浜岡原子力発電所 防災訓練実施結果報告書の提出について
2018 年 4 月 19 日
当社は、本日、原子力災害対策特別措置法に基づき、2017 年 12 月 7，8 日に実施した防災訓練の実施
結果報告書を原子力規制委員会に提出しましたのでお知らせします。
【報告書の主な内容】
今回の訓練では、地震および原子力災害発生時に、緊急事態対策組織に求められる機能を発揮できるこ
との確認および判断能力の向上等を目的として、浜岡原子力発電所防災業務計画に定める項目（注 1）を実
施しました。
訓練実施にあたっては、地震および原子力災害が発生した状況下における体制構築、情報収集・整理、事
故状況判断、情報連絡などに係る「訓練のねらい」を定め評価をおこないました。
1 訓練概要
運転中の浜岡原子力発電所 4 号機（安全性向上対策工事完了）において、地震発生後に原子力災害が
発生することを想定して訓練をおこないました。
2 訓練の評価結果
短時間で事態が進展していく訓練シナリオの中で、体制構築のうち原子力災害発生後の現場出動判断に
ついては適切に実施できた等、「訓練のねらい」に対して概ね良好な結果が得られました。一方で、情報共
有で正確性に欠けるなどの課題も確認されました。
当該訓練を通して確認された課題については、情報共有の方法等、必要な改善をおこない、2018 年 3 月
9 日に実施した緊急事態対策訓練で改善の有効性を確認しています。この訓練の実施結果についても、原
子力規制委員会へ報告することとしており、とりまとまり次第、お知らせします。
今後も継続的に訓練を実施し、対応能力の強化を図ってまいります。
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防災訓練実施結果報告書の概要
2017 年 4 月～2017 年 12 月に実施した要素訓練（注 2）等の実績
2017 年 3 月に実施した防災訓練にて抽出した改善事項の対応状況
防災訓練実施結果報告書の用語集

注 1 浜岡原子力発電所防災業務計画に定める項目と今回の主な訓練内容
項目

主な訓練内容

重大事故等対応訓練

情報収集・整理，事故状況判断 等

通報訓練

社内および社外（一部模擬）に対しての通報連絡

避難誘導訓練

事象の進展に応じた避難判断および避難誘導方法の検討

原子力災害医療訓練

放射線管理区域内のけが人の搬出

モニタリング訓練
その他必要と認める訓練

可搬型モニタリングポストを用いた環境モニタリング，代替気象観測設備に
よる気象観測 等
原子力事業所災害対策支援拠点対応、オフサイトセンターとの情報連携
等

注 2 要素訓練とは、災害時に対応が必要な項目について、複数の項目をおこなう総合訓練とは別に、対応
項目ごとに技能習熟・対応能力向上を図るために実施する訓練のことです。
以 上
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z యไᵓ⠏㸦ྍᦙᆺὀỈタഛ➼ࡢ⌧ሙฟືᑐᛂ㸧
㸬㏻ሗカ⦎
ཎ⅏ἲ➨㸯㸮᮲㇟ཬࡧྠἲ➨㸯㸳᮲㇟Ⓨ⏕㸪♫ෆ㸦ᮏᗑ㸪ᮾிᨭ♫㸪㟼ᒸᨭ
ᗑ㸧
㸪㹃㹐㹁ࡢᐇ㏻ሗ㐃⤡㸪♫እᶵ㛵ࢆᐃࡋࡓ♫ෆᶍᨃ⪅ࡢᐇ㏻ሗ㐃⤡ࢆᐇࡋࡓࠋ
࢘㸬㑊㞴ㄏᑟカ⦎
୍ᩧᨺ㏦ࡼࡿ㏥㑊ㄏᑟ㸪Ⓨ㟁ᡤෆࡢ୍㏥㑊ඛࡢ≧ἣᢕᥱ㸪㏥㑊ඛࡲ࡛ࡢㄏᑟ᪉ἲࡢ
᳨ウࢆᐇࡋࡓࠋ
࢚㸬ཎᏊຊ⅏ᐖ་⒪カ⦎
་⒪ᶵ㛵ࡢᦙ㏦ࢆᐃࡋ㸪⟶⌮༊ᇦෆ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓࡅࡀேᑐࡋ࡚㸪ởᰁ≧ἣࢆᢕᥱ
ࡋ㸪㜵ㆤᥐ⨨ࡸ㠀⟶⌮༊ᇦࡢ㏥ᇦࣂࣃࢫ➼ࡢᑐᛂࢆᐇࡋࡓࠋ
࢜㸬ࣔࢽࢱࣜࣥࢢカ⦎
≧ἣᛂࡌ㸪ྍᦙᆺࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣏ࢫࢺࡼࡿ✵㛫⥺㔞⋡ࡢ
ࡼࡿẼ㇟ほ

ᐃ㸪௦᭰Ẽ㇟ほ

タഛ

ཬࡧ࣐ࣝࢳࢥࣉࢱ࣮ࡼࡿࣔࢽࢱࣜࣥࢢᑐᛂࢆᐇࡋࡓࠋ

㸦㸰㸧ᮏᗑ
㸬㔜ᨾ➼ᑐᛂカ⦎
ᮏᗑ⥭ᛴែᑐ⟇ᮏ㒊ྛ⌜ࡀᙺᛂࡌࡓ௨ୗࡢάືࢆᐇࡋࡓࠋ
z Ⓨ㟁ᡤࡢ㐃ᦠカ⦎㸦ᒸཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡽࡢሗᇶ࡙ࡃࣉࣛࣥࢺ≧ἣᢕᥱ㸪ሗ
ඹ᭷㸧
z 㹃㹐㹁ࣉࣛࣥࢺ⌜ࡢሗඹ᭷カ⦎㸦⤫ྜཎᏊຊ㜵⅏ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ᥋⥆ཬࡧ㹃㹐㹁
ࡢࣉࣛࣥࢺሗ➼ࡢఏ㐩㸪㹃㹐㹁ࡢᑐ⟇せဨὴ㐵㸧
z ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡢሗ㐃ᦠカ⦎
㸬㏻ሗカ⦎
Ⓨ㟁ᡤࡽࡢ㏻ሗࢆཷࡅ࡚㸪୰㒊⤒῭⏘ᴗᒁ㸪୰㒊㏆␥⏘ᴗಖᏳ┘╩㒊ࢆᐃࡋࡓ♫ෆ
ᶍᨃ⪅ࡢᐇ㏻ሗ㐃⤡ࢆᐇࡋࡓࠋ
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࢘㸬ࡑࡢᚲせㄆࡵࡿカ⦎
ձཎᏊຊᴗᡤ⅏ᐖᑐ⟇ᨭᣐⅬᑐᛂカ⦎
㏻ಙタഛࡢタႠ㸪ᮏᗑᑐ⟇ᮏ㒊ࡢ㏻ಙ㐃⤡㸪ᨺᑕ⥺ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ➼ࢆᐇࡋࡓࠋ
ղࣉࣞࢫ࣮࣒ࣝタႠ࣭㐠Ⴀカ⦎
ࣉࣞࢫ࣮࣒ࣝࢆタႠࡋ㸪グ⪅㸦ᐇ㝿ࡢグ⪅㸪ࡢཎᏊຊᴗ⪅ᗈሗ㛵ಀ⪅ཬࡧ♫ෆᶍ
ᨃ⪅㸧ࡢぢࢆ⾜࠺ࡶ㸪ࣉࣞࢫᩥࢆᶍᨃ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ㍕ࡋࡓࠋ
ࡲࡓ㸪㹃㹐㹁ᗈሗ⌜࢚ࣜࢰࣥࢆὴ㐵ࡋ㐃ᦠࢆᅗࡗࡓࠋ
ճཎᏊຊᴗ⪅㛫ࡢ㐃ᦠカ⦎
ཎᏊຊᴗ⪅㛫ࡢᨭ༠ᐃᇶ࡙ࡃ㸪ᨭᴗ⪅࢚ࣜࢰࣥࡢᮏᗑᑐ⟇ᮏ㒊ࡢཷධࢀࢆ
ᐇࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ཎᏊຊ⥭ᛴែᨭ⤌⧊ࡢ㈨ᶵᮦ㍺㏦せㄳ㸦ᐇ㐃⤡㸧ࢆᐇࡋࡓࠋ

