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そうですねぇ…大体半分弱ぐらいでしょうか…はい。

いづれにしましても、あのー、ゼロ１時がリミットですから、そこへ向けてほんとに、１分で

も２分でも長く…

はい。 

そして、必ず放水をやるようにして下さい。お願いします。どうぞ。

はい。 

マイク外：後はどっちみち１時でありますから、そこまで見届けましょう［本店武黒の方を向

いて］。 

おそらく１２時半過ぎぐらいにはホース引き終わって、４５分位には丁度停止中の時間との関

係ですね…［海江田大臣の方を向いて］

しょうがないですね…［本店武黒フェローの方を向いて］

色々なものは置いていってもらうと…いうことで、隊員だけ出て行っていただくと…［本店海

江田大臣の方を向いて］

徒歩でいいんですか？［本店武黒フェローの方を向いて］

あのー、バスを用意します。車を用意してですね…ホースをこう引いてですね…［本店海江田

大臣の方を向いて］あれ…あの、消防のね、ここにおいて、こういうふうに仮設のホースを引

くと…今引いている…それは、これの支障にならない［本店○○の方を向いて］

ならない…、場所はここ１台とここに１台と…あのー、大丈夫だと確認しています。［本店武

黒フェローの方を向いて］

車を動かせないから…人が徒歩であるところまできて［本店○○の方を向いて］

あの、ホースをちょっとどけさせて頂く場合もありますけど…大丈夫です。［本店武黒の方を

向いて］ 

報告します。報告します。えっと先程、あの、説明が、あの、逆を言っていたみたいで、えっ

と送水する部分から、あの、物揚場のほうに持ってくというコースをとっていたものですから、

逆に言うと、もっとあの、パーセンテージが早くて、もうすぐあの、物揚場方向まで行く…要

するにあの、山側から海の方にホースを引いていたということです。それで、最初に行った、

あ、物揚場に行った、え、送水車の…

はそこで、えー、ホースが送水車のところに、いー、入れられれば、合流すれば、そこで送水

が完了というような状況になると思いますので…多分、後、おー、１５分か２０分程度ではこ

ろには、あのー、１５分程度かな・・…後３０分位には、送水できるのではないかというのが

現場からきた報告でございます。

はい。ありがとうございます。それで先程、あのー、こちらで確認しましたけれど、あのー、

車はおいて・・車とホースは置いていっても明日の工事に差しさわりがないようです。ですか

ら勿論、後でもう一回、指示をしますが、あの、そのホースなどは、なるべく道の脇にどけて

頂きたいということですが…ある程度それは了解済みですね？

はい、大丈夫です。

はい、ありがとうございます。

吉田さん。 
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はい。 

えーっと一応、はい。念のためですが、あのー、実際やっていただいている消防の方にも、え

ー、先程から大臣からもご心配頂いておりますが、えー、撤収の時間を入れて終了時間が１時

だということについては、えー、ご理解を頂いているということでよろしいですか？

はい、それは伝えています。

ありがとうございます。

えっとサイト保安班から連絡致します。０時現在の、おー、モニタリングのデータでございま

すが、３２２９

ございますが東南東の風１．４ｍでございます。

え、今、入ってきた情報では、もう後、カップリングするところ、あーあのー、が、限られて

きていまして、もうすぐ敷設か、ホースの敷設完了という予定ではないかと…これはうちの人

間が見ていますので…あれですけど、ホース的に言えば繋ぎは、殆ど終わりつつあると…こう

いう状況であります。

はい。了解しました。

で、ホースが繋がれれば、１回試運転ということで圧を通して、その後、おー、実際の、おー、

送水にいくという、あのー、プロ、あの、プロセスになっております。

はい、ありがとうございます。

すいません。１２時３０分注水開始。注水開始。

はい。ありがとうございます。

現在の報告は、プール内に水が、いいところに水が落ちているという報告が入って、入ってい

ます。 

はい。ありがとうございます。

引き続き、あの、現場の状況について適宜連絡をして下さるようお願い致します。

はい、了解しました。

えー報告します。消防士さんは２台の消防、消防車に分乗して現場から離れました。えー、私

共の、おー、人間も別の車で今、撤収の途中…撤収準備をしているところでございます。それ

から、えー、ポンプは今、回りっぱなしで…ずっと連続注水をしているという状況でございま

す。で現場はですね、あの、そういう意味では、これからずっと連続注水というような状況に

なるようでございます。

吉田さん、その場合に、これから始まる工事への影響というのはどうでしょうか？

はい、はいはい。それで、今、私もそれで、そこが１回止まると思っていたものですから、連

続注水というのはちょっと頭になかったものですから確認をしましたが、工事エリアとの干渉

という観点からは、一応事前にチェックしてか、、あの、問題がない、ないとという確認をし

ております。電気の、おー、工事をされる方、そこのエリアで水の粉末…噴霧による影響がな

いことをかく、確認してから実施して頂けたらと思います。

えーっと、配電班、大丈夫ですか？

えーっと、あのー、飛沫も含めて確認しますけれども、あの、放射線のサーベイ等は…やって
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いただけますか？

サーベイは継続して実施します。はいはい。

宜しくお願い致します。

工務班よろしいですね？はい。それでは吉田さん、あのー、えー、実際には、この後、配電班

に工事に入ってもらいますので、その際の只今の確認と、それからモニタリング等について、

発電所でもよろしく対応お願いします。

はい、了解しました。

吉田さん。海江田です。本当にお疲れ様です。あのー、やっぱり、粘らなければいけませんな

ぁ…頑張りましょう。これからも…ありがとうございました。本当にお世話になりました。こ

れからも宜しくお願いします。

ありがとうございました。

拍手お願いします。

あの、この後、ずっと連続注水ということになるんですが、その状況については、今後はどう

いった形であのー、こう、モニターすることにしたら・・あ、なるんでしょうか？何か考えて

おられますか？

すいません、ちょっと…あの・・連続注水というのは、分からなかった…

わかりました。

こんなはずじゃ…

１回ブレイクして…えー・・１時から、またあのー、全体の最終確認を、おー、長くても３０

分以内ということでやりたいと思います。関係者の皆さん宜しくお願いします。

はい。宜しくお願いします。

終わって直ぐで申し訳ないけれど…本店さん、手順は…連続注水ってあったんでしたっけ？

はい、すいませんえっと…連続注水とは聞いていましたが、ずっと流しっぱなしという認識で

はなかったです。

そうでしょ！！

えっと・・スイッチを入れて、ある程度流して、スイッチを押して止めるイメージでおりまし

た。 

もうすこしさ・・今回の手順がさ、全然ハッキリしなさすぎて、困っちゃうんだけどさぁ！！

愚痴言ってもしょうがないけど…もう・・

保安班、データの今日の紹介は無かったですけど、どうですか？

吉田さん。吉田さん。いまこちらでね…現実は流しっぱなしですよねぇ、今ねえ？

はい。はい。 

それで本当に大丈夫かと、ちょっと心配なものだから、こちらにいる・・あ、消防庁の方と、
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え、その点の対応の確認をしているところです。

はい。 

連続開始前及び連続開始中。それ以降と取ってございますが…えー、

まして、えー、さん、３

はございませんでした。えー、このままで、えー、推移を、えー、濃度を監視したいと思いま

す。 

了解しました。

吉田さん。 

はい。 

あの、今日のあの、この注水によって、これでできるということが確認できたので、あのー、

１回止めて欲しいという風に私共のほうでは考えています。で、それについて、手順等も含め

て、消防との…

はぁ！？ 

わかるからさぁ…わかるから。消防に、そのことをそちらから、えー、私共から伝えますから

…消防の方捕まえることできませんか？

大至急捕まえて…

サイト保安班よりご連絡いたします。０時４０分現在のモニタリング結果でございますが、

線につきましては３

中性子については検出はございませんでした。以上です。

了解しました。

今、エンジン停止命令をいたしました。あー、消防署の方も止めてもいいのか？という返答が

ありましたが、止めてくれと、えー、海江田大臣から止めると…停止命令が出ていると…いう

ふうに申し上げまして、これ、え、停止操作に入るというところでございます。以上。

はい、了解しました。あの、その…おー、人がいなくなって、放水、とういう、自動放水とい

うのは、あのその、消防士の、それこそ、放射線（能）の汚染を最小限に留めるための手法で

ありましたから、今回のような短い時間ですので１回止めていただくということでございます。

それはご理解下さい。どうぞ。

はい、了解しました。

大変、あのー、機敏に対応して頂きましてありがとうございました。

もう、もう・・足腰立ちません…どうぞ。

はい、あー、今日は、なるだけゆっくり休んでもらいたいと思っております。従ってラップア

ップは、もう１５分にしましょう。

１Ｆさん、聞こえますか？

はい、１Ｆ聞こえます。

はい、えーっと、今、武黒本部長の方から、えー、１時を目途にラップアップをやって、しか

し１５分限定でいこうというお話しがありましたのでお伝えします。
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はい、了解しました。あの、その…おー、人がいなくなって、放水、とういう、自動放水とい

うのは、あのその、消防士の、それこそ、放射線（能）の汚染を最小限に留めるための手法で
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はい、了解しました。若干１名相当お疲れの方がいらっしゃいますので…宜しくお願いします。

あとですね…えーっと、さっき、エンジン停止…ですが…もう停止したのでしょうか…まだ確

認できていないですよねぇ…

すいません。ちょっとまだ確認できておりません。

ですよね、停止が確認とれたら、それを発話下さい。お願いします。

了解しました。

本店さん、すいません。あのー、ちょっとまだ現場のほうの作業…水が、えっと、、止まった

ことが確認できないうちには解除できないと思っていますので、それをもって解除したいと思

います。 

了解です。 

サイト保安班よりご連絡いたします。モニタリング結果、０時５０分現在、３

ルト／ｈ。風向、西風１．４ｍ。ニュートロン検出なし。以上でございます。

了解しました。

えー、あのー、福島の●●さん。

はい、●●ですが。

あのね、今、明日のオペレー、放水オペレーションについて、えー、消防庁、国、いー、それ

からーえー、東電、関係者で協議しています。・・・工事との関係、あるいは、えーそれから、

前後関係、こういったことを協議しています。それなんで、ちょっとラップアップのミーティ

ングもうしばらく開始を待って下さい。その間に、まとまったオペレーション案をそちらにあ

のー、送ります。

はい、ありがとうございます。ちょっと、現場の方は、まだ、完全に放水が止まったという状

況の報告を受けていないので…まだあの、現状は継続しているという風な状況になっています。

真っ暗なんだけど、なかなかみえな・・見えるの？

一回、どうも現場から撤収してしまっている状況の中で、もう一回…ということになっている

みたいで、相当現場の方も混乱しているようです。

そうだろうねぇ。そもそも行って見えるの？その…真っ暗な中で？

ちょっと…どのように確認するのか、私にもわかりません。

行って見なければ、しょうがないね…はい。ご苦労さまです。

オフサイトセンター高津ですけども…本店の●●さん、いらっしゃいますか？

●●です。 

あ、ちょっと申し訳ないけれど、私の所に…あの、携帯に電話ほしいんですよ。
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はい、何番でしょうか？

