
福島第一原発Watcher 月例レポート 2022年4月 原子炉の状態 1fwatcher.wordpress.com

（短縮版） 原子炉の状態 月例レポート 2022年4月

4月26日現在の1～3号機原子炉では、原子炉格納容器（以下、PCV）空調機戻り空気温度が、1号機15.6 ℃（前

月13.2 ℃）、 2号機 ：24.3 ℃ （前月 22.0 ℃ ） 、3号機 21.2 ℃ （前月 20.2 ℃ ） 。

PCVのXe-135 濃度は、1号機A系：9.26×10-4 Bq/cm3（前月末1.07×10-3 Bq/cm3）、2号機A系：検出限

界値【1.3×10-1 Bq/㎝3】未満（前月末も同じ）、3号機A系：検出限界値【1.9×10-1 Bq/㎝3】未満（前月末も同じ）

と、有意な変動は見られていません（5ページ）。

筆者注︓ PCVのXe-135濃度濃度を測定しているガス放射線モニタは、1号機は半導体検出器、2・3号機はシンチレーション検出器なっていま

す。機種の違いの詳細および理由は分かりません）

3、4ページには、2月のイチエフ廃炉作業全般の主な取り組みを示しています。3ページではイチエフ構内の平面

画像に主な取り組み事項を配置してあります。4ページは各事項の簡単な解説です。ページ間では各ボックス冒

頭の＜T1＞＜R2＞等の記号で照合してください。青地のボックスは今月東京電力が主な取り組みとして示した

もの、黄色地のボックスは以前のレポートで示した取り組みの続報等筆者が重要だと思ったものです。

いずれのボックスも原資料があるものはそのハイパーリンクを埋めてあります。廃炉に向けた進捗状況を概観す

るためにご利用ください。

4月のイチエフ内のインシデント・事故情報は、25ページをご覧ください。

47ニュースのイチエフに関する報道（28ページ）では、ウェブサイト47ニュース「原発問題」に掲載された全ての

記事の、本文へのリンクを貼った見出しを、【イチエフの廃炉】・ 【イチエフ事故の後始末】 ・【原子力発電、核施

設】および月によって変わる中区分等に分けて紹介してあります。

（筆者注：ウェブサイト47ニュース「原発問題」サイトは2021年5月から二つ存在し、2022年2月下旬からは旧来のサイトでは共同通信配信記事の
みの掲載となっています。本レポートでは4月15日分から新しいサイトをクリッピングのベースとします）

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。
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概要

短縮版：3月末、筆者の不注意で編集用pptxファイルを壊してしまい、修復中です。修復が終わるまでの期間、概要・新しいレポート・更新情報・続報、および修
復の終わったページのみの短縮版でアップロードします。2022年3月以前のレポートは、 https://1fwatcher.wordpress.com/ でご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/decommission/information/implementation/pdf/2_2_9.pdf
https://www.47news.jp/national/gen-patsu?page=1
https://1fwatcher.wordpress.com/
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概要に戻る

0 主な取り組み（更新）

<T6>汚染水対策
豪雨リスクの早期解消のた
めD排水路の延伸工事は4
月21日に上流側立坑に到達

<R1> 使用済み核燃料プール対策
（1/2号機SGTS配管撤去作業
3月27日 SGTS配管切断時にワイ
ヤーソーの刃が配管に噛み込み停止。
作業中断中
（※ 次ページに解説はありません）

<T7>汚染水対策
2021年度汚染水発生量評
価と建屋への地下水流入
抑制対策の検討状況

<T5>その他
浜通りにおける廃炉産業集積の取り組み

<T2>使用済み核燃料プール対策（1号機）
大型カバーの再設置に向け、4月13日より原
子炉建屋にアンカーを設置するための孔あ
け作業を開始

<T1>燃料デブリの取り出し準備（1号機）
原子炉格納容器内部へ投入したROV-
A2カメラへの浸水により調査中断中

<T3>燃料デブリの取り出し準備（2号機）
X-6ペネ前に設置中の隔離部屋の不具合に
よりX-6ペネのハッチ開放は先送り

<T4>使用済み核燃料プール対策（2号機）
燃料取り出し用の構台設置に向けた地盤改
良工事が4月19日に完了

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2022/04/3-1-5.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2022/04/3-3-4.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2022/04/3-1-2.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2022/04/4-1-1.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2022/04/3-2-3.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2022/04/3-3-2.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2022/04/3-3-3.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2022/04/3-2-4.pdf
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概要に戻る

<T1>燃料デブリの取り出し準備（1号機）1号機の原子炉格納容器（以下、
PCV）内部調査は、3月16日に発生した地震後、PCVの水位低下が確認
されたため中断しています。
その後確認された水中ROV-A2のカメラへの浸水による映像不良の原因
を調査した結果、ケーブル被覆に生じたしわに損傷が確認されました。
東京電力は、調査ルートの一部変更や、ケーブル被覆にしわの発生を抑
制するための作業手順の変更により再発防止を行うとしています。
現在、調査再開に向けて必要なPCV水位を安定的に確保できるよう注水
量を調整中です

<T2>使用済み核燃料プール対策（1号機）
大型カバーの設置に向けて、原子炉建屋の西･北･東の外壁面調査が完了、
4月13日より原子炉建屋にアンカーを設置するための孔あけ作業が開始さ
れました。
被ばくリスクを低減するため、遠隔操作型のアンカー削孔装置を用いるとと
もに、ダストを吸引しながらの作業のようです。
構内ダストモニタによるダスト濃度監視では、これまでのところ、有意な変動
がないということです。

<T3>燃料デブリの取り出し準備（2号機）
2号機燃料デブリ試験的取り出し作業の準備として実
施中の隔離部屋設置作業において、隔離部屋の据え
付け状態を確認したところ、X-6ペネの取手を収納す
るゴム部に損傷が確認されました。また、隔離部屋の
遮へい扉の動作不良も確認されています。
X-6ペネのハッチ開放は隔離部屋設置後に着手を予
定しているため、東京電力は、隔離部屋で確認された
損傷箇所への対応を検討中とのことです。。

<T4>使用済み核燃料プール対策（2号機）
建屋周辺では、燃料取り出し用の構台設置に向け、
2021年10月から進められていた地盤改良工事が4月
19日に完了。東京電力によると、今後、構台基礎の設
置に向けた作業に進みます。
構外では、鉄骨の地組作業を実施するためのヤード
整備が3月18日に完了。7月からの鉄骨の地組作業に
向かいます。
建屋内では、原子炉上部の遮蔽設置作業が5月末に
完了する予定とのことです。

<T5>その他
東京電力によると、廃炉事業に必要な開
発、製造、運用、保管、リサイクルを浜通
りで一貫して実施し、復興と廃炉の両立を
実現していくため、2020年代に設置を予定
している 「燃料デブリ取出しエンジニアリ
ング会社」 及び「廃炉関連製品工場」 に
ついて、東京電力においてパートナー企
業と基本合意に至ったということです。

<T6>汚染水対策
豪雨リスクの早期解消のためのD排
水路の延伸工事において、2021年9
月から掘進工事が進められ、1月の下
流側立坑到達に続き、4月21日に上
流側も到達したということです。

<T7>汚染水対策
東京電力は、建屋屋根補修及び建屋周
辺のフェーシングなどの汚染水対策を進
めた結果、2021年度の汚染水発生量は
約130m３/日となり、降雨時の建屋流入
量が抑制されたと評価しています。今後、
1-4号機山側のフェーシングや1号R/Bの
屋根補修対策により、2025年内の汚染
水発生量約100m3/日以下の抑制目指
すとしています。
さらに、3号機の建屋貫通部等の調査や
止水の施工試験を行うことの検討等、地
下水流入量が多い号機において局所的
な止水対策に取り組むとしています。
最近ほころびの目立つ汚染水対策の柱
である凍土壁についてどのような見通し
を持っているのか知りたいところです。

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2022/04/3-3-2.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2022/04/3-2-3.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2022/04/3-3-3.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2022/04/3-2-4.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2022/04/4-1-1.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2022/04/3-1-5.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2022/04/3-1-2.pdf
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出典︓ ︓ 2022年4月27日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第101回）資料「福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2022/04/1-1.pdf

概要に戻る

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2022/04/1-1.pdf
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概要に戻る

1 原子炉内の温度 （更新）

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 15～30 ℃（前月15～25 ℃）で推移しています。

出典︓ ︓ 2022年4月27日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第101回）資料「廃炉・汚染水・処理水対策の概要」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2022/04/2-1.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2022/04/2-1.pdf
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概要に戻る

2 (1) 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）

東京電力によると、2022 年3月における1～4号機原子炉建屋からの追加的放出量の算定値は、1.2×104 Bq/h未

満(前月9.5×103 Bq/h未満)と放出管理の目標値（1.0×107 Bq/h）を下回っています。そして、この算定値による敷

地境界における空気中放射性物質濃度は、Cs-134：2.2×10-12 Bq/cm3（前月1.7×10-12 Bq/cm3）、Cs-137：

2.0×10-12 Bq/cm3 （前月 1.4×10-12 Bq/cm3 ）であり、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 4.0×10 -5 mSv 未満（前月3.0×10 -5 mSv 未満）であり、管理目標値年間1 mSvを満足する気体放出

