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1. 総 則 

1.1 目 的 

本指針は，原子力発電所における火災発生の未然防止及び被害拡大防止のための運用・管理

上の措置を規定するものであり，安全・安定な運転・運営に資することを目的とする。  

 （解説1-1） 

（解説1-1）「運用・管理上の措置」 

(1)原子力発電所の火災防護の目的には，人命保護，原子炉安全維持，放射性物質放出抑制，

プラント損傷に伴う不用意な運転停止回避の 4 つの目的が有る。また，それらを達成す

るために有効と考えられる活動や措置等について定め，確実に運営する。 

(2)原子力事業者は，原子力施設において事故等が発生したときには，核原料物質，核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律第 64 条第 1 項の規定に基づく主務省令により応急

の措置をとることとされており，以下のように，原子力発電所の火災防護管理では消火

に加えて，放射線に対する防護処置も併せて配慮する。 

a.消火又は延焼の防止に努めるとともに，直ちにその旨を消防機関に通報する。 

b.放射線障害を防止するために必要な措置を講ずる。 

(3)本指針は，一般的な火災防護管理に加え，原子力発電所特有の火災防護管理上必要な事

項（火災防護に関する設備が供用開始されて以降の運用管理に関する事項）も含めて規

定したものであり，消防法に基づき提出する消防計画の策定にあたっての参考にすると

良い。なお，原子力発電所特有の火災防護管理上必要な事項としては，プラントの安全

性を主眼に，プラント運転中の防火管理を中心に記載する。また，プラントの定期検査

時（その他のプラント停止を含む）において，常駐している発電所員に加え，定期検査

の作業要員が多数入所していることを考慮すると，プラント運転中よりも火災時の避難

措置等の対応が重要となることが考えられるが，この点については，消防計画等により

対応するものとする。 

 

 

[JEAG4103-202Xの構成について] 

本文：火災防護管理に関する基本的な推奨事項となるものを記載した。 

解説：本文の推奨事項の主旨を理解するための補足事項，説明を示した。 

 

1.2 適用範囲 

本指針は，原子力発電所における火災防護管理に適用する。 

ただし，原子力災害対策特別措置法に基づく第 10 条通報若しくは第 15 条通報がなされた場

合は，防災業務計画によるものとし，本指針の対象からは除外する。 

（解説 1-2） 

（解説1-2）「原子力発電所における火災防護管理」 

原子力発電所における火災防護管理の対象範囲は，原則として周辺監視区域内とする。し

かし周辺監視区域内に消火活動上近寄りがたい山林，岩場等がある場合や周辺監視区域外

に関連施設（例 広報施設，技能訓練施設，資機材倉庫，作業場）等がある場合も考えられ

ることから，一概に対象を決定することができない場合においては，地元消防機関と協議
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するなどして火災防護管理の対象範囲，対象施設等を明確にしておくことが望ましい。 

発電所敷地の外部火災からの延焼防止対策として，発電所敷地内に設定される防火帯の管

理については，本指針の範囲内とする。なお，本指針では防火帯の管理については考慮する

が，外部火災の評価手法については，原子力規制委員会制定の「原子力発電所の外部火災影

響評価ガイド」を参照すること。 

 

1.3 関連法規，指針・規格等 

この指針に関連する法規，指針・規格は以下のとおりである。 

(1) 核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

（昭和32年6月 法律第166号，一部改正 平成29年4月 法律第15号） 

(2) 実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則 

（昭和53年12月 通商産業省令第77号，一部改正 令和2年3月 原子力規制委員会規則

第12号） 

(3) 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針 

（平成2年8月 原子力安全委員会決定，一部改訂 平成13年3月） 

(4) 発電用軽水型原子炉施設の火災防護に関する審査指針 

（昭和55年11月 原子力安全委員会決定，一部改訂 平成19年12月） 

(5) 発電用原子炉及びその附属施設に関する技術基準を定める規則 

（昭和40年6月 通商産業省令第62号，一部改正 令和2年12月 経済産業省令・原子力

規制委員会規則第2号） 

(6) 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

（平成25年6月 原子力規制委員会規則第5号、一部改正 令和2年1月 原子力規制委員会

規則第3号） 

(7) 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準 

（平成25年6月 原規技発第1306195号，一部改正 令和2年3月 原規技発第20033110号） 

(8) 原子力発電所の内部火災影響評価ガイド 

（平成25年6月 原規技発第13061914号，一部改正 令和元年9月 原規技発第1909069

号） 

(9) 原子力発電所の外部火災影響評価ガイド 

（平成25年6月 原規技発第13061912号） 

(10) 原子力災害対策特別措置法 

（平成11年12月 法律第156号，一部改正 平成30年6月 法律第66号） 

(11) 電気事業法 

（昭和39年7月 法律第170号，一部改正 令和2年6月 法律第49号） 

(12) 電気事業法施行令 

（昭和 40 年 6 月 政令第 206 号，一部改正 令和 3 年 3 月 政令第 66 号） 

(13) 電気事業法施行規則 

（平成7年10月 通商産業省令第77号，一部改正 令和3年3月 経済産業省令第27号） 

(14) 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 

（平成24年9月 経済産業省令第70号，一部改正 平成28年9月 経済産業省令・原子力
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規制委員会規則第2号） 

(15) 消防法 

（昭和 23 年 7 月 法律第 186 号，一部改正 平成 30 年 5 月 法律第 33 号） 

(16) 消防法施行令 

（昭和 36 年 3 月 政令第 37 号，一部改正 令和 3 年 3 月 政令第 137 号） 

(17) 消防法施行規則 

（昭和36年4月 自治省令第6号，一部改正 令和2年12月 総務省令第123号） 

(18) 危険物の規制に関する政令 

（昭和34年9月 政令第306号，一部改正 令和元年12月 政令第183号） 

(19) 危険物の規制に関する規則 

（昭和34年9月 総理府令第55号,一部改正 令和2年12月 総務省令第124号） 

(20) 高圧ガス保安法 

（昭和26年6月 法律第204号，一部改正 令和元年6月 法律第37号） 

(21) 一般高圧ガス保安規則 

（昭和41年5月 通商産業省令第53号，一部改正 令和3年3月 経済産業省令第20号） 

(22) 労働安全衛生総合研究所技術指針「ユーザーのための工場防爆設備ガイド(2012)」 

（2020年10月 参考資料追加） 

(23) 日本産業規格 

(24) 建築基準法 

（昭和25年5月 法律第201号，一部改正 令和2年6月 法律第43号） 

(25) 建築基準法施行令 

（昭和25年11月 政令第338号，一部改正 令和2年9月 政令第268号） 

(26)  「原子力発電所の火災防護規程」（JEAC4626-2010）及び「原子力発電所の火災防護

指針」（JEAG4607-2010） 

(27) 発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針 

（昭和56年7月 原子力安全委員会決定，一部改訂 平成18年9月） 

(28) 総務省消防庁「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」 

（平成26年3月改正） 

(29) 中越沖地震における原子炉施設に関する自衛消防及び情報連絡・提供に関するＷＧ報

告書（平成 20 年 2 月 中越沖地震における原子炉施設に関する自衛消防及び情報連絡・

提供に関するＷＧ） 

(30) 総務省消防庁 「消防計画作成ガイドライン」（平成31年3月 消防予第96号） 

（予防行政のあり方に関する検討会） 

(31) 原子炉施設等を設置した工場又は事業所における初期消火活動のための体制の整備に

関する規定の解釈（内規) （平成20年6月 原院第2号) 

(32) The Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard （IEEE 383，634，

817，1202，他） 

(33) Underwriters Laboratories Standard （UL1479，1724，他） 

(34) National Fire Protection Association Code （NFPA804，805，他） 

(35) Regulatory Guide（R.G1.189，R.G1.205） 
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(36) IAEA Guide（Nuclear Safety；NS-G-1.7，NS-G-2.1）  

 

 

1.4 用語の定義 

(1) 火災防護計画 原子力発電所において実施される火災防護対策を適切に行

うため，原子炉施設保安規定を受けて定める包括的なプログ

ラム。 

(2) 消防計画 

 

消防法第8条で届出が義務付けられている原子力発電所の消

防活動を規定した計画。 

(3) 事前消火計画 火災の特定・確認を迅速に行い，適切な初期消火を行うこ

とによって火災の影響を緩和するため，あらかじめ定めた消

火活動に係る戦略，計画手順等。 

(4) 外部火災 原子力発電所敷地外で発生する火災。 

(注)地震以外の自然現象として森林火災，また，外部人為事

象（偶発事象）として近隣の産業施設（工場・コンビナ

ート等）の火災・爆発，航空機墜落による火災等がその

代表的なものである。 

(5) 内部火災 発電所敷地内に施設される設備や仮置きされた可燃性物質

（難燃性を含む）が発火する事象。 

(6) 内部溢水 原子炉施設内の配管・機器の破断，火災時の消火散水等に

よって，原子炉格納容器内及び原子炉格納容器外で水が溢れ

る事象。 

(7) 火災荷重 ある空間内の可燃性物質の潜在的発熱量。 

(8) 可燃物 燃焼する能力を有する物質。 

(9) 持込可燃物 発電用施設内に持ち込まれ，人が常時直接監視していない状

況で保管される可燃物。 

(注)工具類，機械・装置類は，作業上の管理（使用前点検

等）にて管理することとし，持込可燃物の対象外とす

る。 

(10) 危険物 消防法第2条第7項別表-1に定める物品。 

(11) 発火源 火災を発生させる源。 

(12) 初期消火  消防機関が消火活動に着手するまでの消火活動。 

(注)自衛消防組織が対応するもの。 

(13) ハザード情報 危険の原因・危険物・障害物の情報。 

(14) 補償措置 火災感知設備，消火設備，耐火壁等に故障や点検等で機能

低下又は機能障害が発生した場合において，その機能が復旧

するまでの間の代替措置。 

(15) PDCAサイクル 業務の実施にあたり，計画(PLAN)，実施(DO)，点検

(CHECK)及び処置(ACT)の項目を，螺旋状に回し，継続的に

改善をはかる考え方。 
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(16) 