㸴㸬カ⦎ࡢホ౯
㸦㸯㸧ᒸཎᏊຊⓎ㟁ᡤ
Ⓨ㟁ᡤ࠾ࡅࡿホ౯ࡢどⅬ㸦カ⦎ࡢࡡࡽ࠸㸧ࢆカ⦎㡯┠ẖタᐃࡋ㸪ホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋ
ࡑࢀຍ࠼࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢカ⦎ࡽࡢᨵၿ㡯ࡢ᭷ຠᛶࡢ᳨ドࢆᐇࡋࡓࠋ
ホ౯⤖ᯝཬࡧ᳨ド⤖ᯝࢆ௨ୗ♧ࡍࠋ
㸬カ⦎㡯┠ẖࡢホ౯ࡢどⅬ㸦カ⦎ࡢࡡࡽ࠸㸧ホ౯⤖ᯝ
㸦㸧㔜ᨾ➼ᑐᛂカ⦎
㹟㸬ホ౯ࡢどⅬ㸦カ⦎ࡢࡡࡽ࠸㸧
Ⓨ㟁ᡤ⥭ᛴែᑐ⟇ᮏ㒊ࡀ㸪ࡑࡢᙺࢆㄆ㆑ࡋ㸪ᨾ᮰ྥࡅࡓᑐᛂࢆᐇ࡛ࡁࡿࡇ
ࢆ㸪௨ୗࡢどⅬ╔┠ࡋ࡚ホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ
ձሗ㞟࣭ᩚ⌮㸪ᨾ≧ἣุ᩿ಀࡿࡡࡽ࠸
ࣉࣛࣥࢺ≧ἣࡢኚ㸦Ṇࡵࡿ㸪෭ࡸࡍ㸪㛢ࡌ㎸ࡵࡿᶵ⬟㸧ࡢᢕᥱᚲせ࡞ሗࢆ
ධᡭࡋ㸪ࡑࡢሗࢆࡶⓗ☜࡞⥭ᛴάືࣞ࣋ࣝ㸦㹃㸿㹊㸧ࡢุ᩿࣭ᣦ♧ࢆ⾜
࠸㸪ࢧࢡࢭࢫࣃࢫࢆᑟࡁฟࡏࡿࠋ
ղሗ㐃⤡ಀࡿࡡࡽ࠸
⌧ሙࡶྵࡵࡓⓎ㟁ᡤෆཬࡧᮏᗑ㸪㹍㹄㹁➼ࡢⓎ㟁ᡤእࡢࢱ࣒࣮ࣜ࡞ሗඹ᭷
୪ࡧ㐃ᦠࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ճయไᵓ⠏ಀࡿࡡࡽ࠸
ᆅ㟈㸪ὠἼ㸪ⅆ⅏㸪ᶵჾᨾ㞀➼Ⓨ⏕ࡢ⌧ሙࡢฟືࡢุ᩿ཬࡧ⌧ሙฟືࡀࢱ
࣒࣮ࣜᐇ࡛ࡁࡿࠋ
㹠㸬ホ౯⤖ᯝ
 ձሗ㞟࣭ᩚ⌮㸪ᨾ≧ἣุ᩿ಀࡿ⤖ᯝ
a.ձࡢࡡࡽ࠸ࡢ࠺ࡕࠕࣉࣛࣥࢺ≧ἣࡢኚࡢᢕᥱᚲせ࡞ሗࢆධᡭ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠖ
ࡘ࠸᳨࡚ドࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪୰ኸไᚚᐊࡽࡢ㐃⤡㸪㹑㹎㹂㹑ࡢ☜ㄆ➼ࡼࡾࣉࣛࣥࢺ
ࡢ≧ἣᢕᥱᚲせ࡞ሗࢆᴫࡡධᡭ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉㸪ᮏ㒊ෆ࠾࠸࡚୰ኸไᚚᐊࡽ
ཷࡅྲྀࡿሗࡢඹ᭷ࡢ୰࡛㸪୍㒊ሗࡢㄗఏ㐩ࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋࡇࢀࡣ㸪
ࠕ
㸦㸧㏻ሗカ⦎ࠖ
࡛ᚋ㏙ࡍࡿ㏻ሗᩥㄗグࡀⓎ⏕ࡋࡓせᅉࡢ㸯ࡘ࡞ࡗࡓࠋ௨ୖࡢ⤖ᯝࡽ㸪ࣉࣛࣥࢺሗ
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ࡘ࠸࡚ࡣᴫࡡࡡࡽ࠸㏻ࡾࡢሗ㞟࣭ᩚ⌮ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡓࡶࡢࡢ㸪ᨵၿࡀᚲせ࡞
㒊ศࡶ☜ㄆࡋࡓࠋ
a.ձࡢࡡࡽ࠸ࡢ࠺ࡕࠕⓗ☜࡞㹃㸿㹊ࡢุ᩿ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖࡘ࠸᳨࡚ドࢆ⾜
ࡗࡓ⤖ᯝ㸪㹃㸿㹊ุ᩿ࡘ࠸࡚㸲ྕᶵ㸦᪂つไᇶ‽㐺ྜᚋ㸧ࡢ㹃㸿㹊ࡣⓗ☜࡞ุ᩿ࡀ࡛
ࡁ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢ㸪㸱ྕᶵ㸦᪂つไᇶ‽㐺ྜ๓㸧࠾࠸࡚㸪㐺⏝ࡉࢀ࡞࠸㹃㸿㹊㸦㹑㹃㸳
㸱 ⅆ⅏࣭⁄ỈࡼࡿᏳᶵ⬟ࡢ୍㒊႙ኻ㸧ࡢㄗุ᩿ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪㹐㹁㹇㹁㉳ື
క࠺㹃㸿㹊㸦㹑㹃㸰㸰 ཎᏊ⅔ὀỈᶵ⬟႙ኻࡢ࠾ࡑࢀ㸧ྲྀࡾୗࡆࡢᑐᛂΰࡀ⏕ࡌ
ࡓࠋ௨ୖࡢ⤖ᯝࡽ㸪㹃㸿㹊ุ᩿ࡘ࠸࡚ࡣࡡࡽ࠸㏻ࡾࡢᑐᛂࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
a.ձࡢࡡࡽ࠸ࡢ࠺ࡕࠕࢧࢡࢭࢫࣃࢫࢆᑟࡁࡔࡏࡿࠖࡘ࠸᳨࡚ドࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪カ
⦎㛫ෆ㸪ሗᡓ␎⌜࠾࠸࡚カ⦎㛫୰ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡓྍᦙᆺタഛࡼࡿὀỈኻ
ᩋࡋࡓሙྜࡢ௦᭰ᡭẁࡋ࡚㸪ࢧࢡࢭࢫࣃࢫ࡛࠶ࡿ 3 ྕ⿵⤥Ỉ⣔ࢆ⏝࠸ࡓὀỈࡘ࠸࡚
᳨ウ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࡇࡽ㸪ᴫࡡࡡࡽ࠸㏻ࡾࡢᑐᛂࡀ࡛ࡁࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
 ղሗ㐃⤡ಀࡿ⤖ᯝ
a.ղࡢࡡࡽ࠸ࡘ࠸᳨࡚ドࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ࢥࣥࢱࢡࢺࣃ࣮ࢯࣥࡼࡿᮏᗑᮏ㒊ࡢ㐃
ᦠ㸪㹕㹣㹠㹃㹍㹁➼ࢆ⏝࠸ࡓᮏᗑࡸ㹍㹄㹁ࡢὴ㐵⪅➼ࡢሗඹ᭷ࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࢆ
☜ㄆࡋࡓࠋ୍᪉㸪ᅇ᪂ࡓࣉࣛࣥࢺሗࡢඹ᭷ࢶ࣮ࣝࡋ࡚㹁㹍㹎㸦Common
Operational Picture㸧ࢆᑟධࡋࡓࡶࡢࡢ㸪Ⓨ㟁ᡤෆእ࡛ࡢሗඹ᭷ࡢ㎿㏿ᛶ㸪ཬࡧṇ
☜ᛶࢆḞࡃ⤖ᯝ࡞ࡗࡓࡇࡽ㸪ࡡࡽ࠸㏻ࡾሗ㐃⤡ࢆ⾜࠺ࡇࡀฟ᮶࡞ࡗࡓࠋ
 ճయไᵓ⠏ಀࡿ⤖ᯝ
a.ճࡢࡡࡽ࠸ࡘ࠸᳨࡚ドࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ᆅ㟈㸪ὠἼ㸪ⅆ⅏➼ࡢⓎ⏕≧ἣࢆ㚷ࡳ㸪Ᏻ
᭱ඃඛࡢ⌧ሙᣦ♧ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࡇ㸪ཬࡧ㸰᪥┠ࡢカ⦎࡛ࣇ
ࣝࢱ࣋ࣥࢺᚋࡢ⌧ሙฟືุ᩿࠾࠸࡚㸪ᮏ㒊㛗ᣦ♧ࡢࡶ㸪⌧ሙࡢ⥺㔞ࡸసᴗつᶍ࣭ඃ
ඛᗘࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ᳨ウࢆྛᶵ⬟⌜ࡀ㐃ᦠࡋ࡚⾜࠸㸪ࢱ࣒࣮ࣜ⌧ሙࡢせဨὴ㐵ࡢᐇ
ࢆ☜ㄆࡋࡓࡇࡽ㸪ࡡࡽ࠸㏻ࡾయไᵓ⠏ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ࣇࣝࢱ࣋ࣥࢺᚋࡢ⌧ሙฟືุ᩿࠾ࡅࡿ᭦࡞ࡿᨵၿ㡯ࡋ࡚㸪ฟື᳨ウ
࠶ࡓࡗ࡚㸪⥭ᛴᑐ⟇ᡤෆࡢᨺ⟶せဨࡢṧᏑᩘࡢ㓄៖ࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡓࡇࡽ㸪カ⦎
⤊┙࠾࠸࡚⌧ሙὴ㐵ࡍࡿᨺ⟶せဨࡀ୍㒊㊊ࡍࡿ⤖ᯝ࡞ࡗࡓⅬࢆᢳฟࡋࡓࠋ
㹡㸬ཎᅉศᯒ㸦ㄢ㢟ࡢᢳฟ㸧
 ձሗ㞟࣭ᩚ⌮㸪ᨾ≧ἣุ᩿ಀࡿཎᅉศᯒ
ሗࡢㄗఏ㐩ࡀⓎ⏕ࡋࡓⅬࡘ࠸࡚ࡣ㸪୰ኸไᚚᐊࡽࡢሗࡢඹ᭷㸪ཱྀ㢌㢗ࡿ
㒊ศࡀ࠶ࡗࡓࡇ㸪㹃㸿㹊ㄗุ᩿ࡀ࠶ࡗࡓⅬࡘ࠸࡚ࡣ㸪㹃㸿㹊ุ᩿⏝ࡢࢶ࣮ࣝࡀ㸪᪂
つไᇶ‽㐺ྜ⅔⏝ᪧᇶ‽⅔⏝ࡀΰᅾࡍࡿグ㍕࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ㄗゎࢆᣍࡁࡸࡍ࠸ᵓᡂ࡛
࠶ࡗࡓࡇཬࡧ᪂㹃㸿㹊ࡢ㐺⏝㸦ᪧᇶ‽⅔㸪᪂つไᇶ‽㐺ྜ⅔㸧ಀࡿせဨࡢᩍ⫱㸪
ཬࡧ⩦⇍ᗘࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀࡑࢀࡒࢀཎᅉ࡛࠶ࡿᩚ⌮ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪㹃㸿㹊ྲྀࡾୗ
ࡆࡢᑐᛂΰࡀ⏕ࡌࡓⅬࡘ࠸࡚ࡣ㸪㹃㸿㹊࣭యไࡢྲྀࡾୗࡆಀࡿ࣮ࣝࣝࡀ᫂☜࡛
࡞ࡗࡓࡇࡀཎᅉ࡛࠶ࡿᩚ⌮ࡋࡓࠋ
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 ղሗ㐃⤡ಀࡿཎᅉศᯒ
Ⓨ㟁ᡤෆࡲࡓࡣⓎ㟁ᡤࡽᮏᗑࡢ㹁㹍㹎ࡼࡿࣉࣛࣥࢺሗཬࡧᑐᛂᡓ␎➼ࡢሗ
ඹ᭷㎿㏿ᛶ㸪ṇ☜ᛶࢆḞ࠸ࡓⅬࡘ࠸࡚ࡣ㸪ሗඹ᭷ࢶ࣮ࣝࡋ࡚㸪㹁㹍㹎ࡢ࠸
ᡭࡀⰋࡃ࡞ࡗࡓࡇ㸪ཬࡧⓎ㟁ᡤ࠾ࡅࡿ㹁㹍㹎ࡢ㐠⏝᪉ἲࡀ☜❧ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪Ⓨ
㟁ᡤෆࡢሗඹ᭷㸪ᡓ␎❧༑ศά⏝࡛ࡁ࡚࠸࡞ࡗࡓࡇࡀཎᅉ࡛࠶ࡿᩚ⌮ࡋ
ࡓࠋ
 ճయไᵓ⠏ಀࡿཎᅉศᯒ
᭦࡞ࡿᨵၿ㡯ࡋ࡚ᢳฟࡋࡓᨺᑕ⥺⟶⌮⌜せဨࡀ୍㒊㊊ࡋࡓⅬࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࣇ
ࣝࢱ࣋ࣥࢺᐇᚋࡢ⌧ሙసᴗ⟶⌮࠾࠸࡚㸪ṧᏑせဨᩘࢆ㓄៖ࡍࡿࡼ࠺࡞࣐ࢽࣗࣝࡢ
ᩚഛࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞ࡗࡓࡇࡀཎᅉ࡛࠶ࡿᩚ⌮ࡋࡓࠋ
㸦㸧㏻ሗカ⦎
  㹟㸬ホ౯ࡢどⅬ㸦カ⦎ࡢࡡࡽ࠸㸧
㛫ไ⣙ࡀ࠶ࡿ㏻ሗඛ☜ᐇ㛫ෆ㏻ሗࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 
  㹠㸬ホ౯⤖ᯝ
a.ࡢࡡࡽ࠸ࡘ࠸᳨࡚ドࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪㛫ෆࡢ㏻ሗࡘ࠸࡚ࡣ㸪㹃㸿㹊ุ᩿ᚋ㸪タ
ᐃࡋࡓ㛫ෆ㏻ሗࢆᐇ࡛ࡁࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ୍᪉࡛㸪㏻ሗᩥ࠾࠸࡚ࡣㄗグࡀⓎ
⏕ࡋࡓࠋලయⓗࡣ㸪㏻ሗᩥ㸦㸲ྕ㸿㹊㸲㸰ཬࡧ㸱ྕ㸿㹊㸱㸯㸧ࡢ㹃㸿㹊ุ᩿㛫ࡢㄗ
グ㸪㸯㸳᮲㇟㸦㸲ྕ㹅㹃㸰㸰㸧Ⓨ⏕ࡢ㏻ሗᩥ࠾࠸࡚㸪ᮏ᮶ࡣ㹅㹃㸰㸰ࢆุ᩿ࡋࡓ
㛫ࢆグ㍕ࡍࡁࡇࢁࢆ㸪㸰ศ๓ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡓ㹑㹃㸰㸰ࡢุ᩿㛫ࢆグ㍕ࡋࡓㄗ
グ㸪ཬࡧྠ㏻ሗᩥ࠾ࡅࡿ➨㸯㸳᮲㇟Ⓨ⏕ࡢḍࡢࣞⅬグධ₃ࢀࡢㄗグࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡼࡾ㸪ᚋゞṇࢆᐇࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࡇࡽ㸪ࡡࡽ࠸㏻ࡾ☜ᐇ࡞㏻ሗࢆ⾜࠺
ࡇࡣ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
  㹡㸬ཎᅉศᯒ㸦ㄢ㢟ࡢᢳฟ㸧
㏻ሗᩥㄗグࡀⓎ⏕ࡋࡓⅬࡢ࠺ࡕ㸪㏻ሗᩥ㸦㸲ྕ㸿㹊㸲㸰ཬࡧ㸱ྕ㸿㹊㸱㸯㸧ࡢ㹃㸿
㹊ุ᩿㛫ࡢㄗグࡘ࠸࡚ࡣ㸪ሗᡓ␎⌜ෆࡢሗඹ᭷⏝࠸࡚࠸ࡓ࣍࣡ࢺ࣮࣎ࢻ
࠾࠸࡚ㄗࡗࡓሗࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡓࡇࡼࡿሗࡢㄗఏ㐩ࡼࡾ㸪㏻ሗᩥసᡂಀࡿせ
ဨ㸦సᡂ⪅㸪ࢳ࢙ࢵࢡ⪅㸧ࡀṇࡋ࠸ሗࡼࡾ㏻ሗᩥࡢసᡂཬࡧࢳ࢙ࢵࢡࡀ࡛ࡁ࡞ࡗ
ࡓࡇࡀཎᅉ࡛࠶ࡿᩚ⌮ࡋࡓࠋ㸯㸳᮲㇟㸦㸲ྕ㹅㹃㸰㸰㸧Ⓨ⏕ࡢ㏻ሗᩥ࠾ࡅࡿ
ุ᩿㛫ࡢㄗグࡘ࠸࡚ࡣ㸪㏻ሗᩥసᡂಀࡿせဨ㸦సᡂ⪅㸪ࢳ࢙ࢵࢡ⪅㸧ࡀ㸪᪂ࡋ࠸
㏻ሗᵝᘧࡢ⩦⇍ࡀ༑ศ࡛࠶ࡗࡓࡇࡼࡾ㸪」ᩘࡢ㇟ࢆ㸯ࡘࡢ㏻ሗᩥ࡛㏻ሗࡍࡿ
㝿㸪᭱ࡶࢱ࣑ࣥࢢࡀ᪩࠸㇟ࡢ㛫ࢆグ㍕ࡍࡿ࠸࠺ㄗࡗࡓㄆ㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡇ
ࡀཎᅉ࡛࠶ࡿᩚ⌮ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪➨㸯㸳᮲㇟Ⓨ⏕ࡢḍࡢࣞⅬグධ₃ࢀࡘ࠸࡚ࡣ㸪
㏻ሗᩥసᡂಀࡿせဨ㸦సᡂ⪅㸪ࢳ࢙ࢵࢡ⪅㸧ࡀ㸪᪂ࡋ࠸㏻ሗᵝᘧࡢ⩦⇍ࡀ༑ศ࡛
࠶ࡗࡓࡇࡀཎᅉ࡛࠶ࡿᩚ⌮ࡋࡓࠋ
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㸦࢘㸧㏥㑊ㄏᑟカ⦎
㹟㸬ホ౯ࡢどⅬ㸦カ⦎ࡢࡡࡽ࠸㸧
Ⓨ㟁ᡤᵓෆࡢ୍㏥㑊ඛࡢ≧ἣࢆ㏿ࡸᢕᥱࡋ㸪⥭ᛴែᑐ⟇ᮏ㒊ࡀᣦᐃࡍࡿ㏥
㑊ඛࡲ࡛ࡢㄏᑟ᪉ἲࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
  㹠㸬ホ౯⤖ᯝ
a.ࡢࡡࡽ࠸ࡘ࠸᳨࡚ドࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ᆅ㟈࣭ὠἼⓎ⏕࠾࠸࡚㏿ࡸ୍ᩧᨺ㏦
ࡼࡿ㏥㑊࿘▱ࡀ࡛ࡁࡓࡇ㸪ཬࡧⓎ㟁ᡤᵓෆࡢ୍㏥㑊ඛࡢ≧ἣࢆᢕᥱ࡛ࡁ㸪㏥㑊ඛ
ࡲ࡛ࡢㄏᑟ᪉ἲࡢ᳨ウࡀ࡛ࡁࡓࡇࡽ㸪ࡡࡽ࠸㏻ࡾࡢᑐᛂࡀ࡛ࡁࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
㸦࢚㸧ཎᏊຊ⅏ᐖ་⒪カ⦎
  㹟㸬ホ౯ࡢどⅬ㸦カ⦎ࡢࡡࡽ࠸㸧
⟶⌮༊ᇦෆ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓࡅࡀேࡢ་⒪ᶵ㛵ࡢᦙ㏦ࢆᐃࡋ㸪ࡅࡀேࡢởᰁ≧ἣࢆᢕ
ᥱࡋ㸪㐺ษ࡞ฎ⨨㸦ᛂᛴฎ⨨㸪㠀⟶⌮༊ᇦࡢቃ⏺࠾ࡅࡿ㝖ᰁ࣭ởᰁᣑ㜵Ṇᥐ
⨨㸧ࢆᐇࡋ࡚㸪㠀⟶⌮༊ᇦࡢᘬࡁΏࡋࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
  㹠㸬ホ౯⤖ᯝ
a.ࡢࡡࡽ࠸ࡘ࠸᳨࡚ドࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪⟶⌮༊ᇦෆ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓࡅࡀேࡘ࠸࡚㸪ࢧ࣮
࣓࣮࣋ࢱࢆ⏝࠸ࡓởᰁࡢ☜ㄆཬࡧ㝖ᰁࢆᐇ࡛ࡁࡓࡇ㸪㜵ㆤᥐ⨨ࢆㅮࡌࡓ࠺࠼࡛㠀
⟶⌮༊ᇦࡢ㏥ᇦࣂࣃࢫᑐᛂࢆᐇࡋ㸪୍㐃ࡢᑐᛂࡀᐇ࡛ࡁࡓࡇࡽ㸪ࡡࡽ࠸㏻
ࡾࡢᑐᛂࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
㸦࢜㸧ࣔࢽࢱࣜࣥࢢカ⦎
  㹟㸬ホ౯ࡢどⅬ㸦カ⦎ࡢࡡࡽ࠸㸧
ྍᦙᆺࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣏ࢫࢺ㸪௦᭰Ẽ㇟ほ タഛ㸪࣐ࣝࢳࢥࣉࢱ࣮➼ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
㛵㐃㈨ᶵᮦࡘ࠸࡚㸪ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿᡭ㡰ࡢ࠾ࡾᐇࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
  㹠㸬ホ౯⤖ᯝ
a.ࡢࡡࡽ࠸ࡘ࠸᳨࡚ドࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿᡭ㡰ᇶ࡙ࡁ㸪㇟ᛂࡌࡓྍ
ᦙᆺほ タഛࡢタ⨨ཬࡧ ᐃᐇࡢุ᩿ࡀⓗ☜ᐇ࡛ࡁࡓࡇ㸪ཬࡧ ᐃࡀᚲせ࡞ಶ
ᡤ࠾࠸࡚ࡣᡭ㡰ࡢ࠾ࡾᐇ࡛ࡁࡓࡇࡽ㸪ࡡࡽ࠸㏻ࡾࡢᑐᛂࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢカ⦎ࡽࡢᨵၿ㡯ࡢ᭷ຠᛶࡢ᳨ド
௨ୗࡢ㔜ᨾ➼ᑐᛂ࠾ࡅࡿᨵၿ㡯ࡢ᭷ຠᛶࡘ࠸࡚☜ㄆࡋࡓࠋ
㸦㸧ᨵၿ㡯ࡢෆᐜ
㸰㸮㸯㸴ᖺ㸯㸮᭶ᐇࡋࡓ♫㜵⅏カ⦎࡚㸪せဨᘬࡁ⥅ࡂ㛵ࡋ࡚ྛ⌜ࡢᘬ⥅ࡂ
ෆᐜ➼ࡀᐃࡲࡗ࡚࠾ࡽࡎ㸪㘒⥈ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇࡀㄢ㢟ࡋ࡚࠶ࡀࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ྛ
⌜࠾ࡅࡿᘬࡁ⥅ࡂ㡯㸪᪉ἲࡘ࠸࡚๓ᩚ⌮ࡋ㸪࿘▱ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
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㸦㸧ホ౯ࡢどⅬ㸦カ⦎ࡢࡡࡽ࠸㸧ホ౯⤖ᯝ
  㹟㸬ホ౯ࡢどⅬ㸦カ⦎ࡢࡡࡽ࠸㸧
ᨵၿࡼࡾせဨࡢᘬࡁ⥅ࡂࡀ㐺ษ࡛ࡁࡿࠋ
  㹠㸬ホ౯⤖ᯝ
a.ࡢࡡࡽ࠸ࡘ࠸᳨࡚ドࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ྛᶵ⬟⌜ࡣ㸪⌜ෆࡢᘬࡁ⥅ࡂ࠾࠸࡚㸪ணࡵ
᳨ウࡋࡓ࣍࣡ࢺ࣮࣎ࢻ➼ࡢࢶ࣮ࣝࢆ⏝࠸㸪ຠ⋡ⓗࡘ☜ᐇ࡞ᘬࡁ⥅ࡂࡀᐇ࡛ࡁ࡚࠸
ࡓࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࡇࡽ㸪ࡡࡽ࠸㏻ࡾࡢᑐᛂࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
ࡲࡓ㸪᭦࡞ࡿᨵၿ㡯ࡋ࡚㸪ྛᶵ⬟⌜࡛ࡢᘬࡁ⥅ࡂᐇ୰㸪ᮏ㒊ᖍࡽᮏ㒊㛗ࡢ
ᘬࡁ⥅ࡂక࠺యไኚ᭦ࡢࢼ࢘ࣥࢫࡀ࠶ࡗࡓࡇᑐࡋ㸪㏉ࡀ࡞ࡗࡓ➼㸪⪺
ࡃጼໃࡀ༑ศ࡛࡞ࡗࡓⅬࢆᢳฟࡋࡓࠋ
  㹡㸬ཎᅉศᯒ㸦ㄢ㢟ࡢᢳฟ㸧
᭦࡞ࡿᨵၿ㡯ࡋ࡚ᢳฟࡋࡓᘬࡁ⥅ࡂ⪺ࡃጼໃࡀ༑ศ࡛࡞ࡗࡓⅬࡘ࠸࡚
ࡣ㸪カ⦎ࣉ࣮ࣞࣖࡀᘬࡁ⥅ࡂ㞟୰ࡋ࡚ࡋࡲ࠸㸪ᮏ㒊ᖍࡽࡢࢼ࢘ࣥࢫࡀ⪥ධࡽ࡞
ࡗࡓࡇࡀཎᅉ࡛࠶ࡿᩚ⌮ࡋࡓࠋ
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⾲㸯 ᒸཎᏊຊⓎ㟁ᡤカ⦎ᑐࡍࡿㄢ㢟ࡢࡲࡵ
䥹䥺㔜ᨾ➼ᑐᛂカ⦎

