令和４年１１月１日
危機対策課原子力安全対策室
室長 小坂 幸生
県庁内線 ４３１０
外線直通 076-225-1465

石川県原子力安全専門委員会による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．日

時

令和４年１１月１４日（月）１０：３０～１７：００
１１月１５日（火） ９：００～１４：３０

２．場

所

北陸電力株式会社志賀原子力発電所
（石川県羽咋郡志賀町赤住１）

３．取 材
現地調査を取材の方は、事前登録が必要です。以下に従ってください。
（１）事前登録の方法
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（別紙２）」
をご確認いただき、１１月８日(火)17:00 までに、取材申込書（別紙２）に、取
材希望、社名、取材者名等をご記載の上、申込先（北陸電力(株)地域共生
本部 総務部広報チーム）宛に原則ＦＡＸで登録して下さい。
なお、原則として新聞社（通信社）、テレビ各社１社２名までとさせていた
だきます。
（２）取材当日の集合時間
１日目 2022 年 11 月 14 日（月）
２日目 2022 月 11 月 15 日（火）

10:00 まで（受付開始 9:30）
9:00 まで（受付開始 8:30）

※なお現地調査終了後の片岡委員長への取材のみの方の集合時間
１日目 2022 年 11 月 14 日（月） 16:30 まで（受付開始 16:10）
２日目 2022 月 11 月 15 日（火） 13:20 まで（受付開始 13:00）
（３）集合場所

アリス館志賀（志賀町赤住ヌ部２１）（別紙１）

【取材申し込み先】
北陸電力(株)地域共生本部
電話

076-233-8851(直通)

FAX

076-233-8756

担当

深元・若本・佐々木

総務部広報チーム

注意事項
▪取材を希望される方は、発電所入構時に本人確認が必要となります。各自、取材申し
込み時に申請された氏名、住所等が証明できる写真付公的証明書の原本【運転免許証、
パスポート、写真付住民基本台帳カード、写真付マイナンバーカード、在留カードの
いずれか】を持参してください。証明書を持参いただけない場合は、入構できません。
▪取材申込書が 11 月 14 日分、15 日分でそれぞれ分かれております。ご注意ください。
▪新型コロナウイルス感染症予防の観点から原則として新聞社(通信社)、テレビ各社１
社２名までとさせていただきます。なお、申込多数の場合には参加人数の調整をお願
いさせていただくこともございますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。
▪取材・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。
▪核物質防護上の観点から発電所構内におけるネットワークカメラのご使用はご遠慮
願います。（休憩時間には集合場所（アリス館志賀）に戻ります。その時間を利用し
て、中継車へのデータ引き渡し等は可能です。）
▪カメラ等の取材機材は、消毒のうえご持参をお願いします。
▪当日の進捗により、取材時間が前後する場合がございます。
▪当日は、マスクをご持参・着用いただくようお願いします。
▪発熱や咳など、風邪の諸症状がある場合は、ご取材をお控えいただくようお願いしま
す。当日、受付時に検温を行ないます。37.5℃以上の場合、取材をお断りする場合が
ありますので、予めご了承願います。
▪一旦、発電所構内へ入構すると途中での退出はできません。
▪安全確保のため、軽装は厳禁です。長袖、長ズボン、靴の着用をお願いいたします。
ヘルメットは貸与しますが、雨合羽や防寒具、食事等は各自でご用意ください。
▪車でお越しの方は、集合場所(アリス館志賀)の向かいの駐車場＜別紙 1 参照＞をご利
用いただけますが、取材に際しては北陸電力が用意するバスに乗り換えて移動してい
ただきます。
▪各社の腕章を着けての取材をお願いいたします。
以
【事務担当】
石川県危機管理監室原子力安全対策室
担当
直通

小坂、翫、宮田、高橋、古澤

０７６－２２５－１４６５

上

別紙１

駐 車 場 案 内 図
集合場所
（住

アリス館志賀

所）志賀町赤住ヌ部 21 番地

（ＴＥＬ）0767-32-4321
※ 駐車場はアリス館志賀向かいの
駐車場をご利用ください
※ 駐車の際は、当社社員の誘導に
従って、駐車ください。

（集合場所）

以

上

別紙２

志賀原子力発電所現地調査

取材申込書

【取材申込に関する注意事項】
◆当日、本人確認のため、必ず写真付き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）
◆当日の入構手続き時間短縮のため、差し支えがなければ、申込に合わせて写真付き公的証明書の
コピー（運転免許証の場合は、表裏両面：カラー）をメールにて提出願います。
◆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。
◆１１月８日（火）１７時までに（締め切り厳守）お申し込みください。締め切り後の受付・申込
者の変更はできませんので、ご了承願います。
◆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。
◆核物質防護上の観点から発電所構内におけるネットワークカメラのご使用はご遠慮願います。
（休憩時間には集合場所（アリス館志賀）に戻ります。その時間を利用して、中継車へのデータ引
き渡し等は可能です。）
◆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。
◆各社の腕章を着けての取材をお願いいたします。
◆車の駐車は、「アリス館志賀 向かい」＜別紙１参照＞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。）
▪新型コロナウイルス感染症予防の観点から、各社２名（記者・カメラマン）までとさせていただ
きます。また、申込多数の場合には参加人数の調整をお願いさせていただくこともございますの
で、ご理解、ご協力をお願いいたします。
▪発熱や咳など、風邪の諸症状がある場合は、ご取材をお控えいただくようお願いします。