 

ニューシア 原子力安全推進協会（JANSI）が運営管理する原子力施設情

報公開ライブラリー。 

(17) 火災区域 耐火壁によって囲まれ，他の区域と分離されている建屋内

の区域。 

(18) 火災区画 「火災区域」を細分化したものであって，耐火壁，離隔距

離，固定式消火設備等により分離された火災防護上の区画。 

(19) 放射線危険区域 現場指揮本部が設定する放射線防護が必要な消防活動のた

めに各種の管理が要求される区域。 

(注)原子力発電所において，原子炉施設保安規定等に基づき

設定する「管理区域」とは別に，火災等発生時に放射性

物質の飛散が認められる又は予想される区域及び煙，流

水等で汚染が認められる又は予想される区域。また，自

衛消防組織はその設定に協力する。 

(20) 消防警戒区域 現場指揮本部が住民等の安全確保及び現場における消防活

動エリアを確保するため設定する区域。 

(21) 進入統制ライン 活動初期に消火要員の出入りを統制することにより，消火

要員の不要な被ばくを避けるとともに，無用な汚染拡大を防

止するために設定される境界線。 

(22) 緊急時対策室 原子力発電所等における事故時に必要な対策指示を発する

ために敷地内に設けられる部屋。 

(23) 消防機関 原子力発電所外の所轄消防本部又は消防署。 

(24) 外来者 見学者，来訪者等の原子力発電所に一時的に立ち入る者。 

(25) 防火管理組織 原子力発電所の火災防護に関する活動計画を策定し実行する

組織。 

(注)解説3-1のように自衛消防組織も含まれる。また協力会

社の防火管理組織も含まれる場合が有る。 

(26) 管理権原者 防火管理業務全体を統括・管理する責任者。 

(27) 防火管理者 

 

消防法第8条で選任が義務付けられている各原子力発電所の

消防計画の作成や訓練の実施，その他防火管理上必要な業務

を行わせる管理責任者。 

(28) 火元責任者 防火管理者を支援し，火災予防に関する業務を実施する者。 

(29) 自衛消防組織 

 

消防法第14条の4において一定規模を有する危険物を取り扱

う事業所において設置が義務付けられている事業所の従業員

や協力会社従業員により構成された自衛の消防組織。 

(注)解説図3-2のように，消防機関が到着するまでの間の初期

消火活動だけでなく，火災時のプラントの安全運転，放

射線管理，救急・救助，避難・誘導等の火災発生時に必

要な対応を行う。また，現場指揮本部の設営に協力し，
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指揮下で消火活動を行う。 

(30) 統括管理者 消防法第8条で選任が義務付けられている各原子力発電所の

自衛消防組織を統括する管理責任者。 

(31) 現場指揮本部 消防機関が現地に設営する消火活動を指揮する組織。 

(32) 初期消火班 

 

消防機関が到着するまでの間の初期消火活動を適切に行う

ために事前に原子力発電所内で編成され，計画的に教育訓練

を義務付けられる組織。 

(33) 消火要員 火災発生時に消火活動を行う要員。 

(注)具体的には，自衛消防組織の初期消火班員及び消防機関

の消防隊員を指す。 

(34) 火災防護設備 耐火壁，火災感知器，消火設備等。また，それらに準ずる

ことを実証試験等にて確認したもの。 

(35) 消火設備 消防法施行令第7条第2項にある，消火器具，消火栓設備，

固定式消火設備（自動消火設備及び遠隔あるいは現場手動消

火設備）に移動式設備（消防車等）を加えた設備。また，そ

れらに準ずることを実証試験等にて確認したもの。 

(36) 消防用設備等      消防法第17条第1項にある，政令で定める消防の用に供する

設備，消防用水及び消火活動上必要な施設。また，それらに準

ずることを実証試験等にて確認したもの。 

(注)政令で定める消防の用に供する設備とは，消防法施行令

第7条第1項にある，消火設備，警報設備及び避難設備。 

(37) 防火設備 防火扉，防火シャッター，防火ダンパ等。 

(38) 

 

受動的火災抑制設

備 

電源等を必要とせず，素材，製品，建築資材等により必要

な耐火性能を有している設備。 

(注)具体的には，ケーブルトレイに施工する耐火材，防火扉，

防火ダンパ及び貫通部シール等を指す。 

(39) 隔壁 火災の影響を防止するための不燃性又は難燃性の構造物。 

(40) 耐火壁 床，壁，天井，扉等耐火構造の一部であって，必要な耐火

能力を有するもの。 

(41) 防火帯 防火上設けられる，延焼被害を食い止めるための帯状の地

域。 

(42) 防火服 火災現場において消火活動を行う消防要員が安全確保のた

め着用する，耐炎性能等を有する服。 

(43) 耐熱服 高熱又は高温の環境下での使用を目的とする耐熱性の防火

服。 
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2. 火災防護計画 

2.1 火災防護計画の目的 

原子力事業者が，火災発生の未然防止及び被害拡大防止を念頭に，原子力発電所において実

施される火災防護対策を適切に行うための包括的なプログラムとして火災防護計画を定め，こ

の計画に基づき火災防護対策を実施することを目的とする。          （解説 2-1） 

 

（解説2-1）「火災防護計画」 

火災防護のために必要な事項を原子力発電所ごとに体系化し，文書化し，管理する。 

なお，ここで規定している「火災防護計画」は，原子炉等規制法上の「火災防護に関する

審査基準」の基本事項に規定されている，原子炉施設の火災防護対策並びに火災防護対策を

実施するために必要な手順，機器及び職員の体制を含めた火災防護計画を指す。 

また，消防法第 8 条に規定されている「消防計画」やその他各種規定類で構成されるもの

を参照しており，米国における火災防護プログラムに相当する内容を含んでいる。 

 

2.2 火災防護計画の作成 

(1) 火災防護計画の作成においては，原子力発電所で行う火災防護のために必要な事項を定

めること。（「火災防護に関する審査基準」２．基本事項の（参考）の「火災防護計画に

ついて」及び消防法施行規則 第3条第1項のイ～ヲのうち，へ及びルを除いた事項参照）                                    

 （解説2-2） 

a. 火災防護のための原子力発電所内組織に関すること。  

b. 火災防護に必要な設備，装備等に関すること。 

c. 消防機関等との連携に関すること。 

d. 教育・訓練に関すること。  

e. 火災予防に関すること。 

f. 火災発生時の対応に関すること。 

g. 鎮火の確認及び鎮火後の処置に関すること。 

h. その他火災防護に関すること。（外部火災対応の防火帯管理等も含む） 

i. 事前消火計画を定めること。(具体的な内容は解説7-2を参照） 

(2) 作成にあたっては，大規模な地震により発生する火災が，祝休日又は夜間にも発生しう

ること，同一発電所内で同時に複数の箇所で発生しうること，消火活動において消防機関

の支援が直ちに得られない可能性があることを考慮すること。 

(3) 作成にあたっての承認者を定めておくこと。 

(4) 作成した計画は検証・更新を行い，実効性のあるものとして維持するとともに，最新の

内容が確認できること。 

(5) 計画の内容を関係者に周知徹底すること。 

 

（解説2-2）「火災防護計画に含める事項」 

文書化し管理する事項を以下に例示する。なお，火災防護計画は事業者の文書体系に応じ

策定する。 

(1) 火災防護に必要な組織体制 
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組織の役割，組織内での責任と権限を明確にする。 

(2) 火災発生前の計画 

a. 火災防止計画（火災を発生させないように予防するための活動計画） 

原子力発電所の施設概要及び建屋内の配置情報の整備，安全上重要な設備等への火

災予防措置，消火設備等の性能維持管理，可燃物の管理，発火源の管理，巡視の実施

計画や必要な手順を策定する。 

b. 火災緊急時計画（火災が発生した時の対応手順の事前準備） 

火災発生時の通報，初期消火，消火活動を支援する活動，火災影響の調査等の火災

鎮火後の対応，広報活動等の内外部への情報発信，放射線防護対策等の手順を，必要

に応じ整備する。 

(3) 文書化に関する規定 

文書化，変更，定期レビューの方法をあらかじめ定める。 

 

2.3 火災防護計画の変更 

(1) 火災防護に係る法令，消防用設備等を含む原子力発電所の設備等が変更された場合は，

適切に内容に反映させること。なお，設備変更にあたっては，事前に火災防護活動に対す

る影響を評価する。 

(2) 変更は作成時の手続きに準じて行うこと。 

 

