＜実績に関する修正履歴＞
※ 最終更新日時：平成 29 年 1 月 23 日午後３時
「平成 24 年１月１日以降の実績」に関する修正履歴
修正日

項

目

内
容
《サブドレン他水処理施設の状況》
※ サブドレン他水処理施設一時貯水タンクＡの分析結果［採取日 1 月
16 日］について、記載に誤りがありましたので、以下の通り訂正させて
頂きます。
（誤）・1 月 20 日午前 10 時 10 分より港湾内への排水を開始。
（正）・1 月 21 日午前 10 時 10 分より港湾内への排水を開始。
《Ｈ４,Ｈ６エリアタンク周辺観測孔（周辺排水路含む）の状況、タンクパト
ロール結果》の＜最新のパトロール結果＞に「運転中」と記載されてい
るため、削除した。
「平成 28 年 2 月 17 日午後 3 時現在」から「平成 28 年 4 月 11 日午後
3 時現在」まで、1 号機使用済燃料プール循環冷却系の運転状況につ
いて、記載に誤りがありましたので、以下の通り訂正させて頂きます。
《1 号機(2012 年 4 月 19 日廃止)》
（誤）・使用済燃料プール循環冷却系停止中
（正）・使用済燃料プール循環冷却系運転中

H29.1.23

【2017 年 1 月 23 日午後 3 時現在】

H28.11.29

「平成 28 年 11 月 29 日午後 3 時現在」

H28.4.12

「平成 28 年 2 月 17 日午後 3 時現在」〜
「平成 28 年 4 月 11 日午後 3 時現在」

H27.4.27

「平成 2７年 4 月 27 日午後 3 時現在」

３号機タービン建屋地下→集中廃棄物処理施設（プロセス建屋）と移送
先を記載しておりましたが、（高温焼却炉建屋）に訂正させて頂きます。

「平成 2７年 3 月 4 日午後 3 時現在」

３月４日発生したタンクローリーから油が漏れているとの連絡について、
同日午前 10 時 20 分に「富岡消防署」通信司令室へ一般回線にて連絡
と記載しておりましたが、正しくは「双葉消防本部」と訂正させて頂きま
す。

「平成 2７年 2 月 16 日午後 3 時現在」

２月 16 日に発生した発電所構内北側にある瓦礫一時保管エリアＡ１の
Ａテントにおける屋根の一部が破損したことについて、「巡視点検中の
当社社員が発見」と記載しておりましたが、正しくは「当社社員が確認」
と訂正させて頂きます。

「平成 2７年１月 14 日午後 3 時現在」

＜１〜４号機タービン建屋東側の状況＞
最新のサンプリング結果における前々回の採取日について、以下の通
り訂正させて頂きます。
（誤） ほぼ前々回（１/18 採取）の測定結果と同程度
（正） ほぼ前々回（１/８採取）の測定結果と同程度

「平成 26 年 1 月５日午後 3 時現在」

＜４号機（平成 24 年４月 19 日廃止）＞
使用済燃料プールからの燃料の移動状況について、以下の通り訂正さ
せて頂きます。
（誤）使用済燃料プールから共用プールへ燃料移動中
（正）使用済燃料プールから共用プールへの燃料移動終了（平成 26 年
11 月５日）
残りの新燃料については、６号機使用済燃料プールへ移動予定

H27.3.４

H27.2.１6

H27.1.１5

H26.11.5

「平成 26 年９月９日午後 3 時現在」

９月９日に発生したＤエリア内Ｄ５タンク止水弁の閉止フランジからの水
の滴下について、漏えい発見時間および漏えい停止時間を以下の通り
訂正させて頂きます。
・漏えい発見時間
（誤）午前 10 時 32 分頃 → （正）午前 10 時 30 分頃
・漏えい停止時間
（誤）午前 11 時５分
→ （正）午前 10 時 31 分

H26.9.7

「平成 26 年９月６日午後 3 時現在」

＜３号機使用済燃料プール水の放射能分析の結果＞
コバルト 60 について、「1.1×10０ Bq/㎝３」と記載しておりましたが、正し
くは「検出限界値未満（検出限界値：1.1×10０ Bq/㎝３）」です。お詫びし
て訂正させて頂きます。

H26.8.27

「平成 26 年８月 27 日午後 3 時現在」

H26.8.25

「平成 26 年８月 24 日午後 3 時現在」

H26.8.14

「平成 25 年８月５日午後３時時点」〜
「平成 25 年８月 13 日午後３時時点」

H26.4.22

「平成 26 年４月 19 日午後 3 時現在」

H26.4.15

「平成 26 年４月 15 日午後 3 時現在」

H26.4.15

「平成 26 年４月 15 日午後 3 時現在」

焼却建屋の水深について、詳細測定の結果、評価を修正した旨を追
記しております。

H26.3.11

「平成 26 年 3 月 9 日午後 3 時現在」
「平成 26 年 3 月 10 日午後 3 時現在」

＜２号機＞
２号機タービン建屋地下→３号機タービン建屋地下へ高濃度滞留水を
移送中（平成 26 年３月８日午前 10 時５分〜）に関する記載が抜けてお
りましたので、訂正しております。

H25.12.19

「平成 25 年 12 月 19 日午後 3 時時点」
福島第一《水処理設備および貯蔵設備
の状況》

＜水処理設備の運転状況＞
セシウム吸着装置および第二セシウム吸着装置（サリー）の運転状況に
関する記載に誤りがありましたので、訂正しております。

H25.10.26

「平成 25 年 10 月 26 日午後 3 時 30 分時
点」
福島第一【その他】

＜台風 27 号対応＞
Ｂ北タンクエリア堰内溜まり水についても、10 月 26 日に地下貯水槽 No.
４へ移送を実施していたことから、追記しました。
＜ＲＯ−３の水漏れ関連＞
「淡水化装置入口側の配管取り外しを行うため、当該配管の接続部を
外すところ、誤って他の配管の接続部を外したため」と記載しておりまし
たが、正しくは「淡水化装置ドレン配管の取り外しを行うため、当該配管
の接続部を外すところ、誤って淡水化装置入口側配管の耐圧ホース接
続部を外したため」です。お詫びして訂正させていただきます。

