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滋賀県地域防災計画（原子力災害対策編） 新旧対照表 

 

頁 修正前 修正後 修正理由 

14 ８ 指定地方行政機関 

機 関 名 処理すべき事務または業務の大綱 

(1～11 略) （略） 

12 近畿地方

環境事務所 

(1)環境監視体制の支援に関すること 

(2)災害廃棄物の処理対策に関すること 
 

８ 指定地方行政機関 

機 関 名 処理すべき事務または業務の大綱 

(1～11 略) （略） 

12 近畿地方

環境事務所 

(1)環境監視体制の支援に関すること 

(2)災害廃棄物の処理対策に関すること 

(3)家庭動物の保護等に係る普及啓発に関する

支援 

(4)危険動物逸走及び家庭動物保護等に関する

情報提供、連絡調整等の支援 
 

国のガイドラインにおい

て、人とペットの災害対策

に係る国の活動内容が整理

されたため 

 

 

15 10 指定公共機関 

機 関 名 処理すべき事務または業務の大綱 

(略) （略） 

関西電力株式会社 

（滋賀支社） 
（略） 

 

10 指定公共機関 

機 関 名 処理すべき事務または業務の大綱 

(略) （略） 

関西電力株式会社 

 （削除）  
（略） 

 

令和元年７月の組織改正の

ため 

27 第９ モニタリング体制等 

１ 緊急時モニタリングセンター 

緊急時モニタリングを実施するために、…（略）

…。緊急時モニタリングセンターは、国（原子力規制

委員会および関係省庁）、関係周辺都道府県（ＰＡＺ

を含む都道府県およびＵＰＺを含む都道府県をいう。

以下同じ。）、原子力事業者および関係指定公共機関等

の要員により編成される。 

第９ モニタリング体制等 

１ 緊急時モニタリングセンター 

緊急時モニタリングを実施するために、…（略）

…。緊急時モニタリングセンターは、国（原子力規制

委員会および関係省庁）、関係周辺道府県（ＰＡＺを

含む道府県およびＵＰＺを含む道府県をいう。以下同

じ。）、原子力事業者および関係指定公共機関等の要員

により編成される。 

東京都は緊急時モニタリン

グセンターの要員対象とな

らないため 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

28 （２）モニタリング資機材等の整備・維持 

県は、平常時の環境放射線モニタリングおよび緊急

時モニタリングを適切に実施するため、モニタリング

ポスト、積算線量計、可搬型のモニタリング資機材、

環境試料分析装置、モニタリング情報共有システムお

よび携帯電話等の連絡手段等を整備・維持するととも

に、その操作の習熟に努める。 

（２）モニタリング資機材等の整備・維持 

県は、平常時の環境放射線モニタリングおよび緊急

時モニタリングを適切に実施するため、モニタリング

ポスト、可搬型のモニタリング資機材、大気モニタ、

環境試料分析装置、モニタリング情報共有システムお

よび携帯電話等の連絡手段等を整備・維持するととも

に、その操作の習熟に努める。 

積算線量計を令和元年度に

全て撤去した一方、令和 2

年度から大気モニタの運用

を開始するため 

43 ２ 警戒事態が発生した場合 

（１） （略） 

（２）…（略）…。また、関係地方公共団体に対し、

連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡すると

ともに、被害状況に応じた警戒態勢をとるため、ＰＡ

Ｚを含む地方公共団体に対しては、施設敷地緊急事態

要避難者（避難の実施に通常以上の時間がかかり、か

つ、避難の実施により健康リスクが高まらない要配慮

者、安定ヨウ素剤を事前配布されていない者および安

定ヨウ素剤の服用が不適切な者のうち、施設敷地緊急

事態において早期の避難等の防護措置の実施が必要な

者をいう。以下同じ。）の避難準備（避難先、輸送手

段の確保等）を行うよう、…（略）…。 

２ 警戒事態が発生した場合 

（１） （略） 

（２）…（略）…。また、関係地方公共団体に対し、

連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡すると

ともに、被害状況に応じた警戒態勢をとるため、ＰＡ

Ｚを含む地方公共団体に対しては、施設敷地緊急事態

要避難者（注）の避難準備（避難先、輸送手段の確保

等）を行うよう、…（略）…。 

（注）施設敷地緊急事態要避難者 

 施設敷地緊急事態要避難者は次に掲げるものをい

う。 

○ 要配慮者（災害対策基本法（昭和３６年法律第２

２３号）第８条第２項第１５号に規定する要配慮

者すなわち高齢者、障害者、乳幼児その他の特に

配慮を要する者をいい、妊婦、授乳婦及び乳幼児

の保護者等を含む。）のうち、避難の実施に通常