2.4 火災防護計画の定期見直し 

(1) 火災防護計画は定期的に見直し，最新の知見や各事業者の情報を取り入れて更新するこ

と。 

(2) 管理活動の有効性を評価すること。 

a. 可燃物及び発火源の管理 

b. 消防用設備等の保守管理 

c. 火災による影響の軽減に係る各防護対策の維持管理 

d. 停止中等の状況にある消防用設備等の代替手段の準備 

e. 発災時のプラントの安全停止能力を確保するための手順，設備，防火障壁，系統の維

持管理 

f. 消防隊の力量維持管理 

g. 外部火災に係る対策の維持管理 

(3) 火災に関する運転経験情報及び火災に関するリスク評価結果の知見を考慮すること。 

(4) 見直し実施責任者を定めておくこと。 

(5) 更新は作成時の手続きに準じて行うこと。 

 

2.5 火災防護計画に基づく定期的訓練 

(1) 火災防護計画の内容が有効であることを定期的訓練で検証すること。 

(2) 訓練の実施責任者を定めておくこと。 
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2.6 火災防護計画の定期監査 

上記の 2.2 から 2.5 が行われていることを原子力発電所の品質マネジメントシステム等に定

められた内部監査等により確認すること。 
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3. 火災防護のための原子力発電所内組織 

3.1 防火管理組織（消防計画作成ガイドライン参照） 

(1) 原子力発電所における火災予防及び消火活動に万全を期するため防火管理組織を定める

こと。                                （解説3-1） 

(2) 防火管理組織は，火災防護に関する各種対策を改善する権限を持つ体制を構築して取り

組むこと。 

(3) 防火管理組織には，消防活動，放射線防護，及びプラント施設等の専門的知識を有する

者を含めること。 

(4) 防火管理組織は，原子力発電所の規模，建物数，区域の種別等の管理単位に合わせて，

組織及び役割分担を明確にすること。 

 

（解説3-1）「原子力発電所の防火管理組織」 

原子力発電所における防火管理組織の一例を下図に示す。 

なお，下記防火管理組織図は，平常時における体制を記載したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説図 3-1 原子力発電所における防火管理組織の例 

 

 

3.1.1 管理権原者（消防法 第 8 条参照） 

防火管理組織には，管理権原者をおき，発電所長をこれにあてること。 

 

3.1.2 防火管理者の選任（消防法 第 8 条参照） 

防火管理組織には，消防法で定める防火管理者をおき，火災発生及び被害拡大の防止に努

めること。 

 

3.1.3 防火管理者等の主な職務（消防法 第 8 条参照）      （解説 3-2）（解説 3-3） 

(1) 防火管理者は，消防法に基づく消防計画の作成・改正，当該消防計画に基づく自衛消防

Ａエリア火元 

責任者等 

(正，副) 

 

管理権原者 

Ｂエリア火元 

責任者等 

(正，副) 

 

防火管理者 

(正，副) 

自衛消防 

組織(各班) 

(解説図 3-2) 

防消火設備の 

維持・管理 

組織 

*主管課長には当直長
を含むものとする 

日常の 

火災防護活動 

の管理組織 

協力会社の 

所長 

改修工事の 
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の管理組織 

工事エリアごと 
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組織 

協力会社 

における 

防火管理組織 
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のための組織の編成，消火・通報・避難訓練の実施，消防設備等の点検・整備等，防火管

理上必要な業務を実施すること。 

(2) 防火管理者は原子力発電所ごとの実態に応じて適切な区域ごと等に火元責任者をおき，

防火管理に関する業務を円滑に遂行させること。 

(3) 火元責任者は，防火管理者を支援し，担当区域内の火気使用設備，電気器具等の維持管

理，火災発生のおそれがある行為の取締り及び火気の使用・取扱いに関する監視・監督，

その他火災予防に関する業務を実施すること。 

 

（解説3-2）「防火管理者の主な職務」 

防火管理者の主な職務を以下に例示する。 

(1) 消防法に基づく消防計画の作成・改正及び所轄消防機関に対する届出 

(2) 防火に関する指導，監督 

(3) 危険物等の火災予防に関する指導，監督 

(4) 消防用設備等の維持管理 

(5) 自衛消防組織の編成及び教育・訓練 

(6) 火元責任者の指名，担当区域の指定及び指導，監督 

 

（解説3-3）「火元責任者の主な職務」 

火元責任者の主な職務を以下に例示する。 

(1) 担当区域内の避難器具，避難口及び通路等の的確な管理 

(2) 消火設備の取扱いに関する習熟及び外観的な定期点検，整備 

(3) 担当区域内の火気使用設備，電気器具等の維持管理 

(4) 火災発生のおそれがある行為の取締り及び火気の使用・取扱いに関する監視，監督 

(5) その他，火災予防に関する事項 

 

3.2 自衛消防の組織，要員及び責任（消防法 第8条参照）（消防法施行規則 第3条第1項 イ参

照） 

(1) 自衛消防組織には，火災が発生した場合に，消防機関が到着するまでの間，消火活動を

適切に行い，被害を最小限に止めるため，常時対応可能な初期消火班を設置すること。な

お，初期消火班は隊員5名以上で構成する。 

                                                  （解説3-4）（解説3-5）（解説3-6） 

(2) 自衛消防組織は，大規模な地震時等にも，想定される火災への対処能力を保有しているこ

と。                                                                  （解説 3-7） 

(3) 初期消火班は消火活動の知識を有し，訓練を受け，技能を有する従業員で組織すること。 

 

  



 

１２ 

 

（解説3-4）「自衛消防組織」 

自衛消防組織の一例を下図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

解説図 3-2 自衛消防組織の例 

 

 

（解説3-5）「自衛消防組織の編成」（実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則第83条参

照） 

「自衛消防組織の編成」について，中越沖地震における原子力施設に関する自衛消防及び

情報連絡・提言に関するＷＧにおける提言を基に，「初期消火の体制」及び「自衛消防組織

体制の考え方」について解説する。 

(1) 初期消火の体制 

初期消火体制は 24 時間常駐を基本とし，初期消火班 5 名以上を含む常時 10 名以上

の初動要員の確保ができる体制を構築する。 

(2) 初期消火体制の考え方 

初期消火班として，化学消防車 1 台及びタンク車 1 台を配備・運用する場合，省力化

装備を具備しても，放水作業だけでも最低 5 名必要となる。加えて，指揮者(1 名)，消

防機関等との連絡調整要員(1 名)，消防設備を用いた初期消火，障害物の除去，放射線

監視等の初期消火活動に伴う諸活動の実施要員(3～4 名)といった人員も必要となり，

合わせて 10 名以上の要員が必要になる。 

なお， PDCA サイクルを通じて得られた評価結果に基づき，各原子力発電所の状況

等に応じて適切に人員を確保する。 

 

  

統括管理者 

班 員 

情報班長 安全班長 総務班長 広報班長 発電班長 保修班長 放射線 
管理班長 

班 員 班 員 

 
班 員 

 
班 員 

 
班 員 

 
班 員 

 

初期消火 
班長 

班 員 

 

初期消火班 

管理権原者 

(発電所長) 
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（解説3-6）「自衛消防組織の業務分担」 

自衛消防組織の具体的業務内容と役割分担の一例を下表に示す。 

1/2 

所属 業務の区分 業務内容 

管理権原者  ・自衛消防組織の総括 

統括管理者  ・管理権原者補佐，意見具申 

・自衛消防組織各班の活動掌握 

総務班 連絡 ・所内放送（火災発生，避難指示） 

・協力会社への連絡 

配車，輸送，資材 ・要員，資材等の輸送車両の手配管理 

・救急，資材運搬等の緊急輸送手段確保 

・災害対策活動に必要な資材の調達，手配 

救護 ・救護準備，救護活動 

人事管理 ・要員の労務管理 

・動員調査，実態把握 

・出退人員の集約，管理 

外来者対応 ・見学者，来訪者等の避難・誘導，案内，受傷事故等

確認 

・消防機関の火災現場への誘導 

広報班 広報 ・対外折衝（報道関係者・行政・地元案内者） 

・報道機関への発表 

情報班 記録 ・対外組織活動の記録 

・各種情報の収集，整理 

・指示命令等の記録，収集，整理 

連絡 ・社内外各所への情報連絡 

安全管理班 安全管理 ・災害時の対策措置に関する安全評価 

原子燃料 ・原子燃料の被害程度把握，管理対策 

放射線管理班 被ばく管理 ・消防機関・退出(避難)者の被ばく管理 

・除染の指示，指導 

出入管理 ・立入制限区域の管理 

・自衛消防組織員，消防機関の測定器，保護具等の着

用，使用方法指示 

・負傷者搬出 

・非常口での避難人員の確認，関係者以外の立入制限 

・消防機関の火災現場への誘導 

測定 ・モニタ類の指示値確認 

・火災現場周辺等のサーベイ 

・状況変化に関する消火活動者の周知徹底 
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2/2 

所属 業務の区分 業務内容 

放射線管理班 

の続き 

野外管理 ・モニタ車による構内外のモニタリング 

機材管理 ・放射線管理機材の管理持ち出し 

発電班 発電 ・火災発生時のページング放送 

・初期消火（初期消火班と兼務の場合） 

・災害拡大防止，必要な運転上の措置 

・プラントの緊急停止措置（準備） 

・自動起動消火設備の動作確認，手動設備の調査 

・危険物施設等の防護措置等 

発電支援 ・運転操作等の支援 

保修班 危険物管理 ・劇物，引火性及び爆発性物質等の撤去，管理 

・初期消火（初期消火班と兼務の場合） 

・危険物施設等の防護措置 

特殊作業 ・被害拡大防止に必要な電気等の応急補修作業 

・救助活動 

・立入制限区域の設定 

連絡 ・火災現場からの対策本部への情報連絡，指示伝達 

初期消火班 消火活動 ・初期消火（消防機関が到着するまで） 

・消防車や消火ポンプ等による消火活動 

・消防機関の消火活動支援（消防機関が到着以降） 

 