による評価値 3.0×10 -2 mSvより十分小さいと推定しています。

1～4号機原子炉建屋からの放射性物質（セシウム）の
放出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)

1～4号機原子炉建屋からの放射性物質（セシウム）の放出による
敷地境界における被ばく線量評価の年間推移

※ 筆者注：こちらは対数グラフです

出典︓ 2022年4月27日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第101回）資料「廃炉・汚染水・処理水対策の概要」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2022/04/2-1.pdf

2022年4月27日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第101回）資料「1～4 号機原子炉建屋からの追加的放出量の評価結果（2022 年 3 月） 」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2022/04/3-6-3.pdf

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2022/04/2-1.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2022/04/3-6-3.pdf
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概要に戻る

3 その他の指標 （更新）

東京電力によると、2022年3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。

出典︓ ︓ 2022年4月27日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第101回）資料「廃炉・汚染水・処理水対策の概要」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2022/04/2-1.pdf

※ 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。

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2022/04/2-1.pdf
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(6) 原子炉格納容器循環注水冷却（の停止） 第Ⅲ期

① 福島県沖地震 (2021年2月13日)のイチエフへの影響、および地震から分かったこと

2021年2月13日夜福島県沖を震源としたマグニチュード7.3の地震が発生し、イチエフは震度6弱の揺れにみまわれまし

た。この地震によりイチエフ構内で起きた主要なこと、またこの地震をきっかけに分かったことを、以下に列挙します。

・ 5・6号機の各原子炉建屋の上部にある使用済み核燃料プールから水の一部があふれ出ました。東京電力は

建屋外への流出は確認されておらず、外部への影響はないとしています（14日東京電力発表）。

・ 処理水や浄化途中の汚染水を入れているタンクのうち、少なくとも20基前後の位置が最大5センチ程度ずれま

した。東京電力は、水漏れやタンクの損傷は確認されていないとしています（18日東京電力発表 9ページ） 。

・ 1・3号機原子炉格納容器（以下、格納容器）の水位が低下していることが分かりました（19日東京電力発表）。

・ 1号機の格納容器圧力が低下していることが分かりました（21日東京電力発表）。

・ 22日の原子力規制委員会の第88回特定原子力施設監視・評価検討会の席上で、東京電力は、3号機の原子

炉建屋に昨年設置した地震計2基が故障していたにもかかわらず、修理などの対応をせず放置していたため、2

月13日に発生した地震の揺れのデータが記録できていなかったことを明らかにしました（第88回特定原子力施

設監視・評価検討会 会議映像）。

・ 22日、東京電力が、2月1日から1〜3号機の水位データの採取を終了していたことが分かりました（おしどりマコ

twitter）。

本レポートでは、このうち、今後の廃炉作業への影響も懸念される、1・3号機格納容器の水位低下と、1号機格納容器

圧力の低下について、現時点で分かる限り、何が起こっているのかを掘り下げてみます。

（次ページに続く）
概要に戻る

https://www.tepco.co.jp/press/mail/2021/1574276_9004.html
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2021/1h/rf_20210218_3.pdf
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2021/1h/rf_20210219_1.pdf
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2021/1577425_9004.html
https://www.youtube.com/watch?v=rpWMysJeKyg
https://twitter.com/makomelo/status/1363737694363291650/photo/1
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➁ a 福島県沖地震 (2021年2月13日)のイチエフへの影響、および地震から分かったこと

1号機では、2019年10月に行われた1号機核燃料デブリ注水冷却停止試験 において、水位を温度計T2 付近まで下げ

たところで、原子炉格納容器（以下、PCV）圧力が低下し、注水再開後、水位を温度計T2付近まで上げたところでPCV圧力が元

に復しています。東京電力は、この高さがこれまでに損傷が確認されていた真空破壊ラインベローズの設置高さとおおむね一致

したことから、PCV水位が損傷個所を下回ると、損傷個所が空気中に露出し、そこからPCV内空気が漏えいし、PCV圧力が低下

したたのだろうと推論しています（2020.1.30 『1号機 燃料デブリ冷却状況の確認試験の結果について』14ページ）。

この推論を今回の1号機PCVの水位と圧力との挙動に重ね合わせると、今回の地震発生後、1・3号機PCVの水位が低下し、か

つ1号機の格納容器圧力が低下していることから、1号機PCVでは、これまでに損傷が確認されていた真空破壊ラインベローズ

より下部の損傷が拡大したか、新たな損傷が生じ、そこから冷却水が漏れることでPCV水位が真空破壊ラインベローズ以下に

低下し、真空破壊ラインベローズが空気中に露出し、そこからPCV内空気が漏えいしPCV圧力が低下したと考えられます。

核燃料デブリの環境への影響の最大の防波堤であるPCVおよび周辺機器の脆弱性が懸念されます。 (次ページに続く)

参照

概要に戻る

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/01/3-5-2.pdf
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b 2月25日廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第87回）以降の推定

下部2図を含む標記会議資料において東京電力は、1号機原子炉格納容器（以下、PCV）の水位の低下および圧力の

低下の状況と原因について、前ページの筆者の推定とほぼ同じ推定をしています。27日現在、温度計T2付近まで水位

は下がり続けているようです。

概要に戻る

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2021/02/1-6.pdf
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下部2図を含む標記会議資料において東京電力は、3号機PCVの水位低下の原因については、主蒸気配管の伸縮継

手部からの漏えいが従来から確認されていたことにとどめています。しかし、3月1日現在、水位は主蒸気配管が通って

いる貫通部下部を超えて低下しています。 損傷の拡大（推定）と水位の低下に戻る

３号機PCV水位の変化（東京電力日報デー
タから筆者が計算）

日付
水位（底
部から）

前日との
水位差

地震前と
の水位差

単位 mm mm mm
地震前の水
位

6,380

2021/2/19 5,579 -801 -801
2021/2/20 5,570 -9 -810
2021/2/21 5,549 -21 -831
2021/2/22 5,549 0 -831
2021/2/23 5,529 -20 -851
2021/2/24 5,520 -9 -860
2021/2/25 5,509 -11 -871
2021/2/26 5,518 9 -862
2021/2/27 5,499 -19 -881
2021/2/28 5,500 1 -880
2021/3/1 5,519 19 -861 概要に戻る

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2021/02/1-6.pdf
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③ 1・3号機原子炉格納容器の水位

3号機については、2021年4月2日『福島第一原子力発電所の状況について（日報）』によると、プラントパラメータに異常がなく、

原子炉格納容器（以下、PCV）水位も、2021年2月13日以前の水位約 6.4 m から 90 cm 減で安定していることから、4月2日、

監視強化から通常の監視に戻したということです。

1号機は、『1,3号機原子炉格納容器（PCV）の水位低下について（続報2）』によると、3月22日、水位が水位計L2 （T.P.+5,664

mm）を下回ったため、核燃料デブリ冷却用注水量を 3.0 m3/h→4.0 m3/hとし、23日の『同（続報4）』によると、水位は水位計 L2

上に復し、26日の『同（続報6）』によると注水量を 3.0 m3/hに戻しています。また1号機では接点式の水位計しか設置しておら

ず、連続的に水位データを追えませんが、4月の水位は温度計T2（T.P.+5,964 mm）水位計L2 （T.P.+5,664 mm）との間にあるよ

うです。

また3号機については、 4月5日から4月22日の期間、原子炉注水停止に伴いPCVの水位がどの程度まで低下するのか影響を

確認し、さらに今後の燃料デブリ取り出し関連作業に向けた知見拡充を図るため、3号機の原子炉注水設備において、原子炉

注水を一時的に停止する試験（3号機原子炉注水停止試験）を実施しました。

詳しくは次ページをご覧ください。

さらに1号機では、2021年度、地震があった際のリスクを低減するため、水位を低下させる計画が発表されました。

※ この1号機の水位低下計画についてのレポートは、今後の核燃料デブリの取り出し準備の一環と思われますので、「核

燃料デブリの取り出し準備2021年4月レポート」173ページ～「(3) 原子炉格納容器（以下、PCV）内部状態の変更」内の176ペ

ージ～「b 1号機 原子炉格納容器水位低下計画について」に移しましたので、そちらをご覧ください。

（次ページに続く）

概要に戻る

https://www.tepco.co.jp/press/report/2021/1592375_8989.html
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2021/1587525_9004.html
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2021/1587625_9004.html
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2021/1588975_9004.html
https://1fwatcher.files.wordpress.com/2021/05/202104-05-debris.pdf
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④ 1号機 原子炉格納容器の水位の経過について