●●●－●●●●－●●●●です。

はい、了解しました。

はい。 

あー、あのね、ちょっと待ってね。説明しますね。えーっと話がややこしくてですね…消防士

さんは帰りました。エンジンの切り方は、今、今、こっちに残っているうちの連中がおそ、教

わって、えー、切るのですが、彼らもこっちに帰ってくる車がないという状況になっていて、

今、迎えの車を至急出しました。この迎えの車がくるタイミングで切ると…いうことで、早く

切れ！と言っている…そこが意思疎通ができていなくてちょっとあれなんですが…という状況

です。 

はい、わかりました。ご苦労さまです。

はぁ～（深いため息）

あのー、情報提供をさせて頂きます。この時間をお借りして…あの、本店の通信復旧班です。

あのー、えっとＪビレッジで通信機能が弱いということですので光ファイバーを近所から伸ば

して…ＰＨＳ交換機を…

ちょっとすいません！すいません割り込ませて下さい。１時１０分エンジン停止しました。１

時１０分エンジン停止しました。作業に入る方はえー、直ぐに作業に入って下さい。直ぐに作

業に入って下さい。以上です。

ご苦労さまでした。

あ、通信復旧班です。続きです。あのー、ＰＨＳ交換機を置いてＰＨＳ環境を作ることに致し

ました。えー、そしてＰＨＳとテレビ会議と共用ＬＡＮのパソコンも使えるような環境にいた

します。それとあの、えー、職員の方の休憩所のコールセンターにもＰＨＳ交換機を新設して、

えー、あ、置いてですね、通話環境作るということと、テレビ会議もおいて、共用ＬＡＮもお

いて業務上の環境も作るように、えー、やることにしました。Ｊビレッジの運用開始は、あの

２１日目途で頑張ります。コールセンターのほうは２３日目途でやります。以上です。

ありがとうございました。

●●さん、●●さん。東京消防庁からの電話受けてもらえますか？東京消防庁からの電話持っ

ている人… 

それではそろそろラップアップ始めたいと思いますので…サイトのほう、ご準備よろしいでし

ょうか…？ 

ちょっと、ガタガタしてますけど、やりましょう。

了解です。それではお願いします。

はい、それでは、皆さん大変長い一日、今日もまた長い一日、ご苦労様でした。えっとまず、

注水活動についてですが、まこれは、えー、一応、先程１時１０分に注水を停止していただい

たということで、えー、既に作業の方は、リリースしてもらっているという状況です。それで、

明日どういう風にするかということですが、あ、これについては明日の、おー、昼過ぎになる

んでしょうが、あーのー、外線工事が終わった段階で今後のオペレーションを、それまでに内

容をフィックスして、そしてそこで確認するということにしたいと思っています。ただし、え、

今、考えていることの概略だけ申し上げます。まこれはいま、国とえー、消防庁、それから電

力、関係部門等で協議しているところで、まだ、これが十分、具体的なものとするまでには、

えー、至っておりませんので、えー、紙にして、お配りしませんが、明日の昼ごろに行う…昼

 （３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始
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考えていることの概略だけ申し上げます。まこれはいま、国とえー、消防庁、それから電

力、関係部門等で協議しているところで、まだ、これが十分、具体的なものとするまでには、

えー、至っておりませんので、えー、紙にして、お配りしませんが、明日の昼ごろに行う…昼

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始） 

あー、あのね、ちょっと待ってね。説明しますね。えーっと話がややこしくてですね…消防士

さんは帰りました。エンジンの切り方は、今、今、こっちに残っているうちの連中がおそ、教

わって、えー、切るのですが、彼らもこっちに帰ってくる車がないという状況になっていて、

今、迎えの車を至急出しました。この迎えの車がくるタイミングで切ると…いうことで、早く

切れ！と言っている…そこが意思疎通ができていなくてちょっとあれなんですが…という状況

あのー、情報提供をさせて頂きます。この時間をお借りして…あの、本店の通信復旧班です。

あのー、えっとＪビレッジで通信機能が弱いということですので光ファイバーを近所から伸ば

ちょっとすいません！すいません割り込ませて下さい。１時１０分エンジン停止しました。１

時１０分エンジン停止しました。作業に入る方はえー、直ぐに作業に入って下さい。直ぐに作

あ、通信復旧班です。続きです。あのー、ＰＨＳ交換機を置いてＰＨＳ環境を作ることに致し

ました。えー、そしてＰＨＳとテレビ会議と共用ＬＡＮのパソコンも使えるような環境にいた

します。それとあの、えー、職員の方の休憩所のコールセンターにもＰＨＳ交換機を新設して、

えー、あ、置いてですね、通話環境作るということと、テレビ会議もおいて、共用ＬＡＮもお

いて業務上の環境も作るように、えー、やることにしました。Ｊビレッジの運用開始は、あの

２１日目途で頑張ります。コールセンターのほうは２３日目途でやります。以上です。 

●●さん、●●さん。東京消防庁からの電話受けてもらえますか？東京消防庁からの電話持っ

それではそろそろラップアップ始めたいと思いますので…サイトのほう、ご準備よろしいでし

はい、それでは、皆さん大変長い一日、今日もまた長い一日、ご苦労様でした。えっとまず、

注水活動についてですが、まこれは、えー、一応、先程１時１０分に注水を停止していただい
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過ぎに行う、えー、ミーティングの際に明確にしたいと思ってます。基本的には明日のオペレ

ーションは復旧工事を優先する。復旧工事を遅らせない範囲で放水する。これが基本方針です。

え、これは明日も変わらない基本方針です。えー、オペレーション。えー、３・４号機の屋外

工事終了。これが１２時頃ということになっていますが、えー若干遅れもありうべしと思いま

す。その後、え、３号機に対してはハイパーレスキューの連続放水。えーー、但し、それをど

う、えー、監視、監理するかというところが課題として残りますので、え、この点は明日のミ

ーティングまでに詰めるということにしたいと思います。え、続いて、えー・・３・４、３・

４号機の屋外工事…明日の昼以降ですね…事前の検討で安全及び実行可能性が確認できれば４

号機に対し、えー、自衛隊が放水。えー、ということでありまして、米軍放水機を加えるかど

うかは明朝判断とい

水するというのは、従来なかったオプションを実行することになります。えー基本的にはこう

いった、あー、ことが今、検討されている内容であります。えーこれについての具体的な、あ

ー、協議は明日の昼の、昼過ぎのミーティングで行いたいと思います。

細野です。あの明日はこれで是非お願いしたいと思います。えー、この復旧工事を優先するか、

もしくは放水を優先するかということについては、若干、あのー、東京電力の皆さんと国の方

針で、ま、ニュアンスという程度ですが、差がございます。えー、国の方はですね、とにかく

放水冷却を優先ということで来たわけでございまして、ま、そのことが若干、東電の皆さんに

色んな意味でご迷惑、ご負担をおかけしてですね、えー、工事を遅らせてきたということにつ

いては、責任を感じております。従いまして明日はこの方針で是非皆さんにですね、工事を進

めて頂きたいという風に思います。ただ、あのー、やはり冷却をし続けるというのは、え、こ

れは必須の条件だと思いますので、えー、明後日以降、どういう風にですね、それを運んでい

くのかということについては、えー、相談をさせて頂いて、この２つのバランスをはかってい

きたいと思っておりますので…宜しくお願い致します。

それでは続いて、えー、今日の、おーっと、作業結果と明日の作業予定について、えー、簡潔

に工務、配電、えー、それから火力の順でお願いします。

はい、工務班です。●●が陣頭指揮頑張り過ぎて声を潰してしまったので、私が代理で報告さ

せて頂きます。えー、２点報告をさせて頂きます。えー、３・４号の移動用ミニクラまでは、

えー、１４時２８分、試充電成功ということでご報告致しておりますが、えーっと消火の関係

で、えー、事前に、いー、作業員が現地退避してミニクラの状態を最終確認していないという

ことなものですから、えー、この０時からの…これからの作業の中で、もう一回、いー、試充

電をかけさせて頂いて、それで、えー、しっかり電圧値ですとか機器の状態というのを最終確

認しようという仕事が一点。それからもう一点はですね、５・６号機用の所内電源の、えー、

鉄塔倒壊箇所の復旧工事でございますが、これにつきましては、あ、本日の進捗としまして、

えー、伐採作業と、おー、夜の森線の使わないところの区間を縁切りするためのジャンパ開放、

これを実施しております。で、迂回をする場所の下にかなり樹木が多くて６万の離隔をとるた

めにですね、ちょっとそうたい、最初予想していたよりは多く伐採を要しているということで、

えー、伐採だけの進捗が５０％ということです。ちょっと遅れ気味になっています。というこ

とで、えー、翌日、あ、本日ですね。本日の作業としては、えー、４６人でやっていた作業を、

９０人に増員を致しまして進捗の回復を図るということで考えてございます。ま、概ね、えー

予定通り行くのではないかと思っておりますが、ちょっと明日のけ、結果を見ながらまた、工

程については相談したいと思っております。以上です。

はい。ありがとうございます。えー、概ねということですが、もし途中で進捗状況にえー、大

きな変化があるような場合には早めにご連絡下さい。それから、明日午後予定されるその、放

水と作業との関係はないというふうに理解してよろしいですか？はい、わかりました。では、

配電お願いします。

それでは配電からご報告します。あの、書画カメラを出して頂けたらと思います。えっと書画

カメラを見ていただけますと明日は、２件工事がございます。えー、１・２号機用のえー、ケ

ーブル工事。えー、これは大体１５０

２つ目の工事は、えー、３番４番線用の工事でございます。内容は開閉器を２つ設置。えー、

さらにケーブルを１００ｍものを２条程度、ま、２条設置という形で、この工事自体は左の１・

２号の方は約９０名。えー、３・４号の方は約３０名。えー、合計１２０名プラス直営社員と

いう形で、え、１３０数名の規模でえー、工事をしていくことになります。えー、工事時間は、

１時から、えー、今日のお昼１２時までを予定をしております。あのー、工事の内容…規模・・

場所に応じて、１３０名一度に入構す

えー、１Ｆへの入構あるいは防護服への取り付け等については、よろしくご配慮頂ければと思

います。え、この工事に伴いまして、先程１・２号の工事でケーブルを１５０ｍ布設すると申

しましたけれども、ルートが今、鉛筆で書いてある…あ、すいません、１５００ｍですが、ル

ートが右のところから出まして、一度下がりまして、上に行くというルートになっています。

えーっとここにつきましてはえー、結果的に道路横断が２箇所ございます。そこの部分とここ

の部分（図面上で説明）ここの部分はあのー

とでえー、養生も含めてやるという形になります。更にこ、えー、の工事、重機も使います。

工事車両もだいぶ入りますので通行止めで施工したいと思っています。え、下の１箇所。右の

１箇所。右の×のところですね。右上…あ、左の上、黄色で囲まれた箇所について通行止めと
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１箇所。右の×のところですね。右上…あ、左の上、黄色で囲まれた箇所について通行止めと

