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福島第一原発Watcher 月例レポート 2019年1月

原子炉の状態

このレポートは、基本的に表題の年月に東京電力、原子力規制委員会、経済産業省その他から発表された福島第一原発の現況に関する資料の要点などを、
できる限り専門用語・略語を排してまとめ、理解に必要な最小限の解説を加えたものです。文中「イチエフ」とは、福島第一原発の略称です。

東京電力の発表によれば、 2019年1月のイチエフ1号機～3号機の原子炉は、各種の測定値・パラメータについて有

意な変動は見られず、総合的に「冷温停止状態」を維持しており、原子炉は引き続き安定状態を保っていると推定さ

れています。

2ページには、2019年1月31日第62回廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議においてイチエフ廃炉作業全般の

現在の主な取り組みとされた事項について、簡単な解説にハイパーリンクを埋め図示してありますのでご覧ください。

22ページからは、共同通信が配信する47社による47ニュースの【原発問題】参加新聞社のニュースサイトに掲載され

た記事、およびYOMIURI ONLINE(讀賣新聞web版)の福島原発サイトに掲載された記事から、イチエフの事故の後始

末、イチエフの廃炉およびそれらに関係する記事をピックアップしてあります。

今月は、元記事のハイパーリンクを貼った記事の見出しのみの掲載としました。ただし同一の事項を扱った複数（社）

の記事については行を空けずにそれぞれ掲載しています。各社の切り取り方の違いを比べてみるのも一興かと思い

ます。
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出典： 2019年1月31日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第62回） 資料「廃炉・汚染水対策の概要」

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/2-1.pdf

3号機燃料取り出しに向けた作業

安全点検で確認された不具合につ
いては対策を完了し、現在ケーブ
ル交換後の機能確認を進めてい
ます。

その後、燃料取り出し訓練⇒燃料
取り出し（輸送容器1基目）⇒振り

返り⇒更なる訓練⇒燃料取り出し
（輸送容器2基目～）のステップで
作業を進めていきます。
3月末の燃料取り出し開始を目標
にしています。

2号機オペフロ空間線量率の低減を確認

使用済燃料取り出しに向けて、オペフロ
低所の空間線量率の測定を実施しまし
た。

その結果、過去の調査結果に比べ大幅
な低下が確認されました。得られた結果
をもとに、ダスト飛散評価や遮へい設計
など、今後の作業計画立案に必要となる
汚染密度分布を評価していきます

0 主な取り組み （更新）

筆者注：オレンジ色の囲みには出典元のリンクを埋めてあります。

3/4号機排気筒からの落下物対応
1月9日、4号機廃棄物処理建屋周辺
に鉄板が落下していました。
この落下物は3/4号機排気筒の地上
76mにある、メンテナンス用足場材で
あると判断しました。

当該エリア周辺での作業はありませ
んでしたが、構内4か所の排気筒にお

いて安全を確保するため、区画・立ち
入り規制を行いました。原因究明を
進めるとともに、屋根付きの安全通
路等の物理的な対策を図ります。

1号機開口部養生に向けた作業の開始

使用済燃料プール保護等の実施に向
けて、 アクセスルートの確保、およびガ

レキ撤去時に小ガレキがオペフロより
落下するのを防止するため、開口部の
養生を計画しています。
3月頃まで実施し、その後、使用済燃料

プール周辺小ガレキ撤去に移行する計
画です。

1/2号機排気筒解体に向けて追加の安全対策を実施へ

崩壊予防のための上部解体に向けて、現在、解体装置
の実証試験を実施しています。

これまでの実証試験で得られた知見を踏まえ、更なる安
全対策の強化のために解体装置の改良やトラブル時の
対応訓練などを追加で行います。
このため3月まで実証試験を継続し、その後、解体装置
を構内へ移送・組立します。
排気筒の解体の着手は3月から5月に延期します。

2号機格納容器内部調査計画
2月中旬～下旬に予定してい

る原子炉格納容器内部調査
では、ペデスタル底部に確認
された堆積物の性状（硬さや
脆さなど）を把握すること等を
目的としています。

IAEAレビューミッション 最終報告書の公表
昨年11月5日～13日に受け入れた国際原

子力機関レビューミッションについて、最終
報告書が取りまとめられました。
同報告書については、1月31日、経済産業
省ウェブサイト、IAEAウェブサイトでの公表
を予定しています。

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/2-1.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-2-5.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-2-5.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-2-5.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-2-5.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-2-4.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-2-4.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-2-4.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-2-7.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-2-7.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-2-7.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-2-7.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-2-3.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-2-3.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-2-3.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-2-6.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-2-6.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-2-6.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-2-6.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-2-6.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-3-3.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-3-3.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2018/01/20190131008/20190131008.html
http://www.meti.go.jp/press/2018/01/20190131008/20190131008.html
http://www.meti.go.jp/press/2018/01/20190131008/20190131008.html
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注水冷却を継続することにより、原子炉圧力容器底部温度、格納容器気相部温度は、号機や温度計の位置によって異

なるものの、この 1 ヶ月において、約 15～25度（前月15～30度）で推移しています。

1 原子炉内の温度 （更新）

(トレンドグラフ)

※ 筆者注：次ページに8月・9月のプラント関連パラメータ値を掲載してあります

出典： 2019年1月31日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第62回） 資料「廃炉・汚染水対策の概要」

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/2-1.pdf

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/2-1.pdf
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(プラント関連パラメータ) （更新）

出典： 2019年1月31日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第62回） 資料「福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ」

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/1-1.pdf

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/1-1.pdf
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2018 年 12 月において、1～4 号機原子炉建屋から新たに放出される放射性物質による、敷地境界における空気

中放射性物質濃度は、定められた評価式を用いて算出した推定値で、Cs-134：2.8×10-12 Bq/cm3（前月約

1.8×10-12 Bq/cm3）、Cs-137：1.2×10-11 Bq/cm3 （前月約 3.1×10-12 Bq/cm3 ）、当該値が 1 年間継続した場合、

