
平成２７年４月２８日 

 

 

石川県原子力安全専門委員会現地調査の開催について 

 

 

 石川県原子力環境安全管理協議会「原子力安全専門委員会」の現地調査を下記の

とおり開催しますのでお知らせします。 

 

 

記 

 

１．開催日時 平成２７年５月１１日（月）１０：３０～１５：５０ 

 

２．場  所 北陸電力(株)志賀原子力発電所 

 

３．取  材 

現地調査を取材の方は、以下に従ってください。 

  （１）集合時間 

＜概要説明、現地調査、現地調査終了後の委員長囲み取材を取材の方＞ 

平成２７年５月１１日（月）９：３０まで 

＜現地調査終了後の委員長囲み取材のみを取材の方＞ 

平成２７年５月１１日（月）１４：３０まで 

  （２）集合場所 北陸電力(株)原子力技術研修センター（アリス館志賀横） 

          ※原子力技術研修センターから志賀原子力発電所までは専用

バスで移動 

  （３）取材スケジュール 添付「石川県原子力安全専門委員会 予定表」 

  （４）取材の申込方法 

     取材をご希望される方は、「取材に関する入構手続きのご案内（別添）」

をご確認いただき、５月７日（木）１２時までに、取材申込書（別紙１）

に取材希望、社名、取材者名等をご記載の上、申し込み先（北陸電力(株)

地域広報部 報道チーム）宛に原則ＦＡＸで登録してください。 

     なお、１社２名まで（放送局はカメラクルー含め３名まで）とさせてい

ただきます。 

 

 



 （注意事項） 

  ・日本国籍以外の方は、お申し込み手続きが異なりますので、早急に北陸電力(株)地域広報部

報道チームまでお問い合わせください。 

・当日は、身分証明書（運転免許証、パスポートまたは写真付き住基カード）の原本をご持参

願います。 

  ・各社の腕章を付けての取材をお願いします。 

  ・申込締切後の取材者の変更は入構手続きの関係でお受けできません。ご了承願います。 

  ・撮影にあたっては、核物質防護上の観点から、北陸電力(株)社員の指示に従ってください。 

   詳細については、当日、事前に注意事項を説明いたします。なお、発電所構内での移動時は、

カメラの電源をお切りください。 

  ・現地調査は、屋外での長時間での取材となりますので、安全確保のため、防寒着等の服装、

長靴などの滑りにくい靴の着用をお願いします。 

  ・現地調査は雨天決行ですが、荒天の際は中止になる場合もあります。 

   前日（５月１０日）までに中止が決定した場合は、原子力安全対策室ホームページ 

   （http://atom.pref.ishikawa.jp/)にてご案内いたしますが、当日の中止の判断及び実施の

有無は８時以降、電話にてお問い合わせください。 

 

 【取材申込みに関する問合せ先、申込み先及び当日の問合せ先】 

  （問合せ先）北陸電力(株) 地域広報部 報道チーム 

   ＴＥＬ：０７６－４０５－０１１０ 

  （申込み先）北陸電力(株) 地域広報部 報道チーム 

   ＦＡＸ：０７６－４０５－０１１１ 

  （当日の問合せ先）北陸電力(株) 地域広報部 報道チーム 

   ＴＥＬ：０９０－８２６７－６７８６，６１４４, ６１４５ 

 

 

 

【事務担当】 

 石川県危機管理監室原子力安全対策室 

担当 早川、上野、内田、内川、藤井  

  直通 ０７６－２２５－１４６５ 

 代表 ０７６－２２５－１１１１（４３１０） 



 
石川県原子力安全専門委員会 現地調査 予定表   

５月１１日（月）１０：３０～１６：００ 

予定時刻 調査内容 場所 
マスコミ

公開 

10:30～ 挨拶、調査概要説明 事務本館会議室 ○ 

11:25～ 【調査①】Ｓ－６トレンチ調査 現場 ○ 

13:25～ 
【調査②】ボーリングコア確認  

【調査③】薄片観察 
コア倉庫 ○※ 

15:50～ 委員長囲み取材 事務本館会議室 ○ 

※：代表社のみによる取材に制限させていただきます。 

現場の状況から、代表者による取材も一部制限させていただく場合もあります。 

注：調査状況により、調査内容や時間の変更がありますことをご了承ください。  

添 付 



石川県原子力安全専門員会現地調査の 

取材に関する入構手続きのご案内 

 本件については、石川県の取材案内に関して、志賀原子力発電所への入構手続きが必要となる

ため、当社からご案内するものです。 

平成 27年 4月 28日 

北陸電力株式会社 

日 程 平成２７年５月１１日（月） 

場 所 北陸電力（株）志賀原子力発電所（石川県羽咋郡志賀町赤住） 

スケジュール 
９：３０までに（委員長囲み取材のみをご取材の方は１４：３０までに）原子力

技術研修センターへお越し下さい。 

【一般取材の方】 

９：００～９：３０ 受付・入構手続き 

９：３０～ ご取材にあたっての注意事項説明    ［原子力技術研修センター］ 

９：５０～ 専用バスで発電所構内へ移動 

１０：３０～ 挨拶、調査概要説明＜取材＞         ［事務本館大会議室］ 

１１：２５～ Ｓ－６トレンチ調査＜取材＞        ［2号機原子炉建屋北方］ 

１２：００～ 専用バスで原子力技術研修センターへ移動 

１２：１０～ 昼食・休憩               ［原子力技術研修センター］ 

１４：３０～ 専用バスで発電所構内へ移動 

１５：５０～ 片岡委員長囲み取材＜取材＞          ［事務本館大会議室］ 

【代表取材の方】（太字部分以外は一般取材の方と同じです） 

９：００～９：３０ 受付・入構手続き 

９：３０～ ご取材にあたっての注意事項説明    ［原子力技術研修センター］ 

９：５０～ 専用バスで発電所構内へ移動 

１０：３０～ 挨拶、調査概要説明＜取材＞         ［事務本館大会議室］ 

１１：２５～ Ｓ－６トレンチ調査＜取材＞        ［2号機原子炉建屋北方］ 

１２：００～ 専用バスで原子力技術研修センターへ移動 

１２：１０～ 昼食・休憩               ［原子力技術研修センター］ 

１３：００～ 発電所構内へ移動 

１３：２５～ ボーリングコア確認、薄片観察＜代表取材＞      ［コア倉庫］ 

１５：５０～ 片岡委員長囲み取材＜取材＞          ［事務本館大会議室］ 

※天候により行程等は急遽変更になる場合があります。 

 