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容

過ぎに行う、えー、ミーティングの際に明確にしたいと思ってます。基本的には明日のオペレ

ーションは復旧工事を優先する。復旧工事を遅らせない範囲で放水する。これが基本方針です。

え、これは明日も変わらない基本方針です。えー、オペレーション。えー、３・４号機の屋外

これが１２時頃ということになっていますが、えー若干遅れもありうべしと思いま

す。その後、え、３号機に対してはハイパーレスキューの連続放水。えーー、但し、それをど

う、えー、監視、監理するかというところが課題として残りますので、え、この点は明日のミ

ーティングまでに詰めるということにしたいと思います。え、続いて、えー・・３・４、３・

４号機の屋外工事…明日の昼以降ですね…事前の検討で安全及び実行可能性が確認できれば４

号機に対し、えー、自衛隊が放水。えー、ということでありまして、米軍放水機を加えるかど

うことになっていますが、えー、この４号機については、ま、自衛隊が放

水するというのは、従来なかったオプションを実行することになります。えー基本的にはこう

いった、あー、ことが今、検討されている内容であります。えーこれについての具体的な、あ

ー、協議は明日の昼の、昼過ぎのミーティングで行いたいと思います。

細野です。あの明日はこれで是非お願いしたいと思います。えー、この復旧工事を優先するか、

もしくは放水を優先するかということについては、若干、あのー、東京電力の皆さんと国の方

針で、ま、ニュアンスという程度ですが、差がございます。えー、国の方はですね、とにかく

放水冷却を優先ということで来たわけでございまして、ま、そのことが若干、東電の皆さんに

色んな意味でご迷惑、ご負担をおかけしてですね、えー、工事を遅らせてきたということにつ

いては、責任を感じております。従いまして明日はこの方針で是非皆さんにですね、工事を進

きたいという風に思います。ただ、あのー、やはり冷却をし続けるというのは、え、こ

れは必須の条件だと思いますので、えー、明後日以降、どういう風にですね、それを運んでい

くのかということについては、えー、相談をさせて頂いて、この２つのバランスをはかってい

きたいと思っておりますので…宜しくお願い致します。

それでは続いて、えー、今日の、おーっと、作業結果と明日の作業予定について、えー、簡潔

に工務、配電、えー、それから火力の順でお願いします。

はい、工務班です。●●が陣頭指揮頑張り過ぎて声を潰してしまったので、私が代理で報告さ

せて頂きます。えー、２点報告をさせて頂きます。えー、３・４号の移動用ミニクラまでは、

えー、１４時２８分、試充電成功ということでご報告致しておりますが、えーっと消火の関係

で、えー、事前に、いー、作業員が現地退避してミニクラの状態を最終確認していないという

ことなものですから、えー、この０時からの…これからの作業の中で、もう一回、いー、試充

電をかけさせて頂いて、それで、えー、しっかり電圧値ですとか機器の状態というのを最終確

うという仕事が一点。それからもう一点はですね、５・６号機用の所内電源の、えー、

鉄塔倒壊箇所の復旧工事でございますが、これにつきましては、あ、本日の進捗としまして、

えー、伐採作業と、おー、夜の森線の使わないところの区間を縁切りするためのジャンパ開放、

これを実施しております。で、迂回をする場所の下にかなり樹木が多くて６万の離隔をとるた

めにですね、ちょっとそうたい、最初予想していたよりは多く伐採を要しているということで、

えー、伐採だけの進捗が５０％ということです。ちょっと遅れ気味になっています。というこ

、翌日、あ、本日ですね。本日の作業としては、えー、４６人でやっていた作業を、

９０人に増員を致しまして進捗の回復を図るということで考えてございます。ま、概ね、えー

予定通り行くのではないかと思っておりますが、ちょっと明日のけ、結果を見ながらまた、工

程については相談したいと思っております。以上です。

はい。ありがとうございます。えー、概ねということですが、もし途中で進捗状況にえー、大

きな変化があるような場合には早めにご連絡下さい。それから、明日午後予定されるその、放

水と作業との関係はないというふうに理解してよろしいですか？はい、わかりました。では、

それでは配電からご報告します。あの、書画カメラを出して頂けたらと思います。えっと書画

カメラを見ていただけますと明日は、２件工事がございます。えー、１・２号機用のえー、ケ

ーブル工事。えー、これは大体１５０スケアを１．５キロ位布設するものでございます。えー、

２つ目の工事は、えー、３番４番線用の工事でございます。内容は開閉器を２つ設置。えー、

さらにケーブルを１００ｍものを２条程度、ま、２条設置という形で、この工事自体は左の１・

２号の方は約９０名。えー、３・４号の方は約３０名。えー、合計１２０名プラス直営社員と

いう形で、え、１３０数名の規模でえー、工事をしていくことになります。えー、工事時間は、

１時から、えー、今日のお昼１２時までを予定をしております。あのー、工事の内容…規模・・

場所に応じて、１３０名一度に入構するわけではなく、五月雨式の入構を予定していますので、

えー、１Ｆへの入構あるいは防護服への取り付け等については、よろしくご配慮頂ければと思

います。え、この工事に伴いまして、先程１・２号の工事でケーブルを１５０ｍ布設すると申

しましたけれども、ルートが今、鉛筆で書いてある…あ、すいません、１５００ｍですが、ル

ートが右のところから出まして、一度下がりまして、上に行くというルートになっています。

えーっとここにつきましてはえー、結果的に道路横断が２箇所ございます。そこの部分とここ

の部分（図面上で説明）ここの部分はあのー

とでえー、養生も含めてやるという形になります。更にこ、えー、の工事、重機も使います。

工事車両もだいぶ入りますので通行止めで施工したいと思っています。え、下の１箇所。右の

１箇所。右の×のところですね。右上…あ、左の上、黄色で囲まれた箇所について通行止めと

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始
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とでえー、養生も含めてやるという形になります。更にこ、えー、の工事、重機も使います。

工事車両もだいぶ入りますので通行止めで施工したいと思っています。え、下の１箇所。右の

１箇所。右の×のところですね。右上…あ、左の上、黄色で囲まれた箇所について通行止めと

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始） 

過ぎに行う、えー、ミーティングの際に明確にしたいと思ってます。基本的には明日のオペレ

ーションは復旧工事を優先する。復旧工事を遅らせない範囲で放水する。これが基本方針です。

え、これは明日も変わらない基本方針です。えー、オペレーション。えー、３・４号機の屋外

これが１２時頃ということになっていますが、えー若干遅れもありうべしと思いま

す。その後、え、３号機に対してはハイパーレスキューの連続放水。えーー、但し、それをど

う、えー、監視、監理するかというところが課題として残りますので、え、この点は明日のミ

ーティングまでに詰めるということにしたいと思います。え、続いて、えー・・３・４、３・

４号機の屋外工事…明日の昼以降ですね…事前の検討で安全及び実行可能性が確認できれば４

号機に対し、えー、自衛隊が放水。えー、ということでありまして、米軍放水機を加えるかど

うことになっていますが、えー、この４号機については、ま、自衛隊が放

水するというのは、従来なかったオプションを実行することになります。えー基本的にはこう

いった、あー、ことが今、検討されている内容であります。えーこれについての具体的な、あ

細野です。あの明日はこれで是非お願いしたいと思います。えー、この復旧工事を優先するか、

もしくは放水を優先するかということについては、若干、あのー、東京電力の皆さんと国の方

針で、ま、ニュアンスという程度ですが、差がございます。えー、国の方はですね、とにかく

放水冷却を優先ということで来たわけでございまして、ま、そのことが若干、東電の皆さんに

色んな意味でご迷惑、ご負担をおかけしてですね、えー、工事を遅らせてきたということにつ

いては、責任を感じております。従いまして明日はこの方針で是非皆さんにですね、工事を進

きたいという風に思います。ただ、あのー、やはり冷却をし続けるというのは、え、こ

れは必須の条件だと思いますので、えー、明後日以降、どういう風にですね、それを運んでい

くのかということについては、えー、相談をさせて頂いて、この２つのバランスをはかってい

それでは続いて、えー、今日の、おーっと、作業結果と明日の作業予定について、えー、簡潔

はい、工務班です。●●が陣頭指揮頑張り過ぎて声を潰してしまったので、私が代理で報告さ

せて頂きます。えー、２点報告をさせて頂きます。えー、３・４号の移動用ミニクラまでは、

えー、１４時２８分、試充電成功ということでご報告致しておりますが、えーっと消火の関係

で、えー、事前に、いー、作業員が現地退避してミニクラの状態を最終確認していないという

ことなものですから、えー、この０時からの…これからの作業の中で、もう一回、いー、試充

電をかけさせて頂いて、それで、えー、しっかり電圧値ですとか機器の状態というのを最終確

うという仕事が一点。それからもう一点はですね、５・６号機用の所内電源の、えー、

鉄塔倒壊箇所の復旧工事でございますが、これにつきましては、あ、本日の進捗としまして、

えー、伐採作業と、おー、夜の森線の使わないところの区間を縁切りするためのジャンパ開放、

これを実施しております。で、迂回をする場所の下にかなり樹木が多くて６万の離隔をとるた

めにですね、ちょっとそうたい、最初予想していたよりは多く伐採を要しているということで、

えー、伐採だけの進捗が５０％ということです。ちょっと遅れ気味になっています。というこ

、翌日、あ、本日ですね。本日の作業としては、えー、４６人でやっていた作業を、

９０人に増員を致しまして進捗の回復を図るということで考えてございます。ま、概ね、えー

予定通り行くのではないかと思っておりますが、ちょっと明日のけ、結果を見ながらまた、工

はい。ありがとうございます。えー、概ねということですが、もし途中で進捗状況にえー、大

きな変化があるような場合には早めにご連絡下さい。それから、明日午後予定されるその、放

水と作業との関係はないというふうに理解してよろしいですか？はい、わかりました。では、

それでは配電からご報告します。あの、書画カメラを出して頂けたらと思います。えっと書画

カメラを見ていただけますと明日は、２件工事がございます。えー、１・２号機用のえー、ケ

スケアを１．５キロ位布設するものでございます。えー、

２つ目の工事は、えー、３番４番線用の工事でございます。内容は開閉器を２つ設置。えー、

さらにケーブルを１００ｍものを２条程度、ま、２条設置という形で、この工事自体は左の１・

２号の方は約９０名。えー、３・４号の方は約３０名。えー、合計１２０名プラス直営社員と

いう形で、え、１３０数名の規模でえー、工事をしていくことになります。えー、工事時間は、

１時から、えー、今日のお昼１２時までを予定をしております。あのー、工事の内容…規模・・

るわけではなく、五月雨式の入構を予定していますので、

えー、１Ｆへの入構あるいは防護服への取り付け等については、よろしくご配慮頂ければと思

います。え、この工事に伴いまして、先程１・２号の工事でケーブルを１５０ｍ布設すると申

しましたけれども、ルートが今、鉛筆で書いてある…あ、すいません、１５００ｍですが、ル

ートが右のところから出まして、一度下がりまして、上に行くというルートになっています。

えーっとここにつきましてはえー、結果的に道路横断が２箇所ございます。そこの部分とここ

、横断布設になりますので、重機が通るというこ

とでえー、養生も含めてやるという形になります。更にこ、えー、の工事、重機も使います。

工事車両もだいぶ入りますので通行止めで施工したいと思っています。え、下の１箇所。右の

１箇所。右の×のところですね。右上…あ、左の上、黄色で囲まれた箇所について通行止めと
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いう形で、えー、１時からえー、１２時までの間、通行止めをしたいと思います。ただ、あの

ー、大きな道路でございますので、えー、一部車両の通行は可能だと思いますけど、特に養生

するところについては、えー、養生完成まで乗り上げ

のでよろしくお願いいたします。以上でございます。

はい、ありがとうございました。え、こちらも明日の１２時という目途に対して今のところ特

に大きな支障はなさそうですか？

あのー、特にこれからスタートしますけど、えっ、何とか頑張りたいと思います。

はい、ご苦労様です。もし万一何かあれば早めにご連絡下さい。それから水の方は関係ないと

いうことでよろしいですか？

はい、関係ございません。

それでは火力さんお願いします。

えーと、火力のほうは５・６号の燃料プールの冷却機能回復関係の工事の発表をさせてもらい

ます。あのー、最新のサイトからの情報ですと、まず５号機につきましては、えー、１２時頃

に全てのえー、仮設ケーブルの結線が終わりましたと…えー、それを受けまして、えー、今後

１３時３０分に仮設のスイッチポンプをえー、起動しまして１４時目途にえー、ＲＨＲのポン

プを起動というふうにサイトからの連絡をうけております。その次に６号機はどうかというと

…あのー、朝方ご説明しましたように、工事に支障となったあのー、瓦礫とか障害物、これは、

建設部さんの方で撤去して頂きまして、明日の６時から、えー、作業のほうを開始すると。で、

今日の…えー、いわゆる工事の状況をみますと、予定では恐らく、えー、午前中いっぱいをあ

の、目途に終わるのではないかということを確認しております。以上でございます。

ありがとうございました。建設部のほうで何か補足ありませんか？

あのー、６号側の瓦礫の撤去でございますが…２１時半時点で完了という報告を受けておりま

す。 

え、今後の瓦礫撤去の予定は何かありますか？

あの、特にはございませんが、あのー、火力さんの方で何かあれば適宜対応するという形でご

ざいます。 

はい、ありがとうございました。えーっと、あし・・今日の工事の状況と明日の予定について

は以上だと思いますが、何か他に意見、ごふ・・質問等ありますか？

発電所はよろしいでしょうか？

えー、福島第一の●●です。お疲れ様です。一つだけお願いがあります。えーっと、これから

どんどん発電所の周りの工事を進めるにあたって、これまで使った消防車のうち、壊れている

のが、１～４号機の海側にえー、４台ないし…ダメ（×）なもの、三角（△）のも含めると、

６台から７台、実はあります。ということで、これを一挙にどこかに撤去していただきたいの

ですが…如何なものでしょうか？

え、ちょっと具体的にどうするかということを検討しなければなりませんが、こういった検討

をするえー、部隊というのは、えー、ないので…復旧班の方で考えてもらうしかないね。

拝承しました。

宜しくお願いします。

え、他によろしいですか？本当は今日、この後、えー、今後のロジ関係も含めた、えー、こと

もと思っていましたが、もう遅いので、これは皆さんよろしければ明日の昼のミーティングに、

いー、したいと思います。
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ちょっと一点確認…サイトさんですが、５・６号の純水タンクに水を入れる仕事、水は入りま