（2021年5月の経過）

1号機の原子炉格納容器（以下、ＰＣＶ）水位は、「福島原子力事故に関する定期更新 2021年（日報）」によりますと、5月1日

から6日までは、温度計T2（T.P.+5,964 mm）と水位計L2(T.P.+5,664 mm)の間にありましたが、7日には水位計L2(T.P.+5,664

mm)を下回り、注水量が約3.0 m3/hから約4.0 m3/hへと増量されました。この結果11日、水位は温度計T2（T.P.+5,964 mm）

超に復し、注水量は約3.0 m3/hへ戻されています。この不安定な水位を受け、10日に計画されていたPCV注水量変更計画

が延期されています。

18日には総注水量約3.0 m3/hのうち、炉心スプレイ系と給水系が半々だったのが給水系一本での約3.0 m3/hに変更されまし

た。理由は不明です。

21日になると水位は再び温度計T2（T.P.+5,964 mm）付近となり、さらに24日には温度計T2（T.P.+5,964 mm）を下回り、30日

には、水位計L2(T.P.+5,664 mm)も下回ったため、31日に注水量を約3.0 m3/hから約4.0 m3/hへと増量。6月1日に水位計温

度計T2（T.P.+5,964 mm）超まで復すという挙動を繰り返しています。

なお2月13日地震の前のPCV底部からの水位は約175 cm、水位計L2(T.P.+5,664 mm)のPCV底部からの水位は約92 cmです。

（2021年6月の経過）

上記の注水量の増量により、6月1日、水位は再び温度計T2（T.P.+5,964 mm）超に復し、6月3日以降、水位計L3（T.P.+6,264

mm）付近にあるようです。

また、接点式の水位計であるL2(T.P.+5,664 mm)については、6月1日、水位がT.P.+5,964 mm超であるにもかかわらず、接点ON

（水没）とOFF（非水没表示）を繰り返している状態ということであり、信頼性に疑問が生じています。

出典︓2021年5月30日東京電力資料「1,3号機原子炉格納容器（PCV）の水位低下について（続報13）」一原子力発電所 1号機および3号
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2021/1612077_9004.html

2021年6月1日東京電力資料「福島第機原子炉格納容器における水位低下について（続報）」
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2021/1h/rf_20210601_1.pdf

2021年6月1日東京電力資料「福島第一原子力発電所 1号機および3号機原子炉格納容器における水位低下について（続報）」
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2021/1h/rf_20210601_1.pdf

概要に戻る

https://www.tepco.co.jp/press/mail/2021/1612077_9004.html
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2021/1h/rf_20210601_1.pdf
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2021/1h/rf_20210601_1.pdf
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⑤ 2021年2月13日地震による1・3号機原子炉格納容器の損

傷の拡大（推定）と水位の低下について

2021年2月13日深夜、福島県沖を震源とする地震が発生しました。福島第一原子力発電所では、現行基準地震動（水平方向）

600 Galに対して6号機で235.1 Galの揺れでした。

従来から原子炉格納容器（以下、PCV）の損傷が推定されていた1，3号機においては、地震前の冷却注水量3.0 m3/hにより、1

号機ではPCV底部より約175 cm、3号機では約638 cmの水位が保たれていました。しかし2月19日以降水位の低下が続き、3

号機では4月1日、約548 cmまで約90 cm低下したところで安定しました（前々ページ既報）。

1号機は、一時は約92 cmまで水位が低下しましたが、冷却注水量を3.0 m3/hと4.0 m3/hとの間で調節、試行錯誤するとともに、

連続して水位を測定できる圧力計を追加設置し、6月7日に冷却注水量を3.5 m3/hとすることで約152 cmで安定を得ました。

これらのことから、3号機では、これまでに損傷が確認されていた主蒸気配管の伸縮継手部より下部に新たな損傷が発生 、

1号機では 、これまでに損傷が確認されていた真空破壊ラインベローズの損傷規模が 0.5 m3/h程度拡大したと推定されます

（下図）。

出典︓2021年2月15日東京電力資料「地震発生後の福島第一原子力発電所の状況について」
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2021/1h/rf_20210215_1.pdf

2016年1月21日東京電力資料「福島第一原子力発電所検討用地震動・津波に対する建屋検討結果」
https://www.nsr.go.jp/data/000137503.pdf

2021年7月29日東京電力資料「1号機 原子炉格納容器における水位安定の状況について」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2021/07/92-3-6-2.pdf

参照

概要に戻る

https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2021/1h/rf_20210215_1.pdf
https://www.nsr.go.jp/data/000137503.pdf
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2021/07/92-3-6-2.pdf
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概要に戻る出典︓ ︓ 2022年4月27日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第101回）資料「循環注水冷却スケジュール」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2022/04/3-5-1.pdf

(7) 循環注水冷却スケジュール （更新）

東京電力は、原子炉注水設備に関する信頼性向上などを目的として、循環注水冷却ラインについて様々な改修を加えていま

す。改修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、下の循環注水スケジュール表をご覧ください。

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2022/04/3-5-1.pdf
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(4) 新規に設置したＲＶＨラインを用いた窒素封入設備の通気試験

「原子炉格納容器ガス管理設備」ページでレポートした通り、窒素封入設備のうちA、Bは、震災直後にT.P.8.5m盤に設置した設備であ

るため、東京電力は、津波対策としてT.P.33.5m盤の高台へ移し、同時に、窒素ガス分離装置A 及びBを取替え（2019年3月現在、装置

本体を収納したコンテナ、発電設備、電気計装品コンテナ等を設置済み） 、並びに非常用電源を多重化するため専用ディーゼル発電

機を新設します。

合わせて信頼性向上のため、1～3号機原子炉圧力容器(RPV)封入ラインを二重化します。新設装置への切り替えは、原子炉への窒素

封入に影響がないように既設装置を流用しながら実施することとしています。

2019年6月、1号機において、2系統の窒素封入ラインのうち、新たに設置したRVH ラインを用いた窒素封入設備の通気試験を実施して

います。通気試験における新設RVHラインおよび既設JP ラインそれぞれの窒素封入量の変更量については出典3をご覧ください。

出典︓2019年8月24日東京電力「原子炉格納容器内窒素封入設備１～３号機原子炉圧力容器封入ライン二重化及び窒素ガス分離装置A，B取替工事について」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-5-5.pdf

2019年3月26日福島県「福島第一原子力発電所現地確認報告書」
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/330661.pdf
2019年6月東京電力「福島第一原子力発電所の状況について（日報）」

https://www.tepco.co.jp/press/report/2019/1515154_8985.html

窒素ガス分離装置（B）のLOC逸脱に戻る

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2019/3-5-5.pdf
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/330661.pdf
https://www.tepco.co.jp/press/report/2019/1515154_8985.html
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東京電力によると、窒素ガス分離装置B に関し、下記のようなLCO（実施計画に定められた運転上の制限）逸脱が

生じたとのことです。（下線は筆者）

4月24日、窒素ガス分離装置の運転をB/CからＡ/Ｃへ切替を実施したところ、停止した窒素ガス分離装置Bについて、

免震棟集中監視室の監視画面において③出口流量の指示値が減少しないことを確認した。その後の調査において、

現場操作盤で警報(4月21日2:14発報)が発生していることを当直員が確認。また、その他の関連パラメータを確認した

ところ、4月21日以降窒素ガス分離装置Ｂの ①窒素濃度及び ③出口流量の指示値に通常の変動がなく一定となって

いることを確認した。

当直長は、上記のことから、実施計画で要求される事項（「封入する窒素の濃度が99 ％以上であることを毎日１回確認

する」）を行うことができていなかったとし、4月24日13:40に「運転上の制限逸脱」を判断した。

なお、窒素ガス分離装置Bの窒素供給の停止を現場の ③出口流量の指示値( 0 Nm3/h )で確認、またＡ/Ｃ運転時の

パラメータ（窒素濃度，出口流量等）に異常がないことを確認し、当直長は「運転上の制限逸脱からの復帰」を同時刻

13:40に判断した。

4月21日以降、PCV（筆者注：原子炉格納容器）内の水素濃度等の監視パラメータに異常は確認されていない。

窒素ガス分離装置Bの状態について、東京電力は、窒素ガス分離装置B本体のパッケージ内部に黒色の粉が広範囲に飛

散し堆積しており、この黒色の粉は、装置内の活性炭槽または吸着槽に充填していた活性炭が細粒化されサイレンサから

排気されたもので（装置内の他の部分に漏えいの跡がない）、これが，パッケージ内部に設置しているコントローラに流入し、

コントローラが故障したことで，「電源異常」の発報に至った可能性があるとしています。

18

(7) a 窒素ガス分離装置(B)指示不良に伴う運転上の制限逸脱及び復帰について

参照

出典︓ 2020年4月30日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第77回） 資料
「窒素ガス分離装置（Ｂ）指示不良に伴う運転上の制限逸脱及び復帰について」

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/04/3-5-2.pdf
概要に戻る

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/04/3-5-2.pdf
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そして今後の対応として、下記の事項を挙げています。