以上の時間がかかり、かつ、避難の実施により健

康リスクが高まらないもの 

原子力災害対策指針の改正

（令和元年７月３日）のた

め 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

  ○ 要配慮者以外の者のうち、次のいずれかに該当

し、かつ、早期の避難等の防護措置の実施が必要

なもの 

（ア）安定ヨウ素剤を服用できないと医師が判断し

たもの 

（イ）（ア）のほか、安定ヨウ素剤を事前配布され

ていないもの 

 

64 第 8 安定ヨウ素剤の予防服用 

１・２ （略） 

３ 県は、避難または屋内退避等の対象区域を含む市

町と連携し、原子力災害対策本部の指示に基づき、ま

たは独自の判断により、住民等に対し、原則として医

療従事者の関与の下で、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。ただし、時間的制

約等により、医療従事者を立ち会わせることができな

い場合には、あらかじめ定める代替の手続きによって

配布・服用指示を行うものとする。 

第８ 安定ヨウ素剤の予防服用 

１・２ （略） 

３ 県は、避難または屋内退避等の対象区域を含む市

町と連携し、原子力災害対策本部の指示に基づき、ま

たは独自の判断により、住民等に対し、医療従事者等

の関与の下で、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。ただし、時間的制約等によ

り、医療従事者等を立ち会わせることができない場合

には、あらかじめ定める代替の手続きによって配布・

服用指示を行うものとする。 

原子力規制庁「安定ヨウ素

剤の配布・服用に当たって

（令和元年 7 月 3日全部改

正）」14 頁において、「事

前配布されていない地域の

者には、避難又は一時移転

の際、必要な場合に備蓄し

てある安定ヨウ素剤を地方

公共団体職員等が備蓄場所

から搬出して配布し、指示

に従い服用させる。」とさ

れているため。 

65 第 14 放射線が高い水準になる恐れがある場合の対

応 

発電所からの放射性物質の累積が局所的に生じ、積

算線量が高い地域が発生し、国が「計画的避難区域」

等を設定した場合（事故発生後１年間の積算線量が

20mSv を越える地点が存在）県は、関係する市町に

避難に必要な事項について指示を行う。 

第 14 放射線が高い水準になる恐れがある場合の対

応 

発電所からの放射性物質の累積が局所的に生じ、国

が「計画的避難区域」等を設定した場合（事故発生後

１年間の線量が 20mSvを越える地点が存在）、県

は、関係する市町に避難に必要な事項について指示を

行う。 

積算線量計を撤去し、他の

モニタリング資機材で計測

することとしたこと、およ

び記載の適正化のため 

91 （別添２） 

各緊急事態区分を判断する EAL の枠組みについて 

 

（別添２） 

各緊急事態区分を判断する EAL の枠組みについて 

 

原子力災害対策指針の改正

により、ＥＡＬの記載が修

正されたため 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

１．加圧水型軽水炉（実用発電用のものに限る。）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。） 

警戒事態を判断するＥＡＬ （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 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

（略） 

１．加圧水型軽水炉（実用発電用のものに限る。）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。） 

警戒事態を判断するＥＡＬ （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、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 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

（略） 

 

※ 別添２に係る修正は、

原子力災害対策特別措

置法に基づき原子力防

災管理者が通報すべき

事象等に関する規則の

一部を改正する規則

（令和２年原子力規制

委員会規則第５号）附

則第１の施行期日（令

和２年８月 21 日））か

ら運用を開始し、それ

まではなお従前の例に

よる。以下同じ。 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

 

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。 

 