したでしょうか？１Ｆさん？

えっと・・本日は入っておりません。あ、あ、あ、明日以降…

わかりました、後で連絡します。ありがとうございました。

他にありませんか？

あ、すみません。共用プールの点検結果について簡単にご紹介します。え、本日、共用プール

の点検を行いまして、え、水温５５℃という結果を得ています。でこれを踏まえて、水温の上

昇カーブを実績ベースで引き直してみました。え、現状の上がり方からいいますと…えー、６

５℃になるのが２２日頃。８０℃になるのがえー、２４日頃ということで現在、電源系のこと

もございまして、えー、本設機器の仮復旧が出来そうな見通しということで、これ調整中でご

ざいますが、あのー、温度が上がってしまわないうちに対処できそうな見込みを得ております。

これはよく調整して参りたいと思います。

他にありますか？

えーっと、昨日話題になりました、これからの原子力関係の内線工事の、おー、手ですけれど

も、今日、東芝さん、日立さん、東電工業さん、エネシスさん、関電工さんからそれぞれ、え

ー、新しい手を出して頂く様に手配を、えー、して頂きました。合計１８名。えー、明日の朝

７時に小名浜コールセンターに集合して、えー、９時Ｊビレッジを出発して、福島第一に向か

うことになっております。

その他の要員の強化は、また別途検討して頂いていると思いますので…これは明日、あの・・

う、打ち合わせしたいと思います。その他、何かありますか？

すいません。サイトの方から…１Ｆから一点あのー、これご連絡とお願いです。このいま、現

地の対策本部は非常用発電機であの、なんとかもっているのですが、え、これ電源が落ちると

全て、オペレーションができなくなるという状況です。でえっと、外からの安定した電源の布

設の検討を至急お願いしたいというふうに思います。え、それから、昨日お話がで

あのー資材班さんからのご協力で油については、軽油、ガソリンについてはなんとか量的にも

っておりますが、え、今回Ｊビレッジで（タンク）ローリーが出られなくなってしまったと…

汚染、汚染の量が強くてですね…出られなくなってしまったという事例がございまして、え、

そうすると手間もかかりますし、車が使えないので大変あのー、危機的な状況に陥る可能性が

あります。ちょっとまたこれご検討宜しくお願いします。以上です。

はい。２点の依頼がありましたが、それぞれ…１点目はこれは復旧班？

はい、復旧班で受けます。

２点目は？…誰も手を挙げてくれない…はい？

官庁連絡班で、●●が対応しているそうです。

ちょっと、あのー、サイトに聞こえるように言ってくれる？

●●が対応してくれているそうですので、連絡を取ってもらうようにします。

他にありませんか？

宜しくお願いします。

えー、吉田所長、最後のコメントお願いします。

あ、すいません。吉田所長不在ですので…本日は大変ありがとうございました。あの、また明
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日頑張りたいと思いますので宜しくお願い致します。

はい、ごくろうさまでした。それでは最後に会長から一言お願い致します。

みなさん遅くまでご苦労様です。えー、いよいよ、まあ、外部電源が多少入り、ま、これから

安定したファシリティを作っていかなくちゃいけないということで、私が若干気にかかってい

るのが屋内工事、ここをいかに、いー、効率的に一番じゅう、重要なものをうまく機能させる

かと、そういうことで明日の午後から、はい、また放水があるのですが、そういう中でもでき

るかどうか、その辺を含めて、或いは手はどうするか…あの、是非、本店の各部、効率的に動

けるようにしてもらいたいと思います。それからあのー、今の、えー、現地の対策本部の電源

等々、まさにこれからそういうところまで、色々配慮して、えー、ファシリティ充実していか

なければならない。そうしないと、おー、絶えず追われることになるので、是非、その検討、

早期によろしくお願いしたいと思います。本日は大変、本日というのか、朝早くご苦労様でご

ざいました。 

それでは、次の全体会議はたぶん明日の昼過ぎになると思いますので、えー、その時またよろ

しくお願いします。どうも、一日ご苦労様でした。

ありがとうございました。

ご安全に… 

本店の本部の中だけ、ちょっと情報共有…本店の本部の中だけ・・えっと全体会議は明日の昼

ということですが、あの、本店本部だけの情報共有、なかなか今まで出来ていませんので、あ

の、申し訳なく思っております。で、明日のお昼の前にちょっとと思いますけど…なんだか９

時というのも辛いですかね…１０時とかにしましょうか…あの、代理出席可能で…代理出席可

で。ご報告事ある班だけ、ご発言という形…今朝結局流れちゃったんですけど、あのもう一度

トライしてみたいと思います。それでは１０時目途で…本店の中の簡単な情報共有だけ一度や

ってみたいと思います…宜しくお願いします。以上です。

オフサイトセンターの高津です。えっとー、本店の工務部…どなたですか？

はい、●●です。

ああ、●●さんかぁ。悪いけど僕のところに電話頂戴。

増田所長のところですか？

いえ、オフサイトセンター高津です。

すいません、失礼いたしました。はい、お電話します。何番でしょうか？

●●さんが知ってる。

あｎはい、分かりました。

本部の皆さん。本部の皆さん。おはようございます。７時１０分ぐらいから福島第一の中で簡

単にミーティングするので、各班の代表の方、丸テーブルに着いて頂きたいと思います。７時

１０分から簡単にラップアップミーティングやりますのでよろしくお願い致します。

福島第一本部の皆さん。おはようございます。１０分から簡単なラップアップミーティング始

めますんで、丸テーブルに着いて下さい。

えー、それではですね、目途７時半ぐらいまでに簡単にラップアップしたいと思いますんで、

よろしくお願い致します。皆さん、改めましておはようございます。ええ、１週間経ちました。
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３月１９日の朝ということで、いろいろな事ありましたが、あー、なんとかここまでですね。

プラント、おーー、もってまいりました。昨日もですね、えー、３号機の燃料プールへの送水、

これ、あの、消防庁さん、東京消防庁さんのハイパーレスキューの部隊が、えー、極めて、あ

ｔの、的確に水を注入して頂いたというようなこともあります。それから、後で報告あると思

いますけども、５号機、６号機の電源がそれなりに無事に、いー、あの、生き始めてるという

状況で、かなり明るいニュースがたくさんあります。ま、この間ですね、非常に大変な中、特

に、ま、家族の事も心配でありながらですね。この発電所に、いー、残って頂き、また途中か

ら参加して頂きですね。復旧に、えー、もう必死の、懸命の努力をして頂いた皆様に心から御

礼申し上げます。どうもありがとうございました。（拍手）それとまた、あの、柏崎からも仲

間が来ております。いろんな形でバックアップの話が来ております。これからやっと一つにな

ってですね。この発電所の維持に努めていきたいと、そういうフェーズになってると思います

ので、また気持ちを新たにして頑張っていきたいと思います。それではよろしくお願い致しま

す。えー、あと、最初ですね。ちょっとプラントの状況ということで、えー、発電班のほうか

ら簡単にご紹介お願いします。

はい。では、簡単にご紹介致します。えっと、１号、えっとー、原子炉水位、えー、原子炉圧、

ドライウェル圧いずれも安定しています。２時に、えー、注水を絞っています。それから、４

時に、えっとー、ＰＣＶベント弁のサプチャン側が閉まっていたので、これを開けております。

継続してプラントのデータを取ります。えー、２号、３号もえー、各パラメータ安定しており

ますが、炉圧が今０メガパスカルになっておりまして、これについて、今、えっと、本店含め

てどういう状態になってるのか解析をしていくということです。そっから、

で、３号は５時にバッテリー交換して、その前にプラントパラメータが、ええと、変動して下

降していたんですが、それがまた定常に、ほぼ定常に戻っています。えー、４号の方は、えー、

プラントの方は特にありませんけれども、タービンビルの地下がまだ水浸しになっておりまし

て、えー、そこに、あの、行方不明の人のエリアなんですが、人命パトロールを今日以降予定

しています。それから共用プールの方ですが、昨日入域して、水位がノーマルウォーターから

若干下がっていて、温度は５５℃というのを確認しておりますので、今日以降パトロールをし

て水素を抜けるようなことを考えております。１～４号、プールは以上です。

はい。５号機ですけれども、ええと、今朝方、６号機からの電源融通を受けましてＲＨＲ５Ｃ

のテストランが完了しました。ということで、現在プールトゥープールの冷却を始めておりま

す。結果、使用済み燃料プール温度６８．８度で、えーと、それまで１時間に１回、コンマ１

度ずつ上がっていたんですが、今その上がりが止まってこれから落ちていくと思われます。こ

のまま使用済み燃料プールの冷却、さらにはベッセルの温度ですね。今炉水温度は１７３

でいってますが、こちらの方の冷却に順次変更していく予定です。で、えっと、６号機のほう

ですが、先日ですね、えっと、ＤＧ６Ｂに加えまして、ＤＧ６Ａの方も復旧しました。（拍手）

はい。ので、あの、ＤＧ２台による電源供給となってます。で、あの、本日はですね。また、

昨日と同様にですね。仮設のＲＨＲＳポンプの設置をうけまして、えー、ＲＨＲ６Ｂ、こちら

のほうの試運転を、えー、今日中に実施したいという風に考えております。また、併せて夜ノ

森線の１号線ですね、の下にありますＳＴｒ５ＳＡからですね。メタクラ６Ｃ、６Ｄの、えっ

と、えーと、送電経路、これ本来でしたらメタクラ５ＳＡの２と６Ａの２を介するんですが、

この健全性が確認されてないということで、こうジャンパーするライン。これを、えー、設置

することによって、夜ノ森線の外部電源を直接メタクラ６Ｃ、６Ｄに供給するルート、これを、

仮設ケーブルの敷設を行う予定です。５、６号は以上です。はい、あの・・・建屋の天井には、

えっとー、念のために、あのー、リアクターのですね。穴を３ヶ所、建築さんの方であけて頂

いております。ま、結果として、若干の汚染が広がっておりますが、あのー、いわゆる水素ガ

スの滞留というのはないという風に考えております。あと、正直な話、その、環境の劣化とい

うのが懸念されますが、まずはリスク回避を優先という風で考えております。以上です。

はい。ありがとうございました。えっと、プラント状況なんか補足ありますか、今の・・？。

●●の報告以外に。大丈夫ですか。

４号の先ほどのタービンビルの地下についた水抜き継続実施中です。

あれ、ポンプのさあ、力が、揚程が足りなかったらさー、ちょっと、なんか、一番いいのはハ

イパーレスキューのあれが一番水引けるんだけどなあ。

あの、ポンプは、海水ポンプはいっぱいありますんで大丈夫です。

容量が低いって言ってるからさ。

そうですね。ちょっと。

全然水が抜けないって言ってるから。
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ドライウェル圧いずれも安定しています。２時に、えー、注水を絞っています。それから、４