▪当日、当社にて検温および過去１週間の行動を確認※するチェックシートへの記入をお願いさせ
ていただきます。体温が37.5℃以上の場合や過去１週間の行動確認でコロナ感染予防対策が不十
分な方は取材をお断りする場合がありますので、予めご了承願います。
▪集合時刻に遅れた場合、原則発電所への入構ができませんので、予めご了承願います。
※ 取材当日から１週間前までの行動確認事項
①発熱、せき、味覚・臭覚異常等の症状がないか
②感染が疑われる行為（感染対策がされていない所での外食等）を行っていないか
③感染者、濃厚接触者が発生している医療機関を受診していないか
④密閉、密集、密接を避けた行動をしているか
⑤不要な外出を避けることに加え、マスクを着用していない状況で外出していないか
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別紙２

志賀原子力発電所現地調査

取材申込書

（１日目：１１月１４日（月））
申込書が14日と15日で分かれています。
ご注意ください。

北陸電力(株)地域共生本部 総務部広報チーム
ＦＡＸ：０７６－２３３－８７５６
メール： s.sasaki@rikuden.co.jp

行

締切り： １１月 ８日 （火）１７：００まで

社 名：

【氏名】は写真付公的証明書に記載のものと同じ表記（字体等）、【住所】は写真付公
的証明書に記載の住所をご記入ください。
また、当日必ず記載内容と表記が同じ写真付公的証明書の実物をご持参ください。
なお、当日の入構手続き時間短縮のため、差し支えがなければ、申込に合わせて写真付
公的証明書のコピー（運転免許証の場合は、表裏両面：カラー）をメールにて提出をお
願いします。
★ ▲

(例)

○

○

取材
箇所

（フリガナ）

氏

名

全行程
ホクデンタロウ
・
終了後の 北電 太郎
取材のみ
全行程
・
終了後の
取材のみ
全行程
・
終了後の
取材のみ

性
別

住
所
携帯電話番号

生年
月日

住 所：富山県富山市牛島町１５番１号

男
ＴＥＬ：０９０－１２３４－１２３４

S45.5.1

住 所：

本人証明
免許証・パスポート
住基・マイナ・在留カード

免許証・パスポート
住基・マイナ・在留カード

ＴＥＬ：

住 所：

免許証・パスポート
住基・マイナ・在留カード

ＴＥＬ：

※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。
※取材箇所欄を○で囲んでください。（全行程を取材

or 現地調査終了後の委員長取材のみ）

※本人証明欄を○で囲んでください。
免許証…運転免許証、パスポート、住基…写真付住民基本台帳カード、
マイナ…写真付マイナンバーカード、在留カード…在留カードまたは特別永住者証明書
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別紙２

志賀原子力発電所現地調査

取材申込書

（２日目：１１月１５日（火））
申込書が14日と15日で分かれています。
ご注意ください。

北陸電力(株)地域共生本部 総務部広報チーム
ＦＡＸ：０７６－２３３－８７５６
メール： s.sasaki@rikuden.co.jp

行

締切り： １１月 ８日 （火）１７：００まで

社 名：

【氏名】は写真付公的証明書に記載のものと同じ表記（字体等）、【住所】は写真付公
的証明書に記載の住所をご記入ください。
また、当日必ず記載内容と表記が同じ写真付公的証明書の実物をご持参ください。
なお、当日の入構手続き時間短縮のため、差し支えがなければ、申込に合わせて写真付
公的証明書のコピー（運転免許証の場合は、表裏両面：カラー）をメールにて提出をお
願いします。
★ ▲

(例)

○

○

取材
箇所

（フリガナ）

氏

名

全行程
ホクデンタロウ
・
終了後の 北電 太郎
取材のみ
全行程
・
終了後の
取材のみ
全行程
・
終了後の
取材のみ

性
別

住
所
携帯電話番号

生年
月日

住 所：富山県富山市牛島町１５番１号

男
ＴＥＬ：０９０－１２３４－１２３４

S45.5.1

住 所：

本人証明
免許証・パスポート
住基・マイナ・在留カード

免許証・パスポート
住基・マイナ・在留カード

ＴＥＬ：

住 所：

免許証・パスポート
住基・マイナ・在留カード

ＴＥＬ：

※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。
※取材箇所欄を○で囲んでください。（全行程を取材

or 現地調査終了後の委員長取材のみ）

※本人証明欄を○で囲んでください。
免許証…運転免許証、パスポート、住基…写真付住民基本台帳カード、
マイナ…写真付マイナンバーカード、在留カード…在留カードまたは特別永住者証明書

以
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上