䥼カ⦎㡯┠ẖࡢホ౯

㡯 ┠

ձሗ㞟࣭ᩚ⌮㸪
ᨾ≧ἣุ᩿

ホ౯⤖ᯝ
࣭⥭ᛴᑐ⟇ᮏ㒊ෆ࠾࠸࡚
୰ኸไᚚᐊࡽཷࡅྲྀࡿሗ
ࡢඹ᭷ࡢ୰࡛㸪୍㒊ሗࡢㄗ
ఏ㐩ࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋ

࣭㸱ྕᶵ㸦᪂つไᇶ‽㐺ྜ
๓㸧࠾࠸࡚㸪㐺⏝ࡉࢀ࡞࠸
㹃㸿㹊㸦㹑㹃㸳㸱 ⅆ⅏࣭⁄
ỈࡼࡿᏳᶵ⬟ࡢ୍㒊႙
ኻ㸧ࢆㄗࡗุ࡚᩿ࡋࡓࠋ






࣭㹐㹁㹇㹁㉳ືక࠺㹃㸿
㹊㸦㹑㹃㸰㸰 ཎᏊ⅔ὀỈᶵ
⬟႙ኻࡢ࠾ࡑࢀ㸧ྲྀࡾୗࡆࡢ
ᑐᛂΰࡀ⏕ࡌࡓࠋ
࣭Ⓨ㟁ᡤෆእྥࡅࡓሗඹ
᭷ࢶ࣮ࣝࡋ࡚᪂ࡓᑟධࡋ
ࡓ㹁㹍㹎ࡼࡿሗඹ᭷ࡘ
࠸࡚㸪㎿㏿ᛶ㸪ṇ☜ᛶࢆḞ࠸
ࡓࠋ