運転継続中の窒素ガス分離装置Ａ／Ｃについて、以下のとおり監視強化を実施（4月24日より実施中）

（１）現場運転状況確認

・現場巡視点検を１回以上／日にて実施

・運転状態、現場盤での警報発生の有無および、装置本体内部の異常の有無を確認

（２）免震棟集中監視室パラメータ確認

・運転状況のパラメータのトレンドグラフを監視装置に常時表示し確認を実施

・運転状況の傾向変化についても確認

（表示させるトレンドグラフは、指示値の変動が確認できるように表示スパンを拡大化）

確認対象パラメータは、窒素封入圧力、窒素封入流量、窒素ガス発生装置出口流量および窒素/酸素濃度

設備

窒素ガス分離装置B

構外に搬出し，損傷原因の調査及び点検を行う予定。なお，復旧については、設備の状態を確認したうえ

で検討。

窒素ガス分離装置A

B号機と同一製品であり，同様な事象が発生する可能性も否定出来ないことから，応急対策を検討中（サイレ

ンサの排気口の屋外化等）。また、運転中のA号機に異常は確認されていないが，C号機のみでも1～３号機

の窒素封入量の十分な確保が可能であり、安定的に窒素供給できることから待機号機とする。

※Ｃ号機が停止した場合、速やかにＡ号機を起動する。PCV内の水素濃度の制限に到達するまで時間的余

裕があり、PCVへの窒素封入機能に影響はない。

(次ページに続く)

出典︓ 2020年4月30日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第77回） 資料
「窒素ガス分離装置（Ｂ）指示不良に伴う運転上の制限逸脱及び復帰について」

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/04/3-5-2.pdf
概要に戻る

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/04/3-5-2.pdf
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監視警報

現場警報が免震棟集中監視室に発報されなかったことについては、免震棟集中監視室でも検知できるよ

うに見直しを検討中。

この運転上の制限逸脱事象で気になることは、4月21日に窒素ガス分離装置Ｂ現場操作盤で警報が発生しており、また4月21

日以降、窒素ガス分離装置Ｂの①窒素濃度及び③出口流量の指示値に通常の変動がなく一定となっていたにもかかわらず、

窒素ガス分離装置（B）またはそのコントローラの異常が認知されたのが4月24日だということです。

東京電力は、今後の対応において、警報の認知については「現場巡視点検を１回以上／日にて実施」とし、パラメータの異常の

認知については、免震棟集中監視室において「運転状況のパラメータのトレンドグラフを監視装置に常時表示し確認を実施」とし

ているわけですが、逆に言うと、これまで警報の発生やパラメータの状態が常時モニターされているわけではなかったということ

になります。

窒素ガス分離装置のT.P.33.5 m盤の高台へ移転、および分離装置A 及びBの取替えは2019年のことであり、このときに上記の

ような対応がとれなかったものかと思われます。 (次ページに続く)

出典︓ 2020年4月30日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第77回） 資料
「窒素ガス分離装置（Ｂ）指示不良に伴う運転上の制限逸脱及び復帰について」

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/04/3-5-2.pdf
概要に戻る

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/04/3-5-2.pdf
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b 窒素ガス分離装置（B）指示不良に伴う運転上の制限逸脱及び復帰について（続報）

（パラメータ伝送ライン）

出典︓ 2020年5月28日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第78回） 資料
「窒素ガス分離装置（Ｂ）指示不良に関する不具合の原因と対策について

（窒素ガス分離装置（Ｂ）指示不良に伴う運転上の制限逸脱及び復帰について（続報））」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/05/3-5-3.pdf

概要に戻る

（窒素分離封入ライン）

（次ページに続く）

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/05/3-5-3.pdf
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東京電力の発表による、4月21日～4月24日に窒素ガス分離装置（B）に関連して起きた現象は以下の通りです。

１、4月21日以降、窒素ガス分離装置(B) の①窒素濃度及び③出口流量の指示値に通常の変動がなく一定となっていた。

２、AD変換器の不具合発生と同時に「FX3U－4AD電源異常」警報が (4月21日2:14発報)が発生していた。

３、AD変換器のDC24V電源ランプが消灯していた。

４、窒素ガス分離装置(Ｂ)本体のパッケージ内部に黒色の粉が飛散し堆積していた。

５、装置内の流路を構成する配管・機器の継手部に漏えいの痕跡がなかった。

６、AD変換器内のヒューズが開放していた。

７、AD変換器上面のスリット部に黒色の粉が堆積されていた。

８、吸着槽１の活性炭が減少・細粒化していた。

９、出口フィルタの外側に活性炭が付着、内側には付着していなかった。

(次ページに続く)

出典︓ 2020年5月28日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第78回） 資料
「窒素ガス分離装置（Ｂ）指示不良に関する不具合の原因と対策について

（窒素ガス分離装置（Ｂ）指示不良に伴う運転上の制限逸脱及び復帰について（続報））」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/05/3-5-3.pdf

概要に戻る

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/05/3-5-3.pdf
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そして以上の現象から、事象の原因を以下のように推定しています。

① 当該装置の吸着槽１内に充填されていた活性炭が細粒化し、吸着槽の下流側にある装置内のサイレンサから排出さ

れて、当該装置内に活性炭が飛散した。

② 飛散した活性炭が当該装置内のAD変換器のスリットから内部に混入したことにより、回路が短絡したことでヒューズが

開放し、回路への電源供給が絶たれたため、AD変換の機能が喪失した。AD変換器の不具合により、計器からの信号を

変換・伝送できず、不具合発生時の信号がシーケンサに保持された状態となったため、免震棟集中監視室に伝送される

指示値が一定になったと考えられる。

③ また、AD変換器の不具合による現場警報が免震棟に発報されない設計であったことから、当直員は機器の異常を検

知することができなかった。

さらに、窒素分離封入ラインへの影響を以下のように推定しています。

(1)確認された活性炭はフィルタにより捕集され，フィルタより下流には流入していないことから、窒素封入系統への影響は

なかったと考えられる。

(2)再現性試験において、装置内酸素濃度計の指示値「0.0%」（窒素濃度100.0％）が確認されたことから、不具合が確認さ

れた4月21日から24日の運転期間において、原子炉格納容器へ封入する窒素濃度は99％以上を満足していた状態であ

り、原子炉格納容器内の不活性雰囲気の維持機能は確保されていたと考えられる。

つまり、4月21日から24日までの間、窒素ガス分離装置（B）が機能を維持していたかどうかは、リアルタイムのパラメータがAD

変換器の故障により実態を示さなくなったパラメータを含んでいるため、事後の再現性試験による機能確認によって、「原子炉

格納容器内の不活性雰囲気の維持機能は確保されていたと考えられる」と、間接的な推定しかできないようです。

出典︓ 2020年5月28日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第78回） 資料
「窒素ガス分離装置（Ｂ）指示不良に関する不具合の原因と対策について

（窒素ガス分離装置（Ｂ）指示不良に伴う運転上の制限逸脱及び復帰について（続報））」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/05/3-5-3.pdf

続報2に戻る

概要に戻る

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2020/05/3-5-3.pdf
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概要に戻る出典︓ ︓ 2022年4月27日 廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議（第101回）資料「循環注水冷却スケジュール」
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2022/04/3-5-1.pdf

(11) 原子力格納容器ガス管理設備スケジュール

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/2022/04/3-5-1.pdf
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概要に戻る

8 東京電力が発表したイチエフ内のインシデント・事故情報（更新）

【3月16日夜福島県沖地震関係】

04月04日 3月16日福島県沖地震発生後の建物点検について

04月04日 3月16日の地震によるタンクの位置ずれ等発生状況の調査結果について

04月07日 2022年3月16日地震情報（福島第一・福島第二原子力発電所関連）（続報17）

【その他の地震関係】

04月04日 2022年4月4日発生の福島県沖を震源とする地震について（福島第一・福島第二原子力発電所関連）

04月19日 2022年4月19日発生の福島県中通りを震源とする地震について（福島第一・福島第二原子力発電所関連）

04月19日 2022年4月19日発生の福島県中通りを震源とする地震について（福島第一・福島第二原子力発電所関連）(続

報)

【作業員】

04月04日 体調不良者の発生について（続報2）

04月23日 協力企業作業員の負傷（日報）

【不適合の公表（GⅡ以上）】

04月04日 不適合の公表（GⅡ以上）

04月12日 不適合の公表（GⅡ以上）

04月15日 不適合の公表（GⅡ以上）

04月18日 不適合の公表（GⅡ以上）

04月19日 不適合の公表（GⅡ以上）

04月21日 不適合の公表（GⅡ以上）

04月25日 不適合の公表（GⅡ以上）

https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2022/1h/rf_20220404_1.pdf
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2022/1h/rf_20220404_2.pdf
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2022/hk11133_9006.html
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2022/1698078_9006.html
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2022/hk11156_9006.html
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2022/1662319_9006.html
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2022/1662319_9006.html
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2022/hk11130_9006.html
https://www.tepco.co.jp/press/report/2022/1662575_8991.html
https://www.tepco.co.jp/decommission/data/deviation/archive/pdf/2022/220404-j.pdf
https://www.tepco.co.jp/decommission/data/deviation/archive/pdf/2022/220412-j.pdf
https://www.tepco.co.jp/decommission/data/deviation/archive/pdf/2022/220415-j.pdf
https://www.tepco.co.jp/decommission/data/deviation/archive/pdf/2022/220418-j.pdf
https://www.tepco.co.jp/decommission/data/deviation/archive/pdf/2022/220419-j.pdf
https://www.tepco.co.jp/decommission/data/deviation/archive/pdf/2022/220421-j.pdf
https://www.tepco.co.jp/decommission/data/deviation/archive/pdf/2022/220425-j.pdf
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概要に戻る