⑤・⑥ （略） 

⑦ 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。 

⑧～⑮ （略） 
 

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。 

⑤・⑥ （略） 

⑦ 原子炉制御室及び原子炉制御室外操

作盤室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。 

⑧～⑮ （略） 

92 施設敷地緊急事態を判断するＥＡＬ （略） 

①・② （略） 

③ 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。 

④・⑤ （略） 

⑥ 使用済燃料貯蔵槽の水位を維持でき

ないこと又は当該貯蔵槽の水位を維

持できていないおそれがある場合に

おいて、当該貯蔵槽の水位を測定で

きないこと。 

⑦ 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。 

 

⑧～⑭ （略） 

（略） 

 

施設敷地緊急事態を判断するＥＡＬ （略） 

①・② （略） 

③ 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３

０分間以上継続すること。 

④・⑤ （略） 

⑥ 使用済燃料貯蔵槽の水位を維持でき

ないこと、又は当該貯蔵槽の水位を

維持できていないおそれがある場合

において、当該貯蔵槽の水位を測定

できないこと。 

⑦ 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することにより

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。 

⑧～⑭ （略） 

（略） 

 

原子力災害対策指針の改正

により、ＥＡＬの記載が修

正されたため 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

93 全面緊急事態を判断するＥＡＬ （略） 

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。 

②～④ （略） 

⑤ 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。 

⑥～⑨ （略） 

⑩ 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。 

⑪～⑬ （略） 

（略） 

 

 

全面緊急事態を判断するＥＡＬ （略） 

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。 

②～④ （略） 

⑤ 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。 

⑥～⑨ （略） 

⑩ 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。 

⑪～⑬ （略） 

（略） 

 

原子力災害対策指針の改正

により、ＥＡＬの記載が修

正されたため 

94 ２．ナトリウム冷却型高速炉（規制法第２条第５項に

規定する発電用原子炉に限る。）に係る原子炉の運転

等のための施設（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 （略） 

２．ナトリウム冷却型高速炉（規制法第２条第５項に

規定する発電用原子炉に限る。）に係る原子炉の運転

等のための施設（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 （略） 

原子力災害対策指針の改正

により、ＥＡＬの記載が修

正されたため 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

 

① 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。 

 

② （略） 

③ 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。 

④～⑪ （略） 

（略） 

 

① 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。 

② （略） 

③ 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作

盤室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。 

④～⑪ （略） 

（略） 

95 施設敷地緊急事態を判断するＥＡＬ （略） 

①・② （略） 

③ 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

（…（略）…、５分以上）継続するこ

と。 

④・⑤ （略） 

⑥ 使用済燃料貯蔵槽の液位を維持できな

いこと又は当該貯蔵槽の液位を維持で

きていないおそれがある場合におい

て、当該貯蔵槽の液位を測定できない

こと。 

⑦ 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、…（略）…。 

 

（略） 

施設敷地緊急事態を判断するＥＡＬ （略） 

①・② （略） 

③ 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（…（略）…、５分間以上）継

続すること。 

④・⑤ （略） 

⑥ 使用済燃料貯蔵槽の液位を維持できな

いこと、又は当該貯蔵槽の液位を維持

できていないおそれがある場合におい

て、当該貯蔵槽の液位を測定できない

こと。 

⑦ 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作

盤室の環境が悪化することにより原子

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、…（略）

（略） 

原子力災害対策指針の改正

により、ＥＡＬの記載が修

正されたため 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

 

⑧～⑬ （略） 
 

…。 

⑧～⑬ （略） 
 

96 全面緊急事態を判断するＥＡＬ （略） 

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（電動駆動によ

る挿入を除く。）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。 

②～③ （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１時間以

上（…（略）…30分以上）継続する

こと。 

⑤ 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。 

⑥～⑧ （略） 

⑨ 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。 

⑩～⑫ （略） 

（略） 

 

 

全面緊急事態を判断するＥＡＬ （略） 

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（電動駆動によ

る挿入を除く。）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。 

②～③ （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１

時間以上（…（略）…30分間以上）

継続すること。 

⑤ 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。 

⑥～⑧ （略） 

⑨ 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。 

⑩～⑫ （略） 

（略） 

 