敷地境界における被ばく線量は、年間0.00029 mSv 未満（前月0.00022 mSv 未満、管理目標値：年間 1 mSv 未

満）と推定されています。

2 原子炉建屋から放出された放射性物質による外部汚染の程度（更新）

1～4号機原子炉建屋からの放射性物質（セシウム）による
敷地境界における空気中放射性物質濃度

(1年間の推移)
※ 筆者注：こちらは対数グラフです

出典： 2019年1月31日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第62回） 資料「廃炉・汚染水対策の概要」

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/2-1.pdf
2019年1月31日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第62回） 資料「原子炉建屋からの追加的放出量の評価結果（2018年12月）」

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-6-3.pdf

1～4号機原子炉建屋からの放射性物質（セシウム）によ
る
敷地境界における年間被ばく線量評価

(トレンドグラフ)

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/2-1.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-6-3.pdf
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2018年10月、格納容器内圧力や、臨界監視のための格納容器放射性物質濃度（Xe-135）等のパラメータについても有

意な変動はなく、冷却状態の異常や臨界等の兆候は確認されていません。

以上により、総合的に冷温停止状態を維持しており原子炉が安定状態にあることが推定されています。

3 その他の指標

※ 筆者注：
Xe-135（キセノン135）はウラン燃料が核分裂をした時に生じる放射性物質で、半減期は極めて短く約9時
間です。このためXe-135が増加したままになるのは、ウランの核分裂が継続して起きているときであり、
臨界に達していると考えられます。

出典： 2019年1月31日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第62回） 資料「廃炉・汚染水対策の概要」

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/2-1.pdf

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/2-1.pdf
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出典：2018年10月25日第59回廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議資料「廃炉・汚染水対策の概要」

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/11/2-1.pdf

東京電力は、2018年10月25日、第59回廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議において提出した下記出典資料

「廃炉・汚染水対策の概要」

の

4ページ「２．原子炉建屋からの放射性物質の放出」

において、

1～4 号機原子炉建屋から新たに放出される放射性物質による、敷地境界における空気中放射性物質濃度は、

Cs-134 約 1.4×10-11ベクレル/cm3及び Cs-137 約 1.1×10-10ベクレル/cm3と評価。放出された放射性物質に

よる敷地境界上の被ばく線量は 0.0011 mSv/年未満と評価。（筆者注：評価値は【放出量＝放射性物質濃度

×排気風量】を基本とする評価式に各種データ、パラメータを代入して計算した推定値）

と発表しました。

9月の敷地境界における空気中放射性物質濃度と敷地境界上の被ばく線量の評価値について、8月の評価値からの

増加を見てみましょう。

（8 月） →     （9 月）

Cs-134（単位ベクレル/cm3） 5.4×10-12 →  1.4×10-11

Cs-137（単位ベクレル/cm3） 3.1×10-11 →  1.1×10-10

被ばく線量 0.00045 mSv/年未満 →  0.0011 mSv/年未満

4 原子炉建屋から新たに放出された放射性物質量の評価についての考察

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/11/2-1.pdf
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出典：2018年10月25日第59回廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議資料「廃炉・汚染水対策の概要」

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/11/2-1.pdf

そして、このことについて、

・ 2018 年 9 月の評価上の放出量は、放出管理の目標値（筆者注：1 mSv/y）を十分下回ったが、前月と比較す

ると増加。

・ これは 2号機原子炉建屋オペフロ残置物撤去作業に伴い、オペフロ内の空気中放射性物質濃度が上昇した

ことで、評価上の放出量が増加したもの

と解説し、さらに

・ （筆者注：評価のための式は）過小評価となることを避けるため、建屋内の空気中の放射性物質濃度ならびに

排気風量に保守的な条件を仮定して評価していることから、実際の放出量は評価値より小さくなる。

・ また、当該作業中の 2 号機原子炉建屋開口部近傍（西側構台）のダストモニタならびにモニタリングポストには

有意な変動はなく、周辺への影響はない。

・ 今後、放出量評価を実際の値に近づけるため、建屋からの排気風量評価値を低減する対策として、10 月中

に原子炉建屋の開口部の一つである二重扉をシート養生し、開口部面積を低減する。

また、対策実施済の西側前室、ブローアウトパネルの隙間の開口部面積についても見直した上で評価を行う。

と説明を加えています。

なお、この記述は、同回の会議だけに提出された資料

「１～４号機原子炉建屋からの追加的放出量評価結果 2018年9月分（放出量評価の補足）」

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/11/3-6-4.pdf

をまとめたもののようです。

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/11/2-1.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/11/3-6-4.pdf


福島第一原発Watcher 月例レポート 2019年1月 原子炉の状態 1fwatcher.wordpress.com 9

（一部更新）

ここでは、前ページでの東京電力の説明のうち、

・ （補注：評価のための式は）過小評価となることを避けるため、建屋内の空気中の放射性物質濃度ならびに排

気風量に保守的な条件を仮定して評価していることから、実際の放出量は評価値より小さくなる。

・ 今後、放出量評価を実際の値に近づけるため、建屋からの排気風量評価値を低減する対策として、10 月中

に原子炉建屋の開口部の一つである二重扉をシート養生し、開口部面積を低減する。

また、対策実施済の西側前室、ブローアウトパネルの隙間の開口部面積についても見直した上で評価を行う。

という部分の、開口部面積を低減することによって評価放出量が減少するかどうかということについて、東京電力が発

表した8～10月の2号機オペレーティングフロア作業時の放射性ダスト濃度と原子炉建屋の開口の隙間及びﾌﾞﾛｰｱｳﾄ

ﾊﾟﾈﾙの隙間（下図参照⇒1月17日に福島第一廃炉カンパニーの社員の方に確認したところ、下図のブルーの上向きの

矢印は、左側が西側前室の開口の隙間からの放出を、右側が元のブローアウトパネル部からのフィルターを備えた排

気設備への放出を示しているそうです）の評価放出量のデータを検討します。。

まずこれらの数値をプロットした次ページのグラフをご覧ください。

原子炉建屋からの追加的放出量の評価結果（２０１８年８月）
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/10/3-6-3.pdf