8 東京電力が発表したイチエフ内のインシデント・事故情報（更新）

【雨水回収タンク付近配管からの水の滴下】

04月06日 雨水回収タンク付近にある2カ所の配管からの水の滴下について

04月06日 雨水回収タンク付近にある2カ所の配管からの水の滴下について(続報)

【 Fエリアのタンクでの漏水】

04月07日 Fエリアのタンク6基のフランジ部からの滴下について（日報）

04月11日 F１タンクエリアフランジタンク（Ｊ３・Ｊ4・Ｊ6・Ｉ２・Ｉ３タンク）からの⽔の漏えいについて

04月11日 Fタンクエリア（J3、J4、J6タンク）における水の漏えいについて

04月11日 Fタンクエリア（J3、J4、J6タンク）における水の漏えいについて（続報）

04月11日 Fタンクエリア（J3、J4、J6タンク）における水の漏えいについて（続報2）

04月13日 3F１タンクエリアフランジタンク（Ｊ２タンク）からの⽔の滴下について

04月13日 Fタンクエリア（J2）における水の漏えいについて

【既設雑固体廃棄物焼却設備（A）の軽油漏れ】

04月08日 既設雑固体廃棄物焼却設備（A）のバーナーユニット周辺からの軽油漏れ発見について

04月09日 既設雑固体廃棄物焼却設備（A）のバーナーユニット周辺からの軽油漏れ発見について（続報）

04月09日 既設雑固体廃棄物焼却設備（A）のバーナーユニット周辺からの軽油漏れ発見について（続報2）

04月09日 既設雑固体廃棄物焼却設備（A）のバーナーユニット周辺からの軽油漏れ発見について（続報3）

04月09日 既設雑固体廃棄物焼却設備（A）のバーナーユニット周辺からの軽油漏れ発見についての訂正

04月11日 雑固体廃棄物焼却設備（Ａ）焼却炉バーナーユニット軽油供給圧⼒減圧弁のガイドプラグからの軽油の漏えい
について

https://www.tepco.co.jp/press/mail/2022/hk11131_9006.html
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2022/hk11132_9006.html
https://www.tepco.co.jp/press/report/2022/1698678_8991.html
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2022/1h/rf_20220411_2.pdf
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2022/1699277_9006.html
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2022/1699279_9006.html
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2022/1699377_9006.html
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2022/1h/rf_20220413_1.pdf
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2022/1699677_9006.html
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2022/1698928_9006.html
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2022/1698977_9006.html
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2022/1699027_9006.html
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2022/1699028_9006.html
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2022/1699127_9006.html
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2022/1h/rf_20220411_1.pdf
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概要に戻る

8 東京電力が発表したイチエフ内のインシデント・事故情報（更新）

【 Eエリア堰内雨水移送配管からの水の滴下】

04月19日 Eエリア堰内雨水移送配管からの水の滴下について

04月19日 Eエリア堰内雨水移送配管からの水の滴下について（続報）

【3号機起動変圧器（B）からの絶縁油漏えい】

04月21日 3号機起動変圧器（B）からの絶縁油漏えいについて

04月21日 3号機起動変圧器（B）からの絶縁油漏えいについて（続報）

04月22日 3号機起動変圧器（B）からの絶縁油の漏えいについて

04月22日 3号機起動変圧器（B）からの絶縁油漏えいについて（続報2）

04月27日 3号機起動変圧器（B）からの絶縁油漏えいについて（続報3）

【サブドレンピットNo.40における油分の確認】

04月22日 サブドレンピットNo.40における油分の確認について

04月22日 サブドレンピットNo.40における油分の確認について

【その他】

04月09日 護岸地下水観測孔No.1-11における放射能分析結果（4月8日採取分）における、全ベータの値の上昇（日報）

04月15日 労働基準監督署への『是正報告書（2件）』提出について

https://www.tepco.co.jp/press/mail/2022/hk11141_9006.html
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2022/hk11134_9006.html
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2022/hk11157_9006.html
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2022/hk11135_9006.html
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2022/1h/rf_20220422_2.pdf
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2022/1662556_9006.html
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2022/1662668_9006.html
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2022/1h/rf_20220422_3.pdf
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2022/hk11136_9006.html
https://www.tepco.co.jp/press/report/2022/1699128_8991.html
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2022/1h/rf_20220415_1.pdf
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概要に戻る

9 イチエフに関する報道 （更新）
【イチエフの廃炉】

今月の中区分：/なし

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2022.04.07 共同通信 侵入検知器、ネズミかじり故障？ 東電福島第1原発

2022.04.15 福島民友新聞 ロボカメラ故障、ケーブル覆うゴムの損傷原因 第１原発１号機調査

2022.04.28 福島民友新聞 東電、双葉郡に廃炉２会社10月設立へ IHI、日立造船と

https://nordot.app/884763060709081088?c=39546741839462401
https://www.minyu-net.com/news/news/FM20220415-697851.php
https://www.minyu-net.com/news/news/FM20220428-700568.php
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概要に戻る

9 イチエフに関する報道 （更新）
【イチエフ事故の後始末】

今月の中区分：トリチウム水の海洋放出/裁判・法的手続き/旧・現避難指示区域

/ 福島民報 【戻せ恵みの森に ―原発事故の断面―】第４部 鳥獣被害/未分類

＜トリチウム水の海洋放出＞

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2022.04.05 共同通信 「原発処理水放出に絶対反対」 全漁連会長、経産相と会談

2022.04.05 共同通信 処理水海洋放出「反対変わらず」 首相との会談で全漁連会長

2022.04.12 共同通信 処理水放出関連430億円見通し 福島第1原発、東電が見積もり

2022.04.15 共同通信 処理水計画審査、ほぼ終了

2022.04.15 共同通信 原発処理水の放出審査、ほぼ終了 規制委、結果取りまとめへ

2022.04.16 福島民友新聞 処理水放出審査を終了 原子力規制委、計画認可手続きへ

2022.04.18 福島民報 処理水海洋放出 「地元と合意進まず」８割 政府方針決定１年県内首長アンケート

2022.04.19 福島民友新聞 想定されるトラブルと対策事前公表へ 東京電力、処理水放出方針

2022.04.23 福島民友新聞 海側の作業４月25日にも着手 処理水放出、放水口設置へ海底掘削

2022.04.26 福島民友新聞 海側作業区域に「浮き」設置 東京電力、処理水設備の準備着手

2022.04.27 福島民友新聞 「処理水放出」方針、国内６割知らず 復興庁・国内外認識調査

2022.04.27 共同通信 処理水タンク満杯、23年秋に 第1原発、放出時期は維持

2022.04.27 福島民友新聞 県産食品購入意向変わらず 処理水認識調査、海洋放出時の国内

2022.04.28 福島民友新聞 第１原発、処理水満杯は来夏～秋の見通し 東電、春放出の変更なし

2022.04.28 共同通信 東電、処理水放出で補正書提出 福島第1、認可手続きへ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

https://nordot.app/883930705303306240?c=39546741839462401
https://nordot.app/883989843619954688?c=39546741839462401
https://nordot.app/886604319550636032?c=39546741839462401
https://nordot.app/887596358645956608?c=39546741839462401
https://nordot.app/887607936521224192?c=39546741839462401
https://www.minyu-net.com/news/news/FM20220416-698130.php
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022041896266
https://www.minyu-net.com/news/news/FM20220419-698663.php
https://www.minyu-net.com/news/news/FM20220423-699530.php
https://www.minyu-net.com/news/news/FM20220426-700140.php
https://www.minyu-net.com/news/news/FM20220427-700342.php
https://nordot.app/892020542679449600?c=39546741839462401
https://www.minyu-net.com/news/news/FM20220427-700383.php
https://www.minyu-net.com/news/news/FM20220428-700570.php
https://nordot.app/892359366625935360?c=39546741839462401
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概要に戻る

9 イチエフに関する報道 （更新）
【イチエフ事故の後始末】

今月の中区分：トリチウム水の海洋放出/裁判・法的手続き/旧・現避難指示区域

/ 福島民報 【戻せ恵みの森に ―原発事故の断面―】第４部 鳥獣被害/未分類

＜裁判・法的手続き＞

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

（国及び東京電力に対する賠償責任についての最高裁の判断）

2022.04.16 福島民友新聞 原発事故訴訟で初の最高裁弁論 国の責任、夏にも統一判断へ

2022.04.18 東京新聞 ＜原発訴訟 原告インタビュー＞（下）「ここに住む正当性認めて」 「子ども守る」福島・いわき

から避難・毛呂山の河井加緒理さん

2022.04.19 埼玉新聞 8年間、争われてきた「原発避難訴訟」あす、さいたま地裁で判決 埼玉に避難した96人が提訴、

争点は

2022.04.20 福島民友新聞 原発賠償指針見直しへ 国基準上回る最高裁判決に、27日議論着手

2022.04.20 福島民報 【原発賠償】中間指針見直し議論へ 東電責任巡る最高裁判断受け 福島県協議会の緊急要

望に文科政務官が示唆

2022.04.20 共同通信 原発避難者訴訟、東電に賠償命令

2022.04.20 福島民報 ＜速報＞原発避難者訴訟 東電に賠償命令、国への請求は棄却 さいたま地裁判決

2022.04.20 共同通信 原発避難、東京電力に賠償命令 国への請求は棄却、さいたま地裁

2022.04.20 埼玉新聞 【速報】原発避難訴訟、国の責任を棄却 さいたま地裁が判決…規制権限で事故を回避できた

とは認められない

2022.04.21 埼玉新聞 埼玉避難者訴訟、東電に6500万円賠償命令 地裁判決

2022.04.21 埼玉新聞 信じられない…原発避難訴訟、原告ら怒り「やってもやらなくても事故は起きたので責任は

ない」はおかしい

https://www.minyu-net.com/news/news/FM20220416-698119.php
https://www.tokyo-np.co.jp/article/172408?rct=saitama
https://nordot.app/888977716698054656?c=39546741839462401
https://www.minyu-net.com/news/news/FM20220420-698880.php
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022042096339
https://nordot.app/889332554305601536?c=39546741839462401
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022042096346
https://nordot.app/889337909142847488?c=39546741839462401
https://nordot.app/889373770521690112?c=39546741839462401
https://www.minyu-net.com/news/news/FM20220421-699089.php
https://nordot.app/889689010151522304?c=39546741839462401
https://nordot.app/889689010151522304?c=39546741839462401
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概要に戻る