ཎᅉ㸦ㄢ㢟㸧
࣭୰ኸไᚚᐊࡽࡢሗࡢඹ᭷
᪉ἲࡘ࠸࡚㸪ཱྀ㢌㢗ࡿ㒊
ศࡀ࠶ࡗࡓࠋ


࣭㹃㸿㹊ุ᩿⏝ࡢࢶ࣮ࣝࡀ㸪᪂
つไᇶ‽㐺ྜ⅔⏝ᪧᇶ‽⅔
⏝ࡀΰᅾࡍࡿグ㍕࡞ࡗ࡚࠾
ࡾ㸪ㄗゎࢆᣍࡁࡸࡍ࠸ᵓᡂ࡛
࠶ࡗࡓࠋ

࣭᪂㹃㸿㹊ࡢ㐺⏝㸦ᪧᇶ‽⅔㸪
᪂つไᇶ‽㐺ྜ⅔㸧ಀࡿせ
ဨࡢᩍ⫱ཬࡧ⩦⇍ᗘࡀ㊊
ࡋ࡚࠸ࡓࠋ

࣭㹃㸿㹊࣭యไࡢྲྀࡾୗࡆಀ
ࡿ࣮ࣝࣝࡀ᫂☜࡛࡞ࡗࡓࠋ㻌

㸦㸧㏻ሗカ⦎

࣭㏻ሗᩥㄗグ㸦㆙ᡄែヱ
ᙜ㇟Ⓨ⏕ࡢ㏻ሗᩥ㸦㸲ྕ
㸿㹊㸲㸰ཬࡧ㸱ྕ㸿㹊㸱㸯㸧
࠾ࡅࡿ㹃㸿㹊ุ᩿㛫ࡢㄗ
グ㸪㸯㸳᮲㇟Ⓨ⏕ࡢ㏻ሗ
ᩥ㸦㸲ྕ㹅㹃㸰㸰㸧࠾ࡅࡿ
ุ᩿㛫ࡢㄗグ㸪ཬࡧ㸯㸳᮲
㇟Ⓨ⏕ḍࡢࣞⅬグධ₃
ࢀ㸧ࡀ࠶ࡾ㸪ᚋゞṇࢆᐇ
ࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ


㸦࢘㸧㏥㑊ㄏᑟカ⦎

̿

࣭ሗඹ᭷ࢶ࣮ࣝࡋ࡚㹁㹍㹎
ࡢ࠸ᡭࡀⰋࡃ࡞ࡗࡓࠋ

࣭Ⓨ㟁ᡤ࠾ࡅࡿ㹁㹍㹎ࡢ㐠⏝
᪉ἲࡀ☜❧ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪Ⓨ
㟁ᡤෆࡢሗඹ᭷㸪ᡓ␎❧
༑ศά⏝࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
࣭ࣇࣝࢱ࣋ࣥࢺᐇᚋࡢ⌧ሙ
సᴗ⟶⌮ࡢほⅬࡘ࠸࡚㸪ṧ
Ꮡせဨᩘ㓄៖ࡍࡿࡼ࠺࡞࣐
ࢽࣗࣝࢆᩚഛࡋ࡚࠸࡞ࡗ
ࡓࠋ
࣭㏻ሗᩥసᡂಀࡿせဨ㸦సᡂ
⪅㸪ࢳ࢙ࢵࢡ⪅㸧ࡀ㸪᪂ࡋ࠸
㏻ሗᵝᘧࡢ⩦⇍ࡀ༑ศ࡛
࠶ࡗࡓࠋ

࣭୰ኸไᚚᐊࡽࡢሗࡢඹ᭷
᪉ἲࡘ࠸࡚㸪ཱྀ㢌㢗ࡿ㒊
ศࡀ࠶ࡗࡓࠋ

࣭ሗࡢㄗఏ㐩ࡼࡾ㸪㏻ሗᩥ
సᡂ⪅ཬࡧࢳ࢙ࢵࢡ⪅ࡀṇࡋ
࠸ሗࡼࡾ㏻ሗᩥࡢసᡂཬ
ࡧࢳ࢙ࢵࢡࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ㻌
̿

㸦࢚㸧ཎᏊຊ⅏ᐖ་⒪カ⦎

̿

̿

㸦࢜㸧ࣔࢽࢱࣜࣥࢢカ⦎

̿

ղሗ㐃⤡

ճయไᵓ⠏

㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢカ⦎ࡽࡢ
ᨵၿ㡯

࣭ࣇࣝࢱ࣋ࣥࢺᚋࡢ⌧ሙస
ᴗ᳨ウࡢ㝿㸪⥭ᛴᑐ⟇ᡤ
ෆࡢᨺᑕ⥺⟶⌮⌜せဨṧᏑᩘ
ࡢ㓄៖ࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡓࠋ

̿
࣭ᘬ⥅ࡂ㞟୰ࡋ࡚ࡋࡲ࠸㸪ᮏ
࣭ྛᶵ⬟⌜࡛ࡢᘬࡁ⥅ࡂᐇ
୰㸪ᮏ㒊ᖍࡽᮏ㒊㛗ࡢᘬ
㒊ᖍࡽࡢࢼ࢘ࣥࢫࡀ⪥
ࡁ⥅ࡂక࠺యไኚ᭦ࡢ
ධࡽ࡞ࡗࡓࠋ㻌
ࢼ࢘ࣥࢫࡀ࠶ࡗࡓࡇᑐ
ࡋ㸪㏉ࡀ࡞ࡗࡓ➼㸪⪺ࡃ
ጼໃࡀ༑ศ࡛࡞ࡗࡓࠋ
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㸦㸰㸧ᮏᗑ
ᮏᗑ࠾ࡅࡿホ౯ࡢどⅬ㸦カ⦎ࡢࡡࡽ࠸㸧ࢆカ⦎㡯┠ẖタᐃࡋ㸪ホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋ
ࡑࢀຍ࠼࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢカ⦎ࡽࡢᨵၿ㡯ࡢ᭷ຠᛶࡢ᳨ドࢆᐇࡋࡓࠋ
ホ౯⤖ᯝཬࡧ᳨ド⤖ᯝࢆ௨ୗ♧ࡍࠋ
㸬カ⦎㡯┠ẖࡢホ౯ࡢどⅬ㸦カ⦎ࡢࡡࡽ࠸㸧ホ౯⤖ᯝ
㸦㸧㔜ᨾ➼ᑐᛂカ⦎
  㹟㸬ホ౯ࡢどⅬ㸦カ⦎ࡢࡡࡽ࠸㸧
Ⓨ㟁ᡤ㸪㹃㹐㹁ࣉࣛࣥࢺ⌜ཬࡧ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡢሗ㐃⤡ࡘ࠸࡚㸪☜ᐇ࡞
ᑐᛂࡀᐇ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
  㹠㸬ホ౯⤖ᯝ
ᮏᗑ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡢሗ㐃⤡ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮏᗑᮏ㒊ഃࡢ❆ཱྀࢆ⤫୍ࡋࡓ
ࡇࡼࡾ㸪ሗࡢὶࢀࡀᩚ⌮ࡉࢀ㸪ሗ㐃⤡ࡢ㐜ᘏࡸ㘒⥈ࡀ࡞ࡃ㸪☜ᐇ࡞ᑐᛂࡀᐇ
࡛ࡁࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
୍᪉㸪Ⓨ㟁ᡤᮏᗑ㸪ᮏᗑ㹃㹐㹁ࣉࣛࣥࢺ⌜ࡢሗ㐃⤡ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㹕㹣㹠㹃
㹍㹁ࡼࡿⓎ㟁ᡤᮏᗑ㸪ᮏᗑ㹃㹐㹁ὴ㐵⪅ࡢሗඹ᭷ࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢ㸪㹃
㹐㹁ࣉࣛࣥࢺ⌜ࡢ㹁㹍㹎ࢆ⏝࠸ࡓࢱ࣒࣮ࣜ࡞ሗඹ᭷ཬࡧᚋࡢண ࡸᡓ␎➼ࡢ
✚ᴟⓗ࡞ఏ㐩ࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓⅬ୪ࡧ♫ෆࡢ㹃㸿㹊ྲྀࡾୗࡆ㝿ࡋ㸪㹃㹐㹁ࣉࣛࣥࢺ
⌜ࡢ༠㆟ࡀ༑ศ࡛ࡁ࡞ࡗࡓⅬࢆᢳฟࡋࡓࠋ
㹡㸬ཎᅉศᯒ㸦ㄢ㢟ࡢᢳฟ㸧
㹃㹐㹁ࣉࣛࣥࢺ⌜ࡢ㹁㹍㹎ࢆ⏝࠸ࡓࢱ࣒࣮ࣜ࡞ሗඹ᭷ཬࡧ✚ᴟⓗ࡞ᡓ␎➼ࡢ
ఏ㐩ࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓⅬࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᅇࡢカ⦎࡛ࡣ㸪㹁㹍㹎ࡋ࡚㸪⣔⤫ᴫせ㸪タഛ
≧ἣ㸪ᑐᛂᡓ␎ࡢ㸱ᯛࡢࢩ࣮ࢺࢆ⏝ពࡋࡓࡀ㸪Ⓨ㟁ᡤࡢሗ㐃⤡ಀࡿホ౯⤖ᯝ㸦⾲
㸯㸬
㸦㸧ղ㸧࡛グ㏙ࡋࡓᑐᛂࡼࡾ㸪ᮏᗑ࡛ࡣ㸪㹁㹍㹎ࡢ⣔⤫ᴫせࡸタഛ≧ἣࢆ
☜ㄆࡋࡓୖ࡛㹃㹐㹁ࣉࣛࣥࢺ⌜ࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࡓࡵ㸪ᑐᛂᡓ␎ࢆ㹃㹐㹁ࣉࣛࣥࢺ⌜
ㄝ᫂ࡍࡿࡲ࡛㛫ࡀࡗ࡚ࡋࡲ࠺ሙྜࡀከࡃ㸪≧ἣኚ࡞ࡀ࠶ࡿㄝ᫂⏝
࠸ࡃ࠸≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵ㸪ཎᅉࡣ㸪Ⓨ㟁ᡤࡢሗ㐃⤡ಀࡿཎᅉ㸦⾲㸯㸬
㸦㸧ղ㸧ྠᵝ࡛࠶ࡿᩚ⌮ࡋࡓࠋ
㹃㸿㹊ྲྀࡾୗࡆ㹃㹐㹁ࣉࣛࣥࢺ⌜༑ศ࡞༠㆟ࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓⅬࡘ࠸࡚ࡣ㸪
Ⓨ㟁ᡤ࠾࠸࡚㸪㹃㸿㹊࣭యไࡢྲྀࡾୗࡆࢆุ᩿ࡍࡿ㝿㸪ᮏᗑࡢ┦ㄯࢆ⾜ࢃ࡞
ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡾ㸪Ⓨ㟁ᡤ࠾ࡅࡿࠕሗ㞟࣭ᩚ⌮㸪ᨾ≧ἣุ᩿ಀࡿㄢ㢟ࡢཎᅉ
ศᯒࠖࡢཎᅉྠᵝ㸪㹃㸿㹊࣭యไࡢྲྀࡾୗࡆಀࡿ࣮ࣝࣝࡀ᫂☜࡛࡞ࡗࡓࡇࡀ
ཎᅉ࡛࠶ࡿᩚ⌮ࡋࡓࠋ
㸦㸧㏻ሗカ⦎
 㹟㸬ホ౯ࡢどⅬ㸦カ⦎ࡢࡡࡽ࠸㸧
୰㒊⤒῭⏘ᴗᒁཬࡧ୰㒊㏆␥⏘ᴗಖᏳ┘╩㒊㐺ษ࡞ࢱ࣑ࣥࢢ࡛☜ᐇ㏻ሗ㐃⤡
ࡀᐇ࡛ࡁࡿࠋ
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  㹠㸬ホ౯⤖ᯝ
カ⦎ࡢ୰࡛㸪ᒸ㹌㹒㹒ᅇ⥺ࡢ㏻➼ࡢ≧ἣࡶ⏕ࡌࡓࡀ㸪ᮏᗑෆ࡛௦᭰㏻ಙ᪉ἲࡢ
ሗඹ᭷ࢆᅗࡾ㸪㐺ษⓎ㟁ᡤࡽࡢ㏻ሗ㐃⤡ࢆཷಙࡋ㸪୰㒊⤒῭⏘ᴗᒁ➼ࡢ㎿㏿
࡞㏻ሗ㐃⤡ࡀᐇ࡛ࡁࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
㸦࢘㸧ࡑࡢᚲせㄆࡵࡿカ⦎
  㹟㸬ホ౯ࡢどⅬ㸦カ⦎ࡢࡡࡽ࠸㸧
ཎᏊຊᴗᡤ⅏ᐖᑐ⟇ᨭᣐⅬཬࡧࣉࣞࢫ࣮࣒ࣝタႠ࣭㐠Ⴀ୪ࡧࡢཎᏊຊᴗ
⪅ࡢᨭせㄳಀࡿ㐃ᦠࡀ㸪☜ᐇᐇ࡛ࡁࡿࠋ
  㹠㸬ホ౯⤖ᯝ
   ձཎᏊຊᴗ⪅⅏ᐖᑐ⟇ᨭᣐⅬᑐᛂカ⦎
ᣐⅬタႠࡢึືᑐᛂࡋ࡚㸪ೃ⿵ᆅⅬࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡿᙜ♫⸨ᯞႠᴗᡤ࠾࠸࡚㸪ὴ
㐵せဨࡼࡗ࡚㸪㏻ಙタഛࡢタ⨨㸪ᮏᗑࡢ㏻ಙ☜ㄆ㸪ᨺᑕ⥺ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ➼ࢆᐇ
ࡋ㸪ࣉࣛࣥࢺ≧ἣࡸ࿘㎶ᆅᇦࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ᮏᗑᮏ㒊ࡢሗඹ᭷ࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽ㸪ᣐ
Ⅼ㐠Ⴀࡢึືࡀ☜ᐇᐇ࡛ࡁࡿࡇ☜ㄆࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊཎᏊຊᴗᡤ⅏ᐖᑐ⟇ᨭᣐ
Ⅼࡢึື௨㝆ࡢ㐠⏝ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ู㏵せ⣲カ⦎ࡋ࡚ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
   ղࣉࣞࢫ࣮࣒ࣝタႠ࣭㐠Ⴀカ⦎
ᅇࡢカ⦎࡛ࡣ㸪㸯㸮㸯㸶ศࣉࣞࢫ࣮࣒ࣝࢆ㛤タࡋ㸪ཎ⅏ἲ➨㸯㸮᮲㇟Ⓨ
⏕ಀࡿᶍᨃぢࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ୰࡛㸪タᩜᆅ⥭ᛴែ㸦㹑㹃㸧ุ᩿ࡸ࢜ࣇࢧࢺ
㛵㐃ࡢ㉁ၥ➼ࡢᛂᑐ࠾࠸࡚㸪ᙜ♫ጼໃࡸᑐᛂᑐࡍࡿཝࡋ࠸㉁ၥࡢཷࡅ⟅࠼ࢆ㏻
ࡌ㸪ᮏ㒊ぢሙࡢሗඹ᭷ࡀ☜ᐇ࡛ࡁࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
   ճཎᏊຊᴗ⪅㛫㐃ᦠカ⦎
ᅇࡢカ⦎࡛ࡣ㸪ᚑ᮶ࡽࡢ㸯㸰♫㛫㐃ᦠ㸪ᮾி㟁ຊ㹆㹂(ᰴ)ཬࡧ㝣㟁ຊ(ᰴ)
ࡢ㸱♫㐃ᦠࢆຍ࠼࡚㸪ᮏᗑ༶ᛂࢭࣥࢱ࣮ྛ♫ࡽ࢚ࣜࢰࣥࢆὴ㐵࠸ࡓࡔࡁ㸪Ⓨ㟁ᡤ
≧ἣࡢඹ᭷ཬࡧ㈨ᶵᮦࡸᨭせဨࡢᡭ㓄୪ࡧ㐠ᦙࡸ⛣ື➼ࡢ᳨ウࢆඹྠ࡛⾜࠸㸪
ሗඹ᭷ཬࡧᙜ♫࢚ࣜࢰࣥ㛫ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡿࡇࡀ☜ᐇ࡛ࡁࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢカ⦎ࡽࡢᨵၿ㡯ࡢ᭷ຠᛶࡢ᳨ド
௨ୗࡢ㔜ᨾ➼ᑐᛂ࠾ࡅࡿᨵၿ㡯ࡢ᭷ຠᛶࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿࠋ
㸦㸧ᨵၿ㡯ࡢෆᐜ
ձᮏᗑ⥭ᛴែᑐ⟇ᮏ㒊ෆࡢሗඹ᭷ಀࡿᨵၿ
㸰㸮㸯㸵ᖺ㸱᭶ᐇࡋࡓ⥭ᛴ₇⩦㸦⥲ྜカ⦎㸧࡛ࡣ㸪Ⓨ㟁ᡤࡢάື≧ἣࡢᢕ
ᥱࡀⓎ㟁ᡤᮏ㒊ᖍࡢⓎヰࡢ⪺ࡁྲྀࡾሗ࡞ࡿࡇࡀከࡃ㸪ᮏᗑ⥭ᛴែᑐ⟇ᮏ㒊
ෆࡢሗඹ᭷࠾࠸࡚㸪㹃㸿㹊ุ᩿ࢳ࣮ࣕࢺ➼ࢆ⏝࠸ࡓ≧ἣᩚ⌮ࡣ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢ
ࡢ㸪Ⓨ㟁ᡤࡢᑐᛂ᪉㔪➼ಀࡿሗࡣཱྀ㢌ࡢࡳ࡞ࡾ㸪༑ศሗࡀఏࢃࡽ࡞࠸ሙ
㠃ࡀ࠶ࡗࡓࡇࡽ㸪㹁㹍㹎➼ࡢᅗ⾲ࡼࡿ≧ἣㄝ᫂ࡸሗඹ᭷ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㈨
ᩱࡢಖᏑࠊᑐᛂ᪉㔪➼ࡢᢞ✏ࡼࡿሗඹ᭷ࡢᨵၿࢆᅗࡗࡓࠋ
ղ㹃㹐㹁ࣉࣛࣥࢺ⌜ࡢሗඹ᭷ಀࡿᨵၿ
㸰㸮㸯㸵ᖺ㸱᭶ᐇࡋࡓ⥭ᛴ₇⩦㸦⥲ྜカ⦎㸧࡛ࡣ㸪ᮏᗑ⥭ᛴែᑐ⟇ᮏ㒊
ෆࡢ㞟㡢࣐ࢡ㡢㔞ㄪᩚᶵ⬟ࡀ࡞ࡃ㸪㹃㹐㹁ࣉࣛࣥࢺ⌜ࡢሗఏ㐩ㄝ᫂⪅
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ࡢⓎヰᮏᗑᮏ㒊ෆࡢ㡢ኌࡀ㔜␚ࡍࡿ➼ࡢ୍㒊ᨭ㞀ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵ㸪㔜せ࡞ᮏ
㒊㛗Ⓨゝࡸࣉࣛࣥࢺ≧ἣㄝ᫂ࡣ㸪ඃඛ㡰ࢆุ᩿ࡋ࡚㞟㡢࣐ࢡࡢධࡾษࡾࢆ
⾜࠺ࡼ࠺ᨵၿࢆᅗࡗࡓࠋ
ճ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢⓎ㟁ᡤ≧ែࡢᢕᥱ࣭ᩚ⌮ಀࡿᨵၿ
㸰㸮㸯㸵ᖺ㸱᭶ᐇࡋࡓ⥭ᛴ₇⩦㸦⥲ྜカ⦎㸧࡛ࡣ㸪࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ὴ
㐵⌜ࡼࡿⓎ㟁ᡤ≧ែࡢᢕᥱ࣭ᩚ⌮୍㒊ΰࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡓࡵ㸪ᮏᗑ⥭ᛴ
ែᑐ⟇ᮏ㒊ࡽࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺᅇ⥺ࡼࡿࣅࢹ࢜㏻ヰ➼ࢆά⏝ࡋ࡚ሗඹ᭷ࢆᅗ
ࡾ㸪ࢱ࣒࣮ࣜⓎ㟁ᡤ≧ែࢆᢕᥱࡍࡿ࡞ࡢ㐠⏝ᨵၿࢆᅗࡗࡓࠋ
㸦㸧ホ౯ࡢどⅬ㸦カ⦎ࡢࡡࡽ࠸㸧ホ౯⤖ᯝ
 㹟㸬ホ౯ࡢどⅬ(カ⦎ࡢࡡࡽ࠸)
๓㡯㸦㸧♧ࡍᨵၿ㡯ࡢ᭷ຠᛶࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿࠋ
  㹠㸬ホ౯⤖ᯝ
   ձᮏᗑ⥭ᛴែᑐ⟇ᮏ㒊ෆࡢሗඹ᭷ಀࡿᨵၿ
ᮏᗑᮏ㒊࡛ࡣ㸪㇟㐍ᒎྜࢃࡏ࡚ࣈ࣮ࣜࣇࣥࢢࢆᐇࡋࡓࠋࡑࡢ㝿㸪㹑㹎㹂
㹑ࡸ㹃㸿㹊ุ᩿ࢳ࣮ࣕࢺ➼ࡢᚑ๓ࡽࡢᅗ⾲㢮ຍ࠼㸪࢜ࣇࢧࢺ≧ἣಀࡿᩚ⌮
⾲➼ࢆ᪂ࡓ⏝࠸࡚ᮏ㒊ෆ࡛ࡢ≧ἣᢕᥱࢆ⾜࠺ࡶ㸪ࣈ࣮ࣜࣇࣥࢢ⤖ᯝࡸᮏ
㒊㛗ᣦ♧➼ࡣሗඹ᭷ࢩࢫࢸ࣒ධຊࡋ࡚ṧࡍࡇཱྀ࡛㢌ࡢࡳࡢሗඹ᭷ࢆῶࡽ
ࡋ㸪ෆᐜࡀᮏ㒊ෆ࡛ఏࢃࡽ࡞࠸ሙ㠃ࢆῶࡽࡍࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࡞࠾㸪ᅇ᪂ࡓヨࡳࡓ㹁㹍㹎࡛ࡢሗඹ᭷㛵ࡋ࡚ࡣ㸪Ⓨ㟁ᡤࡽࡢ㹁㹍㹎ඹ
᭷ࢱ࣒ࣛࢢࡀ࠶ࡾ㸪ᮏ㒊ෆ࡛㐍ᒎண ࡢᩚ⌮ࡀ㘒⥈ࡍࡿሙ㠃ࡀ࠶ࡾ㸪㹁㹍㹎
ࡼࡿࢱ࣒࣮ࣜ࡞ሗඹ᭷ࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓⅬࢆᢳฟࡋࡓࠋ
   ղ㹃㹐㹁ࣉࣛࣥࢺ⌜ࡢሗඹ᭷ಀࡿᨵၿ
ᮏᗑᮏ㒊࡛ࡣ㸪㹃㹐㹁ࣉࣛࣥࢺ⌜᭱᪂ࡢሗࢆ㎿㏿ඹ᭷ࡍࡿࡓࡵ㸪ᮏᗑᮏ㒊
ෆࡢࣈ࣮ࣜࣇࣥࢢࢆ㞟㡢࣐ࢡ࡛ᣠ࠸㸪㹃㹐㹁ఏ㏦ࡍࡿ㐠⏝ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᅇࡢカ⦎࡛ࡣ㸪ࡇࡢ㞟㡢࣐ࢡࢆࣈ࣮ࣜࣇࣥࢢࡢࡳ࢜ࣥࡋ㸪ࡑࢀ௨እࡢ
ࡣ㸪㞟㡢࣐ࢡࢆ࢜ࣇࡍࡿࡇ࡛㹃㹐㹁ᑐᛂࣈ࣮ࢫㄝ᫂⪅ࡽ㹃㹐㹁ࣉࣛࣥࢺ
⌜ࡢㄝ᫂ࢆඃඛࡍࡿ㐠⏝ࢆヨࡳࡓࠋࡇࢀࡼࡾ㸪㹃㹐㹁ഃ࡛ᑐᛂࣈ࣮ࢫㄝ᫂⪅ࡢ
Ⓨヰࡀ⪺ࡁྲྀࡾࡸࡍࡃ࡞ࡾ㸪ሗఏ㐩ࡀྥୖࡋࡓࡇࢆ㹃㹐㹁ὴ㐵ࡋ࡚࠸ࡓᙜ♫
࢚ࣜࢰࣥࡽࡢሗ࿌࡛☜ㄆࡋࡓࠋ
࡞࠾㸪ᮏᗑᮏ㒊ࡢࣈ࣮ࣜࣇࣥࢢࡣ㸪㹃㹐㹁ࣉࣛࣥࢺ⌜ᑐᛂࣈ࣮ࢫㄝ᫂⪅ࡢ
ヰࢆ୰᩿ࡋ࡚ࣈ࣮ࣜࣇࣥࢢ㡢ኌࢆ㹃㹐㹁ὶࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽ㸪ヰࡢ୰᩿
ࡼࡿሗఏ㐩ࡢ㐜ࢀࣈ࣮ࣜࣇࣥࢢࡼࡿ᭱᪂ሗࡢఏ㐩ࡢࣂࣛࣥࢫࢆ⪃៖ࡋ㸪
᭱㐺࡞ᑐᛂࡢᐇࡘ࠸࡚⥅⥆ⓗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࠋ
   ճ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢⓎ㟁ᡤ≧ែࡢᢕᥱ࣭ᩚ⌮ಀࡿᨵၿ
♫㹒㹔㆟࡛ࡢᮏᗑᮏ㒊ࡢ㐃ᦠຍ࠼㸪ᢸᙜ⪅㛫ࡢሗඹ᭷ࡋ࡚㹑㹩㹷㹮
㹣ࢆ⏝࠸࡚ヲ⣽࡞ሗඹ᭷ࢆ⾜ࡗࡓࡇཬࡧሗඹ᭷ࢩࢫࢸ࣒⏝ࡢࣉࣜࣥࢱ࣮ࢆ
㓄ഛࡍࡿ➼ࡢᑐᛂࡼࡾ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ෆ࡛ࡢ⌜ဨࡢሗඹ᭷ࡢᨵၿࢆᅗࡗࡓ
ࡇ࡛㸪Ⓨ㟁ᡤሗࡸάື≧ἣࡢࢱ࣒࣮ࣜ࡞ሗඹ᭷ࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁ㸪࢜ࣇࢧ
ࢺࢭࣥࢱ࣮࡛Ⓨ㟁ᡤሗࡢᢕᥱ࣭ᩚ⌮ࡀΰ࡞ࡃᐇ࡛ࡁࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
14