時に、えっとー、ＰＣＶベント弁のサプチャン側が閉まっていたので、これを開けております。

継続してプラントのデータを取ります。えー、２号、３号もえー、各パラメータ安定しており

ますが、炉圧が今０メガパスカルになっておりまして、これについて、今、えっと、本店含め

てどういう状態になってるのか解析をしていくということです。そっから、

３号は５時にバッテリー交換して、その前にプラントパラメータが、ええと、変動して下

降していたんですが、それがまた定常に、ほぼ定常に戻っています。えー、４号の方は、えー、

プラントの方は特にありませんけれども、タービンビルの地下がまだ水浸しになっておりまし

て、えー、そこに、あの、行方不明の人のエリアなんですが、人命パトロールを今日以降予定

しています。それから共用プールの方ですが、昨日入域して、水位がノーマルウォーターから

若干下がっていて、温度は５５℃というのを確認しておりますので、今日以降パトロールをし

けるようなことを考えております。１～４号、プールは以上です。

はい。５号機ですけれども、ええと、今朝方、６号機からの電源融通を受けましてＲＨＲ５Ｃ

のテストランが完了しました。ということで、現在プールトゥープールの冷却を始めておりま

す。結果、使用済み燃料プール温度６８．８度で、えーと、それまで１時間に１回、コンマ１

度ずつ上がっていたんですが、今その上がりが止まってこれから落ちていくと思われます。こ

のまま使用済み燃料プールの冷却、さらにはベッセルの温度ですね。今炉水温度は１７３

でいってますが、こちらの方の冷却に順次変更していく予定です。で、えっと、６号機のほう

ですが、先日ですね、えっと、ＤＧ６Ｂに加えまして、ＤＧ６Ａの方も復旧しました。（拍手）

はい。ので、あの、ＤＧ２台による電源供給となってます。で、あの、本日はですね。また、

昨日と同様にですね。仮設のＲＨＲＳポンプの設置をうけまして、えー、ＲＨＲ６Ｂ、こちら

のほうの試運転を、えー、今日中に実施したいという風に考えております。また、併せて夜ノ

森線の１号線ですね、の下にありますＳＴｒ５ＳＡからですね。メタクラ６Ｃ、６Ｄの、えっ

、えーと、送電経路、これ本来でしたらメタクラ５ＳＡの２と６Ａの２を介するんですが、

この健全性が確認されてないということで、こうジャンパーするライン。これを、えー、設置

することによって、夜ノ森線の外部電源を直接メタクラ６Ｃ、６Ｄに供給するルート、これを、

仮設ケーブルの敷設を行う予定です。５、６号は以上です。はい、あの・・・建屋の天井には、

えっとー、念のために、あのー、リアクターのですね。穴を３ヶ所、建築さんの方であけて頂

いております。ま、結果として、若干の汚染が広がっておりますが、あのー、いわゆる水素ガ

留というのはないという風に考えております。あと、正直な話、その、環境の劣化とい

うのが懸念されますが、まずはリスク回避を優先という風で考えております。以上です。

はい。ありがとうございました。えっと、プラント状況なんか補足ありますか、今の・・？。

４号の先ほどのタービンビルの地下についた水抜き継続実施中です。

あれ、ポンプのさあ、力が、揚程が足りなかったらさー、ちょっと、なんか、一番いいのはハ

イパーレスキューのあれが一番水引けるんだけどなあ。 

あの、ポンプは、海水ポンプはいっぱいありますんで大丈夫です。

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

３月１９日の朝ということで、いろいろな事ありましたが、あー、なんとかここまでですね。

プラント、おーー、もってまいりました。昨日もですね、えー、３号機の燃料プールへの送水、

これ、あの、消防庁さん、東京消防庁さんのハイパーレスキューの部隊が、えー、極めて、あ

ｔの、的確に水を注入して頂いたというようなこともあります。それから、後で報告あると思

すけども、５号機、６号機の電源がそれなりに無事に、いー、あの、生き始めてるという

状況で、かなり明るいニュースがたくさんあります。ま、この間ですね、非常に大変な中、特

に、ま、家族の事も心配でありながらですね。この発電所に、いー、残って頂き、また途中か

ら参加して頂きですね。復旧に、えー、もう必死の、懸命の努力をして頂いた皆様に心から御

礼申し上げます。どうもありがとうございました。（拍手）それとまた、あの、柏崎からも仲

間が来ております。いろんな形でバックアップの話が来ております。これからやっと一つにな

この発電所の維持に努めていきたいと、そういうフェーズになってると思います

ので、また気持ちを新たにして頑張っていきたいと思います。それではよろしくお願い致しま

す。えー、あと、最初ですね。ちょっとプラントの状況ということで、えー、発電班のほうか

はい。では、簡単にご紹介致します。えっと、１号、えっとー、原子炉水位、えー、原子炉圧、

ドライウェル圧いずれも安定しています。２時に、えー、注水を絞っています。それから、４

時に、えっとー、ＰＣＶベント弁のサプチャン側が閉まっていたので、これを開けております。

継続してプラントのデータを取ります。えー、２号、３号もえー、各パラメータ安定しており

ますが、炉圧が今０メガパスカルになっておりまして、これについて、今、えっと、本店含め

てどういう状態になってるのか解析をしていくということです。そっから、

３号は５時にバッテリー交換して、その前にプラントパラメータが、ええと、変動して下

降していたんですが、それがまた定常に、ほぼ定常に戻っています。えー、４号の方は、えー、

プラントの方は特にありませんけれども、タービンビルの地下がまだ水浸しになっておりまし

て、えー、そこに、あの、行方不明の人のエリアなんですが、人命パトロールを今日以降予定

しています。それから共用プールの方ですが、昨日入域して、水位がノーマルウォーターから

若干下がっていて、温度は５５℃というのを確認しておりますので、今日以降パトロールをし

けるようなことを考えております。１～４号、プールは以上です。

はい。５号機ですけれども、ええと、今朝方、６号機からの電源融通を受けましてＲＨＲ５Ｃ

のテストランが完了しました。ということで、現在プールトゥープールの冷却を始めておりま

す。結果、使用済み燃料プール温度６８．８度で、えーと、それまで１時間に１回、コンマ１

度ずつ上がっていたんですが、今その上がりが止まってこれから落ちていくと思われます。こ

のまま使用済み燃料プールの冷却、さらにはベッセルの温度ですね。今炉水温度は１７３

でいってますが、こちらの方の冷却に順次変更していく予定です。で、えっと、６号機のほう

ですが、先日ですね、えっと、ＤＧ６Ｂに加えまして、ＤＧ６Ａの方も復旧しました。（拍手）

はい。ので、あの、ＤＧ２台による電源供給となってます。で、あの、本日はですね。また、

昨日と同様にですね。仮設のＲＨＲＳポンプの設置をうけまして、えー、ＲＨＲ６Ｂ、こちら

のほうの試運転を、えー、今日中に実施したいという風に考えております。また、併せて夜ノ

森線の１号線ですね、の下にありますＳＴｒ５ＳＡからですね。メタクラ６Ｃ、６Ｄの、えっ

、えーと、送電経路、これ本来でしたらメタクラ５ＳＡの２と６Ａの２を介するんですが、

この健全性が確認されてないということで、こうジャンパーするライン。これを、えー、設置

することによって、夜ノ森線の外部電源を直接メタクラ６Ｃ、６Ｄに供給するルート、これを、

仮設ケーブルの敷設を行う予定です。５、６号は以上です。はい、あの・・・建屋の天井には、

えっとー、念のために、あのー、リアクターのですね。穴を３ヶ所、建築さんの方であけて頂

いております。ま、結果として、若干の汚染が広がっておりますが、あのー、いわゆる水素ガ

留というのはないという風に考えております。あと、正直な話、その、環境の劣化とい

うのが懸念されますが、まずはリスク回避を優先という風で考えております。以上です。

はい。ありがとうございました。えっと、プラント状況なんか補足ありますか、今の・・？。

４号の先ほどのタービンビルの地下についた水抜き継続実施中です。 

あれ、ポンプのさあ、力が、揚程が足りなかったらさー、ちょっと、なんか、一番いいのはハ

あの、ポンプは、海水ポンプはいっぱいありますんで大丈夫です。 

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始） 

３月１９日の朝ということで、いろいろな事ありましたが、あー、なんとかここまでですね。

プラント、おーー、もってまいりました。昨日もですね、えー、３号機の燃料プールへの送水、

これ、あの、消防庁さん、東京消防庁さんのハイパーレスキューの部隊が、えー、極めて、あ

ｔの、的確に水を注入して頂いたというようなこともあります。それから、後で報告あると思

すけども、５号機、６号機の電源がそれなりに無事に、いー、あの、生き始めてるという

状況で、かなり明るいニュースがたくさんあります。ま、この間ですね、非常に大変な中、特

に、ま、家族の事も心配でありながらですね。この発電所に、いー、残って頂き、また途中か

ら参加して頂きですね。復旧に、えー、もう必死の、懸命の努力をして頂いた皆様に心から御

礼申し上げます。どうもありがとうございました。（拍手）それとまた、あの、柏崎からも仲

間が来ております。いろんな形でバックアップの話が来ております。これからやっと一つにな

この発電所の維持に努めていきたいと、そういうフェーズになってると思います

ので、また気持ちを新たにして頑張っていきたいと思います。それではよろしくお願い致しま

す。えー、あと、最初ですね。ちょっとプラントの状況ということで、えー、発電班のほうか

はい。では、簡単にご紹介致します。えっと、１号、えっとー、原子炉水位、えー、原子炉圧、

ドライウェル圧いずれも安定しています。２時に、えー、注水を絞っています。それから、４

時に、えっとー、ＰＣＶベント弁のサプチャン側が閉まっていたので、これを開けております。

継続してプラントのデータを取ります。えー、２号、３号もえー、各パラメータ安定しており

ますが、炉圧が今０メガパスカルになっておりまして、これについて、今、えっと、本店含め

てどういう状態になってるのか解析をしていくということです。そっから、2号、３号両方、

３号は５時にバッテリー交換して、その前にプラントパラメータが、ええと、変動して下

降していたんですが、それがまた定常に、ほぼ定常に戻っています。えー、４号の方は、えー、

プラントの方は特にありませんけれども、タービンビルの地下がまだ水浸しになっておりまし

て、えー、そこに、あの、行方不明の人のエリアなんですが、人命パトロールを今日以降予定

しています。それから共用プールの方ですが、昨日入域して、水位がノーマルウォーターから

若干下がっていて、温度は５５℃というのを確認しておりますので、今日以降パトロールをし

けるようなことを考えております。１～４号、プールは以上です。 

はい。５号機ですけれども、ええと、今朝方、６号機からの電源融通を受けましてＲＨＲ５Ｃ

のテストランが完了しました。ということで、現在プールトゥープールの冷却を始めておりま

す。結果、使用済み燃料プール温度６８．８度で、えーと、それまで１時間に１回、コンマ１

度ずつ上がっていたんですが、今その上がりが止まってこれから落ちていくと思われます。こ

のまま使用済み燃料プールの冷却、さらにはベッセルの温度ですね。今炉水温度は１７３

でいってますが、こちらの方の冷却に順次変更していく予定です。で、えっと、６号機のほう

ですが、先日ですね、えっと、ＤＧ６Ｂに加えまして、ＤＧ６Ａの方も復旧しました。（拍手）

はい。ので、あの、ＤＧ２台による電源供給となってます。で、あの、本日はですね。また、

昨日と同様にですね。仮設のＲＨＲＳポンプの設置をうけまして、えー、ＲＨＲ６Ｂ、こちら

のほうの試運転を、えー、今日中に実施したいという風に考えております。また、併せて夜ノ

森線の１号線ですね、の下にありますＳＴｒ５ＳＡからですね。メタクラ６Ｃ、６Ｄの、えっ

、えーと、送電経路、これ本来でしたらメタクラ５ＳＡの２と６Ａの２を介するんですが、

この健全性が確認されてないということで、こうジャンパーするライン。これを、えー、設置

することによって、夜ノ森線の外部電源を直接メタクラ６Ｃ、６Ｄに供給するルート、これを、

仮設ケーブルの敷設を行う予定です。５、６号は以上です。はい、あの・・・建屋の天井には、

えっとー、念のために、あのー、リアクターのですね。穴を３ヶ所、建築さんの方であけて頂

いております。ま、結果として、若干の汚染が広がっておりますが、あのー、いわゆる水素ガ

留というのはないという風に考えております。あと、正直な話、その、環境の劣化とい

うのが懸念されますが、まずはリスク回避を優先という風で考えております。以上です。

はい。ありがとうございました。えっと、プラント状況なんか補足ありますか、今の・・？。

あれ、ポンプのさあ、力が、揚程が足りなかったらさー、ちょっと、なんか、一番いいのはハ

 

３月１９日の朝ということで、いろいろな事ありましたが、あー、なんとかここまでですね。

プラント、おーー、もってまいりました。昨日もですね、えー、３号機の燃料プールへの送水、

これ、あの、消防庁さん、東京消防庁さんのハイパーレスキューの部隊が、えー、極めて、あ

ｔの、的確に水を注入して頂いたというようなこともあります。それから、後で報告あると思

すけども、５号機、６号機の電源がそれなりに無事に、いー、あの、生き始めてるという
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に、ま、家族の事も心配でありながらですね。この発電所に、いー、残って頂き、また途中か