H26.9.10

H25.10.17

H25.10.16

「平成 25 年 10 月 9 日午後 3 時時点」〜
「平成 25 年 10 月 12 日午後 3 時時点」
福島第一【その他】

「平成 25 年 10 月 13 日午後 3 時時点」
福島第一【その他】

ジェットポンプ計装ラックラインを用いたＲＰＶ内への窒素封入試験につ
いての記載を訂正しております。
＜地下水バイパスの状況＞
地下水バイパス一時貯留タンクグループ３に貯蔵した水の排水開始日
時について、「８月 14 日」と記載しておりましたが、正しくは「８月 24 日」
です。お詫びして訂正させて頂きます。
＜Ｈ４,Ｈ６エリアタンク周辺観測孔タンクパトロール結果＞
「新たな高線量当量率箇所（β線による 70μｍ線量当量率）は確認さ
れていない（一部実施できない場所を除く）。」と記載しておりますが、
当該期間の「（一部実施できない場所を除く）」の記載は誤りでした。お
詫びして訂正させて頂きます。
４月 16 日に発生した、多核種除去設備（ＡＬＰＳ）高性能容器（ＨＩＣ）の
オーバーフロー範囲について「約６ｍ×約６ｍ×３ｍ」と記載しておりま
したが、正しくは「約６ｍ×約６ｍ×３㎝」です。お詫びして訂正させてい
ただきます。
Ｈ５タンクエリア脇に設置したプラスチックタンクからの漏えいについて、
当該タンクに堰内から回収した水（堰内床面の泥を含む）を貯留してい
た時期を、「平成 25 年度末頃」と記載しておりましたが、正しくは「平成
25 年末頃」です。お詫びして訂正させて頂きます。

＜シルトフェンス内側のモニタリング結果＞
シルトフェンス内側のモニタリング結果について以下のとおり追記しまし
た。
「10 月 9 日と 10 月 10 日採取の２号機スクリーンシルトフェンス内側につ
いての全ベータとトリチウムの分析結果は以下のとおり。
＜２号機スクリーンシルトフェンス内側の測定結果：10/９ 採取分＞
・全ベータ ：1,700 Bq/L
・トリチウム ：1,900 Bq/L
＜２号機スクリーンシルトフェンス内側の測定結果：10/10 採取分＞

・全ベータ ：1,300 Bq/L

H25.10.4

「平成 25 年 10 月３日午後４時時点」
福島第一【その他】

・トリチウム ：1,500 Bq/L」

＜床ドレン収集ポンプ軸受けの排水配管からの水漏れ＞
「現在、当該ポンプは停止しており、排水配管からの漏えいは停止して
いる。」と記載しておりましたが、正しくは「当該ポンプを停止した時点で
は連続滴下していたが、その後は１秒に１滴程度滴下しており、滴下し
ているドレン水はドレンパンにて受けて改修している」です。お詫びして
訂正させていただきます。
（平成 25 年 10 月４日訂正）

H25.9.6

H25.9.3

H25.8.14

H25.8.12

「平成 25 年９月５日午後３時時点」・
「平成 25 年９月６日午後３時時点」
福島第一【その他】

「平成 25 年９月 1 日午後３時時点」・
「平成 25 年９月 2 日午後３時時点」
福島第一【その他】

「平成 25 年８月 13 日午後３時時点」
福島第一【その他】

「平成 25 年８月 12 日午後３時時点」
福島第一【その他】

H25.7.1

「平成 25 年６月 29 日午後３時時点」・
「平成 25 年６月 30 日午後３時時点」
福島第一【その他】

H25.6.30

「平成 25 年６月 29 日午後３時時点」
福島第一【その他】

＜大型クレーン先端ジブマスト傾倒の発生＞
「９月５日午前９時 15 分頃、３号機原子炉建屋上部のガレキ撤去作業
に使用している 600 トンクローラクレーンのジブ部（クレーンの腕部分）
が伏せた状態となっており、主マストとの接合部材が損傷しているこ
とを当社社員が確認しました。」としておりましたが、正しくは、「９月５日
午 前 ８ 時 40 分 頃 、 ３ 号 機 原 子 炉 建 屋 上 部 の ガ レ キ 撤 去 作 業 に
使用している 600 トンクローラクレーンのジブ部（クレーンの腕部分）
が伏せた状態となっていること、その後、午前 11 時 43 分頃に、主マス
トとの接合部材が損傷していることを当社社員が確認しました。」です。
お詫びして訂正させていただきます。
（平成 25 年９月６日訂正）
＜Ｈ４エリアタンクにおける水漏れ関連＞
Ｈ４エリアタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果について、８
月 31 日および９月１日採取分における採取地点名において、「8/21 高
線量率測定箇所（B-1）」と記載しておりましたが、正しくは「B-1 の上流
（B-0）」です。お詫びして訂正させていただきます。
（平成 25 年９月３日訂正）
＜けが人・体調不良者等＞
「身体汚染を確認した 10 人は拭き取り等を行い、身体汚染レベルが社
内運用管理値※２（４Bq/cm2）以下であることを確認したことから、同日
午後２時 13 分に入退域管理棟から退出」と記載し、社内運用管理値と
して「※２：スクリーニングレベルの 1/10 に相当する値」と補記しておりま
したが、正しくは「身体汚染を確認した 10 人は、スクリーニングレベル
（40Bq/cm2）を下回っており、入退域管理棟からの退出は可能でした
が、念のため拭き取り等を行い、午後２時 13 分に入退域管理棟から退
出。身体汚染者 10 名の拭き取り後の最大汚染レベルは 6.9Bq/cm2 で
した」です。お詫びして訂正させて頂くとともに、補記の内容を削除いた
します。
（平成 25 年８月 14 日訂正）
＜けが人・体調不良者等＞
免震重要棟前でバス乗車のため待機していた 10 人に身体汚染を確認
したことについて、「頭部・顔面が最大 10Bq/cm2 で汚染」と記載しており
ましたが、正しくは「頭部・顔面が最大約 19Bq/cm2 で汚染」です。お詫
びして訂正させていただきます。
（平成 25 年８月 12 日訂正）
＜拡散防止対策＞
地下貯水槽関連の拡散防止対策における希釈作業実績について、「６
月 28 日 約 40ｍ３仮設タンクへ移送」と記載しておりましたが、正しくは
「６月 28 日 約 40ｍ３の淡水化装置（RO）処理水を注水」です。お詫びし
て訂正させていただきます。
（平成 25 年７月１日訂正）
＜その他＞
地下貯水槽関連のサンプリング実績について、日にちを「６月 29 日」と
記載しておりましたが、正しくは「６月 28 日」です。お詫びして訂正させ
ていただきます。
地下水関連のサンプリング実績について、採取場所を「地下観測孔」と
記載しておりましたが、正しくは「地下水観測孔」です。お詫びして訂正
させていただきます。
（平成 25 年６月 30 日訂正）