㹡㸬ཎᅉศᯒ㸦ㄢ㢟ࡢᢳฟ㸧
㹁㹍㹎ࡼࡿࢱ࣒࣮ࣜ࡞ሗඹ᭷ࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓⅬࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ⓨ㟁ᡤࡽࡢ㹁
㹍㹎ࡼࡿሗඹ᭷ࡀ㸪㎿㏿ᛶ㸪ṇ☜ᛶḞ࠸ࡓࡓࡵ࡛࠶ࡾ㸪Ⓨ㟁ᡤ࠾ࡅࡿࠕሗ
㐃⤡ಀࡿㄢ㢟ࡢཎᅉศᯒࠖࡢཎᅉྠᵝ㸪㹁㹍㹎ࢆⓎ㟁ᡤෆ࡛ࡢሗඹ᭷㸪ᡓ␎❧
༑ศά⏝࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡇࡀཎᅉ࡛࠶ࡿᩚ⌮ࡋࡓࠋ
⾲㸰 ᮏᗑᑐ⟇ᮏ㒊カ⦎ᑐࡍࡿㄢ㢟ࡢࡲࡵ
䥼カ⦎㡯┠ẖࡢホ౯ 

㡯 ┠

ཎᅉ㸦ㄢ㢟㸧

㸦㸧㔜ᨾ➼
ᑐᛂカ⦎

࣭㹃㹐㹁ࣉࣛࣥࢺ⌜
ࡢ㹁㹍㹎ࢆ⏝࠸ࡓࢱ
࣒࣮ࣜ࡞ሗඹ᭷
ཬࡧᚋࡢண 㸪ᡓ
␎➼ࡢ✚ᴟⓗ࡞ఏ㐩
ࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ








࣭㹃㸿㹊ྲྀࡾୗࡆࡢ㝿
㸪㹃㹐㹁ࣉࣛࣥࢺ
⌜ࡢ༠㆟ࡀ༑ศ
࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ

࣭Ⓨ㟁ᡤࡢሗ㐃⤡ಀࡿཎᅉ
㸦⾲㸯㸬
㸦㸧ղ㸧࡛ᩚ⌮
ࡋࡓ࠾ࡾ㸪㹁㹍㹎ࡼࡿ
ሗඹ᭷ࡀ㎿㏿ᛶ㸪ṇ☜ᛶࢆḞ
࠸ࡓࠋᮏᗑ࡛ࡣ㸪㹁㹍㹎ࡢ⣔
⤫ᴫせࡸタഛ≧ἣࢆ☜ㄆࡋ
ࡓୖ࡛㹃㹐㹁ࣉࣛࣥࢺ⌜ࡢ
ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࡓࡵ㸪ᑐᛂᡓ␎
ࢆ㹃㹐㹁ࣉࣛࣥࢺ⌜ㄝ᫂ࡍ
ࡿࡲ࡛㛫ࡀࡗ࡚ࡋࡲ
࠺ሙྜࡀከࡃ㸪≧ἣኚ࡞
ࡀ࠶ࡿㄝ᫂⏝࠸ࡃ࠸≧
ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋ

࣭㹃㸿㹊࣭యไࡢྲྀࡾୗࡆಀ
ࡿ࣮ࣝࣝࡀ᫂☜࡛࡞ࡗࡓࡓ
ࡵ㸪Ⓨ㟁ᡤ࠾࠸࡚㹃㸿㹊࣭
యไࡢྲྀࡾୗࡆࢆุ᩿ࡍࡿ㝿
㸪ᮏᗑࡢ┦ㄯࡀ⾜ࢃࢀ࡞
ࡗࡓࠋ

㸦㸧㏻ሗカ⦎

̿



ձཎᏊຊᴗ⪅
⅏ᐖᑐ⟇ᨭ
ᣐⅬᑐᛂカ⦎

̿



ղࣉࣞࢫ࣮࣒ࣝ
タႠ࣭㐠Ⴀカ⦎

̿



ճཎᏊຊᴗ⪅
㛫㐃ᦠカ⦎

̿



ձᮏᗑ⥭ᛴែᑐ⟇ᮏ㒊ෆ
ࡢሗඹ᭷

࣭Ⓨ㟁ᡤࡽࡢ㹁㹍㹎
ඹ᭷ࢱ࣒ࣛࢢࡀ
࠶ࡾ㸪ࡲࡓ㸪㐍ᒎண
ࡢᩚ⌮ࡀ㘒⥈ࡍࡿ
ሙ㠃ࡀ࠶ࡗࡓࠋ

࣭㹁㹍㹎ࢆⓎ㟁ᡤෆ࡛ࡢሗඹ
᭷㸪ᡓ␎❧༑ศά⏝࡛ࡁ
࡞ࡗࡓࡓࡵ㸪Ⓨ㟁ᡤࡽࡢ
㹁㹍㹎ࡼࡿሗඹ᭷ࡀ㸪㎿
㏿ᛶ㸪ṇ☜ᛶḞ࠸ࡓࠋ

ղ㹃㹐㹁ࣉࣛࣥࢺ⌜ࡢ
ሗඹ᭷

̿



ճ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢ
Ⓨ㟁ᡤ≧ែࡢᢕᥱ࣭ᩚ⌮

̿



䥹࢘䥺ࡑࡢᚲせ 
ㄆࡵࡿカ⦎ 

ホ౯⤖ᯝ

䥼ࡇࢀࡲ࡛ࡢカ⦎ 

 ࡽࡢᨵၿ㡯 
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㸵㸬ᚋࡢཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇ྥࡅࡓᨵၿⅬ
  ᅇࡢカ⦎ホ౯⤖ᯝࡽぢฟࡋࡓ࡞ᨵၿ㡯ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
⾲㸱 ᢳฟࡋࡓㄢ㢟ᑐࡍࡿ࡞ᨵၿ㡯
No

ㄢ 㢟

ᨵၿෆᐜ

㸯

࣭㹃㸿㹊ุ᩿⏝ࡢࢶ࣮ࣝࡀ㸪᪂つไᇶ‽㐺
ྜ⅔⏝ᪧᇶ‽⅔⏝ࡀΰᅾࡍࡿグ㍕࡞
ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ㄗゎࢆᣍࡁࡸࡍ࠸ᵓᡂ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ
 㸦⾲㸯㸦㸧ձ㸧

࣭᪂㹃㸿㹊ࡢ㐺⏝㸦ᪧᇶ‽⅔㸪᪂つไᇶ‽
㐺ྜ⅔㸧ಀࡿせဨࡢᩍ⫱㸪ཬࡧ⩦⇍
ᗘࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
 㸦⾲㸯㸦㸧ձ㸧

㸰

࣭ሗඹ᭷ࢶ࣮ࣝࡋ࡚㸪㹁㹍㹎ࡢ࠸
ᡭࡀⰋࡃ࡞ࡗࡓࠋ
 㸦⾲㸯㸦㸧ղ㸧

࣭Ⓨ㟁ᡤ࠾ࡅࡿ㹁㹍㹎ࡢ㐠⏝᪉ἲࡀ☜❧
ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪Ⓨ㟁ᡤෆࡢሗඹ᭷㸪ᡓ
␎❧༑ศά⏝࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
 㸦⾲㸯㸦㸧ղ㸧
 㸦⾲㸰㸦㸧㸪ձ㸧
࣭㏻ሗᩥసᡂಀࡿせဨ㸦సᡂ⪅㸪ࢳ࢙ࢵ
ࢡ⪅㸧ࡀ㸪᪂ࡋ࠸㏻ሗᵝᘧࡢ⩦⇍ࡀ
༑ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 㸦⾲㸯㸦㸧㸧



࣭୰ኸไᚚᐊࡽࡢሗࡢඹ᭷᪉ἲࡘ࠸
࡚㸪ཱྀ㢌㢗ࡿ㒊ศࡀ࠶ࡗࡓࠋ
 㸦⾲㸯㸦㸧㸧


࣭ሗࡢㄗఏ㐩ࡼࡾ㸪㏻ሗᩥసᡂ⪅ཬࡧ
ࢳ࢙ࢵࢡ⪅ࡀṇࡋ࠸ሗࡼࡾ㏻ሗᩥࡢ
సᡂཬࡧࢳ࢙ࢵࢡࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
 㸦⾲㸯㸦㸧ձ㸪㸦㸧㸧
࣭㹃㸿㹊࣭యไࡢྲྀࡾୗࡆಀࡿ࣮ࣝࣝࡀ
᫂☜࡛࡞ࡗࡓࠋ
 㸦⾲㸯㸦㸧ձ㸧
 㸦⾲㸰㸦㸧㸧
࣭ࣇࣝࢱ࣋ࣥࢺᐇᚋࡢ⌧ሙసᴗ⟶⌮ࡢ
ほⅬࡘ࠸࡚㸪ṧᏑせဨᩘ㓄៖ࡍࡿࡼ
࠺࡞࣐ࢽࣗࣝࢆᩚഛࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ
 㸦⾲㸯㸦㸧ճ㸧
࣭ᘬ⥅ࡂ㞟୰ࡋ࡚ࡋࡲ࠸㸪ᮏ㒊ᖍࡽࡢ
ࢼ࢘ࣥࢫࡀ⪥ධࡽ࡞ࡗࡓࠋ
 㸦⾲㸯㸧