原子炉建屋からの追加的放出量の評価結果（２０１８年９月）

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/11/3-6-3.pdf
1～4号機原子炉建屋からの 追加的放出量評価結果 2018年10月評価分 （詳細データ）

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/12/3-6-3-2.pdf

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/10/3-6-3.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/11/3-6-3.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/12/3-6-3-2.pdf
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グラフの青い折れ線は測定されたダスト濃度、オレンジ色の折れ線は評価放出量です。

重ね合わせた3段12列の表は上から、ダスト濃度が測定された日時、開口部である二重扉（前々ページの下右図をご

覧ください）の開閉状態、オペレーティングフロア上での作業の有無です。

この問題では、

左から3列目（9/14、二重扉は開いている、作業はなかった）と4列目（9/14、二重扉は閉じている、作業はなかった）、

7列目（10/3、二重扉は開いている、北西側作業）と8列目（10/3、二重扉は閉じている、北西側作業）、

11列目（10/30、二重扉は開いている、北東側作業）と12列目（10/30、二重扉は閉じている、北東側作業）をご覧くださ

い。

いずれも、測定されたダスト濃度は変わらないにもかかわらず、二重扉を閉めることで評価放出量は減少しています。

前々ページに示した東京電力の説明、開口部面積を低減することによって評価放出量が減少するということは確かな

ようです。

なお、先々月のレポート以来考察してきた、2号機オペレーティングフロア上での残置物撤去作業にともなう敷地境界

における空気中放射性物質濃度と敷地境界上の被ばく線量の評価値の上昇が、東京電力が言うように「評価上の放

出量が増加した」だけのものかどうかということについては、この後アップする「使用済み燃料プール対策レポート」で

考察することとします。
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5 循環注水冷却

1～3号機の原子炉は、注水冷却を継続することにより、現在は一定の範囲内の温度を保ち安定状態にあります。

事故直後は、この注水冷却の水源は大熊町の坂下ダムに求めていました。

しかしこれでは原子炉内で燃料デブリ等に接触し放射能で汚染された水が増えるばかりであることから、2011年6

月から新設のバッファタンク（浄化水を一時的にためておくタンク）を水源とする循環注水に移行しました。

さらに2013年7月からは水源の保有水量の増加・耐震性・耐津波性を向上させるため、水源を3号機復水貯蔵タン

ク（CST）に切り替えました。

そして2016年3月には1号機タービン建屋が循環注水冷却ラインから切り離され、10月には、汚染水の漏えいリスク

を低減するため、淡水化（RO）装置を4号機タービン建屋に設置し、循環ループを約3kmから約0.8kmに縮小し現在

に至っています。

出典：2018年3月1日廃炉・汚染水対策チーム会合事務局会議資料「廃止措置等に向けた進捗状況：循環冷却と滞留水処理ライン等の作業」
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/03/2-00-04.pdf

2016年3月31日東京電力株式会社
「１号機タービン建屋の循環注水ラインからの切り離し達成について～原子炉建屋からタービン建屋へ滞留水が流入しない状況の構築～」

http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/roadmap/images1/images1/d160331_06-j.pdf
2018年3月1日廃炉・汚染水対策チーム会合事務局会議資料5/6「廃止措置等に向けた進捗状況：循環冷却と滞留水処理ライン等の作業」

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/03/2-00-04.pdf

現在の循環注水冷却ラ
インの概念図

(1) 循環注水冷却の経過

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/03/2-00-04.pdf
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/roadmap/images1/images1/d160331_06-j.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/03/2-00-04.pdf
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原子炉注水冷却ラインの縮小という課題については、ロードマップ（第3版）では「燃料デブリ取り出しのための原子

炉格納容器の止水・補修作業を開始するまでに、原子炉格納容器からの取水方法を確立する。その上で、原子炉

注水冷却ラインの小循環ループ化（格納容器循環冷却）を図る」とされていました。

第4版においては「循環注水を行っている1～3号機については、タービン建屋等を切り離した循環注水システムを

構築した上で、原子炉建屋の水位低下等により、原子炉建屋から他の建屋へ滞留水が流出しない状況を構築す

る」となっています。

2017年12月の3、4号機間の連通部の切り離しに続き、2018年9月13日には1号機側、2号機側の滞留水水位が1号

機廃棄物処理建屋の床面（T.P.-36）を下回り、その後も安定して床面以下の水位を保っていることから、東京電力

は1、2号機間の連通部について切り離しを達成したと判断しました。

出典：2015年6月12日廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議「東京電力(株)福島第一原子力発電所の 廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」 （第3版）

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2015/pdf/0625_4_1c.pdf
2017年9月26日廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議「東京電力(株)福島第一原子力発電所の 廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」 （第4版）

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/09/4-02-02.pdf
画像出典：2018年9月27日第58回廃炉・汚染水対策チーム会合事務局会議資料

「建屋滞留水処理の進捗状況について（1,2号機間及び3,4号機間の連通部の切り離し達成）」

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/10/3-1-3.pdf

(2) 循環注水冷却の今後

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2015/pdf/0625_4_1c.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/09/4-02-02.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/10/3-1-3.pdf
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(3) 2系統ある注水冷却系のうち1系統の試験的停止について