H25.6.10

「平成 25 年６月 10 日午後３時時点」
福島第一【３号機】

H25.5.22

「平成 25 年５月 14 日午後３時時点」〜
「平成 25 年５月 21 日午後３時時点」
福島第一【２号機】

H25.5.12

「平成 25 年５月 10 日午後３時時点」・
「平成 25 年５月 11 日午後３時時点」・
福島第一【その他】

H25.5.2

H25.5.1

「平成 25 年４月 28 日午後３時時点」・
「平成 25 年４月 29 日午後３時時点」・
「平成 25 年４月 30 日午後３時時点」
福島第一【その他】
「平成 25 年４月 28 日午後３時時点」・
「平成 25 年４月 29 日午後３時時点」・
「平成 25 年４月 30 日午後３時時点」
福島第一【その他】

H25.4.21

「平成 25 年４月 11 日午後３時時点」
福島第一【３号機】

H25.4.15

「平成 25 年４月 15 日午後３時時点」
福島第一【その他】

H25.4.12

「平成 25 年４月 12 日午後３時時点」
福島第一【その他】

H25.４.８

「平成 25 年４月６日午後３時 30 分時点」
福島第一【その他】

H25.４.８

「平成 25 年４月６日午後３時 30 分時点」
福島第一【その他】

＜原子炉への注水＞
６月９日午後６時 11 分に実施した、３号機原子炉への注水量の調整に
つき、記載が漏れておりました。お詫びして訂正させていただきます。
＜原子炉への注水＞
５月 13 日に実施した２号機原子炉への注水量の調整について、「給水
系からの注水量を約 2.4 m3/h から約 2.5 m3/h に調整、炉心スプレイ系
からの注水量を約 1.9 m3/h から約 2.0 m3/h に調整」と記載しておりまし
たが、正しくは「給水系からの注水量を約 1.9 m3/h から約 2.0 m3/h に調
整、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.3 m3/h から約 3.5 m3/h に調整」
となります。お詫びして訂正させていただきます。
＜その他＞（追加）
５月９日より、地下貯水槽から漏えいした汚染水の拡大防止策として、
地下貯水槽 No.2 のドレン孔に漏えいした水をノッチタンクへ移送する
処置を実施しておりますので、記載を追加しております。
＜その他（訂正文の訂正）＞
４月 27 日午前および午後に採取した地下貯水槽 No.1 ドレン孔水（南西
側）の全ベータ値について、1.1×10Bq/cm3 と記載しておりましたが、正
しくは 1.1×100Bq/cm3 となります。お詫びして訂正させていただきます。
＜その他＞
４月 27 日午前中に採取した地下貯水槽 No.1 ドレン孔水（南西側）の
全ベータ値について、1.1×10Bq/cm3 と記載しておりましたが、正しくは
1.1×100Bq/cm3 となります。お詫びして訂正させていただきます。
＜その他＞
３号機原子炉格納容器ガス管理システムのチャコールフィルタ・粒子
状フィルタのサンプリング、原子炉建屋上部におけるダストサンプリン
グの実施につき、記載が漏れておりました。お詫びして訂正させてい
ただきます。
＜その他＞
地下貯水槽 No.3 から No.6 への移送について、４月 11 日午後２時か
ら移送を開始し、同日午後２時３分に移送ポンプ出口配管の接続部
（フランジ部）より漏えいが発生した件について、実用発電用原子炉の
設置、運転等に関する規則第 19 条の 17 の十号を準用できると判断し
た日時を「４月 11 日午後２時 43 分」と記載しておりましたが、正しくは、
「４月 11 日午後２時 35 分」となります。お詫びして訂正させていただき
ます。
＜その他＞
「４月 12 日午後２時、乾式キャスク仮保管設備に保管してあるキャスク
に温度計(表面温度センサ)や圧力センサを設置し、監視可能な状態が
整ったことから、乾式キャスク仮保管設備の運用を開始」と記載しており
ましたが、正しくは、同日午後２時時点では監視可能な状態が整ってお
らず、運用は開始されていないため、お詫びして訂正(削除)させて頂き
ます。
＜溜まり水処理設備＞

４月５日に運転を再開した多核種除去設備（ＡＬＰＳ）につき、運転再開
の時間を「４月６日午後７時 18 分」と記載しておりましたが、正しくは「４
月５日午後７時 18 分」です。お詫びして訂正させて頂きます。
＜けが人・体調不良者等＞
４月５日午後６時 29 分に発生した連続ダストモニタの本体機器異常の警報発生
につき、記載漏れがございました。お詫びして訂正させて頂きます。
＜原子炉格納容器ガス管理システムにおけるサンプリング・原子炉建屋カバー
排気フィルタ設備による原子炉建屋上部のダストサンプリング＞