ら参加して頂きですね。復旧に、えー、もう必死の、懸命の努力をして頂いた皆様に心から御

礼申し上げます。どうもありがとうございました。（拍手）それとまた、あの、柏崎からも仲

間が来ております。いろんな形でバックアップの話が来ております。これからやっと一つにな

この発電所の維持に努めていきたいと、そういうフェーズになってると思います

ので、また気持ちを新たにして頑張っていきたいと思います。それではよろしくお願い致しま

す。えー、あと、最初ですね。ちょっとプラントの状況ということで、えー、発電班のほうか

はい。では、簡単にご紹介致します。えっと、１号、えっとー、原子炉水位、えー、原子炉圧、

ドライウェル圧いずれも安定しています。２時に、えー、注水を絞っています。それから、４

時に、えっとー、ＰＣＶベント弁のサプチャン側が閉まっていたので、これを開けております。

継続してプラントのデータを取ります。えー、２号、３号もえー、各パラメータ安定しており

ますが、炉圧が今０メガパスカルになっておりまして、これについて、今、えっと、本店含め

号、３号両方、
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降していたんですが、それがまた定常に、ほぼ定常に戻っています。えー、４号の方は、えー、
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、えーと、送電経路、これ本来でしたらメタクラ５ＳＡの２と６Ａの２を介するんですが、

この健全性が確認されてないということで、こうジャンパーするライン。これを、えー、設置

することによって、夜ノ森線の外部電源を直接メタクラ６Ｃ、６Ｄに供給するルート、これを、

仮設ケーブルの敷設を行う予定です。５、６号は以上です。はい、あの・・・建屋の天井には、

えっとー、念のために、あのー、リアクターのですね。穴を３ヶ所、建築さんの方であけて頂

いております。ま、結果として、若干の汚染が広がっておりますが、あのー、いわゆる水素ガ

留というのはないという風に考えております。あと、正直な話、その、環境の劣化とい

うのが懸念されますが、まずはリスク回避を優先という風で考えております。以上です。 

はい。ありがとうございました。えっと、プラント状況なんか補足ありますか、今の・・？。

あれ、ポンプのさあ、力が、揚程が足りなかったらさー、ちょっと、なんか、一番いいのはハ
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はい。ちょっと考えます。

ちょっと状況みて、水がひけるポンプをちょっとよく選定して、早めに、ほんとに早めに、あ

の、行方不明の二人を救出するってのが最優先事項なんで、みんなで取り組んでいきましょう。

わかりました、はい。

あと、じゃあ、えー、プラント復旧班の方から。

復旧班。はい。いきます。１～４号復旧班いきます。えっと、パワーセンタの４Ｄが電源車に

て復旧いたしましたんで、えー、３、４号中操の方をだいぶ計測制御等は生かせる方向に来て

おります。えっと、照明等、今後順次生かしていきたいと思ってます。ちょっと、パワーセン

タ２Ｃの電源の復旧ですが、ちょっと配電さんの方にやって頂いてるんですが、進捗の方、ち

ょっと今のところまだ連絡が入ってません。こちらも、あの、復旧次第ですね。中操の照明そ

れから計測制御中心に復電して参りたいと思います。あと、今バッテリーの枯渇が非常に問題

になってますんで、あの、バイタルとＤＣがつくという本店さんの案が非常に望まれるところ

です。それから、２号、３号、今小さいコンプレッサーでＩＡ系加圧してますけど、今日コン

プレッサー大型化して確実に対応出来るようにしていきたいと思ってます。ええ、もう一つ。

目下、えー、の最大懸案といいますか、の一つであります、２号の、えー、使用済み燃料プー

ルの注水ですけれども、えー、海水を注水する方向で検討しております。当初、あの、コント

ラポンプの電源が復旧次第、コントラポンプで復水を入れようと思いましたが、コントラポン

プまわりが５００

のー、モータの取り替えが必要だと、そのモータの作業が出来ませんので、非常に時間がかか

りますんで、海水で優先して入れたいと思います。で、ＦＰＣ系を通じていきますが、それに

つなぐアタッチメントが１０時半に小名浜の、え、センターに到着しますんで、それを取りに

行って参ります。その後ですね、えー、それを取り付けまして、ボンベによるＡＯ弁開、並び

にギャグの取り付け、それから海まわりのポンプホースの布設といったことをやってきまして、

出来れば、え、明日ぐら

ことも、えー、想定しまして、もう一つ、ＡＯ弁よりもさらに下流にあるテストプラグに、え

ー、取り付けるアタッチメントも今、鋭意、東芝の方で作成してもらっております。えー、以

上でございます。

はい。ええと、まず、５、６号です。５号機の方ですが、先ほど出ましたようにＲＨＲの起動、

今日予定しております。それから、えー、これも同じく先ほど紹介ありましたように、リアク

タービル、ベント、穴を３ヶ所あけてます。それから昨日わかったんですが、ええと、５号機

と６号機メタクラ室どうもつながってるようで、いくら５号機の方の水を抜いても抜けなくて

ですね。油混じりの水が出てくるのがわかってます。それは、今、今後調査致します。大きく

はこの３つです。あとは、えっと、照明の方、順次復旧になって建屋の中が明るくなってます。

あと、ＰＨＳも昨日復帰、今日ですか。今日復帰出来てます。だんだん、あの、インフラのほ

うが整備されてきております。以上です。

はい。ありがとうございました。あの、ちょっとプラントの方の、あの、まあ、各自いろんな

とこでやってるんでなかなか大変なんだけど、どっか総括するところで各号機の復旧状況、例

えば電源の復旧量だとか、あの、その、なんて言うかな、簡単な、えー、予定、復旧予定のス

ケジュール… 

だから短計、各号機の電源の短計の中に、どこまで復旧してるか、次ここテンテンテンで何時

予定ってぐらいは入れてきたいと思っています。

だから、復旧状況がさ、見える化出来るような形で、えー、集約しといてもらえるとありがた

いんだけどね。そんで、みんなで共用してくと、共有してくということでお願いします。

はい。 

えっと、プールの話していいですか。

どうぞ。 

で、あと、プール冷却の話ですけど、あの、号機ごとに言うと、３号機は、ま、昨日の状況な

んですけど、今、あの、中断していて、えっとー、えー、これから再開をすることになります

けども。ちょっと再開をする体制、あの、誰が運転するかも含めて再開の体制と、それから最

終的にどの段階になったら終了するかっていうところの判断基準をまだ作ってないんで、これ
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３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

ちょっと状況みて、水がひけるポンプをちょっとよく選定して、早めに、ほんとに早めに、あ

の、行方不明の二人を救出するってのが最優先事項なんで、みんなで取り組んでいきましょう。

復旧班。はい。いきます。１～４号復旧班いきます。えっと、パワーセンタの４Ｄが電源車に

て復旧いたしましたんで、えー、３、４号中操の方をだいぶ計測制御等は生かせる方向に来て

おります。えっと、照明等、今後順次生かしていきたいと思ってます。ちょっと、パワーセン

タ２Ｃの電源の復旧ですが、ちょっと配電さんの方にやって頂いてるんですが、進捗の方、ち

ょっと今のところまだ連絡が入ってません。こちらも、あの、復旧次第ですね。中操の照明そ

れから計測制御中心に復電して参りたいと思います。あと、今バッテリーの枯渇が非常に問題

ますんで、あの、バイタルとＤＣがつくという本店さんの案が非常に望まれるところ

です。それから、２号、３号、今小さいコンプレッサーでＩＡ系加圧してますけど、今日コン

プレッサー大型化して確実に対応出来るようにしていきたいと思ってます。ええ、もう一つ。

目下、えー、の最大懸案といいますか、の一つであります、２号の、えー、使用済み燃料プー

ルの注水ですけれども、えー、海水を注水する方向で検討しております。当初、あの、コント

ラポンプの電源が復旧次第、コントラポンプで復水を入れようと思いましたが、コントラポン

ミリシーベルト／ｈという非常に高い、えー、線量のためにですね。今、あ

のー、モータの取り替えが必要だと、そのモータの作業が出来ませんので、非常に時間がかか

りますんで、海水で優先して入れたいと思います。で、ＦＰＣ系を通じていきますが、それに

つなぐアタッチメントが１０時半に小名浜の、え、センターに到着しますんで、それを取りに

行って参ります。その後ですね、えー、それを取り付けまして、ボンベによるＡＯ弁開、並び

にギャグの取り付け、それから海まわりのポンプホースの布設といったことをやってきまして、

いには何とかしていきたいと思います。あの、このＡＯ弁が開かない

ことも、えー、想定しまして、もう一つ、ＡＯ弁よりもさらに下流にあるテストプラグに、え

ー、取り付けるアタッチメントも今、鋭意、東芝の方で作成してもらっております。えー、以

はい。ええと、まず、５、６号です。５号機の方ですが、先ほど出ましたようにＲＨＲの起動、

今日予定しております。それから、えー、これも同じく先ほど紹介ありましたように、リアク

タービル、ベント、穴を３ヶ所あけてます。それから昨日わかったんですが、ええと、５号機

と６号機メタクラ室どうもつながってるようで、いくら５号機の方の水を抜いても抜けなくて

ですね。油混じりの水が出てくるのがわかってます。それは、今、今後調査致します。大きく

はこの３つです。あとは、えっと、照明の方、順次復旧になって建屋の中が明るくなってます。

、ＰＨＳも昨日復帰、今日ですか。今日復帰出来てます。だんだん、あの、インフラのほ

はい。ありがとうございました。あの、ちょっとプラントの方の、あの、まあ、各自いろんな

とこでやってるんでなかなか大変なんだけど、どっか総括するところで各号機の復旧状況、例

えば電源の復旧量だとか、あの、その、なんて言うかな、簡単な、えー、予定、復旧予定のス

だから短計、各号機の電源の短計の中に、どこまで復旧してるか、次ここテンテンテンで何時

だから、復旧状況がさ、見える化出来るような形で、えー、集約しといてもらえるとありがた

いんだけどね。そんで、みんなで共用してくと、共有してくということでお願いします。

で、あと、プール冷却の話ですけど、あの、号機ごとに言うと、３号機は、ま、昨日の状況な
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を、その、決めて、えー、再開をするということが一つです。それから、あの、４号機につい