（解説3-7）「想定される火災」 

想定される火災とは，原子炉施設の設計の妥当性を評価する観点から安全評価上考慮す

べき火災（例えば，油等の引火性材料の火災，又は電気機器及び電気ケーブルの火災等）

を含め，原子力発電所の安全・安定な運転・運営の観点から想定される火災をいう。 
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4. 消防機関との連携（消防法施行規則 第３条第1項 ヌ参照） 

4.1 消防機関と自衛消防組織との役割分担 

(1) 防火管理者は，防火管理の適正を期するため，消防機関と連携を保つとともに，併せて火

災発生においても円滑な対応が可能となるよう，日頃から意志の疎通を図ること。  

             （解説4-1） 

(2) 事業者は，消防機関との間の役割分担，情報の提供及び合同訓練等に関し，協定等により

あらかじめ定めておくこと。                       （解説4-2） 

(3) 自衛消防組織については，地元消防機関と連携を図りながら改善すること。 

 

（解説4-1）「消防機関との連携」 

防火管理者は，以下のような項目で消防機関との連携を保つ。 

(1) 消防計画の届出 

(2) 教育・訓練指導の要請 

(3) 定期査察 

(4) 消防用設備等に影響を与えるような建物の新築又は増築若しくは改善，消防用設備の

仕様変更時の連絡及び法令に基づく諸手続きの実施 

(5) その他，原子力発電所の特徴を踏まえた防火管理に関する必要な事項の協議 

   （例）新燃料貯蔵庫等の禁水措置，プラントの安全機能に関係する電気設備の火災

対応 等 

 

（解説4-2）「消防機関との協定」 

事業者は，消防機関との協力関係を保つため，総務省消防庁「原子力施設等における消

防活動対策マニュアル」に記載の次の事項について事前に協定を締結することが望まし

い。 

(1) 事前の協力 

a. 消火活動における自衛消防組織との役割分担 

b. 放射性物質，放射線及び危険物の取り扱いに関する手順及び訓練 

c. 合同訓練 

d. 定期的な情報交換 

e. 管理権原者の責任と権限 

f. 放射線防護の資材の整備 

g. 相互に提供するべき情報 

h. 定期査察 

(2) 火災発生時の協力 

a. 現場指揮本部の所掌事項及び指揮権限 

b. 火災通報（通報の必要な情報，手段，通報が必要な火災規模等） 

c. 負傷者の救護 

d. 管理区域への進入手順 

e. 火災現場に消防機関が到着した時点で報告する事項 

f. 放射能汚染，放射線被ばく及び除染管理の責任と権限 
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g. 進入統制ライン，消防警戒区域，放射線危険区域の設定の責任と権限 

 

4.2 消防機関との情報交換 

火災防護活動に関し，消防機関と情報交換し，防火管理組織や原子力発電所の状況について

最新の情報を共有すること。  
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5. 教育・訓練 

(1) 防火管理者は，従業員に対して防火に関する教育・訓練，情報の共有を実施すること。ま

た，協力会社従業員については入所時の教育等により，防火に必要な教育・訓練，情報の共

有を行うこと。（消防法施行規則 第3条参照）          （解説5-1）（解説5-2） 

(2) 自衛消防組織に対して，火災防護計画に基づき火災防護活動に関する必要な教育・訓練を行

うこと。また，自衛消防組織の中核となるリーダを継続的に育成すること。 

（解説 5-3）（解説 5-4） 

(3) 火災時において，円滑な通報・連絡が実施できるよう，中央制御室，緊急時対策室，衛星電

話等を活用した通報・連絡訓練を行うこと。 

(4) 教育･訓練の効果を評価し，必要に応じて教育・訓練の内容を見直すこと。 

 

 (解説5-1）「教育・訓練項目」 

組織内の役割に要求される力量に応じた教育・訓練を実施する。 

(1) 主な教育項目を以下に例示する。 

a. 関係法令 

b. 火災防護諸規定 

c. 火災防護遵守事項 

d. その他火災防護管理上必要な事項 

(a) 可燃物管理（火災荷重管理含む） 

(b) 火気作業管理（監督者及び監視人の役割含む） 

(c) 内部火災影響評価及び外部火災影響評価（評価の概要，設備改造時の設計の考慮

すべき内容） 

(d) 火災防護設備の概要 

(e) 内部火災及び外部火災発生時に必要な手順・対応 

(f) 火災防護設備の補償措置 

(2) 主な訓練項目を以下に例示する。 

a. 消火訓練 

(a) 原子炉格納容器内火災を想定した訓練 

(b) 中央制御室制御盤内火災を想定した訓練 

(c) 消火設備取扱い訓練（消火器，消火栓，ガス消火設備手動起動） 

(d) 可搬型排煙装置取扱い訓練（ダクト等接続，起動停止操作） 

b. 通報訓練 

c. 避難・誘導訓練 

d. 救急･救助訓練 

e. 総合訓練 

f. 放射線防護の観点から管理区域内での火災を想定した訓練 

g. 消火設備の操作訓練 

 

（解説5-2）「情報の共有」 

(1) 火災事例等の共有 
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ニューシア等を活用し，火災等事故情報の共有を図るとともに，それらをわかりや

すい形で関係者に周知し，火災予防（火気管理，可燃物管理，消防設備の維持管理

等）に関する知識の向上を図る。 

(2) 教育に関する良好事例の共有 

原子力安全推進協会（JANSI）のホームページに掲載のデータベース等を活用し，

事業者間で火災防護に関する良好事例について情報共有し，各事業者の水平展開を積

極的に進め，火災予防の教育内容の充実に努める。 

 

 

（解説5-3）「自衛消防組織の教育・訓練」 

中越沖地震における原子力施設に関する自衛消防及び情報連絡・提供に関するＷＧにお

ける提言を基に，「自衛消防組織の訓練，効果の検証，計画の見直し」，「訓練に関する

良好事例の反映」，「自衛消防組織の訓練」について以下に解説する。 

(1) 自衛消防組織の訓練，効果の検証，計画の見直し 

策定した計画については，人員や消防車両等の配置，水源の確保，放水までの時

間等について，その確認を訓練時等に行い，消防機関等の協力を得つつ当該計画の

実効性を検証し，その結果を分析して，見直しを実施する。 

(2) 訓練に関する良好事例の反映 

消防機関と連携した消火訓練等に関する良好事例については，他の産業の事例も

含め，情報共有を行い，各原子力発電所等における消防訓練への反映を図る。 

(3)自衛消防組織の訓練 

a. 石油コンビナート等の自衛消防組織要員向けの訓練を実施している防災訓練所等を

活用した，実火による消防訓練の実施等も考慮する。 

b. 平素から，通常の消火訓練と併せて，防護服等の防災活動資機材を活用する消火訓

練を実施する。 

 

（解説5-4）｢中核となるリーダ｣ 

中核となるリーダは現場指揮者又は総括的な指揮者から人選することとし，教育等を通

じて，消防活動，放射線防護及びプラント施設等にも幅広く知識を有する者。これは社

員，委託員のどちらかに限定されるものではない。 
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6. 火災予防（消防法施行規則 第3条第1項 ロ～ホ参照） 

6.1 火災予防措置の確認 

(1) 最新の知見や各事業者の情報等を踏まえて必要に応じ火災予防措置の確認を実施するこ

と。 

(2) プラント設備配置，可燃物の貯蔵に変更が生じた場合には適切な火災予防措置が図られ

ていることを確認すること。 

 

6.2 消防用設備等の管理 

6.2.1 消火設備及び消火活動に使用する設備 

(1) 原子力発電所が保有する全ての消火設備及び消火器具の設置場所等を知ることができ

る図書を整備し最新化すること。                     （解説 6-1） 

(2) 上記の図書には，消火対象に適合した消火設備を明記すること。 

(3) 消火設備の取り扱いに関する図書を整備すること。 

(4) 想定される火災に対応した適切な消火設備を配備すること。また必要な安全防護装備

（空気呼吸器，防護マスク等）を適切な位置に配備すること。 

(5) 緊急時における運転員の中央制御室での運転操作及び中央制御室外停止盤への移動に

必要な安全防護装備（空気呼吸器，防護マスク等），また中央制御室及び中央制御室外停

止盤用の消火器具を設置すること。 

 