H25.４.２

「平成 25 年２月６日午後３時時点」および
「平成 25 年３月１日午後３時時点」
福島第一【１号機】

H25.3.23

「平成 25 年３月 20 日午後３時時点」〜
「平成 25 年３月 22 日午後３時時点」
福島第一【１号機】

２月６日，３月１日実施した、「１号機原子炉格納容器ガス管理システム
のチャコールフィルタ・粒子状フィルタのサンプリング」および「１号機原
子炉建屋カバー排気フィルタ設備による原子炉建屋上部のダストサン
プリングを実施」について記載が漏れておりましたので、追加させて頂
きます。
＜原子炉格納容器ガス管理システム設置＞
３月 20 日、21 日及び 22 日に実施していた１号機原子炉格納容器ガス
管理設備の電源関係移設および制御系改造工事に伴い当該設備を
停止した件で、設備の停止及び起動時間を記載していましたが、正しく
は保安規定第 136 条第１項(保全作業を実施するため計画的に運転上

H25.3.21

「平成 25 年３月 20 日午後３時時点」
福島第一【１号機】

H25.3.5

「平成 25 年３月５日午後３時時点」
福島第一【その他】

H25.2.14

「平成 25 年２月 14 日午後４時時点」
福島第一【その他】

H25.２.８

「平成 25 年２月６日午後３時時点」〜「平
成 25 年２月７日午後３時 30 分時点」
福島第一【３号機】

H25.1.23

「平成 25 年１月 22 日午後３時時点」
福島第二【その他】

H25.1.23

「平成 25 年１月 20 日午後３時時点」〜
「平成 25 年１月 22 日午後３時時点」
福島第一【２号機】

H25.1.18

「平成 24 年 10 月２日午後４時時点」〜
「平成 25 年１月 17 日午後３時時点」
福島第一【１号機】【２号機】【３号機】

H25.1.18

「平成 24 年９月 15 日午後３時時点」〜
「平成 25 年１月 17 日午後３時時点」
福島第一【１号機】

H25.1.15

「平成 25 年１月 14 日午後３時 30 分時点」
福島第一【その他】

H25.1.11

「平成 25 年１月 10 日午後３時時点」
福島第一【３号機】

H24.12.16

「平成 24 年 12 月 16 日午後３時時点」
福島第一【３号機】

の制限外に移行)の適用及び解除の時間となります。お詫びして訂正さ
せていただきます。
＜原子炉格納容器ガス管理システム設置＞
３月 20 日午前 10 時 20 分から同日午前 11 時 50 分にかけて実施して
いた１号機原子炉格納容器ガス管理システムの電源関係移設および
制御系改造工事に伴い当該システムを停止した件で、「当該システムＢ
系を停止し、当日の作業が完了後、当該システムＢ系を起動。」と記載
しておりましたが、正しくは「当該システムＡＢ系両系を停止し、当日の
作業が完了後、当該システムＡＢ系両系を起動。」となります。お詫びし
て訂正させていただきます（訂正：平成 25 年３月 21 日）
＜その他＞
タンクローリー車からの軽油滴下について、発見時間を「午後１時頃」と
記載しておりましたが、正しくは「午後０時 50 分頃」です。お詫びして訂
正させていただきます。
＜けが人・体調不良者等＞
２月 14 日午後１時 10 分頃、２号機タービン建屋１階で作業に従事して
いた作業員の顔面および全面マスク内面に汚染が確認された件で、
「配管切断作業を行っていた作業員」と記載しておりましたが、正しくは
「配管切断作業に伴う干渉物品移動作業を行っていた作業員」となりま
す。お詫びして訂正させていただきます
＜使用済燃料プール放射性物質除去＞
２月６日午後１時頃に発生した３号機使用済燃料プール上部に残存す
る鉄骨トラス瓦礫撤去作業について、「モニタリングポスト指示値の有為
な変化は確認されていない。」と記載しておりましたが、正しくは「モニタ
リングポスト指示値の有意な変化は確認されていない。」となります。お
詫びして訂正させて頂きます。
風向風速計の定期点検に伴うデータ欠測について、「１月 22 日午前９
時 20 分〜午後３時」と記載しておりましたが、午後３時以降も継続して
いることから「午後３時」の記載を削除致します。お詫びして訂正させて
いただきます。
＜滞留水の処理＞
平成 25 年１月 20 日より２号機タービン建屋地下から３号機タービン建
屋地下へ滞留水の移送を実施しておりましたが、「１月 14 日午後１時 31
分、移送を停止。」と誤って記載されておりましたので削除致します。お
詫びして訂正させていただきます。なお、平成 25 年１月 20 日午後３時
現在の本文に訂正はありません。
＜原子炉への注水＞
平成 24 年 10 月１日午後４時 47 分に実施した原子炉への注水量の調
整について記載が漏れておりましたので、追加いたします。
＜原子炉への注水＞
平成 24 年９月 15 日午前０時 58 分に実施した原子炉への注水量の調
整について記載が漏れておりましたので、追加いたします。なお、平成
24 年９月 15 日午後３時現在の本文に訂正はありません。
＜けが人・体調不良者等＞１月 14 日午後２時 37 分、作業を終えた協
力企業作業員が、５、６号機サービス建屋前の駐車場において、雪に
足を取られて転倒したことについて、「車に乗り込む際に」と記載してお
りましたが、車に向かう途中で転倒しています。お詫びして訂正させて
いただきます。
＜その他＞平成 24 年５月 24 日に確認された３号機廃棄物地下貯
蔵設備建屋内の廃スラッジ貯蔵タンク周辺の溜まり水について
「その後、12 月 12 日から 14 日に止水工事を実施し、平成 25 年１
月８日に止水状況を確認し水の流入がないこと、水位測定の結果、
水位上昇がないことを確認したことから、１月９日、止水工事完
了と判断した。」と記載しておりましたが、止水工事を実施し、止
水工事完了と判断したのは、平成 24 年７月 12 日に確認された３号機
増設廃棄物地下貯蔵建屋です。お詫びして訂正させていただきます。
＜滞留水の処理＞平成 24 年 12 月 8 日午後３時時点から「12 月８日午
後１時 50 分、２号機タービン建屋地下から３号機タービン建屋地下へ
の溜まり水の移送を開始。」と記載しておりますが、正しくは「12 月７日
午後５時、３号機タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体
廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）への溜まり水の移送を開
始。」です。お詫びして訂正させて頂きます。なお、平成 24 年 12 月 8