格納容器内にある使用済み核燃料および核燃料デブリは、炉心スプレイ系（CS系）と給水系（FDW系）という2系統の循環注

水冷却系によって冷却されています（下図参照）。

東京電力は、原子炉注水設備に関する信頼性向上を目的として、以下の改造工事を計画・実施しています。

①1～3号機 炉心スプレイ系（CS系）注水ラインの一部PE管化（2018）

②2，3号機 給水系（FDW系）注水ライン他の改造（2017）

③処理水バッファタンク取替（2018～2019）

②の2，3号機 給水系（FDW系）注水ライン他の改造の際は、原子炉への注水をCS系のみで実施することになり、現在の注

水量3.0 m3/hでCS系単独注水の実績がないことから、東京電力は、CS系単独注水事前確認試験を行い原子炉の冷却状態

に対する影響を確認しました。

CS系単独注水は、2号機では2017年10月31日～11月7日まで、3号機では11月14日～11月21日まで実施されました。

試験期間において、監視パラメータとしていた原子炉圧力容器底部温度、格納容器温度、格納容器ガス管理設備ダストモ

ニタの指示値に「CS系単独注水に切り替えたこと」に伴う有意な変化はなく、原子炉の冷却状態に異常はないものと推定さ

れています。

出典：2017年11月30日第48回廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議資料「１～３号機原子炉注水設備の改造工事について」

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/10/3-05-02.pdf
2017年11月30日第48回廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議資料

「2, 3号機 給水系注水ライン改造に伴うCS系単独注水の影響確認試験の実施状況について」

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/11/3-05-04.pdf

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/10/3-05-02.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/11/3-05-04.pdf


福島第一原発Watcher 月例レポート 2019年1月 原子炉の状態 1fwatcher.wordpress.com 15

(4) 2号機 CS系のPE管化工事に伴う 燃料デブリ冷却状態への影響について

東京電力によると、2号機原子炉注水設備の炉心スプレイ系（CS系）ラインについて、信頼性向上の観点から、ス

テンレス製（SUS）フレキシブルチューブをポリエチレン管（PE管）に取り替える工事を実施しました。

工事中、2017年12月8日～12月25日の期間は給水系（FDW系）単独での運転となりましたが、8月22日～8月29日

においてFDW系による単独注水試験を実施しており、当該運転状態でも燃料デブリの冷却状態に問題がみられ

ないことは事前に確認済みでした。

この工事による燃料デブリ冷却状態への影響については、監視パラメータとしていた原子炉圧力容器底部温度、

格納容器温度、格納容器ガス管理設備ダスト モニタのいずれの指示値も、FDW系単独注水に切り替え時、さらに

＜PE管化したCS系を運用＞開始後にも有意な変化はなく、原子炉の冷却状態に異常がないことが確認されたと

のことです。

出典：2018年2月1日第50回廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議資料「2号機 CS系のPE管化工事に伴う 燃料デブリ冷却状態への影響について」

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/02/3-05-04.pdf
2017年9月28日第46回廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議資料「2,３号機 原子炉注水ラインのＰＥ管化工事に伴う

FDW系単独注水の影響確認試験の実施状況について」

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/09/3-05-03.pdf

（復水貯蔵タンク）

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/02/3-05-04.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2017/09/3-05-03.pdf
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(5) 循環注水冷却スケジュール （更新）

前、前々ページのように、東京電力は、原子炉注水設備に関する信頼性向上を目的として、循環注水冷却ラインについて様々

な改修工事を加えています。工事実施時においては、通常炉心スプレイ系（CS系）注水ライン・給水系（FDW系）注水ラインの2

系統で行っている原子炉循環注水冷却の一方を止めることもあります。

個々の停止実績および予定については、下および次ページの循環注水スケジュールをご覧ください。

出典：2018年7月26日第56回廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議資料
「3号機 炉心スプレイ系ラインのＰＥ管化工事に伴う給水系単独注水の実施状況について」

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/08/3-5-2.pdf 
2019年1月31日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第62回） 資料「循環注水スケジュール」

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-5-1.pdf

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/08/3-5-2.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-5-1.pdf
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6 原子炉格納容器ガス管理設備
(1) スケジュール（更新）

原子炉格納容器ガス管理設備は、原子炉格納容器内気体の抽気・ろ過等によって、環境へ放出される放射性物質の濃度及び

量を達成できる限り低減すること、および未臨界状態，水素濃度等の監視のため，原子炉格納容器内のガスを抽気することを

目的として、原子炉格納容器内に窒素ガスを封入しています。

当該設備の改修等のため一時的に運用を停止する場合があります。

個々の停止実績および予定については、下のスケジュールをご覧ください。

出典：2019年1月31日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第62回） 資料「循環注水スケジュール」
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-5-1.pdf

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-5-1.pdf
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6 (2) 窒素ガス分離装置Ａ及びＢの取替及び原子炉圧力容器窒素封入ライン二重化
（特定原子力施設に係る実施計画変更認可申請）

原子炉格納容器内窒素封入設備は、水素爆発を予防するために、原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内に

窒素を封入することで不活性雰囲気を維持することを目的として、専用のディーゼル発電機を備えない窒素ガス

分離装置A・B2台を事故直後1号機近傍の10 m盤に設置・運用し、2013年には専用のディーゼル発電機を備えた

Cを高台に新設・運用しています。

東京電力は2017年10月6日、原子力規制委員会に対し、津波時等の信頼性向上のため、A・BをCと同様の高台

に移設し、かつそれぞれに専用ディーゼル発電機を設置するという変更認可を申請しました。

出典：2012年12月25日東京電力「窒素ガス分離装置（C）の新設について」

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/121225/121225_01j.pdf
2017年10月6日原子力規制委員会「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 変更認可申請書」

http://www.nsr.go.jp/data/000206065.pdf
2017年10月6日原子力規制委員会「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.2 原子炉格納容器内窒素封入設備）」

http://www.nsr.go.jp/data/000206059.pdf

（現在の原子炉格納容器内窒素封入設備配置位置）

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/121225/121225_01j.pdf
http://www.nsr.go.jp/data/000206065.pdf
http://www.nsr.go.jp/data/000206059.pdf
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6 (3) 福島第一原子力発電所2号機原子炉格納容器内圧力の減圧試験の実施について