（解説6-1）「消防用設備等の図書整備」 

(1) 建設時等に作成された図書〔工事認可（変更）申請書，技術検討書，系統図，設備の

設計図書，取扱説明書，運転要領書，設備別操作基準等〕があれば，新たに作成する

必要はないが，保管場所を明確にし，設備等に変更があった場合には改定（申請）を

行い，図書を最新化しておく。 

(2) その他消火活動に流用できそうな設備及び代替水源（海水，河川水，他）を記述した

図書も整備しておくことが望ましい。 

 

6.2.2 消防用設備等の維持管理 

(1) 消防用設備，防火設備，火気使用設備，危険物施設，電気設備，通信設備，安全防護装

備等について適正な機能を維持するため，あらかじめ作成する保全計画等に基づき，定

期的に点検，整備を実施すること。                 （解説 6-2） 

(2) 点検，整備の結果は，その都度記録し，保管すること。 

(3) 点検，整備の結果，改善を要する事項を発見した場合には，遅滞なくその対策を講じる

こと。 

(4) 消防用設備等の機能低下又は機能障害が生じた場合に早急に対応できるよう，対応手

順を事前に作成し，必要に応じ適切な補修又は補償措置（例 巡視の強化，代替消火設

備の設置，代替電源の使用等）を早期に実施すること。なお，消防用設備等の機能低下

又は機能障害には，消防車等の移動式消火設備が現場へアクセスできない場合も含むも

のとする。                            （解説 6-3） 

(5) 最新の技術的知見等を踏まえて，必要に応じ，消防用設備等を見直すこと。 
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(6) 寒冷地にあっては消火用水の凍結がないことを寒冷期に確認すること。また，消火栓配

管等が外気温度低下により凍結のおそれがある場合は，必要に応じ適切な処置を講じる

こと。 

(7) 安全機能を有する構築物，系統及び機器の設置される区域における消防用設備，防火設

備，火気使用設備等について，転倒・移動の防止に係わる防火管理上の措置が講じられ

ていること。（消防計画作成ガイドライン参照） 

 

（解説6-2）「消防用設備等の点検」 

消防用設備等（消防法第17条の3の3に基づく点検を含む）の点検を以下に例示する。 

(1) 対象設備 

a. 火災感知設備 

b. 水系消火設備（スプリンクラ設備等） 

c. 原子炉格納容器スプレイ系（PWRのみ） 

d. ガス系消火設備（ハロゲン化物消火設備，二酸化炭素消火設備等） 

e. 手動消火設備（消火器，屋内消火栓設備等） 

f. 受動的抑制設備（耐火壁等：防火扉，防火ダンパ，貫通部シール） 

g. 可燃性ガス検出設備（水素濃度検出器等） 

(2) 点検内容 

a. 外観点検（感知器及び貫通部シール等の損傷の有無，防火扉の閉止状態） 

b. 機能確認（消火ポンプ等の定期運転，空調ダンパ動作確認） 

c. 配置確認（障害物等の有無，油回収装置の設置） 

(3) 消防自動車の点検 

a. 水源確認 

b. 泡消火薬剤確認 

c. 燃料確認 

 

（解説6-3）「消防用設備等の補償措置」 

消防用設備等の補償措置はプラント運転状態，防護対象の重要度等に応じて内容及び頻

度を決めること。消防用設備等の補償措置を以下に例示する。 

(1) 火災感知設備 

a. 火災感知器の機能喪失により，当該区画の感知機能に影響を及ぼすおそれがある場

合は，定期的に火災監視パトロール等を実施すること。 

b. 屋外の火災感知設備は，風水害の影響を受けた場合，当該設備の機能及び性能を復

旧するため，火災感知器の予備を保有し早期の取替えをする。 

(2) 消火用水設備 

a. 消火栓の機能喪失又は隔離弁の閉塞が継続する場合，使用可能な消火栓から機能喪

失した消火栓まで届く代替仮設ホースを準備すること。 

b. スプリンクラ設備の動作不良が継続する場合，影響が予想される区画に対し，定期

的に火災監視パトロール等を実施する。 

(3) ガス消火設備 
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a. ガス消火設備が機能喪失した場合，定期的に火災監視の実施又は火災感知設備が動

作可能であることを確認する。 

(4) 受動的火災抑制設備（耐火壁等：防火扉，防火ダンパ，貫通部シール） 

a. 耐火壁等が機能劣化又は機能喪失した場合，当該耐火壁等を境界とする火災区域又

は区画に対して継続的な火災監視の実施又は火災感知器が動作可能であることかつ

定期的に火災監視パトロール等を実施する。 

 

6.3 可燃物･発火源管理 

6.3.1 火災の想定箇所 

(1) 主な火災想定箇所 

主な火災想定箇所としては，燃料油や潤滑油等の発火性又は引火性物質を供給あるい

は内包する設備・機器を想定すること。               （解説6-4） 

 

（解説6-4）「主な火災想定箇所及び火元」 

発火性又は引火性物質を供給あるいは内包する具体的な設備・機器の例としては以下の

ものがある。 

・ディーゼル発電機 

・ディーゼル発電機ディタンク 

・ディーゼル発電機油貯蔵タンク（又は軽油タンク） 

・タービン発電機 

・タービン主油タンク 

・油清浄機 

・油計量タンク（又は油貯蔵タンク） 

・給水ポンプタービン主油タンク 

・補助ボイラ燃料タンク（又は重油タンク） 

・屋外変圧器 

・発電機密封油処理装置 

・EHC 制御油圧ユニット 

・充てん／高圧注入ポンプ（PWR のみ） 

・一次冷却材ポンプモータ（PWR のみ） 

・再循環ポンプ MG セット（BWR のみ） 

・給水ポンプタービン油清浄機 

・主給水ポンプ（又は給水ポンプ） 

・タービン動補助給水ポンプ（又はタービン駆動給水ポンプ） 

・ベイラ（固体廃棄物の圧縮減容設備） 

・制御用空気圧縮機 

・焼却炉又は溶融炉 

・洞道内の油絶縁ケーブル 

 

 



 

２２ 

 

6.3.2 可燃物の管理（消防計画作成ガイドライン参照） 

可燃性物質の効果的な管理のために，以下の事項を考慮して，可燃物管理基準等を策定し

実施すること。 

(1) 火災防止及び火災規模の抑制のために，安全機能を有する構築物，系統及び機器の設置

される区域における可燃物の持ち込み及び保管を制限すること。     （解説 6-5） 

(2) 発火性又は引火性の液体並びにガスを使用する場合は，適切な管理事項を定めること。 

(3) 発火性又は引火性の危険物の取り扱い 

発火性又は引火性の危険物の貯蔵，取り扱い等については，消防法等に定められる貯

蔵，取扱等の基準を遵守すること。また，危険物の取り扱い作業に関し，安全かつ正確

な作業順序及び取扱方法を定めること。（消防法 第10条参照）      （解説6-6） 

 

（解説6-5）「可燃物の管理」 

(1) 持込可燃物管理 

火災区域又は火災区画等は原則可燃物を持ち込まない。可燃物を持ち込む場合は，場

所に応じて，必要な管理を実施する。以下に可燃物管理の例を示す。 

a. 恒設機器及び点検等に使用する可燃物（資機材）の総発熱量が，制限発熱量を超え

ない管理を行う。 

b. 保管禁止措置を含め，恒設機器や点検等に使用する可燃物（資機材）の火災荷重

が，当該火災区域等で設定する火災荷重の上限を超過しないよう管理を行う。 

c. 点検等で使用する資機材（可燃物）の持ち込みと保管管理を実施する。 

d. 電気室等（安全補機開閉器室等）に可燃物を保管することを禁止する。 

e. 隔壁等として使用する鉄板を設置するケーブルトレイの上部には火災源を置かな

い。 

f. 重大事故等対処施設を設置する屋外の火災区域については，火災区域内外の境界付

近に可燃物を置かないこと。また，周辺の植生区域の除草等を実施する。 

g. 不要となった持込可燃物は速やかに処理する。 

(2) その他留意すべきこと 

a. 換気空調設備フィルタの不燃材料又は難燃材料（燃焼試験等で性能を確認したも

の）管理 

b. 貯蔵量の管理（ディーゼル発電機貯蔵燃料，水素及びアセチレンの貯蔵量管理等） 

c. 有機溶剤使用時の排気処置 

d. 可燃性の微粉・静電気管理 

 

（解説6-6）「発火性又は引火性の危険物の取り扱い」 

発火性又は引火性の危険物の貯蔵，取り扱い等，原子力発電所設備が火災の影響を受け

ることにより安全機能を損なうことのないよう，適切な防護措置を施すために設計上考慮

すべき事項については，「危険物の規制に関する政令」，「原子力発電所の火災防護指

針」(JEAG4607-2010）による。 

 

6.3.3 発火源の管理 
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(1) 発火源の使用を管理する手順を定めること。 

(2) 安全機能を有する構築物，系統及び機器の設置される区域において発火源を使用する

場合は適切な管理を行うこと。                   （解説 6-7(2)） 

 