ては、一応３号機についてはこれでハイパーレスキュー隊の注入方法で、えー、事態が収

るということになると思うんで、これ以上新しい方法の検討はなくて、あと、これをどういう

風に運転してくかってことになると思います。で、一方で、えっと、４号機については、まだ、

あの、注水出来ていないと思うので、ま、自衛隊がこれに対するトライをするということにま

ず一つあると思うんで、で、これを４号機が自衛隊来るときに、えー、どういうルートで、え

ー、水源取って、どういう風に注入するかという検討をすると。いつやるかというのを、え、

３号機の絡みもあるんで、工程の調整をするということです。あと、その、ハイパーレスキュ

ー隊が３号機片づけば、また、４号に移動して注入するということも考えられるので、そこと

の調整が残ってるということです。あと、２号と１号は基本的にまだプル・・え、外からの外

部注水、あの、水をかけることについては、まだ、検討があんまり進んでません。で、２号機

はさっきの話で冷却系の方を生かしていくということで、えー、外部からの、その、消防車で

注水するということは、えー、あんまり考えなくていいかもしれませんが。そこはちょっと全

体工程とのバランスだと思ってます。で、最後１号機は、ちょっと、あの、全く、まだ、よく

わからなくてですね、あの、実は昨日建築さんから少しアドバイスをもらってるんですが、あ

の、１号の場合は、えー、建物構造が違っていて、どうも屋根がですね。鉄筋コンクリート作

りだそうです。なので、この前の爆発したときに屋根が飛んだというよりも、屋根が落ちたっ

ていうことじゃないかということで、ちょっと写真見てもですね。コンクリートの屋根が下に

ズドンと何メートルか落ちちゃったって風にも見えます。そういう意味では、あの、蓋が閉ま

った感じになってるんで、えっと、上からいくら水をかけてもですね。なかなか、中のプール

に水がたまるってこ

まり上から、あの、今まで通りのように、あの、消防車で水をかけるってことは効果的じゃな

いんじゃないかってことも考えると、えっと、冷却系の方の復旧を待つ方が現実的かなと思う

んで、ここはちょっと冷却系の復旧状況を少し、あの、え、つめて頂きたいという風に思いま

す。えっとプールの話は、えっと、以上です。

はい。あの、プールはですね。まあ、かなりの人が関わっておって、なおかつ消防さんだとか

自衛隊さんだとか、関係、えー、省庁たくさん混み合ってるんで、段取り外だとか、非常にま

あ、あの、大変な労力になるんだけども、まあ、これ、ちょっと、これをうまくですね。やる

ために。まあ、今日やる内容事前に想定して段取りをきちっと決めてやると。ですから変化パ

ターンも決めてですね。こういう場合はこうだというのを予めイメージしておくことが一番重

要なんで、それで、手順・・手順を何枚でも決めておいて、手順Ａ、Ｂ、Ｃとか、まあ、そう

いう形でですね。どう移行しても対応出来るような形にしときたいというのが一点。それから

昨日もあったんですけども、ちょっと現場の状況がよくわからないのと、例えばサーベイ・・

サーベイ隊が行けなかっただとか、遅れただとか、えー、それから迎えの、おー、車が遅れた

とか、要するに、その辺の、どういう、ね、動線で人が動くかとかというとこの調整がないま

ま現場入っちゃったとこあるんで、そこは是非、えー、どのパターンでもですね、サーベイだ

とかそれから、そのーーーー、なんだ、ま、あの、人の運び入れですね、だとかいうこと。出

来れば輸送車両の

くお願いします。じゃあ、これは●●のところで全体統括してくれると。●●のところでやっ

てくれると。はい。●●の下で統括するということで、●●よろしくお願い致します。えっと、

プラントそれから放水関係以上ですけども、今までのところ何もないですか。なんかないすか。

はい。 

先ほど、あの、本部長からありましたように、工事のスケジュールだとか進捗状況をちょっと

見える化して頂くということで、これ、重要なことなので、是非ちょっとそ

んですが、それ以外にやっぱり我々共通として見えるっていうか見ておかなきゃいけない項目

というのが、やっぱり、あると思っていて、例えば、クリティカルになっている、あの、軽油

とかガソリンの保有量とか、そういうところ問題ないのかとかですね。それから、あの、今、

えー、１～４号機の方、あのー、冷却ラインが通ってるんですけど、どういうところの動線は、

やっぱり、通って良くて、通っちゃいけないかっていうところの識別だとかそういうことはっ

きりして共有しておかないと誰かが間違って何かやっちゃったことによって全体が

ことが大いにあり得るので、あの、皆さんとしての共通ルールっていうんですかね、あの、今

の状況が、あの、識別出来るってことを含めて、ちょっと、見える化をしたいと思ってます。

で、今のように、（あ、すいません）、あの、なんて言うんですかね、水、油に代表されるよ

うな、あのー、え、クリティカルになっているもの、それが今どんな状況になっているか、申

し訳ないですけど、それ１日１回ぐらいまとめてもらって見える化を、各このセクションにこ

のぐらいありますよってことを見える化してもらいたい。これは申し訳ないけど、情報か技

かどっちかの班で、えー、確認をして頂きたいなと思います。それから、禁止、あの、エリア

の状況みたいなものをね、あの、発電所の中のエリアの状況みたいなものをまとめておく必要

があると思うんですが、これはどこでお願いしたらいいのかな？

やっぱり線量だよね。一番。

線量とあれだね。その、通行禁止みたいな話。

で、これから●●。
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を、その、決めて、えー、再開をするということが一つです。それから、あの、４号機につい

ては、一応３号機についてはこれでハイパーレスキュー隊の注入方法で、えー、事態が収

るということになると思うんで、これ以上新しい方法の検討はなくて、あと、これをどういう

風に運転してくかってことになると思います。で、一方で、えっと、４号機については、まだ、

あの、注水出来ていないと思うので、ま、自衛隊がこれに対するトライをするということにま

ず一つあると思うんで、で、これを４号機が自衛隊来るときに、えー、どういうルートで、え

ー、水源取って、どういう風に注入するかという検討をすると。いつやるかというのを、え、

３号機の絡みもあるんで、工程の調整をするということです。あと、その、ハイパーレスキュ

隊が３号機片づけば、また、４号に移動して注入するということも考えられるので、そこと

の調整が残ってるということです。あと、２号と１号は基本的にまだプル・・え、外からの外

部注水、あの、水をかけることについては、まだ、検討があんまり進んでません。で、２号機

はさっきの話で冷却系の方を生かしていくということで、えー、外部からの、その、消防車で

注水するということは、えー、あんまり考えなくていいかもしれませんが。そこはちょっと全

体工程とのバランスだと思ってます。で、最後１号機は、ちょっと、あの、全く、まだ、よく

てですね、あの、実は昨日建築さんから少しアドバイスをもらってるんですが、あ

の、１号の場合は、えー、建物構造が違っていて、どうも屋根がですね。鉄筋コンクリート作

りだそうです。なので、この前の爆発したときに屋根が飛んだというよりも、屋根が落ちたっ

ていうことじゃないかということで、ちょっと写真見てもですね。コンクリートの屋根が下に

ズドンと何メートルか落ちちゃったって風にも見えます。そういう意味では、あの、蓋が閉ま

った感じになってるんで、えっと、上からいくら水をかけてもですね。なかなか、中のプール

に水がたまるってことは難しいんじゃないかということもあります。そういう意味では、あん

まり上から、あの、今まで通りのように、あの、消防車で水をかけるってことは効果的じゃな

いんじゃないかってことも考えると、えっと、冷却系の方の復旧を待つ方が現実的かなと思う

んで、ここはちょっと冷却系の復旧状況を少し、あの、え、つめて頂きたいという風に思いま

す。えっとプールの話は、えっと、以上です。

はい。あの、プールはですね。まあ、かなりの人が関わっておって、なおかつ消防さんだとか

自衛隊さんだとか、関係、えー、省庁たくさん混み合ってるんで、段取り外だとか、非常にま

あ、あの、大変な労力になるんだけども、まあ、これ、ちょっと、これをうまくですね。やる

ために。まあ、今日やる内容事前に想定して段取りをきちっと決めてやると。ですから変化パ

ターンも決めてですね。こういう場合はこうだというのを予めイメージしておくことが一番重

要なんで、それで、手順・・手順を何枚でも決めておいて、手順Ａ、Ｂ、Ｃとか、まあ、そう

ですね。どう移行しても対応出来るような形にしときたいというのが一点。それから

昨日もあったんですけども、ちょっと現場の状況がよくわからないのと、例えばサーベイ・・

サーベイ隊が行けなかっただとか、遅れただとか、えー、それから迎えの、おー、車が遅れた

とか、要するに、その辺の、どういう、ね、動線で人が動くかとかというとこの調整がないま

ま現場入っちゃったとこあるんで、そこは是非、えー、どのパターンでもですね、サーベイだ

とかそれから、そのーーーー、なんだ、ま、あの、人の運び入れですね、だとかいうこと。出

来れば輸送車両の確保だとか含めてね。しっかりと確認していきたいと思いますんで、よろし

くお願いします。じゃあ、これは●●のところで全体統括してくれると。●●のところでやっ

てくれると。はい。●●の下で統括するということで、●●よろしくお願い致します。えっと、

プラントそれから放水関係以上ですけども、今までのところ何もないですか。なんかないすか。

先ほど、あの、本部長からありましたように、工事のスケジュールだとか進捗状況をちょっと

見える化して頂くということで、これ、重要なことなので、是非ちょっとそ

んですが、それ以外にやっぱり我々共通として見えるっていうか見ておかなきゃいけない項目

というのが、やっぱり、あると思っていて、例えば、クリティカルになっている、あの、軽油

とかガソリンの保有量とか、そういうところ問題ないのかとかですね。それから、あの、今、

えー、１～４号機の方、あのー、冷却ラインが通ってるんですけど、どういうところの動線は、

やっぱり、通って良くて、通っちゃいけないかっていうところの識別だとかそういうことはっ

きりして共有しておかないと誰かが間違って何かやっちゃったことによって全体が

ことが大いにあり得るので、あの、皆さんとしての共通ルールっていうんですかね、あの、今

の状況が、あの、識別出来るってことを含めて、ちょっと、見える化をしたいと思ってます。

で、今のように、（あ、すいません）、あの、なんて言うんですかね、水、油に代表されるよ

うな、あのー、え、クリティカルになっているもの、それが今どんな状況になっているか、申

し訳ないですけど、それ１日１回ぐらいまとめてもらって見える化を、各このセクションにこ

のぐらいありますよってことを見える化してもらいたい。これは申し訳ないけど、情報か技

かどっちかの班で、えー、確認をして頂きたいなと思います。それから、禁止、あの、エリア

の状況みたいなものをね、あの、発電所の中のエリアの状況みたいなものをまとめておく必要

があると思うんですが、これはどこでお願いしたらいいのかな？

やっぱり線量だよね。一番。 

線量とあれだね。その、通行禁止みたいな話。
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の、１号の場合は、えー、建物構造が違っていて、どうも屋根がですね。鉄筋コンクリート作

りだそうです。なので、この前の爆発したときに屋根が飛んだというよりも、屋根が落ちたっ

ていうことじゃないかということで、ちょっと写真見てもですね。コンクリートの屋根が下に

ズドンと何メートルか落ちちゃったって風にも見えます。そういう意味では、あの、蓋が閉ま

った感じになってるんで、えっと、上からいくら水をかけてもですね。なかなか、中のプール

とは難しいんじゃないかということもあります。そういう意味では、あん

まり上から、あの、今まで通りのように、あの、消防車で水をかけるってことは効果的じゃな

いんじゃないかってことも考えると、えっと、冷却系の方の復旧を待つ方が現実的かなと思う

んで、ここはちょっと冷却系の復旧状況を少し、あの、え、つめて頂きたいという風に思いま

はい。あの、プールはですね。まあ、かなりの人が関わっておって、なおかつ消防さんだとか

自衛隊さんだとか、関係、えー、省庁たくさん混み合ってるんで、段取り外だとか、非常にま

あ、あの、大変な労力になるんだけども、まあ、これ、ちょっと、これをうまくですね。やる

ために。まあ、今日やる内容事前に想定して段取りをきちっと決めてやると。ですから変化パ

ターンも決めてですね。こういう場合はこうだというのを予めイメージしておくことが一番重

要なんで、それで、手順・・手順を何枚でも決めておいて、手順Ａ、Ｂ、Ｃとか、まあ、そう

ですね。どう移行しても対応出来るような形にしときたいというのが一点。それから

昨日もあったんですけども、ちょっと現場の状況がよくわからないのと、例えばサーベイ・・

サーベイ隊が行けなかっただとか、遅れただとか、えー、それから迎えの、おー、車が遅れた

とか、要するに、その辺の、どういう、ね、動線で人が動くかとかというとこの調整がないま

ま現場入っちゃったとこあるんで、そこは是非、えー、どのパターンでもですね、サーベイだ

とかそれから、そのーーーー、なんだ、ま、あの、人の運び入れですね、だとかいうこと。出

確保だとか含めてね。しっかりと確認していきたいと思いますんで、よろし

くお願いします。じゃあ、これは●●のところで全体統括してくれると。●●のところでやっ

てくれると。はい。●●の下で統括するということで、●●よろしくお願い致します。えっと、

プラントそれから放水関係以上ですけども、今までのところ何もないですか。なんかないすか。

先ほど、あの、本部長からありましたように、工事のスケジュールだとか進捗状況をちょっと

見える化して頂くということで、これ、重要なことなので、是非ちょっとそ

んですが、それ以外にやっぱり我々共通として見えるっていうか見ておかなきゃいけない項目

というのが、やっぱり、あると思っていて、例えば、クリティカルになっている、あの、軽油

とかガソリンの保有量とか、そういうところ問題ないのかとかですね。それから、あの、今、

えー、１～４号機の方、あのー、冷却ラインが通ってるんですけど、どういうところの動線は、

やっぱり、通って良くて、通っちゃいけないかっていうところの識別だとかそういうことはっ

きりして共有しておかないと誰かが間違って何かやっちゃったことによって全体が

ことが大いにあり得るので、あの、皆さんとしての共通ルールっていうんですかね、あの、今

の状況が、あの、識別出来るってことを含めて、ちょっと、見える化をしたいと思ってます。

で、今のように、（あ、すいません）、あの、なんて言うんですかね、水、油に代表されるよ

うな、あのー、え、クリティカルになっているもの、それが今どんな状況になっているか、申

し訳ないですけど、それ１日１回ぐらいまとめてもらって見える化を、各このセクションにこ

のぐらいありますよってことを見える化してもらいたい。これは申し訳ないけど、情報か技

かどっちかの班で、えー、確認をして頂きたいなと思います。それから、禁止、あの、エリア

の状況みたいなものをね、あの、発電所の中のエリアの状況みたいなものをまとめておく必要

があると思うんですが、これはどこでお願いしたらいいのかな？ 
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を、その、決めて、えー、再開をするということが一つです。それから、あの、４号機につい
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●●ところは、でも、線量だけだからなあ…