出典： 2018年6月28日第55回廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議資料
「福島第一原子力発電所2号機原子炉格納容器内圧力の減圧試験の実施について」

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/07/3-5-2.pdf
2018年12月27日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第61回） 資料

「福島第一原子力発電所２号機原子炉格納容器圧力の減圧試験(STEP2)の結果について」

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/13/3-5-2.pdf

イチエフの1～3号機の格納容器(PCV)は、前ページで紹介した装置による窒素ガスの注入とガス管理設備による排気

のバランスにより大気圧より高い圧力を維持し、水素濃度の上昇を抑制してきました。

とくにメルトダウン後に1・3号機のように水素爆発を起こしてしまっていない2号機については、1号機（大気圧+1.15

kPa）、3号機（大気圧+1.15 kPa ）より高い大気圧+ 3.0 kPa～5.5 kPaで運用してきました。

一方、今後、格納容器からの放射性物質の放出リスクを低減させ、また格納容器内部調査時における格納容器内外

の遮断（バウンダリ）開放作業等の作業性を向上させるために、格納容器圧力を下げていく必要性があります、

現在、2号機でも水素濃度上昇のリスクは低くなっており、東京電力は、1 kPa減圧した場合でも水素濃度上昇量は

0.1 %程度と低く、実施計画制限2.5 %（水素濃度管理値：1.5 %)に至るおそれはないと推定しています。

このため、2018年7月から約半年間の予定で、減圧試験を実施するとのことです。

試験の結果、プラントパラメータやダスト濃度に有意な変動は確認されませんでした。

本試験の結果を踏まえ、2018年12月1日よりPCVの設定圧力を大気圧+2 kPa程度を中心に、0 kPa～ 5.5 kPaを運用

範囲とし本運用しています。

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/07/3-5-2.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2018/13/3-5-2.pdf
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7 その他

東京電力が発表してきた原子炉の状態を表すデータの信頼性について（1）

3号機の温度計ケーブルに溶断が見つかっています。

2017年11月の「燃料デブリの取り出し準備」レポート88・89ページでレポートしたとおり、3号機格納容器内

部調査により、これまで3号機原子炉圧力容器底部の温度を測っていたとされていた温度計12本（このうち

3本は「実施計画」において運転上の制限からの逸脱を監視するために用いられていた）のケーブルが溶

断していたことが明らかになり、11月30日、東京電力はこれらの温度計を故障と判断し、原子力規制委員

会にもその旨報告しました。

しかしこれらの温度計は11月まで故障とはされておらず、原子力規制委員会に11月に提出した温度計の

信頼性評価の報告書においても、「監視に使用可」と評価されていました（9ページ）。

また、東京電力のホームページ上の「プラント関連パラメータ（水位・圧力・温度など）」においても11月29日

分までは、これらの温度計で測定したとされる温度が原子炉圧力容器底部の温度として公表されていまし

た。 出典： 1F-Watcher「月例レポート 2017年11月燃料デブリの取り出し準備」

https://1fwatcher.files.wordpress.com/2017/12/201711-05-debris4.pdf
2017年11月30日東京電力資料

「福島第一原子力発電所3号機原子炉格納容器（PCV）内部調査における一部の原子炉圧力容器（RPV）温度計ケーブル欠損について」
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2017/images2/handouts_171130_03-j.pdf

2017年12月1日東京電力 原子力規制委員会提出資料
「福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第３号機の原子炉内温度計並びに原子炉格納容器内温度計の信頼性評価について

（平成29年12月提出」

http://www.tepco.co.jp/press/release/2017/pdf2/171201j0201.pdf
2017年11月1日東京電力 原子力規制委員会提出資料

「福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第３号機の原子炉内温度計並びに原子炉格納容器内温度計の信頼性評価について
（平成29年11月提出」

http://www.tepco.co.jp/press/release/2017/pdf2/171101j0201.pdf
東京電力ホームページ「プラント関連パラメータ（水位・圧力・温度など）」

http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/pla/index-j.html

https://1fwatcher.files.wordpress.com/2017/12/201711-05-debris4.pdf
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2017/images2/handouts_171130_03-j.pdf
http://www.tepco.co.jp/press/release/2017/pdf2/171201j0201.pdf
http://www.tepco.co.jp/press/release/2017/pdf2/171101j0201.pdf
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/pla/index-j.html
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東京電力が発表してきた原子炉の状態を表すデータの信頼性について（2）

このことについて、12月18日の東京電力原子力定例記者会見において、木元原子力立地本部長代理は、

目視できない原子炉内の温度計の健全性を確認する方法は、現在のところ、温度計に直流電気を流しそ

の抵抗値を測定する（故障していれば抵抗値は無限大になる）方法しかないが、今回故障と判断した12本

の温度計について１2月13日に改めて測定したところでも、抵抗値は前回測定した値と同等の値を示して

いた。現在はこれらの温度計が示すデータが何を表しているかについてそれ以上の知見はないと語って

います（出典の動画の26分過ぎから36分過ぎまで）。

原子炉の状態そのものについては、木元氏が語る通り、他の温度計・ガス管理システム等、他のパラメー

ターから、冷温停止状態にあることは間違いないところではあると思われます。

しかし、これまで毎月、信頼性を確認したとし、公表してきたデータが、東京電力自身が今回故障していた

と判断した温度計で測定したデータであったことは、東京電力が公表してきたデータの信頼性を損なうもの

です。

温度計のケーブルの溶断という事実と、それにもかかわらずデータが採れてしまっていることの機序を明

らかにするとともに、温度計の信頼性を確認する方法を再検討し、データの信頼性を回復することが東京

電力に求められます。

出典： 2017年12月18日原子力定例記者会見
tp://live.nicovideo.jp/watch/lv309492085?ref=ser&zroute=search&track=nicolive_closed_keyword&date=&keyword=%E6%9D%B1%E4%BA%