 

原子力災害対策指針の改正

により、ＥＡＬの記載が修

正されたため 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

100 ４．使用済燃料貯蔵槽内にのみ照射済燃料集合体が存

在する原子炉に係る原子炉の運転等のための施設（実

用発電用原子炉に係るものにあっては、炉規法第４３

条の３の６第１項第４号の基準に適合するものに限

る。）であって、試験研究用原子炉施設及び照射済燃

料集合体が十分な期間にわたり冷却されたものとして

原子力規制委員会が定めた施設以外のもの 
 

警戒事態に該当するＥＡＬ 

（⑧に掲げるものについては、中部電力

株式会社浜岡原子力発電所に設置される

原子炉に係る原子炉の運転等のための施

設に限る。） 

（略） 

① 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。 

 

② （略） 

③ 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。 

④～⑪ （略） 

（略） 

４．使用済燃料貯蔵槽内にのみ照射済燃料集合体が存

在する原子炉に係る原子炉の運転等のための施設（実

用発電用原子炉に係るものにあっては、炉規法第４３

条の３の６第１項第４号の基準に適合するものに限

る。）であって、試験研究用原子炉施設及び照射済燃

料集合体が十分な期間にわたり冷却されたものとして

原子力規制委員会が定めた施設以外のもの 
 

警戒事態を判断するＥＡＬ 

（⑧に掲げるものについては、中部電力

株式会社浜岡原子力発電所に設置される

原子炉に係る原子炉の運転等のための施

設に限る。） 

（略） 

① 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。 

② （略） 

③ 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作

盤室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。 

④～⑪ （略） 

（略） 

原子力災害対策指針の改正

により、ＥＡＬの記載が修

正されたため 

101 施設敷地緊急事態に該当するＥＡＬ （略） 

① 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（…

（略）…、５分以上）継続すること。 

（略） 

施設敷地緊急事態を判断するＥＡＬ （略） 

① 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（…（略）…、５分間以上）継続

（略） 

原子力災害対策指針の改正

により、ＥＡＬの記載が修

正されたため 
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頁 修正前 修正後 修正理由 

 

② （略） 

③ 使用済燃料貯蔵槽の液位を維持できな

いこと又は当該貯蔵槽の液位を維持で

きていないおそれがある場合におい

て、当該貯蔵槽の液位を測定できない

こと。 

④ 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、…（略）…。 

 

 

⑤～⑧ （略） 
 

すること。 

② （略） 

③ 使用済燃料貯蔵槽の液位を維持できな

いこと、又は当該貯蔵槽の液位を維持

できていないおそれがある場合におい

て、当該貯蔵槽の液位を測定できない

こと。 

④ 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作

盤室の環境が悪化することにより原子

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、…（略）

…。 

⑤～⑧ （略） 
 

102 全面緊急事態に該当するＥＡＬ （略） 

① 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（…（略）…30分以上）継続する

こと。 

② 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。 

③ （略） 

④ 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

（略） 

 

全面緊急事態を判断するＥＡＬ （略） 

① 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（…（略）…30分間以上）

継続すること。 

② 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。 

③ （略） 

④ 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

（略） 

 

原子力災害対策指針の改正

により、ＥＡＬの記載が修

正されたため 



11 

頁 修正前 修正後 修正理由 

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。 

⑤・⑥ （略） 
 

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。 

⑤・⑥ （略） 
 

107 用語 説明 

(略) （略） 

オフサイトセンター

（緊急事態応急対策

等拠点施設） 

オフサイトセンター（緊急事態応急対

策等拠点施設）は、…（略）…、現在全国

で原子力施設周辺の２２ヵ所が指定され

ている。 
 

用語 説明 

(略) （略） 

オフサイトセンター

（緊急事態応急対策

等拠点施設） 

オフサイトセンター（緊急事態応急対

策等拠点施設）は、…（略）…、現在全国

で原子力施設周辺の 23 ヵ所が指定され

ている。 
 

福島県が設置するオフサイ

トセンターが、従来の 1か

所から 2か所に増えたこと

を反映するため 

 