9 イチエフに関する報道 （更新）
【イチエフ事故の後始末】

今月の中区分：トリチウム水の海洋放出/裁判・法的手続き/旧・現避難指示区域

/ 福島民報 【戻せ恵みの森に ―原発事故の断面―】第４部 鳥獣被害/未分類

＜裁判・法的手続き 続き＞

（国及び東京電力に対する賠償責任についての最高裁の判断 続き）

2022.04.23 福島民友新聞 原告、二審見直し求め結審 原発事故群馬訴訟

2022.04.24 共同通信 原発訴訟、福島も結審 「被害繰り返さないで」

2022.04.26 福島民友新聞 原発集団訴訟、福島も結審 最高裁、22年夏にも初の統一判断へ

2022.04.28 福島民報 確定判決分析へ 東京電力福島第一原発事故の「中間指針」見直し要否判断 原賠審

（その他）

2022.04.15 東京新聞 福島の甲状腺がん訴訟、井戸弁護士の講演会 23日オンラインで

2022.04.19 福島民報 震災（原発事故）関連死の教訓全国へ ＮＰＯが冊子費用をＣＦで募集

2022.04.21 上毛新聞 業務用食品卸のミドリ舎（前橋市）に特別清算開始命令 前橋地裁

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

https://www.minyu-net.com/news/news/FM20220423-699480.php
https://nordot.app/891256484551229440?c=39546741839462401
https://www.minyu-net.com/news/news/FM20220426-700128.php
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022042896572
https://www.tokyo-np.co.jp/article/171830?rct=t_news
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022041996322
https://www.jomo-news.co.jp/articles/-/105220
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概要に戻る

9 イチエフに関する報道 （更新）
【イチエフ事故の後始末】

今月の中区分：トリチウム水の海洋放出/裁判・法的手続き/旧・現避難指示区域の現在

/ 福島民報 【戻せ恵みの森に ―原発事故の断面―】第４部 鳥獣被害/未分類

＜旧・現避難指示区域の現在＞

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

（大熊町）

2022.04.05 共同通信 避難先に新たな義務教育校が開校 福島・大熊町に来春帰還へ

2022.04.16 福島民友新聞 大熊移住の希望者支援 センター開所、相談対応や各種イベント

2022.04.30 河北新報 図書館解体「知らない」町民動揺 福島・大熊 見直し求め有志が署名活動

（富岡町）

2022.04.09 共同通信 福島・富岡町「夜の森」桜まつり 規制の柵撤去、準備宿泊も

2022.04.18 福島民友新聞 「富岡の新名所見つけて」写真作品を募る 11月末まで町観光協

2022.04.22 福島民友新聞 ワインづくりで富岡復興後押し、移住の細川さん...生産経験生かす

2022.04.28 共同通信 除染後復活のツツジ見頃 JR常磐線夜ノ森駅

（川内村）

2022.04.20 福島民報 高齢者の就業機会確保、交流促進へ 福島県川内村 人材センター設立

（飯舘村）

2022.04.20 福島民報 【桜紀行】集いの場春らんまん 飯舘三千本の復興桜（福島県飯舘村）

2022.04.21 福島民報 ２３日に福島県飯舘村のオートキャンプ場再開 原発事故で休園の「村民の森あいの沢」

2022.04.23 福島民報 オートキャンプ場が再開 福島県飯舘村の村民の森あいの沢

2022.04.29 福島民報 飯舘牛の煮込みハンバーグなど完成 福島県飯舘村

2022.04.30 福島民友新聞 「飯舘牛」ブランド復活へ新商品 原発事故後初の村産販売

https://nordot.app/883918123693948928?c=39546741839462401
https://www.minyu-net.com/news/news/FM20220416-698123.php
https://kahoku.news/articles/20220429khn000015.html
https://nordot.app/885417983669075968?c=39546741839462401
https://www.minyu-net.com/tourist/hama/FM20220418-698474.php
https://www.minyu-net.com/news/news/FM20220422-699319.php
https://nordot.app/892305751633543168?c=39546741839462401
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022042096335
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022042096344
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022042196385
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022042396444
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022042996619
https://www.minyu-net.com/gourmet/shoku/FM20220430-701002.php
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概要に戻る

9 イチエフに関する報道 （更新）
【イチエフ事故の後始末】

今月の中区分：トリチウム水の海洋放出/裁判・法的手続き/旧・現避難指示区域

/ 福島民報 【戻せ恵みの森に ―原発事故の断面―】第４部 鳥獣被害/未分類

＜旧・現避難指示区域の現在 続き＞

（双葉町）

2022.04.22 福島民友新聞 双葉ダルマ市、町内復活へ 復興計画素案まとめる

2022.04.23 福島民友新聞 双葉町、夏に復興拠点外の意向調査 帰還や営農、意思確認

2022.04.26 福島民報 福島県双葉町に温浴施設 震災後初 アルムシステムが建設へ

（楢葉町）

2022.04.23 福島民報 福島県楢葉町産サツマイモで芋ラテ 町内で販売開始

（浪江町）

2022.04.26 福島民報 庭に咲く色鮮やかな花 福島県浪江町の清水さん １００種類以上育てる

2022.04.27 福島民友新聞 国際研究拠点、新たに浪江候補地提案へ 田村、大熊も前向き検討

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

https://www.minyu-net.com/news/news/FM20220422-699294.php
https://www.minyu-net.com/news/news/FM20220423-699521.php
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022042696527
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022042396425
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022042696506
https://www.minyu-net.com/news/news/FM20220427-700372.php
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概要に戻る

9 イチエフに関する報道 （更新）
【イチエフ事故の後始末】

今月の中区分：トリチウム水の海洋放出/裁判・法的手続き/旧・現避難指示区域

/ 福島民報 【戻せ恵みの森に ―原発事故の断面―】第４部 鳥獣被害/未分類

＜福島民報 【戻せ恵みの森に ―原発事故の断面―】第４部 鳥獣被害＞

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2022.04.15 福島民報 【戻せ恵みの森に ―原発事故の断面―】第４部 鳥獣被害（２６）数時間かけ古里に 体力的

な負担大きく

2022.04.16 福島民報 【戻せ恵みの森に ―原発事故の断面―】第４部 鳥獣被害（２７） 実態把握難しく 動物とす

み分け図る

2022.04.19 福島民報 【戻せ恵みの森に ―原発事故の断面―】第４部 鳥獣被害（２９） 生息域拡大の恐れ イノシ

シ被害半数超

2022.04.21 福島民報 【戻せ恵みの森に ―原発事故の断面―】第４部 鳥獣被害（３１） 情報一元化の動き 「宝の

山」対策に活用

＜福島民報 【戻せ恵みの森に ―原発事故の断面―】第４部 鳥獣被害 続き＞

2022.04.22 福島民報 【戻せ恵みの森に ―原発事故の断面―】第４部 鳥獣被害（３２） 動物との共生図る 住民

が積極的関与を

2022.04.23 福島民報 【戻せ恵みの森に ―原発事故の断面―】第４部 鳥獣被害（３３） 進まない食材利用 「食べ

て供養したい」

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022041596185
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022041596185
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022041696213
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022041696213
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022041996312
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022041996312
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022042196372
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022042196372
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022042296398
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022042296398
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022042396428
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022042396428
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概要に戻る

