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～4号機使用済燃料ブーjしからの燃料取り出しが完了レまし疋。1～3号機の燃料取り出し、 燃料デプリ（，主 I）取り出しの開始に向け｜順次作業を進めています～
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～汚染水対策は、下記の3つの基本方針に基づき進めています～
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東京電力ホールデイングス（株）福島第一原子力発電所の廃比措置等に向けた中長期ロードマップ進捗状況 （概要版）
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1号機原子炉建屋カバー壁パネル取り外し開始

1号儲使用済燃料ブールからの燃料取り出しの支障となる原子炉建屋よ部
のガレキ撤去に向け、 9月より全18枚の壁パネルの取り外しを開始しますω

壁パネルの取り外レに先立ち、
万が一のダスト飛微に備えだ俄水
設備の設置、崩蕗しだ屋根上部の
小ガレキ吸引を行いまレだのまた、
i前港しだ匡根下80のガレキにも届
くよう、側面四万から飛飢防i上剤
を散布していますL

壁パネルの取り外し後は、建屋 t
力／'iーの住・梁を改造し、防風
シートを設置します。
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陵側遮水壁の状況
湾側について、 3/31より凍結を開始し、ほとんど

の範囲がO℃以下となっています。温度の悟下が遅れ
ていだ箇所に、 6/6より補助工法を実施し、進1歩に
伴って温度低下レています。また、 湾側の凍結によ
り、降雨の影響による一時的な変動はあるが、陪mu
遮氷壁濁！WIのj白木水位が凍結開始前よりもfff.くなコ
ており、 4rn盤（陸mu；底水壁より海側）への地下水流
入量が減少し始めています。
山側について、 6i6より95弘に凍結範囲を！広大レ、

陸側遊水壁内外で地下水位差が肱大する兆候が見え
始めています。温度f底下が遅れている箇所に、 8パO
より補助工法を実施していますの
引さ続さ、凍結状況、陸側湿氷壁内外地下水也差、

4m懲への地下水流入量等の確認を行いますυ

3号機 4号機

20τ61313旬

2納町愉

労働環涜の改善に
向けた作業員への

アンケー卜
発宿所で作業される作業員の方々

の労働関慢の回醤に向け、毎年定期
的に実施しているアンケート（ア回
目lを8/25より実施します。
9月にアジケートを回収し、 11

月にアンケート結果を取りまとめ、
労働環境の改善に活かしていきます。

また、前回のアンケー卜以降に実
施した、コンビニ開店、シ・＼？ワー設
問、防謹装備の軽減等の労働環i寛政
蓄の如黒についてち、本アンケート
にて確認していきます。

廃炉作業ニーズの
公開による

知見・技術提案の募集
福島第一原子力発電所の廃炉作

業にあ疋つては、これまでち圏内
外技術を活用していますが、今後
更に有望な国内外の叡智を結集す
ペく、東京電力の技術提案ホーム
ヘージ内広、新たに廃炉作業にお
IJる技術ニーズを発信するページ
を設け、広く適用可能な知見や技
術を募集します。

総国体廃棄物焼却設備の停止 lr 2号機原子炉格納容器 1 r s.e号機送電線の
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原子炉建屋からの追加的放出量の評価結果
(2016年7月）
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【開価手法】

〉 1～4号機原子炉建屋からの放出量（セシウム）を目原子炉建屋上部等の空気中放射性物質濃度（ダスト濃

度），逮続ダストモこう担及び気象デ－骨等の値を基に評価を実Sffi.（詳細な評価手法については別紙参照）

〉 希ガスについては． 絡納容総ガス管理~備における分析結果から放出量を評価しているが，放出されるガ

ンマ線実効エネルギーがセシウムに比べて小さく，被ば〈経路も放射性雲の通過による外部被ぱくのみと

なるため．二れによる彼f;J'.（線量は．セシウムによる彼It（線量に比べて極めて小さいと評価している。
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1～3号機からの放射性物質（セシウム）の一時間当たりの

放出量

l～3号機からの放射性物質（セシウム）の一時間当たりの放出量
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”価計量同期

・ 敷地続界の年間被ばく線量を最大で約 0.4ミリシーベルト／年（暫定値）と評価（これ

までに既に放出された放射性物質の影響を除く）。
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