日午後３時現在の本文に訂正はありません。
＜滞留水の処理＞10 月 15 日に発生した３号機タービン建屋１階大物
搬入口奥の廊下での水の漏えいについて、漏えい箇所を「３号機ター
ビン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋
［高温焼却炉建屋］）への溜まり水移送ライン」と記載しておりましたが、
正しくは「３号機タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設への溜まり
水移送ライン」です。お詫びして訂正させて頂きます。
＜その他＞の原子炉格納容器内への常設監視計（温度計、水位計）
の設置作業の実施について、「格納容器内水位：ドライウェルの床上よ
り約 2.2m〜3.0m の間」と記載しておりましたが、正しくは「格納容器内
水位：ドライウェルの床上より約 2.4m〜3.2m の間（暫定値）」です。訂正
させて頂きます。
10 月５日に発生した負傷者の発生について、「ボール補集器ピット」と
記載しておりましたが、正しくは「ボール捕集器ピット」です。お詫びして
訂正させて頂きます。

H24.10.16

「平成 24 年 10 月 15 日午後３時時点」
福島第一【３号機】

H24.10.13

「平成 24 年 10 月 13 日午後３時時点」
福島第一【１号機】

H24.10.9

「平成 24 年 10 月５日午後４時時点」〜
「平成 24 年 10 月８日午後３時時点」
福島第二【その他】

H24.9.7

「平成 24 年９月６日午後３時時点」
福島第一【１号機】【２号機】【３号機】

＜原子炉への注水＞
バッファタンク内部の調査日について「同日」と記載しておりましたが、
正しくは「９月５日」です。お詫びして訂正させて頂きます。

H24.8.28

「平成 24 年６月８日午後３時時点」〜「平
成 24 年８月 27 日午後３時時点」
福島第一【１号機】【２号機】【３号機】

＜原子炉ウェル、機器貯蔵プールへの注水＞
「※ヒドラジン注入を適宜実施。」と記載しておりましたが、１〜３号機に
はヒドラジンを注入しておりませんので記載を削除させて頂きます。

H24.8.27

「平成 24 年 8 月 26 日午後３時時点」
福島第一【１号機】【２号機】

H24.8.17

「平成 24 年 8 月 16 日午後３時時点」
福島第一【その他】

H24.8.17

「平成 24 年 8 月 16 日午後３時時点」
福島第一【２号機】

H24.8.16

「平成 24 年 8 月 15 日午後３時時点」
福島第一【３号機】

H24.7.20

「平成 24 年７月 19 日午後３時時点」
福島第一【１号機】

H24.6.23

「平成 24 年６月 22 日午後３時時点」
福島第一【６号機】

H24.6.22

「平成 24 年６月 22 日午後３時時点」
福島第一【６号機】

＜滞留水の処理＞１号機タービン建屋地下から２号機タービン建屋地
下への溜まり水移送の停止時間について「８月 26 日午前９時 56 分」と
記載しておりましたが、正しくは「８月 26 日午前 10 時７分」です。また、２
号タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）への
溜まり水移送の停止時間について「８月 26 日午前 10 時７分」と記載し
ておりましたが、正しくは「８月 26 日午前９時 56 分」です。お詫びして訂
正させて頂きます。
【２号機】＜滞留水の処理＞に８月 16 日に発生した、PD が無いことを確
認した件について記載しておりましたが、【その他】＜その他＞の欄に
訂正させていただきます。
＜滞留水の処理＞に「８月８日以降、滞留水の移送について、２号機タ
ービン建屋地下から３号機タービン建屋地下への移送配管（ポリエチレ
ン管）を敷設し、３号機タービン建屋地下を経由する運用に変更してい
たが、８月 14 日に発生した漏えい事象を受け、変更前のラインである２
号機タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容
処理建屋［高温焼却炉建屋］）への移送ラインに切り替えた後、８月 15
日午後５時 8 分、溜まり水の移送を開始。」の記載が漏れておりましたの
で、追加させていただきます。
＜滞留水の処理＞「パワーセンター室の溜まり水の量については約 4.2
ｍ３と推定しており」と記載しておりましたが、正しくは、「パワーセンター
室内全域および４号機タービン建屋１階廊下北側の溜まり水の量につ
いては約 4.2ｍ３と推定しており」です。お詫びして訂正させていただき
ます。
＜使用済燃料プール代替冷却＞「６月 20 日に発生した、ＵＰＳ（無停電
電源装置）の故障により」と記載しておりましたが、正しくは、「６月 30 日
に発生した、ＵＰＳ（無停電電源装置）の故障により」です。お詫びして
訂正させていただきます。
＜滞留水の処理＞６号機タービン建屋地下の溜まり水の仮設タンクへ
の移送について、「６月 22 日は、移送ポンプモータの不具合により中
止。原因については現在確認中。」と訂正させて頂いておりましたが、
正しくは「６月 22 日午前 10 時〜午前 10 時 45 分（仮設タンク間を連係
するポンプの不具合により停止。今後当該ポンプの点検を実施予
定。）」です。お詫びして再度訂正させて頂きます。
＜滞留水の処理＞６号機タービン建屋地下の溜まり水の仮設タンクへ
の移送について、「６月 22 日午前 10 時〜午前 10 時 45 分（移送ポンプ
の不具合により停止。今後当該ポンプの点検を実施予定。）」と記載し
ておりましたが、正しくは「６月 22 日は、移送ポンプモータの不具合によ
り中止。原因については現在確認中。」です。お詫びして訂正させて頂
きます。