6.4 作業時の防火管理 

(1) すべての火気使用作業について，潜在的な火災危険性を事前に検討し，設備や工事の状

況に応じた火災予防措置を講じること。             （解説6-7）（解説6-8） 

(2) 火気を使用する作業の開始前は，火災予防措置について防火管理者の許可を得ること。 

(3) 火気を使用する作業の開始前における周辺の可燃物等の除去，火気設備の確認，作業中

の火気管理，作業の完了後又は作業シフトの終わりに可燃物の除去や整理整頓の状況を確

認すること。 

(4) 消火設備等を供用除外する場合には，適切な補償措置を実施すること。 

 

（解説6-7）「火気使用作業時の注意点」 

(1) 火気を使用する工事等においては，責任をもって火気管理を行う者（作業責任者等）

を配置するなど，火気管理を徹底する。 

(2) 定期検査中には，運転中以上に火災発生に対して，以下のように注意を要する箇所や

設備がある。 

 a. 注意を要する主な発火源 

(a) ガスバーナ   

(b) グラインダ   

(c) 溶接機器 

 b. 注意を要する主な発火性又は引火性物質 

(a) 有機溶剤   

(b) 有機塗料   

(c) 水素   

(d) 潤滑油   

(e) 制御油   

(f) 燃料油 

(g) プラスチック固化材，アスファルト固化材   

(h) チャコールフィルタ 

(i) 可燃性養生用ポリシート 

(3) 作業が輻輳するため，個々の工事範囲では問題がなくとも周辺の作業の影響も無視で

きない。定期検査中等の作業時における対策例を以下に示す。 

 a. 作業箇所や安全上重要な機器に近接した区域等への不必要な可燃物の持ち込み制

限 

 b. 防火養生の実施 

 c. 火気使用の許可制度の運用 

 d. 火気使用時の消火器設置 

 



 

２４ 

 

 

（解説6-8）「潜在的な火災危険性」 

潜在的な火災危険性を低減するため以下の対策を実施する。 

(1) 溶接，切断，熱処理，研削等の高温作業手順を作成，実行し，必要に応じて，改定を

行う。 

(2) 喫煙は，あらかじめ定めた場所で行う。 

(3) 漏えいあるいは空気流試験のための火炎や火気による煙を使用する際は，防火管理を

十分に実施する。 

(4) 携帯可能な電気ヒータや燃料燃焼を伴う携帯可能なヒータを使用する際は，防火管理

を十分に実施する。 

(5) 高温の配管と高温面 

可燃性や爆発性の液体（ミストも含む）は，高温の機器・配管の表面に接触しない

よう注意する。可燃性や爆発性の液体（ミストも含む）が漏えいして断熱材に浸潤し

た場合には，高温の機器・配管で加熱されないよう注意する。 

(6) 電気設備 

a. 通電中の電気設備の周辺は，十分な間隔を取り，不要な可燃性物質や爆発性物質が

無いように保つこと。 

b. 作業用電源などに仮設電源（二次電池を含む）や仮設変圧器を使用する場合には，

電気的に適正な仕様のものを用いることに加え，転倒，移動，仮設ケーブルの踏み

つけ，異物の飛来などによる短絡防止措置が講じられていること。 

c. コンセント（仮設電源を含む）内部への異物混入を防止すること。 

(7) 有機溶剤の使用 

有機溶剤を使用する場合は，使用する作業場所の局所排気を行うとともに，可燃性

蒸気の滞留を防止すること。 

(8) 溶接作業時に，接地不良により電流が予期せぬ機器に回り込むことがないよう，接地

取付を適切に行うこと。 

(9) 自然発火する可能性のある物品(薬品，薬品又は油を含んだウエス，廃棄物等）の取

扱いについて，自然発火の対策を講じる。 

(10) 可燃性ガスが放出される可能性のある場所で使用する資機材には，資機材の使用に

より火災が発生しないよう措置を講じる。 

 

6.5 消防活動を支援する事前対策 

6.5.1 放射線防護対策の整備                 （解説 6-9）（解説 6-10） 

(1) 放射線防護に必要な手順，体制を整備すること。 

(2) 放射線防護に必要な，資機材や装備を検討し，整備すること。 

 

（解説6-9）「放射線防護に必要な手順，体制」 

放射線危険区域の設定等の判断材料を得るため，放射線防護に必要な手順，体制につい

ては，消防機関と事前に調整しておく。 
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（解説6-10）「放射線防護に係る資機材等の整備」 

放射線防護のために整備や保管場所の明確化が必要な資機材等には以下のものがある。 

(1) 個人被ばく線量測定器，放射線測定器 

(2) 放射線防護具 

(3) 放射線遮へい体 

 

6.5.2 救急･救助対策の整備        （解説 6-11） 

(1) 救急･救助に必要な体制を整備すること。 

(2) 救急･救助に必要な資機材や装備を検討し整備すること。 

 

（解説6-11）「救急・救助」 

(1) 負傷者等の救急搬送に係る体制，手順等については，消防機関，関係医療機関と事前

に調整しておく。 

(2) 救急・救助の対応準備としては以下のものがある。 

a. 安全な退避及び避難路を確保する。 

b. 火災の際に従業員の安全を確保するために，非常用照明を含め，適切な防護対策を

準備する。 

c. 救急隊員が救命措置できるように，適切な防護対策を準備する。 

 

6.5.3 避難・誘導対策の整備（消防法 第 8 条参照）             （解説 6-12） 

(1) 避難・誘導に必要な体制を整備すること。 

(2) 避難・誘導に必要な資機材や装備を検討し整備すること。 

(3) 避難経路を検討し整備すること。 

 

（解説6-12）「避難・誘導」 

避難・誘導体制，手順等については，消防機関と事前に調整しておく。 
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7. 火災発生時の対応（消防法施行規則 第3条第1項 リ参照） 

7.1 火災発生時対応への準備 

(1) 火災発生時の火災防護活動を行うために必要な手順書等を整備すること。また，あらか

じめアクセスルートを検討し，整備しておくこと。 

 （解説7-1）（解説7-2）（解説7-3） 

(2) 想定される火災によるプラントへの影響に応じ，機器の停止，プラント停止等の安全確

保上必要な処置をあらかじめ手順等に定めておくこと。   （解説7-4） 

(3) 火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な手順は，火災防

護計画を基に定期的に評価を行うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じるこ

と。 

 

（解説7-1）「必要な手順等」 

火災防護活動のため事前に策定が必要な手順等は以下のものが考えられる。 

(1) 火災時の情報収集手順 

(2) 火災発生時の情報伝達手順（原子力発電所内，消防機関，規制当局） 

(3) 初期消火活動手順 

(4) 消防機関の受け入れ手順 

(5) 消防機関の到着後の消火活動手順 

(6) 放射線危険区域の設定と管理手順 

(7) 放射線防護手順 

(8) 救急・救助手順 

(9) 避難・誘導手順 

(10) 鎮火確認手順 

(11) 鎮火後の情報発信手順（発電所内，規制当局） 

(12) 火災影響の調査手順 

(13) 放射能影響の調査手順 

(14) 火災原因の調査手順 

(15) 広報活動手順 

(16) 環境への影響調査手順 

(17) その他，火災防護活動のために事前に策定する必要があるもの 

原子力発電所における火災防護活動のため事前に策定が必要な手順等のその他の具

体例は以下のものが考えられる。 

a. 原子炉格納容器内における火災発生時の消火活動手順 

b. 中央制御盤内及び安全防護系シーケンス盤内における火災発生時の消火活動手順 

c. 水素濃度検知器が設置される火災区域又は火災区画における水素濃度上昇時の対応

手順 

d. 火災発生時の煙の充満により消火活動に支障が生じた際のポンプ室の消火活動手順 

e. 外部火災によるばい煙発生時の対応手順 

f. 外部火災による有毒ガス発生時の対応手順 

g. 消火設備の水源の優先供給に関する手順 
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h. モニタリングステーション及びモニタリングポストの火災発生時における代替措置

に関する手順 

i. 重大事故等対処施設を設置する屋外の火災区域への延焼防止対策 

j. 事前消火計画 

 

（解説7-2）「事前消火計画」 

事前消火計画は，現場へ出動する初期消火班等が活用することを意図し，あらかじめ定

めた消火活動に係る戦略，計画手順等として，以下のような項目を記載する。 

(1)火災エリアのハザード情報 

a. 想定される火災事象に関する情報 

b. 火災防護対象機器等，火災により機能喪失の可能性がある機器，設備のリスト 

c. 常設可燃物に関するハザード情報 

d. 煙，放射線，化学物質等のハザード情報 

e. 高電圧機器に関するハザード情報 

(2) 消火設備に関する情報 

a. 常設の消火設備に関する情報 

b. 火災の種類（電気火災，持込可燃物による火災等）に応じた消火剤の選定 

 （推奨される消火剤の提案を含む） 

c. 消火栓，消火器に関する情報 

(3)アクセスルートに関する情報 

a. 想定される火源への進入ルートに関する情報 

b. 初動対応を行うための自衛消防隊の集合場所 

(4)参考文献（図面等） 

(5)その他（その区画で特別に消火活動上注意喚起する情報等） 

 例：通常の通信手段が使えないケーブル洞道等での注意事項 

  ：煙の充満に対する排煙対策 

 

（解説7-3）「手順等の策定要領」 

(1)  策定する手順は，使い易さを重視し，必要に応じ統合する。 

(2)  必要に応じ，消防機関と協議を行う。 

 

