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1当社主催「住⺠説明会」について
・関係６市の計７会場において，当社主催の住⺠説明会を開催
・説明内容︓審査状況，必要性，安全対策 等
・参加者数︓合計３５２名
・主なご質問︓必要性，安全対策，廃棄物，プルサーマル，避難計画，安全協定，不適切事案 等

日 時 会 場 参加者数
（定員）

10/ 5（火）19:00〜20:50 （1Ｈ50Ｍ） 松江市（⿅島⽂化ホール） ３７名（１３０名）

10/ 8（⾦）19:00〜20:50 （1Ｈ50Ｍ） 安来市（アルテピア） ４５名（３００名）

10/13（水）19:00〜21:00 （2Ｈ00Ｍ） 雲南市（チェリヴァホール） ４８名（２５０名）

10/15（⾦）19:00〜21:00 （2Ｈ00Ｍ） 境港市（シンフォニーガーデン） ４７名（２００名）

10/16（土）14:00〜15:55 （1Ｈ55Ｍ） 松江市（くにびきメッセ） ８０名（３００名）

10/18（月）19:00〜21:00 （2Ｈ00Ｍ） 米子市（コンベンションセンター） ４５名（１５０名）

10/19（火）19:00〜21:00 （2Ｈ00Ｍ） 出雲市（出雲市⺠会館） ５０名（３００名）



2⾃治体主催「住⺠説明会」について
島根県で計７回，鳥取県で計３回の開催
・国登壇者︓原子⼒規制庁，資源エネルギー庁，内閣府
・当社説明内容︓発電所の概要および必要性
・参加者数︓合計５７３名
・主なご質問︓⾼レベル放射性廃棄物の処理，発電コスト⽐較，再⽣可能エネルギーの利⽤推進等

日 時 会 場 参加者数

10/23（土） 13:00〜16:15 （当社15:25〜16:15） 島根︓松江市（⿅島⽂化ホール） ４２名

10/24（日） 14:00〜16:30 （当社16:00〜16:30） 島根︓出雲市（出雲市⺠会館） ８０名

10/24（日） 14:00〜17:00 （当社15:49〜16:20） 鳥取︓米子市（米子市⽂化ホール） １０９名

10/29（⾦） 18:00〜20:50 （当社19:50〜20:50） 島根︓松江市（⿅島⽂化ホール） ２１名

10/30（土） 13:00〜16:05 （当社15:20〜16:05） 島根︓松江市（くにびきメッセ） ６２名

10/30（土） 14:00〜17:00 （当社15:45〜16:10） 鳥取︓境港市（夢みなとタワー） ６９名

10/31（日） 14:00〜16:05 （当社15:42〜16:05） 島根︓雲南市（ラメール） ６３名

11/ 6（土） 13:00〜16:15 （当社15:50〜16:15） 島根︓安来市（アルテピア） ４２名

11/ 7（日） 13:00〜16:23 （当社15:25〜16:23） 島根︓松江市（くにびきメッセ） ６７名

11/24（水） 18:00〜21:25 （当社20:35〜21:25） 鳥取︓米子市（県⻄部総合事務所） １８名



3出雲市・雲南市主催「地区説明会」について
・出雲市主催の地区説明会を計３回，雲南市主催の地区説明会を計６回開催
・当社説明内容︓審査状況，必要性，安全対策 等
・参加者数︓合計 ３０５名（出雲市１３１名，雲南市 １７４名）
・主なご質問︓必要性，安全対策，廃棄物，避難計画，安全協定，不適切事案等

日 時 会 場 参加者数

11/18（木） 19:00〜20:45 （当社19:10〜20:05） 出雲︓ビッグハート ３０名

11/20（土） 10:00〜11:45 （当社10:05〜11:05） 出雲︓平⽥⽂化会館 ３０名

11/30（火） 19:00〜20:50 （当社19:05〜19:50） 雲南︓三⼑屋交流センター ３３名

12/ 3（⾦） 19:00〜20:45 （当社19:05〜20:00） 雲南︓木次総合センター ３０名

12/ 5（日） 10:00〜11:40 （当社10:05〜10:35） 雲南︓掛⾕交流センター ２３名

12/ 5（日） 14:00〜15:30 （当社14:05〜14:45） 雲南︓吉⽥町⽣涯交流館 １２名

12/ 6（月） 19:00〜20:30 （当社19:05〜19:50） 雲南︓かもてらす ３０名

12/ 7（火） 19:00〜20:30 （当社19:05〜20:20） 雲南︓⼤東交流センター ４６名

12/17（⾦） 19:00〜21:00 （当社19:00〜19:50） 出雲︓斐川⽂化会館 ７１名



4境港市主催「地区説明会」について
・境港市主催の地区説明会を計７回開催
・当社説明内容︓審査状況，必要性，安全対策 等
・参加者数︓合計９５名
・主なご質問︓必要性，安全対策，廃棄物，避難計画，安全協定，不適切事案 等