࣭㹃㸿㹊ุ᩿⏝ࡢࢶ࣮ࣝࡘ࠸࡚㸪᪂つไᇶ
‽㐺ྜ⅔⏝ᪧᇶ‽⅔⏝ࢆศࡍࡿࠋ




࣭᪂㹃㸿㹊ࡢ㐺⏝㸦ᪧᇶ‽⅔㸪᪂つไᇶ‽㐺
ྜ⅔㸧ࢆ㔜Ⅼࡋ࡚ຍ࠼ࡓᩍ⫱㈨ᩱࢆ⏝࠸
࡚ᩍ⫱ࢆᐇࡋ㸪せဨࡢ⩦⇍ᗘࡢྥୖࢆ
ᅗࡾ㸪௨㝆ࡢカ⦎࡛㹃㸿㹊ㄗุ᩿ࡀⓎ⏕ࡋ
࡞࠸ࡇࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
࣭㹁㹍㹎ࢆ㸪ࡼࡾ࠸ᡭࡀⰋ࠸ᙧᨵၿࡍ
ࡿࠋ㸦ሗඹ᭷ࢶ࣮ࣝࡋ࡚ࡢ༶ᛂᛶ㸪ṇ
☜ᛶࡢྥୖࢆᅗࡿ㸧

࣭ሗඹ᭷㸪ண ࡸᡓ␎➼ࡢఏ㐩ࢆࢱ࣒ࣜ
࣮ᐇࡍࡿࡓࡵ㸪ሗඹ᭷ࢶ࣮ࣝ➼ࢆ⏝
࠸ࡓ㹁㹍㹎ࡢඹ᭷᪉ἲࢆ☜❧ࡍࡿࠋ

㸱

㸲

㸳

㸴

࣭㏻ሗᩥసᡂࡍࡿせဨᑐࡋ㸪㏻ሗᑐᛂ࠾
ࡅࡿᩍ⫱࣭カ⦎ࢆᐇࡋ㸪せဨࡢ⩦⇍ࡢྥ
ୖࢆᅗࡾ㸪ㄗグࢆⓎ⏕ࡉࡏ࡞࠸ࡼ࠺ᑐ⟇ࢆ
⾜࠺ࠋ≉㹑㹃㸪㹅㹃ಀࡿグ㍕ࡘ࠸࡚
ࡣḟᅇࡢカ⦎࡛㏻ሗᩥࡢㄗグࡀⓎ⏕ࡋ࡞࠸
ࡇࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ

࣭㏻ሗᩥసᡂ⪅ཬࡧࢳ࢙ࢵࢡ⪅ṇ☜࡞ሗ
ࡀධࡿࡼ࠺㸪୰ኸไᚚᐊࡽࡢሗ㞟
᪉ἲࡘ࠸࡚㸪ሗඹ᭷ࢶ࣮ࣝࡢά⏝➼
ࡼࡿᨵၿࢆᅗࡿࠋ

࣭㐠⏝࣮ࣝࣝࢆ᫂☜ࡋ㸪య࿘▱ࢆᅗࡿࠋ

࣭ࣇࣝࢱ࣋ࣥࢺᐇᚋࡢ⌧ሙసᴗᐇࡢุ
᩿㡯┠ࡋ࡚㸪せဨᩘࢆ⪃៖ࡍࡿࡼ࠺࣐ࢽ
ࣗࣝ㏣ຍࡋ㸪ᩍ⫱ࢆᐇࡍࡿࠋ
࣭ྛᶵ⬟⌜ᴗົࡢᑐᛂ୰࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ᮏ㒊
ᖍࡽࡢⓎヰࡣ⪥ࢆഴࡅ㸪㏉ࢆࡍࡿ᪨
ࢆ࿘▱ࡍࡿࡶ㸪⌜㛗ࡀẼ࡞࠸
ሙྜ㸪࿘ᅖࡀࣇ࢛࣮ࣟࡍࡿ㐠⏝ࡍࡿࠋ
࣭ᮏ㒊㛗ᣦ♧ࡢⓎヰ๓㸪ྛ⌜ࡢὀពࢆ㞟ࡵ
ࡿࡓࡵ࣋ࣝࢆ㬆ࡽࡍ㐠⏝ࢆᚭᗏࡍࡿࠋ
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㸶㸬カ⦎┠ⓗࡢ㐩ᡂ≧ἣ
ᅇࡢカ⦎┠ⓗ㸦ᆅ㟈Ⓨ⏕ཬࡧཎᏊຊ⅏ᐖⓎ⏕㸪⥭ᛴែᑐ⟇⤌⧊ࡀᐃࡵࡽࢀࡓᶵ
⬟ࢆⓎࡍࡿࡇࡢ☜ㄆཬࡧุ᩿⬟ຊࡢྥୖ୪ࡧ᭦࡞ࡿᨵၿⅬࡢᢳฟ㸧ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௨
ୗࡢࡼ࠺ᴫࡡⰋዲ࡞⤖ᯝࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࡇཬࡧ୍㒊ࡢカ⦎┠ⓗ࠾࠸࡚ࡣᚋࡢᨵၿ
⧅ࡀࡿㄢ㢟ࢆᢳฟ࡛ࡁࡓࡇࡽ㸪㐩ᡂ࡛ࡁࡓ⪃࠼ࡿࠋ
ྜ⥲ۑカ⦎᳨࡛ドࡍࡿᐃࡵ࡚࠸ࡿ㸲ࡘࡢᶵ⬟ࡘ࠸࡚㸪⥭ᛴែᑐ⟇ᮏ㒊ࡀࡑࡢᙺࢆㄆ
㆑ࡋ㸪ᨾ᮰ྥࡅࡓᑐᛂࢆᐇ࡛ࡁࡿࡇࡘ࠸࡚☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓ㸪ᨾ≧ἣุ᩿
ᶵ⬟㸪ሗ㐃⤡ᶵ⬟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᚋ᭦ᨵၿࡍࡁㄢ㢟ࢆᢳฟࡋࡓࠋ
ۑ㏻ሗカ⦎㸪㑊㞴ㄏᑟカ⦎㸪ཎᏊຊ⅏ᐖ་⒪カ⦎㸪ࣔࢽࢱࣜࣥࢢカ⦎ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ྛカ⦎ࡢ
ᑐᛂࡘ࠸࡚Ⰻዲ࡞⤖ᯝࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓ㸪㏻ሗカ⦎࠾࠸࡚ࡣ㸪ᚋ᭦ᨵၿࡍࡁ
ㄢ㢟ࢆᢳฟࡋࡓࠋ
ۑ㹃㹐㹁࣭࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐃ᦠᙉ㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᴫࡡⰋዲ࡞⤖ᯝࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡲ
ࡓ㸪㹁㹍㹎ࢆά⏝ࡋࡓண ࡸᡓ␎➼ࡢ✚ᴟⓗ࡞ఏ㐩ࢆᅗࡿ➼ࠊᚋ᭦ᨵၿࡍࡁㄢ㢟ࢆ
ᢳฟࡋࡓࠋ
ࡢ࡛ࡲࢀࡇۑカ⦎ࡽᨵၿࢆᅗࡗࡓ㡯ࡢ᭷ຠᛶࡘ࠸࡚ࡣ㸪୍㒊Ⓨࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣ࠶ࡿ
ࡶࡢࡢ㸪࠾࠾ࡴࡡࡑࡢ᭷ຠᛶࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ

㸷㸬⥲ᣓ
ᅇࡢカ⦎┠ⓗ࠾࠸࡚ࡣ㸪カ⦎ࢆ㏻ࡋ࡚ᴫࡡⰋዲ࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ㸪ࡼࡾ㋃ࡳ㎸ࢇࡔㄢ
㢟ࢆᢳฟ࡛ࡁࡓࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ୍᪉࡛㸪୍㒊ࡢカ⦎┠ⓗ࠾࠸࡚ࡣ㸪≺࠸㏻ࡾࡢ⤖ᯝ
ࡀᚓࡽࢀࡎ㸪ㄢ㢟ࡀ᫂☜࡞ࡗࡓࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ሗ㞟ᩚ⌮࣭ᨾ≧ἣุ᩿ཬࡧሗඹ᭷ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㹃㸿㹊ࡢㄗุ᩿ࡸ㏻ሗᩥࡢグ㍕
ㄗࡾ㸪㹁㹍㹎ࡢṇ☜ࡘࢱ࣒࣮ࣜ࡞ά⏝࡞㸪ࢳ࢙ࢵࢡᶵ⬟ཬࡧሗඹ᭷ᶵ⬟ࡢ㠃࡛」
ᩘࡢㄢ㢟ࡀぢࡽࢀࡓࠋᚋ㸪ࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࡣᨵၿࡋ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓ㸪ᨵၿ㡯ࡀ
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添付資料 2

2017 年 4 月～2017 年 12 月に実施した要素訓練等の実績

１．訓練の目的
要素訓練のうち図上演習は，重大事故等に対する判断力，情報共有等の対応力向上を目的として実施している。
その他要素訓練は，各手順に対する対応の習熟を目的として実施している。
２．評価内容
要素訓練の評価は，訓練目的の達成有無について行っている。
報告対象期間中に実施した要素訓練で抽出した改善事項を３．にまとめる。
３．訓練実績と今後の原子力災害対策に向けた改善点
（１）重大事故等対応訓練
訓練項目

内容

対象者

図上演習

原子力災害を想定した本部運営の
実動訓練
（事故状況判断，情報共有，模擬機
関への通報連絡等を実施）

本部席
各機能班

訓練項目

内容

対象者

通報訓練

通報に使用する通信資機材等の習
熟を目的とした訓練

地域広報
班

実施回数

参加人数

結果

今後の原子力災害対策に向けた改善点

計１６８人

達成

プラント状況の把握が口頭のみでなされ，
全体像が共有されていないことが課題とし
て挙がった。
このため，情報共有の改善のため予めプラ
ント図を整備し使用することとした。
（対処済み）

参加人数

結果

今後の原子力災害対策に向けた改善点

達成

特記事項なし。
今後も習熟を図るため継続的に実施する。

計２回
(６月，
７月)

（２）通報訓練
実施回数
計１回
(１２月)

1/5

計１５人

（３）避難誘導訓練
訓練項目

内容

対象者

退避誘導
現場訓練

退避誘導に係る初動対応活動内容
の確認訓練

安否確認
救護班

実施回数
計１回
(１２月)

参加人数

計１２人

結果

今後の原子力災害対策に向けた改善点

達成

特記事項なし。
今後も習熟を図るため継続的に実施する。

結果

今後の原子力災害対策に向けた改善点

達成

特記事項なし。
今後も習熟を図るため継続的に実施する。

結果

今後の原子力災害対策に向けた改善点

達成

より実践的な訓練として，防護具を着用し
ての訓練等が必要との課題が挙がった。
このため，今後の訓練にて防護具を着用し
ての訓練を行い，操作性や視認性等の確認
を行う。

（４）原子力災害医療訓練
訓練項目

内容

対象者

原子力災
害医療訓
練

原子力災害医療に係る初動対応活
動内容の確認訓練

安否確認
救護班

実施回数
計１回
(１２月)

参加人数

計２７人

（５）モニタリング訓練
訓練項目

内容

環境モニ
タリング
訓練

マルチコプタ―操作訓練
（放射線量率測定および放射性物
質の濃度測定作業）

対象者

実施回数

参加人数

計１０回
放射線管
理班

(４月～
１２月)

2/5

計３２人

（６）その他必要と認める訓練
訓練項目

内容

重大事故
等対処設
備取扱い
に係る現
場訓練

1.可搬型注水設備設置訓練
（取水ポンプ，注水ポンプ，ホース
敷設）
2.電源車設置訓練
（交流電源車，直流電源車）
3.窒素ガス供給設備設置訓練
4.放水設備設置訓練
（大容量送水ポンプ，ホース敷設，
放水砲）
5.代替熱交換機設置訓練
（代替熱交設備，ホース敷設）
6.燃料プール給水訓練
（燃料プールスプレイ用ポンプ，ホ
ース敷設）
7.シルトフェンス設置訓練
8.燃料供給訓練
（可搬型設備燃料補給装置，燃料補
給装置給油訓練）
9.ホースブリッジ設置訓練
10.重機運転操作訓練（２０ｔブル
ドーザ）

対象者

実施回数

計６７回
復旧班

(５月～
１１月)

3/5

参加人数

計１１８５
人

結果

今後の原子力災害対策に向けた改善点

①シルトフェンス設置訓練において，作業
時間短縮のための改善として，分割して保
管されているシルトフェンスを予め連結し
た状態で保管するよう変更した。これによ
り現場でシルトフェンスを連結する作業が
不要となった。
（対処済み）
達成
②可搬型設備（車両）の竜巻対策用固縛ロー
プの取り外し作業（車両上部での作業）時の
転落防止措置に関する改善として，転落防
止用の親綱がない車両について車両上部へ
登らずにロープを外すための補助ロープを
配備した。
（対処済み）