H24.6.16

「平成 24 年６月 14 日午後３時 30 分時点」
〜「平成 24 年６月 15 日午後３時時点」
福島第一【その他】

H24.5.1

「平成 24 年５月１日午後３時時点」
福島第一【２号機】

H24.5.1

「平成 24 年４月 17 日午後３時時点」
福島第一【３号機】

H24.4.24

「平成 24 年４月 20 日午後３時時点」〜
「平成 24 年４月 23 日午後３時時点」
福島第一

H24.4.13

「平成 24 年３月 27 日午後３時時点」〜
「平成 24 年４月 13 日午後３時時点」
福島第二【その他】

H24.3.7

「平成 24 年３月３日午前 10 時時点」
〜「平成 24 年３月６日午後３時時点」
福島第一【２号機】

H24.3.6

「平成 24 年３月６日午前 10 時時点」
福島第一【その他】

H24.2.20

「平成 24 年２月 20 日午前 10 時時点」
福島第一【その他】

H24.2.10

「平成 24 年 2 月 10 日午前 11 時時点」
福島第一【その他】

H24.2.10

「平成 24 年 2 月 10 日午前 11 時時点」

H24.2.4

「平成 24 年 2 月 4 日午前 11 時時点」
福島第一【１号機】

H24.2.4

Ｈ24.1.19

「平成 24 年 2 月 4 日午前 11 時時点」
福島第一【2 号機】
「平成 24 年１月 18 日午前 10 時時点」〜
「平成 24 年１月 19 日午後３時時点」
福島第一【１号機】【２号機】【３号機】
【６号機】【その他】
福島第二【１号機】【３号機】

H24.1.18

「平成 23 年 12 月８日午後３時時点」〜
「平成 24 年１月 17 日午後３時時点」
福島第一【１号機】

H24.1.13

「平成 24 年１月 12 日午前 10 時時点」〜
「平成 24 年１月 12 日午後３時時点」
福島第一【その他】

H24.1.10

「平成 24 年１月９日午後４時時点」〜
「平成 24 年１月 10 日午前 10 時時点」

＜溜まり水処理設備＞
「水処理設備の除染装置については本日午前６時 58 分頃に「流量バラ
ンス異常」の警報が発生」と記載しておりましたが、６月 14 日に発生した
事象であることから、「６月 14 日午前６時 58 分頃」に日付標記を修正・
訂正させていただきます。
「４月 14 日午後３時 27 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設
（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）へ溜まり水の移送を
開始。４月 17 日午前８時 44 分、移送を停止。」と記載しておりましたが、
正しくは「５月１日午前９時 30 分、移送を停止。」です。お詫びして訂正
させて頂きます。
「４月 10 日午後１時 31 分、３号機タービン建屋地下から集中廃棄物処
理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋［高温焼却炉建屋］）へ溜まり水
の移送を開始。移送ライン付近で他の作業と輻輳することから、安全確
保のため、４月 13 日午前 11 時４分、移送を停止。同日午後１時 47 分、
移送を再開。」と記載しておりますが、「４月 17 日午前８時 44 分、移送を
停止。」を付記させて頂きます。
「１〜３号機 地震により停止中」「４〜６号機 地震発生前より定期検査
中」と記載しておりましたが、１〜４号機については、平成 24 年４月 19
日付けで廃止となることから、正しくは「１〜４号機 廃止（平成 24 年４月
19 日）」「５、６号機 地震発生前より定期検査中」です。お詫びして訂正
させて頂きます。
〈３，４号機サービス建屋〉３月 27 日の「分析のため」という表現につい
て、正しくは「多核種除去設備の性能確認試験のため」です。お詫びし
て訂正させていただきます。
＜原子炉への注水＞の３月２日の原子炉への注水量について、「炉心
スプレイ系からの注水量を約 2.6ｍ３／ｈから約 3.0ｍ３／ｈに調整」と記載
しておりましたが、正しくは「炉心スプレイ系からの注水量を約 5.7ｍ３／
ｈから約 6.0ｍ３／ｈに調整」です。訂正させて頂きます。
＜使用済燃料共用プール＞に３月 6 日午前 10 時 分、所内共通ディ
ーゼル発電機（Ａ）の復旧工事に伴い、共用プールの冷却を停止（停
止時プール水温度： . ℃）。同日午後 時 分、冷却を再開（再開時水
温度： . ℃）。と記載しておりましたが、午前 10 時時点では削除させて
頂き、15 時報にて正しく記載させて頂きます。
＜溜まり水処理設備＞に２月 19 日午後３時４分頃発生した使用済燃料
プールの水張りライン送水ヘッダ予備弁フランジ部の水漏れについて
記載しておりましたが、＜その他＞の欄へ訂正させて頂きます。
＜集中廃棄物処理施設内の溜まり水移送＞の２月９日のトレンチ等の
点検結果について、「５号機薬品タンク連絡ダクト連絡ダクト内」と記載
しておりましたが、正しくは「５号機薬品タンク連絡ダクト内」です。訂正
させて頂きます。
冒頭において、「午前 10 時時点」と記載しておりましたが、正しくは「午
前 11 時時点」です。訂正させて頂きます。
＜原子炉への注水＞の２月３日の原子炉への注水量について、「（給
水系からの注水量は約 2.0ｍ３／ｈで継続）」と記載しておりましたが、正
しくは「（炉心スプレイ系からの注水量は約 2.0ｍ３／ｈで継続）」です。
２月４日午前 11 時時点の原子炉圧力容器底部ヘッド上部温度につい
て、約 66.3℃と記載しておりましたが、正しくは約 64.8℃です。
南いわき開閉所の開閉設備の不具合による、瞬時停止に関する記載
について、「瞬時停止」と記載しておりましたが、正しくは「瞬時電圧低
下」です。訂正させて頂きます。
＜原子炉格納容器および圧力容器への窒素注入＞において、平成 23
年 12 月８日の本文に記載されている事項である「12 月８日午前 10 時
29 分、１号機原子炉格納容器ガス管理システムの排気ファンを起動し、
試験運転を開始。」が漏れておりましたので、追記させていただきます。
＜集中廃棄物処理施設内の溜まり水移送＞の１月 11 日のトレンチ等
の点検結果について「I-131：検出限界値以下、…」と記載しておりまし
たが、正しくは「I-131：検出限界値未満、…」です。訂正させて頂きま
す。
「１月９日午後２時 22 分頃、建設中の廃スラッジ貯蔵施設＊において、コ
ンクリート打設作業を行っていた協力企業作業員１名が体調不良を訴