日 時 会 場 参加者数

11/15（月） 19:00〜21:00 （当社19:55〜21:00） 渡公⺠館 １２名

11/17（水） 19:00〜21:00 （当社19:45〜21:00） 中浜公⺠館 １７名

11/19（⾦） 19:00〜21:00 （当社19:55〜21:00） 上道公⺠館 １６名

11/21（日） 14:00〜15:40 （当社14:40〜15:40） 境公⺠館 １３名

11/22（月） 19:00〜21:10 （当社20:00〜21:10） 余子公⺠館 １７名

11/24（水） 19:00〜20:45 （当社19:50〜20:40） 外江公⺠館 ５名

11/26（⾦） 19:00〜20:50 （当社19:40〜20:50） 誠道公⺠館 １５名



5⿅島町全⼾訪問（ポスティング）活動について

実施内容
 期 間︓ 2021年10月27日〜11月10日
 対 象︓ ⿅島町全⼾（2,122⼾）
 要 員︓ 島根原⼦⼒発電所に在勤する社員（142名参加）
 配布物︓ ① あいさつ文

② 島根原⼦⼒発電所説明資料
⇒ ２号機審査の概要および安全対策⼯事の状況等，島根原⼦⼒発電所
⾒学会の案内・返信⽤はがき

 ご意⾒︓ＣＯ2対策として島根２号機，３号機は基本的に稼働すべきと考える。
自然災害は予期出来ないが，人的災害，ミスは絶対だめ。

目 的
 ⿅島町全⼾を対象とした全⼾訪問活動を通じて，当社を身近に感じていただくとともに，

原子⼒発電への理解の充実を図る。

・ 2020年10月に訪問による対話活動を予定していたが，新型コロナウイルスが感染拡大する中で，
対話活動を実施することは困難であると判断し，「ポスティング活動」へ変更し，活動を再開。
今年度も新型コロナウイルス感染症予防の観点から，「ポスティング」で実施。



6当社主催「地区説明会・⾒学会」について

開催目的
公⺠館や自治会単位等で説明会を実施し，地域の皆さまと社員が直接対話する機会を増やし，
より⼀層島根原⼦⼒発電所への理解を深めていただくことを目的に開催。

・ 2020年10月から，関係６市の公⺠館，自治連合会など（約160箇所）へ案内し，賛同を
得られた相⼿先に出向いて説明会を実施している。なお，説明会ではなく，実際に発電所を⾒学
したいと申し出があった団体については，説明会に代えて⾒学会を実施している。

実施内容
期 間︓2020年10月5日〜継続実施中
回 数︓説明会・・・・３１箇所・６７５人（2021年12月末現在）

⾒学会・・・・１１回・１７５人 （2021年12月末現在）



7当社主催「公募⾒学会」について
開催目的
島根原⼦⼒発電所の安全性向上への取り組み等についてご理解いただくことを目的に開催。

実施内容
対 象︓関係６市にお住いの⽅
期 間︓2021年8月10日,19日,28日,9月2日,12日

12月6日，11日の計７回
参 加 者︓４１人
主なご質問︓必要性，安全対策，使⽤済み核燃料の処理，不適切事案，テロ対策

実施内容
対 象︓⿅島町にお住いの⽅
期 間︓2021年11月21日,23日,30日の計３回
参 加 者︓３１人
主なご質問︓安全対策，廃⽌措置，住⺠避難，テロ対策，電気料⾦，安全協定，

再生エネルギーへの取り組み



8

 新聞広告・折込情報誌広告（2021年10月11月，2022年1月）

 ラジオＣＭ（2021年1月から実施中，月32回）

 民放テレビＣＭ（2021年8月から実施中，GRP 通常月1200）

 ケーブルテレビＣＭ（2021年8月から実施中，月100本）

 Ｗｅｂ広告，特設Ｗｅｂサイト（2021年9月から実施中）

 デジタルサイネージ，ポスター掲示（2021年10月から実施中，松江市営バス・松江駅等）

新聞広告
（左上10月29日：日本海，山陰中央新報掲載，
左下1月14日：日本海，山陰中央新報，島根日日掲載）

島根原子力発電所ＣＭ「向き合う。」

２号機再稼働に向けたメディア広報活動