（解説7-4）「安全確保上必要な処置」 

(1) 安全確保上必要な処置には，「原子力発電所の火災防護指針」（JEAG4607-2010）

の「火災の影響の軽減対策」の評価に用いた条件（可搬型消火器の効果を期待してい

る場合にはそれによる措置を含む。）が運転管理にあたって遵守されていることを確

認する処置も含まれる。 

(2) 地震災害時には火災が同時に複数発生することが想定され得るので，設置されている

消火栓設備，ガス系消火設備等の固定式消火設備の活用又は化学消防車等の移動式消

火設備の活用により対応することを地震災害時における消火活動の多様性として想定

しておき，想定される火災の態様及び発電所の事情を勘案して具体的な対応を検討す
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る。また，火災防護に必要な設備と火災防護管理とを組み合わせた必要な処置とし

て，例えば，地震後の巡視点検，消火対象の優先順位等をあらかじめ定めておくこと

も有効である。 

 

7.2 通報・連絡 

通報・連絡手段である専用回線，衛星携帯電話等について，維持管理を実施すること。 

 

7.2.1 火災状況の情報収集 

(1) 火災防護活動を効率よく，直ちに行うため，発生した火災について，場所，規模，燃焼

物，周囲の可燃物，延焼の可能性等に関する情報を収集すること。 

(2) 必要な情報収集を確実に行うため，情報収集項目をあらかじめ定めておくこと。  

 （解説7-5） 

 

（解説7-5）「情報収集項目」 

情報収集項目の例を以下に示す。 

(1) 発生時刻 

(2) 火災等の種別〔火災（一般，電気，油），爆発，放射性物質の漏えいの有無〕 

(3) 要救助者数と被ばく及び汚染の有無 

(4) 火災等の場所(施設名) 

(5) 消防機関の消防隊等が向かう事業所の構内の入口名又は施設名 

(6) 消火活動を行う際の被ばく及び汚染のおそれの有無 

(7) 燃焼物，火災等の状況 

(8) 管理区域の内外及び管理区域への延焼危険の有無 

(9) 線量当量率の程度 

(10) 放射性物質の拡散危険の有無 

(11) 既に実施した防護措置，消火活動等 

(12) 消防用設備等の配置状況及び使用状況 

(13) その他消火活動に影響を及ぼす事項 

(14) 通報者の氏名・所属・電話番号 

 

7.2.2 原子力発電所内への情報発信 

火災の情報は，あらかじめ定めておく手順により，原子力発電所内の従業員及び外来者に

正確かつ確実に伝達すること。                （解説 7-6）（解説 7-7） 

 

（解説7-6）「あらかじめ定めておく手順」 

火災による被害を最小限に止めるため，あらかじめ定めておく手順には，以下の例があ

る。 

(1) 通報・連絡ルート 

(2) 通報・連絡者及び連絡先 

(3) 火災発見者のとるべき措置 
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（解説7-7）「確実に伝達」 

火災情報を原子力発電所内の従業員及び外来者に確実に伝達するための手段として、ペ

ージング等の所内通信システム，PHS等の携帯通信システム等を活用する。また、これら

のシステムが活用できない場合を想定し，必要な情報を伝達できる代替手段についても考

慮しておくことが望ましい。 

 

7.2.3 消防機関への通報 

(1) 消火活動が円滑に実施されるよう，あらかじめ定めた方法で消防機関への通報・連絡を

直ちに行うこと。（消防法第 24 条参照）               （解説 7-8） 

(2) 地震時を含め確実に通報・連絡が行えるよう，通報・連絡に用いる専用回線，衛星携帯

電話等の通報・連絡設備は耐震性を有する場所に整備しておくこと。 

      

（解説7-8）「消防機関への通報・連絡項目」 

消防機関に通報･連絡する項目の一例を下表に示す。 

通報・連絡項目 主な内容 

a.火災発生時刻 － 

b.火災発生場所 管理区域内外，建屋・階・室，発生設備 

c.火災の種類 火災（一般，電気，油），爆発，放射性物質の漏えい及

び放射線影響の有無，その他 

d.発見時の火災規模 消火活動の状況（初期消火，自衛消防組織動員規模） 

e.消火活動の制限 消火活動を行う際の被ばく及び汚染のおそれの有無 

放射性物質の拡散危険性の有無 

f.負傷者の状況 有無，救助要否，人数，要救助者数と被ばく及び汚染の

有無 

g.避難状況 完了・未完，人数 

h.誘導者名 所属，氏名，電話番号 

i.連絡者 所属，氏名，電話番号 

 

7.2.4 規制当局への報告 

火災による事故・故障等が報告対象に該当する時は，消防機関への通報後，定められた手

順に基づき，その旨を直ちに規制当局へ報告すること。          （解説 7-9） 

 

（解説7-9）「事故・故障等の報告」 

(1)「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」第134条に基づく報告。 

(2) 火災による事故・故障等にあっては，原子力規制庁及び原子力規制事務所の職員への

連絡・報告を行う。 

 

7.3 火災発生時の運転管理 

火災の発生状況，火災によるプラントへの影響に応じ，別途定めている運転操作マニュアル
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等に従って機器の停止，プラント停止等の必要な処置を行うこと。 

 

7.4 消火活動 

7.4.1 初期消火活動 

(1) 火災発見者は，消火器等を活用し，延焼拡大防止を主眼とした消火活動に努めること。 

(2) 火災発見の連絡を受けた時は，直ちに初期消火班を火災現場に出動させること。 

(3) 初期消火班は直ちに消火活動に着手すること。（消防法第 25 条第 1 項） 

(4) 自衛消防組織の現場指揮者は消火活動要員を指揮し適切な消火活動を行うこと。 

 （解説 7-10）  

(5) 現場指揮者は，消火活動要員に対し，プラント機器への影響を考慮した消火方法につい

て的確に指示を行うこと。 

(6) 自衛消防組織は初期消火の段階から消防機関等との情報共有を図ること。 

(7) 火災状況に応じ適切な防護服（耐熱服又は防火服）を着用すること。 

(8) 消火活動にあたっては，内部溢水の影響を考慮し，必要最低限の消火水量に努めるこ

と。 

 

（解説7-10）「現場指揮者の任務」 

初期消火活動で留意する事項には以下の例がある。 

(1) 消火活動要員数，延焼範囲の把握 

(2) 火災発生現場の状況を把握し，消火活動要員の二次災害への安全に配慮するととも

に，消火活動要員に対し適切な任務分担，火災の発生した機器に適した消火方法，必

要に応じた消火活動用個人装備品（保護具等）の着用等を指示すること。 

(3) 管理区域内の火災においては放射線管理班の助言を受け，線量当量率及び空気中の放

射性物質濃度を常に把握するとともに，必要に応じた放射線防護用個人装備品（保護

具等）の着用等を指示すること。 

 

7.4.2 消防機関の受け入れ 

(1) 消防機関への対応者を，あらかじめ定め，情報提供できるようにすること。（消防法第

25 条第 3 項参照） 

(2) 消防機関が原子力発電所内に立入る場合には，手順に従い，直ちに立入りを可能にする

こと。 

(3) 消防機関の管理区域への入域，退域について，放射線管理班と協力し適切に行うこと。 

(4) 消防機関を，火災現場へ誘導すること。 

 

7.4.3 消防機関の到着後の消火活動 

(1) 消防機関が到着し，消火活動に加わった時点から，自衛消防組織は消防機関の指揮下に

入り消火活動に協力すること。                    （解説 7-11） 

(2) 自衛消防組織は，消火活動に必要な助言及び情報を消防機関に提供し，現場指揮本部の

設営に協力すること。(消防法第 25 条第 3 項参照)           （解説 7-12） 

(3) 消防機関の活動中，自衛消防組織は，消防機関に同行し，必要な情報を提供すること。                                

（解説 7-13） 
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(4) 必要に応じ，消防機関の消防警戒区域の設定及び管理に協力すること。 

(5) 管理区域の消火活動は以下の注意を払いながら，消火活動を行うこと。 

a. 放射線測定を実施しながら短時間で行うこと。 

b. 周囲の物品等には必要以外触れない等の汚染防止を図りながら行うこと。 

 

（解説7-11）「消防機関到着後の消防機関との協力」 

消防機関が到着し消火活動に加わる時点から，4.1節「消防機関と自衛消防組織との役割

分担」（協力関係を定めた協定書）に従い協力する。 

 

（解説7-12）「消防機関への情報提供」 

管理権原者は，統括管理者と協力の上，消防機関に対し，火災発生時の状況に関する次

の事項の報告，助言等を行う。 

(1) 建物状況 

a. 火災現場までの経路と緊急避難口等 

b. 注水及び破壊の禁止場所 

c. 立入り禁止場所とその理由 

(2) 放射線防護の状況 

a. 被ばく・汚染の可能性 

b. 汚染拡大の可能性 

c. 火災等が管理区域に係わるものか否か又は管理区域への延焼危険の有無 

(3) 要救助者の状況 

a. 要救助者の人数及び場所 

b. 要救助者の被ばく及び汚染状況 

(4) これまでに行った措置 

a. 線量当量率測定箇所と測定結果 

b. 消火活動及び救護活動の概要 

c. 放射性物質等の移動状況 

（消防機関から放射性物質の移動の要請があった場合にはプラントへの影響を勘案

し必要な処置をとる。） 

(5) 自衛消防組織が提供可能な資機材 

 

