学校の園児・児童・生徒が東通

中学校体育館に屋内退避を実施するとともに、原子力防災に係る説明を実施。 

    屋内退避の際には、放射線防護装置作動訓練も併せて実施。 

 イ 住民防護措置訓練 

  ・ 東通オフサイトセンター臨時ヘリポート 

【１１：１５～１１：２５（開場１０：３０）】 

  〔概要〕 

  津波による道路損壊により孤立したＰＡＺ内住民が陸上自衛隊航空機による

空路避難を実施し、東通オフサイトセンター臨時ヘリポート（青森市内の臨時

ヘリポートを想定）に着陸し、バスに乗車の上避難所に向かう訓練を実施。 

ウ 避難所開設・運営訓練 

 ・ 東通村体育館 

【１０：００～１２：００（開場１０：００）】 

 〔概要〕 

  東通村体育館を青森市内の避難所と想定し、避難先市町村（青森市、弘前市、

黒石市、五所川原市、平内町）等の職員により避難所開設を実施。 

  避難住民到着後は、受付・誘導の上、東通村職員とともに食料配布等の避難

所運営を実施。 

  あわせて、新型コロナウィルス感染症流行下を想定した手指消毒、検温、ト

リアージを実施。 

  

 〇場所：むつ市 

  ア 避難対策初動対応訓練           ９：３０～１０：００ 

   ・むつ市役所 

   〔概要〕 

    一時集合場所の開設及び安定ヨウ素剤配布に対応するため、必要資機材の搬

出、放射線防護服の着脱スペースの確保及び作業動線の確保を行い、職員へ具

体的な活動内容の指示伝達方法の確認を行う。 

 

 

 

別紙１ 
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  イ 放射線防護服着脱訓練          １０：００～１０：３０ 

   ・むつ市役所 

   〔概要〕    

    屋外での活動が必要な職員に対し、放射線防護服及び個人線量計の着装を行

い、放射線防護服着脱要領の確認を行う。  

 

 〇場所：横浜町 

  ア 公共施設防護措置訓練          ９：３０～１２：００ 

   ・菜の花にこにこセンター 

   〔概要〕 

地震が発生したことで、道路等外部との物理的アクセスが断絶等したことに

より、菜の花にこにこセンター一帯が孤立化し、住民が自主避難したことを想

定する。 

同想定を踏まえ、訓練想定に沿った発電所の事故進展に応じて「施設敷地緊

急事態」から放射線防護対策施設の稼働準備を開始し、「全面緊急事態」に進展

し全町民に屋内退避の指示が出されてから放射線防護対策施設を稼働する。 

陽圧化装置の作動マニュアル、資機材等の所在を確認し、緊急時に使用する

装置、資機材の使い方の把握・確認を行う。陽圧化により施設内の気密性を確保

した後は、インターロックシステム（二重扉）を用い、避難者の出入りに伴う外

気の進入を防ぐ訓練を実施する。 

 

 〇場所：六ヶ所村 

 ア 村災害対策本部運営訓練        １３：１０～１５：３０ 

  ・六ヶ所村役場 

   〔概要〕 

   災害対策本部を設置し、災害対策本部員会議を開催する。会議シナリオにつ

いては事前に提示して行う。 

 イ 通信連絡訓練             １３：３０～１５：３０ 

  ・六ヶ所村役場 

  〔概要〕 

   村災害対策本部と村内 UPZ 圏内に所在する社会福祉施設、学校、児童通所施

設、医療施設との間で事故情報、村からの指示事項等についての情報伝達訓練

を実施する。  

 ウ 放射線防護対策施設運営訓練       ９：００～１２：００ 

  ・六ヶ所村文化交流プラザ「スワニー」 

  〔概要〕 

   六ヶ所村文化交流プラザ「スワニー」において、初動対応、避難行動要支援者

の搬送および収容、屋内退避施設の作動確認及び放射性物質放出後における運

用方法の確認を行う。なお、内閣府公表の「新型コロナウイルス感染拡大を踏ま

えた感染症の流行下での原子力災害時における防護措置の基本的な考え方」に

基づいた対応の検証も兼ねる。 
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 〇場所：野辺地町行政メモリアルセンター（旧有戸小学校） 