AC%E9%9B%BB%E5%8A%9B+%E8%A8%98%E8%80%85%E4%BC%9A%E8%A6%8B&filter=+%3Aclosed%3A

http://live.nicovideo.jp/watch/lv309492085?ref=ser&zroute=search&track=nicolive_closed_keyword&date=&keyword=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%9B%BB%E5%8A%9B+%E8%A8%98%E8%80%85%E4%BC%9A%E8%A6%8B&filter=+:closed:
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8 イチエフに関する報道 （更新）

このスクラップのソースは、共同通信が配信する47社による47ニュースの【原発問題】参加新聞社のニュースサイト

http://www.47news.jp/47topics/e/200026.php

YOMIURI ONLINE(讀賣新聞web版)の福島原発サイト

http://www.yomiuri.co.jp/feature/TO000303/

に掲載された記事に限定します。行を空けずに掲載した記事は同一の事項を取り扱っています、また、見出しには

元記事のハイパーリンクを埋めこんであります。

なお記事の全文については有料でしか読めないものもあり、その先に進むかどうかは読者のご判断に委ねます。

2019.01.01 ANN 「原発 国民反対ではつくれない」 経団連会長

2019.01.15 共同通信 「原発再稼働どんどんやるべき」 福島事故後停止で経団連会長

2019.01.04 共同通信 中部電、原子力提携を他電力にも 勝野社長、安全性追求

2019.01.05 河北新報 ＜東電＞社長が会津若松で年頭訓示「廃炉事業の内製化に取り組む」

2019.01.05 福島民友新聞 廃炉機器の管理強化 小早川東電社長、３号機不具合を反省

2019.01.05 福島民報 協力会社と連携強化 東電社長、年頭あいさつで示す

2019.01.05 河北新報 ＜福島県警＞原発事故被災地警戒態勢を強化 新年度に人員増

2019.01.06 河北新報 原発被災地、児童生徒数の減少顕著 福島県内５町村の小中学校、来春は２割減に

2019.01.07 共同通信 海底の火山噴火、常時観測へ 規制委、原発審査に活用

2019.01.07 河北新報 ＜汚染廃試験焼却＞継続に理解を 大崎で中間報告会、住民は中止要求

http://www.47news.jp/47topics/e/200026.php
http://www.yomiuri.co.jp/feature/TO000303/
https://news.nifty.com/article/domestic/society/12136-159827/
https://this.kiji.is/457819827105891425?c=39546741839462401
https://this.kiji.is/453619149332661345?c=39546741839462401
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201901/20190105_63015.html
http://www.minyu-net.com/news/news/FM20190105-339632.php
http://www.minpo.jp/news/detail/2019010558953
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201901/20190105_61040.html
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201901/20190106_63034.html
https://this.kiji.is/454861903934424161?c=39546741839462401
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201901/20190107_13024.html
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2019.01.07 共同通信 老朽原発の必要性説明を、福井 西川知事、再稼働同意で

2019.01.08 河北新報 ＜原発事故＞除染土で常磐道盛り土 環境省計画に南相馬・小高行政区長が反対表明

2019.01.08 福島民報 原子炉冷却水タンク増強 第一原発１～３号機８日運用開始

2019.01.08 福島民報 「福島への責任最優先」 東電社長 被災６市町村訪問

2019.01.08 福島民報 廃炉遂行など要求へ 内堀知事８日来庁の東電社長に

2019.01.08 共同通信 新潟県産米の対中輸出再開 JA全農、横浜で出荷式

2019.01.08 共同通信 英原発計画中止へ日立に署名提出 環境保護団体、約2700人分

2019.01.08 讀賣新聞 福島第一２号機でトラブル、冷却水が一時停止

2019.01.08 新潟日報 放射性汚泥処理、新潟県「東電に請求」 知事が正式発表

2019.01.16 新潟日報 東電社長「処理費払う」写真あり 知事に回答 放射性汚泥問題解決へ

2019.01.08 共同通信 福島、被ばく線量分析論文に誤り 3分の1に評価、修正求める

2019.01.09 共同通信 被ばく論文「遺憾」と規制委員長 「信頼性を揺るがす」

2019.01.14 共同通信 福島・被ばく論文、撤回不可避に 伊達市からデータ再提供得られず

2019.01.19 共同通信 福島・伊達市、同意有無も提供 被ばく論文問題、調査委に報告へ

2019.01.09 中日新聞 原発発電量が前年比２・８倍 １８年実績、大飯再稼働が影響

https://this.kiji.is/454935712435520609?c=39546741839462401
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201901/20190108_61001.html
http://www.minpo.jp/news/detail/2019010859053
http://www.minpo.jp/news/detail/2019010859052
http://www.minpo.jp/news/detail/2019010859051
https://this.kiji.is/455300353250706529?c=39546741839462401
https://this.kiji.is/455302274487092321?c=39546741839462401
https://www.yomiuri.co.jp/feature/TO000303/20190108-OYT1T50074.html
http://www.niigata-nippo.co.jp/news/politics/20190108443175.html
http://www.niigata-nippo.co.jp/news/politics/20190116444733.html
https://this.kiji.is/455319602400609377?c=39546741839462401
https://this.kiji.is/455646505171764321?c=39546741839462401
https://this.kiji.is/457480718223590497?c=39546741839462401
https://this.kiji.is/459290264534484065?c=39546741839462401
http://www.chunichi.co.jp/article/fukui/20190109/CK2019010902000007.html
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2019.01.09 福島民報 第二原発廃炉決定時期、工程示さず 東電社長 知事要請に明言避ける