申込先 ○取材をご希望の方は、５月７日（木）１２：００までに、取材申込書(別紙１)により

ＦＡＸでお申し込みください。締切時刻以降の受付はできませんのでご了承願います。 

【ＦＡＸ送付先】北陸電力㈱地域広報部報道チーム（FAX 076-405-0111） 

※日本国籍以外の方は、お申し込み手続きが異なりますので、早急に「北陸電力㈱地

域広報部報道チーム TEL：076-405-0110 」までお問い合わせください。 

なお、ご取材は、お申し込みをいただいた方に限らせていただきます。 

別 添 



問合せ先 ○各種お問合せについては以下のとおりお願いします。 

・石川県原子力安全専門委員会に関するお問合せ 

石川県危機管理監室原子力安全対策室 

  （TEL：076-225-1465） 

 ・取材、取材のお申込みに関するお問合せ、取材申込書のＦＡＸ受信確認 

  北陸電力（株）地域広報部 報道チーム 

  （TEL：076-405-0110、090-8267-6786、090-8267-6144、090-8267-6145） 

 

その他 
○当日は発電所入構の際、本人確認のため公的証明書（運転免許証、パスポートまたは

写真付き住基カード）の原本が必要ですので、必ずご持参ください。 

 ※個人情報につきましては、本取材手続き以外では使用いたしません。 

○取材は、記者クラブ毎に１社２名まで（放送局はカメラクルーを含め３名まで）でお

願いします。 

○申込締切後の取材者の変更は入構手続きの関係でお受けできません。ご了承願います。 

○各社の腕章を付けての取材をお願いします。 

○取材行程途中での発電所入退場は、原則お断りいたします。 

○発電所構内への物品の持込は、核物質防護のため制限があります。また、手荷物確認

もさせていただきますのでご了承ください。 

○取材時の撮影においては、核物質防護上の観点から当社社員の指示に従ってください。 

○発電所構内への入構時および発電所構内での移動時は、核物質防護上の観点からカメ

ラや携帯電話等による撮影は禁止いたします。 

○屋外での取材がありますので、防寒着・雨具等については、各自でご用意ください。 

○現地には足元の悪い場所もありますので、履物にはご注意ください。 

○現地調査は雨天決行ですが、暴風等の荒天の場合は中止になる場合もあります。前日

（５月１０日）までに中止が決定した場合は、原子力規制委員会のホームページにて

ご案内されますが、当日の中止の判断及び実施の有無は８時００分以降、下記まで電

話にてお問合せください。 

 （当日のお問合せ先）北陸電力（株）地域広報部 報道チーム 

         （TEL：090-8267-6786、090-8267-6144、090-8267-6145） 

○昼食につきましては、あらかじめ各自でご用意いただき、原子力技術研修センターに

てお摂りください。 

○車の駐車は、「アリス館志賀 向かい」＜別紙２参照＞の駐車場をご利用ください。（当

社社員にて誘導いたします。） 

○本内容は、石川県政記者クラブにご案内しています。 

 

 



 別紙１  
北陸電力（株）地域広報部 報道チーム 宛 ＦＡＸ：０７６－４０５－０１１１   締切り： ５月 ７日 （木）１ ２：０ ０ま で  
取材希望（①、②いずれかを〇で囲んでください） 
① 概要説明、現地調査、委員長囲み取材  ② 委員長囲み取材のみ 
社 名：                 
【氏名⇒公的証明書に記載のものと同じ表記（字体等）、住所⇒公的証明書に記載の最新の住所 をご記入ください】 
※ ★ （フリガナ） 

氏  名 性別 住   所 生年月日 携帯電話番号       
・  ・        
・  ・        
・  ・  

※取材代表者の方は、※欄に「○」印をご記入ください。    ★カメラ・ビデオ撮影される方は、★欄に「○」印を必ずご記入ください。   
◆取材については、１社２名まで（放送局はカメラクルーを含め３名まで）でお願いします。 
◆当日、本人確認のため、必ず公的証明書をご持参ください。（ご持参いただけなかった場合、発電所には入構できません） 
◆個人情報につきましては、本取材手続き以外では使用いたしません。 



 

志賀原子力

発電所
正 門

東 門

原子力技術研修

センター

アリス館志賀

県
道
志
賀
・
富
来
線

至高浜

至富来 至能登中核工業団地

集合場所:

原子力技術研修センター

石川県羽咋郡志賀町赤住1

電話:0767-32-4734

 

駐 車 場 案 内 図 
別紙２ 

＜駐車場＞ 

「アリス館志賀 向かい」 

住所：志賀町赤住ヌ部 21 番地 

 

Ｐ 

（集合場所） 

※駐車の際は、当社社員

の誘導に従って、駐車

くださいますようお願

いいたします。 

※原子力技術研修センター駐車場はバス待機

場所等として使用するため、駐車はご遠慮く

ださい。 

至 輪島 

至 羽咋 

交差点「赤住」 

至 能登中核工業団地   西山ＩＣ 
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