  ア 傷病者等搬送訓練            １０：００～１１：３０ 

 〔概要〕 

放射性物質による汚染のある傷病者等が発生したことを想定し、ＵＰＺ外（汚

染地域外）の原子力災害協力機関又は原子力災害医療拠点病院へ汚染傷病者を

搬送するに当たり、消防本部間の引継ぎを実施。 

あわせて、ＵＰＺ内で活動した車両の汚染検査及び汚染車両の除染を実施す

る。 

 

２．知事ぶら下がり 

（１）場所  東通村体育館 

（２）時間  令和２年１１月１２日（木） １１：５５～１２：００ 

      （東通村体育館での訓練講評の終了後に予定） 

       ※知事ぶら下がり取材は、上記の場所、時間限定でお願いします。 

        ぶら下がり後の質問等は原子力安全対策課長が対応します。 

 

３．留意事項 

（１）上記以外にも実施される訓練はありますが、当日の取材はできませんので、あ

らかじめご了承ください。 

（２）訓練参加者への取材や訓練中の電話での各訓練参加機関への取材は、訓練実施

の妨げになりますので御遠慮ください。 

（３）東通村において実施する訓練については、訓練会場ごとに受付をお願いします。

また、車は定められた駐車スペースをご利用ください。（受付場所及び駐車スペー

スについては別添「東通村訓練会場図」を御覧ください） 

（４）むつ市、横浜町、六ヶ所村において実施する訓練については、各市町村庁舎の駐

車場をご利用ください。 

（５）取材にあたっては、社名が記載された腕章を着用してください。 

（６）取材中におけるマスクの着用、各施設入場時の手指消毒を尾根がします。 

（７）訓練の全般的な問合せは、原子力安全対策課 熊沢課長代理へお願いします。 

   （電話：０１７－７３４－９２５２） 

 



令和２年度青森県原子力防災訓練 実施概略

〇UPZ陸路避難訓練
東通村UPZ（野牛、古野牛川、
入口、稲崎、東栄地区）
→石持活力倍増センター
（安定ヨウ素剤緊急配布）

→東通村体育館
（想定青森市内避難所）
（参加住民：約30名）

東通村PAZ（小田野沢、老部）
→東通OFC臨時ヘリポート
→東通村体育館
（想定青森市内避難所）
（参加住民：約10名）

〇PAZ空路避難訓練

東通村

東通村

むつ市

〇災害対策本部設置訓練
〇情報伝達訓練
〇避難対策初動対応訓練
〇放射線防護服着脱訓練
〇放射線防護設備稼働訓練
〇要配慮者避難訓練

東通村

〇学校防護措置訓練
〇社会福祉施設防護措置訓練
〇避難行動要支援者搬送訓練
〇情報伝達訓練
〇避難所開設・運営訓練
〇物資搬送訓練訓練
〇臨時ヘリポート夜間離着陸訓練横浜町

〇原子力災害対策本部運営訓練
〇公共施設防護措置訓練
〇安定ヨウ素剤配布訓練
〇電話による通信連絡訓練

野辺地町

〇傷病者等搬送訓練

野辺地町

〇災害警戒本部及び災害対策本
部設置訓練

〇通信・緊急放送訓練
〇避難地区広報活動訓練

六ヶ所村

〇村災害対策本部運営訓練
〇通信連絡訓練
〇放射線防護対策施設運営訓練
〇社会福祉施設屋内退避訓練

六ヶ所村

〇緊急時モニタリング訓練

別紙２

※赤字が取材可能訓練項目（場所）



別紙３ 

 

令和２年度青森県原子力防災訓練（実動）概要 

 

〇実施日時 

 令和２年１１月１２日（木）８：３０～１５：３０ 

 ※臨時ヘリポート夜間離着訓練のみ１１月１１日（水）に実施。 

 

〇訓練想定 

東北電力株式会社東通原子力発電所１号機の定格熱出力一定運転中、青森県東方沖を震源とする地震・

津波が発生し、原子炉の自動停止後、外部電源が喪失。その後、原子炉注水機能の喪失により、全面緊

急事態となり、さらに、事態が進展し放射性物質が放出され、発電所周辺地域に影響を及ぼす。 

 

〇訓練概要 

 ※赤太字項目が取材可能訓練項目 

  それ以外の項目（網掛け）については、取材できませんので、あらかじめご了承ください。 

【東通村】 

訓練項目名 訓練場所 参加機関 

住民防護措置訓練 

  