9 イチエフに関する報道 （更新）
【イチエフ事故の後始末】

今月の中区分：トリチウム水の海洋放出/裁判・法的手続き/旧・現避難指示区域

/ 福島民報 【戻せ恵みの森に ―原発事故の断面―】第４部 鳥獣被害/未分類

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

＜未分類＞

2022.04.08 共同通信 原発避難者、23年度に免除縮小 医療保険料、解除10年で終了

2022.04.15 福島民友新聞 水産物販路、15社が開拓 官民合同チーム支援で

2022.04.17 沖縄タイムス 被災地で続ける捜索「社会のためになるのか、と問われる空気。でも間違っていない」 震災・

原発事故の伝承 沖縄に学ぶ

2022.04.17 福島民友新聞 目指せ風力発電産業の集積地 いわきから国産部品供給

2022.04.17 47NEWS 「故郷は帰るところにあらざりき」福島の原発に建設段階から一貫して反対した８７歳の詩人が

最後に書き残した情景原発事故が山の暮らしを奪った

2022.04.18 埼玉新聞 横たわる餓死した動物、水を求める鳴き声…惨状を目撃した女医、福島支援続く 都会と現地

で違い過ぎる情報

2022.04.18 福島民報 県産水産物の新商品開発を 福島県が事業者募集開始 ふくしま海の逸品に認定

2022.04.21 福島民友新聞 帰還困難区域のイノシシ、セシウム濃度減衰傾向 初の長期的調査

2022.04.24 東京新聞 被災地へ思い乗せ230キロ自転車で 柏の中学1年生が双葉消防にメッセージ入りの旗届ける

2022.04.25 中國新聞 崩れた安全、続く避難【憲法と暮らし―施行75年】＜２＞原発事故と平穏生活権

2022.04.26 河北新報 宮城・丸森タケノコ出荷開始 １１年ぶり町全域で制限解除

2022.04.26 福島民友新聞 シイタケ原木林5000ヘクタール計画 原発事故前の半分再生へ

2022.04.27 福島民友新聞 食との連携テーマに大堀相馬焼600点 29日からいわき、陶吉郎窯

https://nordot.app/884968511015813120?c=39546741839462401
https://www.minyu-net.com/news/news/FM20220415-697855.php
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/944198
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/944198
https://www.minyu-net.com/news/news/FM20220417-698311.php
https://www.47news.jp/national/gen-patsu/7670632.html
https://www.47news.jp/national/gen-patsu/7670632.html
https://nordot.app/888595975072514048?c=39546741839462401
https://nordot.app/888595975072514048?c=39546741839462401
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022041896282
https://www.minyu-net.com/news/news/FM20220421-699086.php
https://www.tokyo-np.co.jp/article/173738?rct=chiba
https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/159283
https://kahoku.news/articles/20220425khn000029.html
https://www.minyu-net.com/news/news/FM20220426-700141.php
https://www.minyu-net.com/news/scramble/FM20220427-700336.php
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概要に戻る

9 イチエフに関する報道 （更新）
【イチエフ事故の後始末】

今月の中区分：トリチウム水の海洋放出/裁判・法的手続き/旧・現避難指示区域

/ 福島民報 【戻せ恵みの森に ―原発事故の断面―】第４部 鳥獣被害/未分類

＜未分類 続き＞

2022.04.27 福島民報 福島県推計人口、戦後初の１８０万人割れ １７９万６４９７人に 県が正式発表

2022.04.28 福島民報 ２０２１年度福島県内の森林の空間放射線量 ２０１１年度比８１％減

2022.04.28 東京新聞 福島の被災地 移り変わりを 元原研職員の泉さん、笠間で写真展

2022.04.28 福島民友新聞 福島県推計人口、戦後初180万人割れ ５年半で10万人減

2022.04.28 福島民友新聞 適切補修で保全へ...マチュピチュを３Ｄ分析 富岡の建設コンサル業

2022.04.29 福島民報 美術で古里に恩返し 彫刻家吉野さん 福島県田村市にアトリエ

2022.04.30 福島民友新聞 復興進む道路、トンネル、橋...土木施設を観光資源に ルート構築へ

https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022042796554
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022042896557
https://www.tokyo-np.co.jp/article/174374?rct=ibaraki
https://www.minyu-net.com/news/news/FM20220428-700578.php
https://www.minyu-net.com/news/news/FM20220428-700587.php
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022042996601
https://www.minyu-net.com/news/news/FM20220430-700997.php
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概要に戻る

9 イチエフに関する報道 （更新）
【原子力発電、核施設】

今月の中区分： 30キロ圏同意（UPZ,PAZ） /柏崎刈羽原発/原子力発電に係る国際的な動き

/原発・核施設立地の動き/事故、インシデント、不正、トラブル/未分類

＜30キロ圏同意（UPZ,PAZ）＞

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2022.04.08 共同通信 島根原発安全協定を改定 鳥取、停止要求の項目新設

2022.04.15 日本海新聞 原発立地なぜ地方？ 国の交付金額と使途は？

2022.04.19 中国新聞 「立地自治体と同様の対応」、原発の安全協定巡る周辺市要請 中電、出雲・雲南市に回答

2022.04.20 新潟日報 原発再稼働の事前了解権「ＵＰＺ圏内にも」 上越市長、議員研と面会

2022.04.22 中日新聞 ＵＰＺ圏内住民の避難先公表を 市民団体が長浜市に要望

2022.04.26 中國新聞 初の島根原発立ち入り調査へ 鳥取県、新安全協定に基づき 管理事務所火災の対策確認

2022.04.27 日本海新聞 島根原発 鳥取県が初立ち入り調査 権限獲得、行使へ

2022.04.28 中國新聞 島根原発の権限行使は一体で 鳥取県と２市が運用綱領締結

2022.04.29 北海道新聞 泊原発停止１０年の影響、１２町村「ある」 後志管内２０市町村アンケート

2022.04.29 北海道新聞 ＜フォーカス＞泊原発再稼働「慎重に」根強く 後志１０町村「地元同意範囲拡大を」

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

＜柏崎刈羽原発＞

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2022.04.15 新潟日報 柏崎刈羽原発「ベント」設備9カ所で不適合接合

2022.04.18 新潟日報 新潟県知事選、片桐氏が事務所開き

2022.04.20 新潟日報 新潟県知事選挙 現・元首相が相次ぎ来県、参院選控え前哨戦熱く

2022.04.21 新潟日報 柏崎刈羽原発設置許可取り消しを 地元住民団体が規制庁に署名約41万筆提出

https://nordot.app/885001636458708992?c=39546741839462401
https://www.nnn.co.jp/news/220415/20220415036.html
https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/157330
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/51231
https://www.chunichi.co.jp/article/457768?rct=shiga
https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/159633
https://www.nnn.co.jp/news/220427/20220427054.html
https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/160361
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/675892/
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/675913/
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/49520
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/50518
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/51218
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/51520
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概要に戻る

9 イチエフに関する報道 （更新）
【原子力発電、核施設】

今月の中区分： 30キロ圏同意（UPZ,PAZ） /柏崎刈羽原発/原子力発電に係る国際的な動き

/原発・核施設立地の動き/事故、インシデント、不正、トラブル/未分類

＜柏崎刈羽原発 続き＞

2022.04.22 新潟日報 連載［検証・県政課題］＜6＞原発問題 福島事故検証進展も詰めで足踏み 東電の失態重な

り再稼働凍結状態

2022.04.23 新潟日報 柏崎刈羽原発差し止め訴訟 論点尽きず見通せない結審 提訴から10年

2022.04.15 新潟日報 柏崎刈羽原発「ベント」設備9カ所で不適合接合

2022.04.18 新潟日報 新潟県知事選、片桐氏が事務所開き

2022.04.20 新潟日報 新潟県知事選挙 現・元首相が相次ぎ来県、参院選控え前哨戦熱く

2022.04.21 新潟日報 柏崎刈羽原発設置許可取り消しを 地元住民団体が規制庁に署名約41万筆提出

2022.04.22 新潟日報 連載［検証・県政課題］＜6＞原発問題 福島事故検証進展も詰めで足踏み 東電の失態重な

り再稼働凍結状態

2022.04.23 新潟日報 柏崎刈羽原発差し止め訴訟 論点尽きず見通せない結審 提訴から10年

2022.04.24 新潟日報 柏崎刈羽原発の改革「地域の声を聞く」 東電原子力部門トップ・福田俊彦氏

2022.04.26 新潟日報 柏崎刈羽原発、使用済み燃料プールの配管７カ所でデータ誤り

2022.04.27 新潟日報 柏崎刈羽原発、自社対応でミス 所長「管理に甘さあった」 配管接合部の耐震検査誤り

2022.04.27 共同通信 規制委「柏崎刈羽固有の問題」 テロ対策不備で中間報告

2022.04.28 新潟日報 なぜ柏崎刈羽原発だけずさん？ 詳細な分析避けたまま 規制委対応に疑問符も

2022.04.29 新潟日報 柏崎刈羽原発、非常用発電機で故障続く ６号機・同一箇所、復旧できず

2022.04.29 新潟日報 連載［動く 決戦前夜］＜上＞花角氏陣営 自民・連合、微妙な距離感

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/50999
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/50999
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/52433
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/49520
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/50518
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/51218
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/51520
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/50999
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/50999
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/52433
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/53134
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/53421
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/53853
https://nordot.app/891914695189561344?c=39546741839462401
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/56371
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/56783
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/57165
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概要に戻る

9 イチエフに関する報道 （更新）
【原子力発電、核施設】

今月の中区分： 30キロ圏同意（UPZ,PAZ） /柏崎刈羽原発/原子力発電に係る国際的な動き

/原発・核施設立地の動き/事故、インシデント、不正、トラブル/未分類

＜原子力発電に係る国際的な動き＞

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2022.04.01 共同通信 米高速炉開発、技術協力に意欲 原子力機構の小口新理事長