（解説7-13)「消防機関への同行」 

必要に応じ，次の情報を提供する。 

(1) 消火用設備等の設置場所等 

(2) 消火現場に進入する際の放射線防護上の注意事項 

(3) 建屋内の配置等 

 

7.5 消火活動を支援する活動 

7.5.1 放射線危険区域の設定 

消防機関が必要に応じて設定する放射線危険区域の設定に協力すること。 
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7.5.2 放射線防護 

管理区域内及び放射線危険区域の火災においては次の対応を行うこと。 

(1) 放射線レベルの測定及び防護活動は，自衛消防組織及び消防機関を対象として，出動

時から開始し，消火活動が終了するまで継続すること。 

(2) 放射線管理班は，放射線防護のための最良の方法を統括管理者に対し助言する。また，

消防機関の立入り後は，現場指揮本部の火災防護活動に協力すること。 

 

7.5.3 救急・救助等 

(1) 負傷者が発生した場合には必要な応急処置を実施し，直ちに医療機関に搬送すること，

又は消防機関の救急隊に引き渡すこと。 

(2) 応急処置を実施する場合には，放射性物質等による二次汚染に注意すること。 

(3) 放射線危険区域内で発生した負傷者は，原則として事業者が放射線危険区域外まで搬

送すること。 

(4) 消防機関の救急隊長（責任者）及び搬送先の医療機関に対して被ばく・汚染の有無を明

確に伝えること。 

 

7.5.4 避難・誘導等 

(1) 発生した火災による影響が予想される区域の従業員及び外来者に避難指示を行い避難

場所へ誘導すること。                        （解説 7-14） 

(2) 放射線障害の発生を防止する必要がある場合には，放射線源のある施設の内部にいる

者及び付近にいる者に避難指示を行い避難場所へ誘導すること。 

 

（解説7-14）「避難・誘導」 

(1) 誘導者の指示を遵守するように徹底させる。 

(2) 誘導にあたっては，明確に避難方向を知らせる。 

(3) エレベータは使用しない。 

(4) 避難者の人数を把握できている場合は，避難終了後，直ちに人員点呼を行い，逃げ遅

れた者の有無を確認する。 

(5) パニックが起きないよう，火災の状況，危険度の大きさを説明する。 
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8. 鎮火の確認及び鎮火後の処置 

8.1 鎮火の確認支援及び現場保持 

8.1.1 鎮火の確認支援 

管理権原者は，消防機関に火災状況，再発火の可能性等に関する情報を提供し，鎮火確認

を支援すること。 

 

8.1.2 現場保持 

管理権原者は，消防機関及び警察署の現場検証を受けるため，安全上支障がない限り，現

場の状態保持に努めること。 （解説 8-1） 

 

（解説8-1）「現場検証への協力」 

現場検証は，管理区域内及び放射線危険区域の火災等焼損箇所によって，汚染及び被ば

くのおそれがあるため，必要に応じて火災現場の線量当量率等を測定し，安全を確認する

とともに，終了後は汚染及び被ばくの有無を確認する。 

 

8.2 鎮火後の処置 

8.2.1 火災影響の調査 

(1) 鎮火後は，火災が原子力発電所に及ぼした影響，特に，安全上重要な構築物，系統及び

機器への影響度を調査し補修の要否を検討すること。          （解説 8-2） 

(2) 火災影響の調査にあたっては，設備の損傷だけでなく，熱，煙，水，消火薬剤等の影響

までを考慮すること。 

(3) 火災影響の調査後は，直ちに火災防護設備の復旧・整備を行い，火災防護計画に定めら

れた必要十分な機能が満足されていることを確認すること。 

 

8.2.2 放射能影響の調査 

(1) 鎮火後は，必要に応じ火災発生エリア及び敷地境界での線量当量率，放射性物質等によ

る汚染状況を調査すること。 （解説 8-2） 

(2) 上記(1)の調査の結果により，必要に応じて除染等の適切な措置を講じること。 

 

8.2.3 原子力発電所内への情報発信 

鎮火後，可能な限り早期に，原子力発電所の安全機能への火災影響，放射性物質等にかか

わる影響，原因等を従業員に対して情報発信すること。 

 

8.2.4 火災原因の調査 

消防機関と協力し，火災発生の原因を調査すること。（消防法第 31 条）  （解説 8-2） 

 

（解説8-2）「火災，放射能影響及び火災原因の調査」 

火災の規模，原因によっては，外部の専門家を含んだ調査チームを編成することが望ま

しい。 

 

8.2.5 再発防止 

火災発生の原因を特定し，原子力発電所の品質マネジメントシステムに定められた手順に
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従って再発防止のための処置を実施すること。また，処置には必要に応じて火災防護計画の

見直しを含めること。 

 

8.2.6 火災教訓の情報共有 

火災の原因・教訓については，原子力事業者間で情報共有し，未然防止処置に活用するこ

と。 
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9. その他 

9.1 広報活動 

火災発生時に適切な広報活動が実施できるよう体制を整備し，周辺住民に大きな混乱及び動

揺を与えないよう原子力発電所の安全機能への火災影響，放射能にかかわる影響，原因等を情

報発信すること。 

 

9.2 環境への影響管理 

火災により公衆，従業員及び環境に悪影響を及ぼすような放射性物質の放出が引き起こされ

ていないことを確認するため，放出量の監視を行うこと。また，管理区域の消火活動中に放水

した水は，適切に処理されていることを確認すること。 



 

 

 

 

 

 

 

 

【 附属資料 】 

 

 

 

「原子力発電所の火災防護管理指針」の制改定の経緯 

  



 

附属-１ 

 

1. 「原子力発電所の火災防護管理指針 JEAG4103-2009」の制定 

原子力発電所の火災防護対策に関し，昭和 40 年 6 月 15 日「発電用原子力設備に関する技術

基準を定める省令」（通商産業省令第 62 号），昭和 52 年 6 月 14 日「発電用軽水型原子炉施設

に関する安全設計審査指針」に設計上考慮すべき事項が追加された後，昭和 55 年 11 月 6 日「発

電用軽水型原子炉施設の火災防護に関する審査指針」が出され，国としての規制が整備された。 

これを受け，（社）日本電気協会では，火災防護設計・評価のための定量的かつ具体的な指針

として昭和 60 年に「原子力発電所の火災防護指針 JEAG4607-1986」を制定し，国内原子力発

電所においては，この JEAG4607-1986 に基づき火災防護設計を行ってきた。 

一方，平成に入って以降の国内外の原子力発電所での主要な火災事例の原因や再発防止対策，

IAEA OSART 等外部監査における防火管理に対する指摘事項，米国等における火災防護に関す

る規格化等の状況を踏まえ，火災発生の未然防止及び被害拡大防止のための運用・管理上の標

準的な考え方を指針として制定すべきとの気運が高まりはじめたことを受け，火災防護設計上

の配慮事項を規定した JEAG4607-1999 と協調をはかりつつ，平成 18 年度から本指針の検討

を開始した。 

その後，平成 19 年 7 月 16 日の新潟県中越沖地震で，原子力発電所の変圧器が損傷を受け油

火災が発生したため，原子力安全委員会原子力安全基準・指針専門部会火災防護対策分科会で

調査審議された「発電用軽水型原子炉施設の火災防護に関する審査指針」(平成 19 年 12 月 27

日一部改訂)及び総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会中越沖地震における原子力施

設に関する調査対策委員会の下に設置された｢中越沖地震における原子力施設に関する自衛消

防及び情報連絡・提供に関する WG｣報告書（平成 20 年 2 月）の内容も反映し,「原子力発電所

の火災防護管理指針  JEAG4103-2009」を制定し，国内原子力発電所においては，この

JEAG4103-2009 を指針として火災防護管理を行ってきた。 

 

2. 「原子力発電所の火災防護管理指針 JEAG4103-202X」の改正 

「原子力発電所の火災防護管理指針 JEAG4103-2009」の制定後，原子力発電所を取り巻く

環境は大きく変化した。平成 23 年 3 月 11 日に発生した福島第一原子力発電所事故を受け，原

子力規制委員会設置法（平成二十四年法律第四十七号）により原子力規制委員会が設置され，

新規制基準が施行され，原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十九年法律第十五号）により

2020 年 4 月 1 日には，新検査制度の本格運用が開始された。「原子力発電所の火災防護管理指

針 JEAG4103-202X」では，新規制基準に基づく審査対応を踏まえた運用管理面の事項及び新

検査制度の火災防護に係る検査ガイド等への対応事項及び知見について検討し，反映を行った。

あわせて，法規及び指針の改正をはじめとした国内の動向，海外規格類の改正情報，国内外の

火災事例等について調査を行い，最新の知見について可能な限り反映を行った。国内の原子力

発電所の火災事例については，平成 23 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震の際に原子力発電

所で発生した高圧電源盤のアーク火災等，前回制定以降に発生した火災事例の調査を行い，運

用管理面の知見を反映した。また，国内の火災事例では，原子力発電所のみならず，国内火力

発電施設の事象についても調査し，内容の充実を図った。 