2019.01.09 福島民友新聞 東電社長「スピード感持ち検討」 第２原発・廃炉正式決定時期

2019.01.09 河北新報 ＜福島第２原発＞廃炉「スピード感持ち検討」東電社長、県知事と懇談

2019.01.09 河北新報 ＜指定廃焼却施設＞元作業員「適切な防護策なく作業」労働審判、訴訟に移行

2019.01.10 中日新聞 水中の核燃料保管量増「望ましくない」 規制委委員長

2019.01.10 共同通信 ヨウ素剤、子ども服用6割止まり 原発事故後に福島・三春町が配布

2019.01.11 河北新報 原発事故直後のヨウ素剤服用 ６割止まり 福島・三春の０～９歳児

2019.01.11 讀賣新聞 被曝防ぐヨウ素剤、服用指示も子供４割が使わず

2019.01.11 神奈川新聞 「被害踏まえ判断を」 原発避難訴訟原告団、横浜地裁に署名

2019.01.11 共同通信 旧避難区域で原乳出荷再開、福島 葛尾村、原発事故後初

2019.01.11 共同通信 オマーンが輸入規制を撤廃 原発事故後の日本産食品

2019.01.11 東奥日報 中間貯蔵施設の操業延期など補正、変更

2019.01.11 東奥日報 原子力規制委 1月18日に六ケ所再処理工場視察

2019.01.11 河北新報 ＜災害住宅＞収入超過世帯の割り増し家賃 福島県が減免 新年度から

2019.01.12 福島民報 よみがえれ葛尾の酪農 震災から７年１０カ月

2019.01.12 福島民報 「既に戻っている」 葛尾２４．９％、浪江４．９％

http://www.minpo.jp/news/detail/2019010959068
http://www.minyu-net.com/news/news/FM20190109-340491.php
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201901/20190109_63036.html
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201901/20190109_63015.html
http://www.chunichi.co.jp/article/fukui/20190110/CK2019011002000014.html
https://this.kiji.is/456017143944676449?c=39546741839462401
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201901/20190111_63008.html
https://www.yomiuri.co.jp/feature/TO000303/20190111-OYT1T50056.html
https://www.kanaloco.jp/article/382003/
https://this.kiji.is/456287732224984161?c=39546741839462401
https://this.kiji.is/456362227852739681?c=39546741839462401
https://www.toonippo.co.jp/articles/-/138010
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201901/20190111_61039.html
http://www.minpo.jp/news/detail/2019011259194
http://www.minpo.jp/news/detail/2019011259170
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2019.01.13 共同通信 原発事故当時の小6成人式 福島・飯舘村で再会喜ぶ

2019.01.14 新潟日報 原発再稼働判断、住民参加どう反映？ 研究者ら参加、新潟でシンポ

2019.01.15 福島民友新聞 原発事故の教訓、知見共有 国際シンポ、健康調査状況や課題発表

2019.01.15 共同通信 東京地裁、宝島社に賠償命令 双葉病院への名誉毀損認定

2019.01.16 福島民友新聞 「学校給食」福島県産食品40.8％ 不安薄らぎ震災前比率上回る

2019.01.16 福島民報 給食の４割県産食材 福島県内公立小中学校など ＪＡと連携、震災前上回る

2019.01.16 共同通信 避難区域に廃棄物捨て罰金、福島 当時作業員に30万～50万円

2019.01.16 共同通信 規制委「直ちに危険ないが議論」 警報なし津波、高浜原発影響評価

2019.01.17 共同通信 日立、英の原発新設計画を凍結 政府輸出案件、全て暗礁

2019.01.18 共同通信 「原発技術の強化は不可欠」 日立英撤退で官房長官

2019.01.18 福島民報 青ノリ収穫本格化 相馬・松川浦

2019.01.18 下野新聞 那須塩原市の放射線量率 全測定地、国基準クリア 福島原発事故後で初

2019.01.18 新潟日報 自主避難の家賃補助３月末で終了へ 県独自支援 福島県に合わせ判断

2019.01.19 河北新報 ＜汚染廃＞仙南で本焼却を新年度から開始 広域組合、議会に方針提示

2019.01.19 東奥日報 六ケ所・再処理工場配管ピットなど視察／規制委

https://this.kiji.is/457105873429382241?c=39546741839462401
http://www.niigata-nippo.co.jp/news/national/20190114444379.html
http://www.minyu-net.com/news/news/FM20190115-342133.php
https://this.kiji.is/457883119509324897?c=39546741839462401
http://www.minyu-net.com/news/news/FM20190116-342423.php
http://www.minpo.jp/news/detail/2019011659298
https://this.kiji.is/458215182653506657?c=39546741839462401
https://this.kiji.is/458193665631962209?c=39546741839462401
https://this.kiji.is/458560082793858145?c=39546741839462401
https://this.kiji.is/458835277430850657?c=39546741839462401
http://www.minpo.jp/news/detail/2019011859384
https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/122971
http://www.niigata-nippo.co.jp/news/national/20190118445260.html
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201901/20190119_13034.html
https://www.toonippo.co.jp/articles/-/141294
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2019.01.19 福島民友新聞 河川のセシウム...現在も濃度減少 南相馬・太田川、浪江・請戸川