PAZ住民空路避難訓練 

旧南部中学校、旧小田野沢小学

校、東通オフサイトセンター臨時

ヘリポート 

各地区住民、陸上自衛隊、東通村 

UPZ住民陸路避難訓練 各地区集会所等、東通村体育館 
各地区住民、青森県バス協会、東

通村 

安定ヨウ素剤緊急配布訓練 石持地区活力倍増センター 
各地区住民、東北電力株式会社、

東通村 

学校防護措置訓練 東通中学校 
こども園ひがしどおり、東通小学

校、東通中学校、東通村 

社会福祉施設防護措置訓練 村内各社会福祉施設 各社会福祉施設、東通村 

避難行動要支援者搬送訓練 老人保健施設のはなしょうぶ 

老人保健施設のはなしょうぶ、青

森県タクシー協会、東通村、青森

県 

情報伝達訓練 東通村役場（発信元） 各関係機関、東通村 

 

  



【むつ市】 

訓練項目名 訓練場所 参加機関 

災害対策本部設置訓練 

むつ市役所 

むつ市 

情報伝達訓練 各関係機関、むつ市 

避難対策初動対応訓練 むつ市 

放射線防護服着脱訓練 むつ市 

放射線防護設備稼働訓練 

奥内小学校 

奥内小学校、むつ市 

要配慮者避難訓練 奥内小学校、むつ市 

 

【野辺地町】 

訓練項目名 訓練場所 参加機関 

災害警戒本部及び災害対策

本部設置訓練 
野辺地町役場 

野辺地町 

通信・緊急放送訓練 各関係機関、野辺地町 

避難地区広報活動訓練 目ノ越地区内 野辺地町消防団、野辺地町 

 

【横浜町】 

訓練項目名 訓練場所 参加機関 

原子力災害対策本部運営訓

練 
横浜町役場 

横浜消防署、横浜町教育委員会、

横浜町 

公共施設防護措置訓練 

菜の花にこにこセンター 

横浜町、青森県 

安定ヨウ素剤配布訓練 横浜町 

電話による通信連絡訓練 横浜町役場（発信元） 
各関係機関、横浜町教育委員会、

横浜町 

 

  



【六ヶ所村】 

訓練項目名 訓練場所 参加機関 

村災害対策本部運営訓練 六ヶ所村役場 六ヶ所村消防団、六ヶ所村 

通信連絡訓練 六ヶ所村役場 各関係機関、六ヶ所村 

放射線防護対策施設運営訓

練 

六ヶ所文化交流プラザ「スワニ

ー」 

（一財）六ヶ所村文化振興公社、六

ヶ所村 

社会福祉施設屋内退避訓練 
特別養護老ホームぼんてん荘 

特別養護老人ホーム貴宝荘 

特別養護老ホームぼんてん荘、特

別養護老人ホーム貴宝荘、六ヶ所

村 

 

【青森県】 

訓練項目名 訓練場所 参加機関 

緊急時モニタリング訓練 原子力センター、六ヶ所村内 

（国研）原子力研究開発機構、（公

財）環境科学技術研究所、(公財) 

核物質管理センター六ヶ所保障措

置センター、（公財）原子力安全技

術センター、青森県 

避難所開設・運営訓練 東通村体育館 

東北電力（株）、日本原燃（株）、電

源開発（株）、リサイクル燃料貯蔵

（株）、東京電力ホールディングス

（株）、NTT東日本（株）、東通村、

むつ市、野辺地町、横浜町、六ヶ

所村、青森市、弘前市、黒石市、

五所川原市、平内町、青森県 

物資輸送訓練 東通村役場、東通体育館 
（公社）青森県隊友会、陸上自衛

隊、東通村、青森県 

傷病者等搬送訓練 
野辺地町行政メモリアルセンター

（旧有戸小学校） 

下北消防本部、北部上北消防本

部、八戸消防本部、日本原燃

（株）、陸上自衛隊、青森県 

映像伝送訓練 

東通村体育館、原子力センター、

野辺地町行政メモリアルセンター

（旧有戸小学校） 

（株）ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ（株）、青森

県 

臨時ヘリポート夜間離着陸訓

練 

東通オフサイトセンター臨時ヘリ

ポート 
陸上自衛隊、東通村、青森県 

 