訓練項目

内容

電源機能
等喪失時
訓練

1.可搬式動力ポンプ設置訓練
2.災害対策用発電機訓練
3.３～５号機発電所構内通信手段
（ＰＨＳ等）確保訓練
4.水素爆発防止対策訓練
5.Ｄ／Ｇ燃料移送訓練

既設設備
の復旧に
係る現場
訓練

ＲＣＷＳモータ取替訓練

原子力緊
急事態支
援組織に
係る訓練

1.遠隔操作ロボット操作訓練
2.無線重機操作訓練

その他訓
練

1.クレーン運転操作訓練
2.重機運転操作訓練（その他重機）

対象者

実施回数

参加人数

結果

今後の原子力災害対策に向けた改善点

計１５３人

達成

可搬式動力ポンプ設置訓練において，既存
の手順書を用いた運転操作ではポンプ２台
連結運転時に放水圧力の挙動を確認できな
いという問題があった。
ポンプ２台連結時は放水ノズルの状態を確
認する旨を手順書に追加した。
（対処済み）

計２６人

達成

特記事項なし。
今後も習熟を図るため継続的に実施する。

計３１人

達成

特記事項なし。
今後も習熟を図るため継続的に実施する。

計４２０人

達成

特記事項なし。
今後も習熟を図るため継続的に実施する。

計７回
復旧班

(５月～
１０月)

計６回
復旧班

(７月～
９月)
計１２回

復旧班

(５月～
１１月)
計２３８

復旧班

回（４月～
１２月）

4/5

訓練項目

内容

原子力事
業所災害
対策支援
拠 点 設
営・運営
訓練

1.資機材輸送訓練
（支援拠点開設に必要な資機材の
積載，輸送）
2.支援拠点設営訓練
（支援拠点における出入管理，表面
汚染検査・除染活動等のための資
機材の展開，設営およびレイアウ
ト確認）
3.支援拠点運営訓練
（発電所入退域管理，被ばく線量管
理，表面汚染検査，除染作業）

対象者

原子力事
業所災害
対策支援
拠点派遣
班

実施回数

参加人数

結果

①入域用のＩＤカード発行装置１台の動作
不良が発生したため，ソフトウェア改修を
実施した。
（対処済み）

当社
１回

２６人

（６月）

協力企業
２社

5/5

今後の原子力災害対策に向けた改善点

６人

達成

②タイベックスーツ着脱エリアを区切って
いるが，着脱の際にスーツに付着した放射
性物質がクリーンエリア側に飛散する可能
性があることが判明し，エリア区画の改善
を図った。
（対処済み）

参考資料 2

防災訓練実施結果報告書の用語集
添付資料 1 「防災訓練実施結果報告書の概要」内の用語について、説明します。
用語

解説

原子力規制庁緊急時対
応センター（ERC）

原子力規制庁に設置される緊急時の対応拠点。

コントローラ

訓練の進行に必要な付与情報を訓練参加者へ伝達するなど、訓練進行を
行う要員。

EAL 事象
（AL 事象、SE 事象、GE
事象）

原子力施設の状況に応じて、緊急事態を、警戒事態（AL 事象）、施設敷地
緊急事態（SE 事象）および全面緊急事態（GE 事象）の 3 つに区分している。
EAL 事象とは、この 3 つの区分いずれかに該当する事象。
警戒事態は、判断した時点では公衆への放射線による影響やそのおそれ
が緊急のものではないが，原子力施設における異常事象の発生又はその
おそれがあるため、情報収集や緊急時モニタリングの準備、早期に実施が
必要な災害時要救護者などの避難などの防護措置の準備を開始する必要
がある段階の事象。
施設敷地緊急事態は、公衆に放射線による影響をもたらす可能のある事象
が生じたため、原子力施設周辺において緊急時に備えた避難などの防護措
置の準備を開始する必要がある段階の事象。
全面緊急事態は、原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす
可能性が高い事象が生じたため、迅速な防護措置を実施する必要がある段
階の事象。

緊急時情報共有化シス
テム（WebEOC）

緊急時の対応状況を社内で共有するために用いるシステム。

COP(Common
Operational Picture)

原子炉への注水状態や設備の使用可否など、プラントに関する情報を発電
所内および本店、東京支社、静岡支店、ERC などの発電所外の関係組織で
共有するためのツール。

安全パラメータ伝送シス
テム（ＳＰＤＳ）

プラントの状態、放射線レベルなど、各種運転監視パラメータを緊急時対策
所および本店などの中央制御室以外からも確認できるシステム。

統合原子力防災ネット
ワーク

緊急時における情報連絡手段を確保するため、国が整備したネットワークで
あり、総理大臣官邸、原子力規制庁、オフサイトセンター、静岡県および関
係市町などが接続されている。

フィルタベント

炉心損傷を伴う重大事故に至った場合などに格納容器の破損を防ぐための
設備で、外部に放射性物質を含む気体を放出する際に、フィルタで放射性
物質の放出を抑制する。

可搬型海洋拡散抑制設
備（シルトフェンス）

放射性物質を含んだ水が海洋へ拡散することを抑制するための浮体式フェ
ンスのことで、放射性物質の放出を伴う重大事故に至った場合に使用する。

マルチコプター

発電所周辺海域のモニタリングを実施する監視測定設備（ドローン）。

AM（アクシデントマネジ
メント）教育

重大事故発生時のマネジメントに関する基礎・専門知識の向上を目的とし
て、年１回以上、緊急時対策所本部要員などに対して実施する教育。
以 上

参考資料 １

2017 年 3 月に実施した防災訓練にて抽出した改善事項の対応状況
２０１７年年３月に実施した防災訓練（前回報告対象の訓練）にて抽出した改善事項に
ついては，以下のとおり今回の訓練までに改善の取組みを実施している。
改善事項に対する取組み状況を下表にまとめる。
表

改善事項と取組み状況

前回報告内容
課

題

１．ＥＡＬ判断につい

取組み結果

改善事項

発生したＥＡＬの網羅 ・発電所の情報戦略班内及び本部席内

て，体制発令に係ら

性をチェックする機能

において，ＥＡＬの網羅性をチェッ

ないＥＡＬの一部に

が不十分であったた

クする要員を明確にした。

判断遅れや漏れがあ

め，ＥＡＬ判断のため

った。
（ＡＬ２３につ

の体制の改善等を検討 ・発電所の本部席教育にて新ＥＡＬの
判断訓練を実施した。
する。

いて，ＳＥ２３を判
断した後も判断が漏

・今回の訓練結果として，ＥＡＬ判断

れていた。また，本店

について，判断誤りが発生する結果

対策本部の指摘で気

となった。発電所において，教育，ツ

づいたＥＡＬがあっ

ールの内容見直し等更なる改善を実

た。
）
２．３号交流電源喪失

施していく。
発電所の本部席ブリー ・本部席活動マニュアルを整理の上，

に対する戦略とし

フィング結果（戦略）の

戦略発信時に５Ｗ１Ｈを意識するこ

て，本部席から災害

発信時に優先理由等を

とを周知した。

対策用発電機の準備

共有する仕組みが不足

を優先するよう指示
を出した際に，他戦

していたため，ブリー ・今回の訓練にて，ブリーフィング方
フィング結果の発信時 法が良好事例としてあがる等改善効

略も選択肢がある中

に，優先理由等を補足

で当該戦略を優先す

周知できるような運用

る理由についての情

を検討する。

報共有が不足してお
り，実行する班内で
一部混乱が生じた。

果が確認された。
・情報共有に用いるＣＯＰを整理し，
戦略決定に必要な情報を明確にし
た。
・ＣＯＰについては，今回の訓練にお
いて導入したものの，活用できなか
った。運用面等改善を図っていく。

前回報告内容
課

題

改善事項

取組み結果

３．３号ＳＥ事象，ＧＥ

先行して原災法第１０

・関連省令の改正に伴う通報ルール

事象の通報を４号の

条および同法第１５条

の変更に伴い，通報対応者向けに教

原災法第２５条報告

通報を実施している場

育を実施した。

に入れて実施してい

合に他号機でＳＥ，Ｇ

なお，通報ルールの変更（ＳＥ事象，

た。

Ｅ事象に至った際の通

ＧＥ事象発生の都度、１０条通報様

報ルールについての認

式にて通報を行う）に伴い，本課題

識不足があったため，

は再発しない。

通報ルールの明確化と
周知を実施する。
４．炉心損傷以降に現

発電所本部席に，要員 ・本部席活動マニュアルを整理の上，
内容を周知した。

場環境が悪化してい

の安全面（退避指示，退

る状況において，現

避周知等）の管理をす

場作業員への環境悪
化に対する注意喚起

る安全管理担当を今回 ・安全担当が用いるボードに退避基準
新 た に 設 置 し た も の を追加した。

や，退避指示等が欠

の，役割が明確でなく

けている部分があっ

十分に機能しなかった

た。また，体制発令時

ため，安全管理担当の

に退避指示が明確に

役割の明確化および周

なされなかった。

知に加え，安全管理担

・今回の訓練において，地震・津波に
よる退避周知が確実になされる等，
改善効果が確認された。

当が使用するツールの
改善（退避基準を明記）
を実施する。
５．フィルタベントが

原災法第１５条以降の ・フィルタベントマニュアルに要員計

見込まれる中，原災

要員計画の事前検討が

画作成に際し，考慮すべき作業を明

法第１５条以降に緊

足りていない部分があ

確化するとともに，その内容につい

急時対策所に残る要

ったため，要員計画の

てＡＭ教育にて周知した。

員の絞り込みについ

具体的な事前検討と周

て，実施タイミング， 知，およびフィルタベ
要員の内訳について

ントマニュアルの改善

要員間での認識違

と継続的な教育訓練を

い，認識不足があり

実施する。

混乱が見られた。

前回報告内容
課

題

改善事項

６．本店対策本部内の

本店対策本部内の各班

情報共有において，

からの重要な情報共有

口頭のみの報告が多

に，書画装置またはモ

く，十分に情報が伝

ニタ画面の活用を推奨

わらない場面があっ

する。
（ＷｅｂＥＯＣへ

た。

の投函ならびに，本店
対策本部内での情報共
有に，書画画面やＰＣ
画面のモニタ表示を実
施）

取組み結果
・本店本部内でのブリーフィングに
際し，ＳＰＤＳやＥＡＬ判断チャ
ート等の従前から使用している資
料に加え，オフサイト状況に係る
状況整理表等を新たに用いて本部
内での状況把握を行うこととし
た。
・ブリーフィング結果や本部長指示
等の聞き洩らしを防ぐため，情報
共有化システムに入力して残すこ
ととした。
・ＣＯＰによる発電所本部からのタ
イムリーな情報共有を図ることと
した。

７．本店対策本部内の

ＥＲＣプラント班との

マイクの音量調整が

情報共有において，優

なく，ＴＶ会議での

先順位を都度考慮した

情報伝達に一部支障

上で本店対策本部の集

があった。

音マイクの入切による
音量調整を実施するよ
う対応者を決める等の
検討を行う。

８．発電所状態の把握・ オフサイトセンター派
整理に一部混乱が見

遣班の中に発電所状態

られた。本店対策本

を迅速に把握・整理す

部から入手できる情

る役割を明確化するこ

報を活用し，タイム

とにより，オフサイト

リーにプラント状態

センター内への情報共

を把握するなどの運

有を改善する。

用改善が必要。

・本店本部のブリーフィング音声を
集音するマイクにオン－オフスイ
ッチを設置した。
・ＥＲＣプラント班と即応センター
説明者の会話がスムーズに行える
ように，ブリーフィング時のプラ
ント状況や事象進展予測等の説明
時以外は集音マイクのスイッチを
切る運用とした。
・全社ＴＶ会議での本店本部との連
携に加え，より詳細な情報共有を
目的として，本店とオフサイトセ
ンターの担当者間の情報共有につ
いて新たにＳｋｙｐｅを用いて行
う運用とした。
・オフサイトセンター内で活動する
班員の情報共有を口頭で行ってい
たため，情報共有化システム用の
プリンターを配備し，情報共有化
システムの情報を書面で共有する
運用とした。

以

上

