
  

１ 第２段階（原子炉領域周辺設備解体撤去期間）の進捗状況について 

１，２号機の廃止措置の第２段階では、汚染状況の調査・検討、系統除染および建屋・設備・機器の解体撤去を実施しま

す。 

第２段階の進捗状況※1 
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２ 汚染状況の調査・検討について 
目的 現在の状況 

放射線管理区域内の設備を適切に解体

撤去する計画を立案するために実施。 

３月末までに、１号機原子炉圧力容器内および原子炉格納容器内のサンプル採取を、計画

通り実施し終了しました。現在、採取したサンプルを分析しています。 

３ 系統除染の状況について 

今四半期において作業の実績はありませんでした。 

４ 設備・機器の解体撤去の状況について 

（１）放射線管理区域内設備の解体撤去工事の状況 
施設の名称 工事件名 目的（工事の概要） 作業期間 実績等 

浜岡１号機 

ほう酸注入系設

備 

浜岡１号機 

ほう酸注入系設備

解体撤去工事 

浜岡１号機ほう酸注入系

設備のうち、主要ポンプ、

タンクならびに配管等の解

体撤去 

平成２８年２月１５日 
～平成２８年８月下旬 

主要ポンプならびに配管等および接続ケーブルの切

断完了。タンクは切断を実施。 

浜岡 2 号機 

ほう酸注入系設

備 

浜岡 2 号機 

ほう酸注入系設備

解体撤去工事 

浜岡 2 号機ほう酸注入系

設備のうち、主要ポンプ、

タンクならびに配管等の解

体撤去 

平成２８年２月１５日 
～平成２８年８月下旬 工事準備および接続ケーブルの切断を実施。 

 

（２）排気筒解体撤去工事の状況 

 今四半期において作業の実績はありませんでした。 

 

 

 

（３）放射線管理区域外設備の解体撤去工事の状況 
施設の名称 工事件名 目的（工事の概要） 作業期間 実績 

浜岡１，２号機 

水素酸素供給設

備 

浜岡１，２号機 

水素酸素供給設備

撤去工事 

浜岡１，２号機水素酸素発

生設備，供給設備の解体

撤去 

平成２７年６月８日 
～平成２８年７月下旬 

水素酸素供給設備と水素酸素発生設備の解体工事

を概ね終了。片づけ作業等を実施中。 

浜岡 1,2 号機 

くらげ処理ポンプ 

浜岡１，２号機 

くらげ処理装置解

体撤去工事 

浜岡１号機および２号機の

くらげ処理設備のうち、処

理ポンプならびに制御盤

の解体撤去 

平成２８年１月１８日 
～平成２８年７月上旬 

設備の解体工事は概ね終了。片づけ作業等を実施

中。 

浜岡 1,2 号機 

海水連けい設備 

浜岡１，２号機 

海水連けい設備 

解体撤去工事 

浜岡１号機および２号機の

海水連けい設備のうち、制

御盤等の解体撤去 

平成２８年３月１７日 
～平成２８年７月上旬 

制御盤等の解体工事は概ね終了。片づけ作業等を実

施中。 

浜岡 1 号機 

非常用冷却塔他

設備 

浜岡１号機 

非常用冷却塔他設

備解体撤去工事 

浜岡１号機の非常用冷却

塔、補給水タンクの解体撤

去 

平成２８年６月３０日 
～平成２９年１月下旬 工事準備を実施。 

５ 解体撤去物について 

（１）放射線管理区域内の解体撤去物の発生・保管状況 

ア．発生量（工事仕掛り物は除く） 

  今四半期において解体撤去工事による解体撤去物の発生はありませんでした。 

イ．保管量 

  今四半期に１，２号機建屋内に新たに保管した放射性固体廃棄物※1はありませんでした。 

（平成 28 年 6月 30 日現在） 
今期発生量（箱） 保管総量（箱） 今期発生量（ｍ3）※2 保管総量（ｍ3）※2 保管場所容量（ｍ3） 

0 0 0 0 2181 

 

 

 

（２）放射線管理区域外の解体撤去物の発生・処分状況 (単位:トン) 

   

（平成 28 年 6月 30 日現在） 

 

１号機 ２号機 

備 

考 

発生量※１ 処分量※2 
処分 

待ち量 

発生量※１ 処分量※2 
処分 

待ち量 今期 累計 今期※３ 累計 今期 累計 今期※３ 累計 

金属類 12.3 198.8 12.3 198.8 0.0 11.8 724.0 11.8 724.0※４ 0.0  

コンクリート類 0.0 35.2 0.0 35.2 0.0 0.0 23.5 0.0 23.5 0.0  

その他 0.4 21.8 0.4 21.8 0.0 0.2 69.9 0.2 69.9 0.0  

合計 12.7 255.8 12.7 255.8 0.0 12.0 817.4 12.0 817.4 0.0  

 

 

 

６ 今後の予定 

  翌四半期間および翌々四半期間における予定は以下のとおりです。 

 

 

 

 

以 上 

※1 本計画については、工事の実施状況、検討・評価状況等により変更となる可能性があります。 

※2 平成 28 年 2 月 3 日に、廃止措置計画の変更の認可を受けました。これにより、放射線管理区域内のうち原子炉領域周辺設備の解体工事を開始しました。 

   枠内が、今回お知らせする対象となります。 
 

浜岡原子力発電所１，２号機 廃止措置状況 
 （平成２８年度 第１四半期 自平成２８年４月１日 至平成２８年６月３０日）  

設備の解体撤去工事を進めていきます。 

※1 放射線管理区域外の解体撤去物のうち分別および計量により物量を把握できた量。 

※2 発電所敷地外に産業廃棄物・有価物等として搬出した量、もしくは発電所敷地内で再利用とした量。 

※3 平成 28 年 6 月 29 日～30 日に１，２号機海水連けい設備及び１，２号機くらげ処理装置について、第三者機関による立会いのもと発電所敷地外へ搬出。（第

三者機関の確認結果は添付のとおり） 
※4  海水連けい設備の一部（ポンプ、電動機 金属類 7.6ｔ）を災害訓練用として発電所敷地内で再利用しました。それ以外は、発電所敷地外に搬出しました。 

注１：解体撤去物の発生量が確定してから搬出までに期間を要するため、発生量と処分量に差異が生じる場合があります。 
 

▼1号機サンプル採取終了 

1 号機 2 号機 

2 号機 

1 号機 

解体工事 

1 号機 

2 号機 

※1 管理区域内設備の解体撤去物のうち、「放射性廃棄物ではないもの」「放射性物質として扱う必要のないものと推定されるもの」「除染等の処理過程にあ

る もの」を除いたものを「放射性固体廃棄物」としています。 

※2  単位（ｍ3）は、箱数と箱容積（ｍ3）の積で算出しています。 

 

解体準備工事 

▼工事着手（2 月 15日）※2 

▼工事着手（2 月 15日）※2 

  第２段階に移行 

▼変更認可(2月 3 日)※2 