2019.01.20 共同通信 旧避難区域に起業家集まれ 福島、拠点施設オープン

2019.01.21 共同通信 もんじゅ、100体完了できず 1月中、燃料取り出し

2019.01.21 福井新聞 もんじゅ燃料１００体取り出し断念 不具合続き計画完了せず定検へ

2019.01.22 中日新聞 「工程、体制見直しを」 もんじゅ、月内１００体断念で地元

2019.01.21 東京新聞 １１歳少女、１００ミリシーベルト被ばく 福島事故直後 放医研で報告

2019.01.22 福島民報 復興庁、具体策示さず 基本方針見直し骨子案

2019.01.22 福島民友新聞 「進捗・検証を踏まえ検討」 復興庁後継は具体案の明示先送り

2019.01.22 福島民友新聞 ＪＲ常磐線「夜ノ森駅舎」解体に着手 自由通路、待合室整備へ

2019.01.22 河北新報 ＜福島第１原発事故＞新駅舎で帰還待つ 「夜ノ森駅」解体始まる

2019.01.22 佐賀新聞 玄海原発に乾式貯蔵施設を新設 九州電力

2019.01.22 共同通信 玄海原発、貯蔵施設の新設申請 九電が規制委に

2019.01.23 佐賀新聞 玄海原発に乾式貯蔵施設 九電申請 使用済み核燃料対策 プール容量増強工事も

2019.01.23 佐賀新聞 核燃料「長期滞留では」自治体、県民に懸念

2019.01.23 西日本新聞 玄海原発に「乾式貯蔵」申請 使用済み核燃料 九電、保管能力拡大

2019.01.24 佐賀新聞 ＜玄海原発＞山口知事「貯蔵長期化は避けたい」 使用済み核燃料巡り

2019.01.26 佐賀新聞 使用済み核燃料の長期保存 玄海町長、容認発言を陳謝 「半永久とは思ってない」

2019.01.23 共同通信 Jヴィレッジ、4月20日再開 福島・楢葉町、最寄り新駅も開業
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2019.01.23 共同通信 研究依頼書に不審な記載、福島 伊達市被ばく論文

2019.01.25 共同通信 福島・伊達市の被ばく論文を削除 国の審議会、不同意データ使用で

2019.01.23 共同通信 薬局でヨウ素剤を事前配布へ 規制委専門家会合が了承

2019.01.24 中日新聞 県が省庁にヨウ素剤配布の改善要望 学校などに備蓄

2019.01.24 共同通信 避難区域空き巣500件か、福島 窃盗容疑で64歳男を書類送検

2019.01.23 京都新聞 社説：原発和解拒否 住民救済の姿勢欠ける

2019.01.24 河北新報 ＜原発ＡＤＲ＞東電拒否で打ち切り相次ぐ 住民批判「賠償の仕組み崩壊させる」

2019.01.24 福島民報 脱原発訴える 小泉元首相が二本松で講演

2019.01.24 東奥日報 慶大大学院遠藤教授「原子力発電は重要」／東通で講演会

2019.01.24 河北新報 東電社長が青森・東通を訪問 ３月末までに地域振興計画

2019.01.24 共同通信 福島県浪江町でイノシシを焼却 帰還困難区域の捕獲分

2019.01.25 共同通信 150時間連続で水素を製造 次世代原発の熱利用する開発へ

2019.01.25 福島民友新聞 「輸入規制緩和」要請 内堀知事が香港初訪問、相互連携強化へ

2019.01.25 福島民報 知事、香港で現状発信 輸入規制緩和へ意見交換

2019.01.25 福島民報 「営農再開」「再開意向」４０％ 避難区域の農家、個別調査

2019.01.25 共同通信 東電労組、春闘で年収3％増要求 人材確保へ初任給上げも
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2019.01.26 共同通信 「河川のセシウム濃度減少」 日本原子力研究開発機構の調査

2019.01.27 福島民友新聞 富岡から郡山...「避難」訓練 原子力災害想定、町民ら300人参加

2019.01.27 福島民報 国内外で行き詰まった原発（１月２７日）

2019.01.28 福島民報 第二原発廃炉「国が前面に」４４．８％ 県民世論調査

2019.01.28 共同通信 福島第1デブリ初接触へ装置公開 2月に取り出し可能か調査

2019.01.29 河北新報 ＜福島第１＞デブリに「指」で接触 ２号機の調査機器公開

2019.01.28 共同通信 青森知事に核燃料税の還元を要請 原発関連の立地市長

2019.01.29 東奥日報 核燃税交付金 上限撤廃要求／下北4市町村

2019.01.28 共同通信 再処理工場、審査合格確実 国の核燃サイクル中核施設

2019.01.28 東奥日報 原燃再処理工場 安全審査合格へ作業加速

2019.01.28 共同通信 もんじゅ、燃料取り出し終了 目標を未達、7月に再開

2019.01.29 東京新聞 腐食ドラム缶、点検に１４年 ４万６０００本 当初の５０年から短縮

2019.01.29 東京新聞 東海村の高放射性固体廃棄物 貯蔵庫廃止へ検討会

2019.01.29 河北新報 国の基準以下の汚染牧草、焼却が完了と一関市発表

2019.01.29 新潟日報 規制委、新検査制度を試行 柏崎原発 ２９日から
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2019.01.29 共同通信 原発汚染土保管の情報施設が開館 31日に、福島・大熊町

2019.01.30 福島民友新聞 工事情報センター31日開所 大熊、中間貯蔵施設の工事概要など周知

2019.01.30 河北新報 中間貯蔵の今発信 情報センターあす開所 福島・大熊

2019.01.29 共同通信 外部電源の喪失想定で訓練、青森 六ケ所村、日本原燃再処理工場

2019.01.29 河北新報 ＜原子力規制委＞再処理工場審査大詰め 原燃、最終補正書提出へ

2019.01.30 東京新聞 空間放射線量を公開測定 那須 除染土埋め立て現場で

2019.01.30 福島民報 実証試験施設を公開 中間貯蔵の除染土処理システム

2019.01.30 下野新聞 線量測定を住民に公開 実証試験現場で環境省 那須

2019.01.30 福島民友新聞 18年水揚げ前年比２割増 福島県沖・試験操業３漁協、4000トン

2019.01.30 共同通信 東京電力、3年連続で減益 顧客減や燃料費増加が響く

2019.01.30 共同通信 茨城・東海村で放射性物質漏れ 作業員9人汚染なし

2019.01.30 河北新報 電源喪失を想定し訓練 青森六ケ所再処理工場で３７０人参加

2019.01.31 共同通信 原発賠償金で2億超詐取の容疑 男2人を逮捕、福島県警

2019.01.31 佐賀新聞 核ごみ地層処分で説明会 ２月５日、唐津市民会館
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