福島第一【その他】、福島第二

え、５／６号機緊急医療室に運ばれ、治療を受けたが、心肺停止状態
であることから、同日午後３時 25 分、福島第一原子力発電所から総合
磐城共立病院へ搬送。なお、作業員の身体に放射性物質の付着はな
い。＊廃スラッジ貯蔵施設：滞留水処理の過程で発生する放射性廃棄物（廃ス
ラッジ）を一時貯蔵するための施設。」 との記載につきまして、福島第二原
子力発電所の欄へ誤って記載していたため、福島第一原子力発電所
のその他の＜けが人・体調不良者＞の欄へ訂正させていただきます。

「平成 23 年３月 11 日〜12 月 31 日の実績」に関する修正履歴
修正日

項

目

H23.12.28

「12 月 27 日午後３時時点」〜
「12 月 28 日午後３時時点」
福島第一【その他】

H23.12.13

「12 月 13 日午前９時時点」
福島第一【２号機】

H23.12.７

「12 月４日午後３時時点」〜
「12 月７日午前９時時点」
福島第一【その他】

Ｈ23.11.29

「11 月 29 日午前９時時点」
福島第一【その他】

Ｈ23.11.25

「11 月 24 日午後３時時点」
福島第一【３号機】

H23.11.20

「11 月 20 日午前９時時点」
福島第一【３号機】

H23.11.11

「11 月９日午前９時時点」〜
「11 月 11 日午前９時時点」
福島第一 【その他】

H23.11.9

「11 月６日午後３時時点」〜
「11 月８日午後３時時点」
福島第一 【その他】

H23.11.3

「11 月２日午後３時時点」
福島第一【２号機】

H23.10.29

「10 月 29 日午前９時時点」
福島第一【１号機】【２号機】

H23.10.27

「10 月 27 日午前９時時点」
福島第一【１号機】【２号機】
【３号機】

内
容
＜溜まり水処理設備＞の 12 月 27 日の第二セシウム吸着装置の運転再開につい
て「12 月 27 日午前 10 時 37 分に起動。これにより、…。」と記載しておりましたが、
正しくは「12 月 27 日午前 10 時 37 分に起動し、同日午前 10 時 43 分、定常流量
に到達。これにより…」です。訂正させて頂きます。
＜使用済燃料プール代替冷却＞の 12 月 12 日の一次系ポンプの出入口の流量
差が大きいことを示す警報発生について「計装配管の打診を実施し、・・・」と記載
しておりましたが、正しくは「計装配管の打振を実施し、・・・」です。訂正させて頂
きます。
＜溜まり水処理設備＞の 12 月４日の淡水化装置（蒸発濃縮装置）からの水漏れ
について、「コンクリート製の堰にひび割れがあり、そこから堰外の側溝に漏えい
した水が漏れ出て…」と記載しておりましたが、正しくは「ベースコンクリートにひ
び割れがあり、そこから堰外の側溝に漏えいした水が漏れ出て…」です。訂正さ
せていただきます。
＜けが人・体調不良者＞の 11 月 28 日の連続的に空気中の放射性物質濃度を
測定する測定器（連続ダストモニタ）における警報について、「免震重要棟前にお
ける空気中の放射性物質濃度は 7.34×10-6[Bq/cm3]」と記載しておりましたが、
7.34×10-6[Bq/cm3]が、検出限界値であるため、正しくは、「免震重要棟前にお
ける空気中の放射性物質濃度は検出限界値（7.34×10-6[Bq/cm3]）未満」です。
訂正させていただきます。
＜滞留水の処理＞の 11 月 24 日の溜まり水の移送停止について、３号機タービ
ン建屋地下から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）への移送に関して、記載
しておりましたが、正しくは３号機復水貯蔵タンクの貯蔵水を３号機タービン建屋
地下への移送に関してです。訂正させていただきます。
＜使用済燃料プール代替冷却＞の 11 月 20 日の使用済燃料プールの冷却につ
いて、「使用済燃料プール循環冷却システム」と記載しておりましたが、用語の統
一を図ることから「使用済燃料プール代替冷却設備」と訂正させていただきます。
＜溜まり水処理設備＞の 11 月６日の蒸発濃縮装置の停止について、｢現場盤に
おいて「給水タンク低水位」警報が発生」と記載しておりましたが、正しくは「ボイラ
ー給水タンクの水位低下を知らせる警報が発生」です。訂正させていただきま
す。
＜溜まり水処理設備＞の 11 月６日の蒸発濃縮装置の停止について、｢現場盤に
おいて「ボイラー給水タンク水位低低」警報が発生」と記載しておりましたが、正し
くは「現場盤において「給水タンク低水位」警報が発生」です。訂正させていただ
きます。
「11 月２日午後３時時点」において、「11 月２日午前９時時点」の本文に記載され
ている事項が漏れておりましたので、追記させていただきます。
「10 月 28 日午後４時 10 分、１号機原子炉建屋において、蒸気発生の抑制を確
実にし、カバーリング内の作業環境改善を図るため、原子炉への注水量を約
4.5ｍ３／ｈに調整。」との記載につきまして、２号機の＜原子炉への注水＞の欄
へ誤って記載していたため、１号機の＜原子炉への注水＞の欄へ訂正させて
いただきます。
＜原子炉への注水＞の 10 月 26 日の電源強化工事に伴う、注水ラインの変更に
ついて、１号機、２号機において「同日午後４時 10 分、非常用注水ラインから常
用注水ラインへの切替を実施。」と記載しておりましたが、正しくは「非常用注水ラ
インから常用注水ラインへの切替を行い、同日午後 4 時 10 分、流量が安定したこ
とを確認。」です。
また、３号機において「同日午後３時 20 分、非常用注水ラインから常用注水ライ
ンへの切替を実施。」と記載しておりましたが、正しくは「非常用注水ラインから常
用注水ラインへの切替を行い、同日午後３時 33 分、流量が安定したことを確
認。」です。訂正させていただきます。