2022.04.07 共同通信 英、原子炉最大8基新設へ 30年までに、エネルギー新戦略

2022.04.16 北海道新聞 小型原発、高まる関心と懸念 先端の開発現場、英国の現状探る

2022.04.16 福島民友新聞 「ウクライナ身近に」 福島大研究所長が写真展、支援呼びかけ

2022.04.19 中国新聞 ウクライナの原発テーマに講演会 広島大東広島キャンパス

2022.04.23 共同通信 26日にチェルノブイリ訪問 IAEAトップ安全確保へ

2022.04.27 共同通信 「放射線レベル正常」とIAEA事務局長

2022.04.27 共同通信 IAEA「放射線レベルは正常」 チェルノブイリ原発を訪問

2022.04.28 北日本新聞 北電がロシア産石炭の調達停止 燃料コスト上振れ懸念

2022.04.28 共同通信 ロシア、サイバー攻撃237件超 対ウクライナ、昨年末以降

2022.04.29 共同通信 ロシア管理下の原発に懸念 IAEA事務局長

2022.04.29 中日新聞 被ばくの現実風化させない ウクライナの子どもの絵を瀬戸で展示

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://nordot.app/882545197246169088?c=39546741839462401
https://nordot.app/884604401506762752?c=39546741839462401
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/670321/
https://www.minyu-net.com/news/news/FM20220416-698163.php
https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/157160
https://nordot.app/890249592275894272?c=39546741839462401
https://nordot.app/891710843864006656?c=39546741839462401
https://nordot.app/891713343001165824?c=39546741839462401
https://webun.jp/item/7846043
https://nordot.app/892242473031843840?c=39546741839462401
https://nordot.app/892521811640352768?c=39546741839462401
https://www.chunichi.co.jp/article/461951?rct=aichi
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概要に戻る

9 イチエフに関する報道 （更新）
【原子力発電、核施設】

今月の中区分： 30キロ圏同意（UPZ,PAZ） /柏崎刈羽原発/原子力発電に係る国際的な動き

/原発・核施設立地の動き/事故、インシデント、不正、トラブル/未分類

＜原発・核施設立地の動き＞

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2022.04.09 共同通信 核ごみ議事録訴訟、控訴せず 地裁判決で北海道寿都町

2022.04.15 共同通信 「原発で水素製造」を批判 経産省方針に福井県議

2022.04.16 中日新聞 「原子力、国の方針明確に」 共創会議の内容説明に県議会

2022.04.17 河北新報 核のごみ、町を静かに分断 北海道・寿都 最終処分地巡りあつれき

2022.04.18 共同通信 立地首長、核燃サイクル推進要請 経産相「責任もって進める」

2022.04.19 中日新聞 原発「利用率」３１％に減 県が２２年度運転計画を公表

2022.04.19 東奥日報 下北4市町村長 経産相にサイクル推進要請

2022.04.21 中國新聞 島根原発再稼働の判断保留を要請 県に松江の３団体

2022.04.22 中日新聞 原子力防災への関心低下浮かぶ 敦賀市と福井大付研が市民調査

2022.04.22 北海道新聞 寿都町、核ごみ議事録２７日に開示 原告に通知

2022.04.23 東京新聞 今夏の参院選茨城選挙区 連合が堂込氏を擁立 立民と国民が推薦、候補一本化

2022.04.27 北海道新聞 核ごみ住民投票、寿都町長「２３年度に」 対話の場会合で表明

2022.04.27 北海道新聞 寿都町、核ごみ議事録を開示 反対者に町長「あなたたちが風評被害」

2022.04.26 南日本新聞 川内原発1号機30年劣化評価 九電が専門委分科会に報告 委員「枠組み守ればいいという

感覚は危険」

2022.04.28 東奥日報 東通に小規模スーパー「プチマート」

2022.04.28 北海道新聞 核のごみシンポ、神恵内で５月２９日に

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://nordot.app/885331322733248512?c=39546741839462401
https://nordot.app/887654493176397824?c=39546741839462401
https://www.chunichi.co.jp/article/454205?rct=fukui
https://kahoku.news/articles/20220416khn000043.html
https://nordot.app/888716867397484544?c=39546741839462401
https://www.chunichi.co.jp/article/455838?rct=fukui
https://www.toonippo.co.jp/articles/-/1010720
https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/158014
https://www.chunichi.co.jp/article/457734?rct=fukui
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/672826/
https://www.tokyo-np.co.jp/article/173398?rct=ibaraki
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/674513/
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/674853/
https://373news.com/_news/storyid/155214/
https://373news.com/_news/storyid/155214/
https://www.toonippo.co.jp/articles/-/1028401
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/675504/
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概要に戻る

9 イチエフに関する報道 （更新）
【原子力発電、核施設】

今月の中区分： 30キロ圏同意（UPZ,PAZ） /柏崎刈羽原発/原子力発電に係る国際的な動き

/原発・核施設立地の動き/事故、インシデント、不正、トラブル/未分類

＜事故、インシデント、不正、トラブル＞

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2022.04.20 共同通信 関電の土砂処分発注で違反指摘 コンプラ委の調査報告発表

2022.04.22 北海道新聞 泊原発の緊急時用施設 北電、フィルター点検に不備

2022.04.22 神戸新聞 関電管内１２発電所で稼働 三菱電機、検査不正の変圧器 高浜など３原発、ＪＲ西施設でも

2022.04.24 共同通信 原発の伝熱管、鉄酸化物で損傷か 高浜3号機、高圧水で洗浄

2022.04.26 中國新聞 島根原発のバッテリー火災、内部ショートが原因 中国電力が外部調査結果を公表

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

＜未分類＞

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2022.04.15 東奥日報 東通原発安全審査 東北電青森支店長が抱負

2022.04.16 北海道新聞 原発再稼働に政府前のめり ロシア産石炭禁輸で 再エネ推進派は反発

2022.04.16 福島民報 卓球の石川佳純選手 １６日に福島県喜多方市でイベント 開催を前に菅野ＪＡ福島五連会長

らと懇談

2022.04.16 南日本新聞 ロシア軍の原発攻撃「絶対やってはいけない」 塩田知事、立地県トップの立場から強く非難

2022.04.16 共同通信 海外処理検討対象5万トン、原発 放射性廃棄物の大型機器3種類

https://nordot.app/889421056365543424?c=39546741839462401
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/672952/
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202204/0015241273.shtml
https://nordot.app/891271713805631488?c=39546741839462401
https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/159668
https://www.toonippo.co.jp/articles/-/1002717
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/670200/
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022041696209
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022041696209
https://373news.com/_news/storyid/154691/
https://nordot.app/888031606784344064?c=39546741839462401
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概要に戻る

9 イチエフに関する報道 （更新）
【原子力発電、核施設】

今月の中区分： 30キロ圏同意（UPZ,PAZ） /柏崎刈羽原発/原子力発電に係る国際的な動き

/原発・核施設立地の動き/事故、インシデント、不正、トラブル/未分類

＜未分類 続き＞

2022.04.17 福島民報 二本松を第二の古里に 支えられ生活 「早く日本語覚えたい」 ウクライナから避難 ルバン・

オリガさん

2022.04.18 中国新聞 ウクライナは医薬品不足。支援が必要 広島文化学園大生、現地の状況聞く

2022.04.19 中日新聞 須原発電所に感謝と驚き 大桑村民ら「稼働１００年」見学会

2022.04.19 中国新聞 原発住民投票案の否決受け解散 米子の市民団体

2022.04.20 共同通信 貿易赤字、7年ぶり大きさ 21年度は5.3兆円

2022.04.20 山陰中央新報 住民投票求めた団体解散 米子、公開質問の回答公表

2022.04.20 中日新聞 関電の廃炉共同研究、配管除染装置の実用化検討 おおいの業者が開発

2022.04.21 北海道新聞 ＜各自核論＞費用負担、北電は説明を 泊原発停止１０年 元日本原子力発電理事・北村俊

郎氏

2022.04.26 上毛新聞 平和祈り民族楽器 演奏 伊勢崎29日、前橋８日 ウクライナ出身・カテリーナさん

2022.04.26 中國新聞 被爆者ら60人、脱原発と核兵器廃絶訴え座り込み チェルノブイリ原発事故から36年

2022.04.26 北海道新聞 「核の平和利用ありえない」 チェルノブイリ事故３６年、札幌で市民集会

2022.04.29 山口新聞 上関原発「必要な電源」中国電次期社長・滝本氏 建設着手方針示す

https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022041796239
https://www.minpo.jp/news/moredetail/2022041796239
https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/156997
https://www.chunichi.co.jp/article/455830?rct=nagano
https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/157332
https://nordot.app/889300461954744320?c=39546741839462401
https://www.sanin-chuo.co.jp/articles/-/195932
https://www.chunichi.co.jp/article/456391?rct=fukui
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/672362/
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/672362/
https://www.jomo-news.co.jp/articles/-/107225
https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/159640
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/674516/
https://yama.minato-yamaguchi.co.jp/e-yama/articles/42325
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