H23.10.5

「10 月４日午後３時時点」
福島第二【２号機】

「２号機の残留熱除去系（Ａ）への電源供給ケーブル（仮設）の移設工事に伴い、
10 月４日午前 10 時 57 分に２号機残留熱除去系（Ａｐ）を停止。」と記載しておりま
したが、正しくは「２号機残留熱除去系（Ａ）を停止」です。訂正させていただきま
す。

H23.10.2

「10 月１日午前９時時点」〜
「10 月２日午前９時時点」
福島第一、福島第一【１号機】

標題について「８月１日以降の実績」とすべきところ「９月１日以降の実績」と記載
しておりましたので訂正させていただきます。また、福島第一原子力発電所に関
する冒頭箇所ならびに同発電所１号機の＜原子炉への注水＞、＜使用済燃料
プールへの注水＞、＜使用済燃料プール代替冷却＞について、８月分の記載
が削除されていたため、再度掲載させていただきます。

H23.9.22

「９月 21 日午後３時時点」〜
「９月 22 日午前９時時点」
福島第一【その他】

H23.9.22

「９月 21 日午後３時時点」〜
「９月 22 日午前９時時点」
福島第一【その他】

H23.9.9

「９月８日午後３時時点」〜
「９月９日午前９時時点」
福島第一【６号機】

H23.9.8

「８月 30 日午後３時時点」〜
「９月８日午前９時時点」
福島第一【３号機】

H23.8.29

H23.8.27

H23.8.24

「８月５日午前９時時点」〜
「８月 29 日午前９時時点」
福島第一【その他】
「８月 17 日午前９時時点」〜
「８月 26 日午後３時」
福島第一 【その他】
「８月 23 日午前９時時点」〜
「８月 23 日午後３時時点」
福島第一 【その他】

H23.8.23

「８月 23 日午前９時時点」
柏崎刈羽 ７号機

H23.8.19

「８月 18 日午前９時時点」〜
「８月 18 日午後３時時点」
福島第一 【その他】

H23.8.17

「８月 16 日午前９時時点」〜
「８月 16 日午後３時」
福島第一 【６号機】

９月 21 日の「淡水化装置（逆浸透膜型）（３）の再起動について、予備系統を使用
して同装置（３）を再起動した。」と記載しておりますが、正しくは、「２系統ある処理
ラインの内、水漏れがあった系統とは別の系統にて同装置（３）を再起動。」となり
ます。訂正させていただきます。
９月 21 日の「淡水化装置（逆浸透膜型）（３）の再起動について、予備系統を使用
して同装置（３）を再起動した。」と記載しておりますが、正しくは、「２系統ある処理
ラインの内、水漏れがあった系統とは別の系統にて同装置（３）を再起動。」となり
ます。訂正させていただきます。
＜その他＞の９月８日の６号機残留熱除去海水系(Ｂ系)の停止について、本文で
は「６号機残留熱除去海水系(Ａ系)のポンプの試運転に伴う準備作業のため、
残留熱除去海水系(Ｂ系)を停止し、原子炉および使用済燃料プールの冷却が
一時停止。」と記載しておりましたが、過去の実績では「６号機残留熱除去海水
系(Ａ系)のポンプの水張りに伴い、残留熱除去海水系(Ｂ系)を停止するため、原
子炉および使用済燃料プールの冷却が一時停止。」と記載が異なっていたた
め、「過去の実績」を「本文」と同様の記載に訂正させていただきます。
＜滞留水の処理＞の８月 30 日の滞留水移送について、「３号機タービン建屋立
坑から集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）へ移送を停止し、・・・」と記載して
おりますが、正しくは「３号機タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（プロセ
ス主建屋）へ移送を停止し、・・・」となります。
＜放射性物質の検出＞について、各項目の採取日、検出結果等について記載
を見直しました。
放射性物質の検出の「水」について、５月 11 日の３号機の取水口付近における
水の海への流出の実績を記載しておりましたので削除いたします。
放射性物質の検出の[大気]および「水」について、８月 22 日に採取した試料で放
射性物質の検出があったと記載していましたが、正しくは、放射性物質の検出は
ありませんでした。訂正させていただきます。
柏崎刈羽原子力発電所７号機における第 10 回定期検査については、８月 23 日
より開始しておりますが、同日午前９時現在のお知らせでは、「通常運転中」とな
っておりました。訂正させていただきます。
放射性物質の検出の[土壌]について、６月 13、20 日に採取した分析結果を、「８
月１日以降の実績」に記載しておりましたが、「３月 11 日〜７月 31 日の実績」に記
載いたします。
タービン建屋地下溜まり水の仮設タンクへの移送については、８月 15 日午前 11
時に再開した後、８月 16 日午前９時に停止しておりましたが、その内容を、「仮設
タンクからメガフロートへの移送」の欄に記載しておりました。訂正させていただき
ます。

※ 上記修正については、平成 23 年８月 17 日以降に確認したものについて記載しております。
※ それ以前の修正については、各プレスリリースの添付ファイルにて適宜反映しております。