今の保安班の状況では、かなりきつくてですね。調達管理、あの、だんだん仕事も増えてきま

す。当然、あのー、線量が見えないんで皆さんも怖いんで、あのー、各班に保安班（付いてき

て）欲しいと言われますが、今、優先度はまず冷やすことということで関係機関の方に付きま

す。そうすると、けっこう今、あー、目一杯になって…

●●。わかった、わかった。したがってさ。申し訳ないけど、技術か情報でどっちかで受け持

ってもらって、いわゆるあれだよね、もう、発電所全体のエリア管理ってことになると思うん

で。今までやってきたエリア管理の知恵を使って見える化をしながら危険を、相互の危険を防

ぐということにしましょう。今後、、あの、工事なんかも錯綜するので、相互によく理解しと

かないと危ないと思います。今、ちょっと全体がイマイチ見えないという感じがするので。

じゃあね。保安班がそれをやるというの、データはいろんな工事やるときに取って来るじゃん。

現場でね。あの、サーベイ・・サーベイ必ずするわけだから。ミッションで取ってきたデータ

を、ちょっと、その、今の技術グループなのか技術班なのかどうか。他にちょっと人を集めと

いて集約して、どれくらいの線量かって評価して、マップなりを作っていく。そこの作業を別

でやると。そういう仕組みを至急作りましょう。

すいません。今、お願いなのは、まず、線量計と人手がないんです。現場行くときに対して、

今までお客さんの放管員が一緒について行って、そのデータを教えて頂きましたけども、そこ

のところが出来てないんですよ。

了解。で、今そのへんはどうなってんだ？線量計の手配っていうのは、いつごろ来るんだっけ？

それは、あの、現場から回収少し出来るかもわかりません。あとは水没しちゃってます。で、

あと、えーーと、あれ、えーと、運用しているものだけでは足りなくて、あの、本店の方から

も供給はあるものと思ってますが。あと、最終的に困っているのは、出る人の方を優先に線量

計が動いてますんで、あの、今のところ現場に来ているものは、うー、それほど増えてないっ

ていうのが… 

わかりました。ま、だから、元々、線量を取るというところのインフラが全然整備されてない

と、こういうことですね？

そうです。 

わかりました。じゃあ、そこについては至急手を打ちましょう。だから、線量計の必要台数だ

とかタイプ、必要台数。そこは申し訳ない、●●ところでまとめてくれる？

了解。 

で、それを資材の方で、資材ベースで本店の方に投げて、至急調達をする。それから今度はサ

ーベイする人。人の問題だよね？

はい。今、あの、作業員のかたはいろんなところから来てくれてるんですが、放管員はほとん

ど追加はございません。応援もありません。
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計が動いてますんで、あの、今のところ現場に来ているものは、うー、それほど増えてないっ

 

わかりました。ま、だから、元々、線量を取るというところのインフラが全然整備されてない

と、こういうことですね？ 

わかりました。じゃあ、そこについては至急手を打ちましょう。だから、線量計の必要台数だ

とかタイプ、必要台数。そこは申し訳ない、●●ところでまとめてくれる？

で、それを資材の方で、資材ベースで本店の方に投げて、至急調達をする。それから今度はサ

ーベイする人。人の問題だよね？

はい。今、あの、作業員のかたはいろんなところから来てくれてるんですが、放管員はほとん

ど追加はございません。応援もありません。

そうすると、あの、作業員のかた以外に、ま、メーカーさん、協力企業さんから、え、放管員

の、おー、手配をしたいということでいいですね？

何人ぐらいのイメージがあるかな。それだけ後で確認して。

あと、もし企業さんごとに、あの、もう…

ああ、そういうことね。もう任しちゃう。

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容

●●ところは、でも、線量だけだからなあ…

今の保安班の状況では、かなりきつくてですね。調達管理、あの、だんだん仕事も増えてきま

す。当然、あのー、線量が見えないんで皆さんも怖いんで、あのー、各班に保安班（付いてき

て）欲しいと言われますが、今、優先度はまず冷やすことということで関係機関の方に付きま

す。そうすると、けっこう今、あー、目一杯になって…

●●。わかった、わかった。したがってさ。申し訳ないけど、技術か情報でどっちかで受け持

ってもらって、いわゆるあれだよね、もう、発電所全体のエリア管理ってことになると思うん

ってきたエリア管理の知恵を使って見える化をしながら危険を、相互の危険を防

ぐということにしましょう。今後、、あの、工事なんかも錯綜するので、相互によく理解しと

かないと危ないと思います。今、ちょっと全体がイマイチ見えないという感じがするので。

じゃあね。保安班がそれをやるというの、データはいろんな工事やるときに取って来るじゃん。

現場でね。あの、サーベイ・・サーベイ必ずするわけだから。ミッションで取ってきたデータ

を、ちょっと、その、今の技術グループなのか技術班なのかどうか。他にちょっと人を集めと

いて集約して、どれくらいの線量かって評価して、マップなりを作っていく。そこの作業を別

でやると。そういう仕組みを至急作りましょう。

すいません。今、お願いなのは、まず、線量計と人手がないんです。現場行くときに対して、

さんの放管員が一緒について行って、そのデータを教えて頂きましたけども、そこ

のところが出来てないんですよ。 

了解。で、今そのへんはどうなってんだ？線量計の手配っていうのは、いつごろ来るんだっけ？

それは、あの、現場から回収少し出来るかもわかりません。あとは水没しちゃってます。で、

あと、えーーと、あれ、えーと、運用しているものだけでは足りなくて、あの、本店の方から

も供給はあるものと思ってますが。あと、最終的に困っているのは、出る人の方を優先に線量

計が動いてますんで、あの、今のところ現場に来ているものは、うー、それほど増えてないっ

わかりました。ま、だから、元々、線量を取るというところのインフラが全然整備されてない

 

わかりました。じゃあ、そこについては至急手を打ちましょう。だから、線量計の必要台数だ

とかタイプ、必要台数。そこは申し訳ない、●●ところでまとめてくれる？

で、それを資材の方で、資材ベースで本店の方に投げて、至急調達をする。それから今度はサ

ーベイする人。人の問題だよね？ 

はい。今、あの、作業員のかたはいろんなところから来てくれてるんですが、放管員はほとん

ど追加はございません。応援もありません。

そうすると、あの、作業員のかた以外に、ま、メーカーさん、協力企業さんから、え、放管員

の、おー、手配をしたいということでいいですね？

何人ぐらいのイメージがあるかな。それだけ後で確認して。

あと、もし企業さんごとに、あの、もう… 

ああ、そういうことね。もう任しちゃう。 

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容 

●●ところは、でも、線量だけだからなあ… 

今の保安班の状況では、かなりきつくてですね。調達管理、あの、だんだん仕事も増えてきま

す。当然、あのー、線量が見えないんで皆さんも怖いんで、あのー、各班に保安班（付いてき

て）欲しいと言われますが、今、優先度はまず冷やすことということで関係機関の方に付きま

す。そうすると、けっこう今、あー、目一杯になって… 

●●。わかった、わかった。したがってさ。申し訳ないけど、技術か情報でどっちかで受け持

ってもらって、いわゆるあれだよね、もう、発電所全体のエリア管理ってことになると思うん

ってきたエリア管理の知恵を使って見える化をしながら危険を、相互の危険を防

ぐということにしましょう。今後、、あの、工事なんかも錯綜するので、相互によく理解しと

かないと危ないと思います。今、ちょっと全体がイマイチ見えないという感じがするので。

じゃあね。保安班がそれをやるというの、データはいろんな工事やるときに取って来るじゃん。

現場でね。あの、サーベイ・・サーベイ必ずするわけだから。ミッションで取ってきたデータ

を、ちょっと、その、今の技術グループなのか技術班なのかどうか。他にちょっと人を集めと

いて集約して、どれくらいの線量かって評価して、マップなりを作っていく。そこの作業を別

でやると。そういう仕組みを至急作りましょう。 

すいません。今、お願いなのは、まず、線量計と人手がないんです。現場行くときに対して、

さんの放管員が一緒について行って、そのデータを教えて頂きましたけども、そこ

了解。で、今そのへんはどうなってんだ？線量計の手配っていうのは、いつごろ来るんだっけ？

それは、あの、現場から回収少し出来るかもわかりません。あとは水没しちゃってます。で、

あと、えーーと、あれ、えーと、運用しているものだけでは足りなくて、あの、本店の方から

も供給はあるものと思ってますが。あと、最終的に困っているのは、出る人の方を優先に線量

計が動いてますんで、あの、今のところ現場に来ているものは、うー、それほど増えてないっ

わかりました。ま、だから、元々、線量を取るというところのインフラが全然整備されてない

わかりました。じゃあ、そこについては至急手を打ちましょう。だから、線量計の必要台数だ

とかタイプ、必要台数。そこは申し訳ない、●●ところでまとめてくれる？

で、それを資材の方で、資材ベースで本店の方に投げて、至急調達をする。それから今度はサ

はい。今、あの、作業員のかたはいろんなところから来てくれてるんですが、放管員はほとん

ど追加はございません。応援もありません。 

そうすると、あの、作業員のかた以外に、ま、メーカーさん、協力企業さんから、え、放管員

の、おー、手配をしたいということでいいですね？ 

何人ぐらいのイメージがあるかな。それだけ後で確認して。

 

 

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

今の保安班の状況では、かなりきつくてですね。調達管理、あの、だんだん仕事も増えてきま

す。当然、あのー、線量が見えないんで皆さんも怖いんで、あのー、各班に保安班（付いてき

て）欲しいと言われますが、今、優先度はまず冷やすことということで関係機関の方に付きま

●●。わかった、わかった。したがってさ。申し訳ないけど、技術か情報でどっちかで受け持

ってもらって、いわゆるあれだよね、もう、発電所全体のエリア管理ってことになると思うん

ってきたエリア管理の知恵を使って見える化をしながら危険を、相互の危険を防

ぐということにしましょう。今後、、あの、工事なんかも錯綜するので、相互によく理解しと

かないと危ないと思います。今、ちょっと全体がイマイチ見えないという感じがするので。

じゃあね。保安班がそれをやるというの、データはいろんな工事やるときに取って来るじゃん。

現場でね。あの、サーベイ・・サーベイ必ずするわけだから。ミッションで取ってきたデータ

を、ちょっと、その、今の技術グループなのか技術班なのかどうか。他にちょっと人を集めと

いて集約して、どれくらいの線量かって評価して、マップなりを作っていく。そこの作業を別

すいません。今、お願いなのは、まず、線量計と人手がないんです。現場行くときに対して、

さんの放管員が一緒について行って、そのデータを教えて頂きましたけども、そこ

了解。で、今そのへんはどうなってんだ？線量計の手配っていうのは、いつごろ来るんだっけ？

それは、あの、現場から回収少し出来るかもわかりません。あとは水没しちゃってます。で、

あと、えーーと、あれ、えーと、運用しているものだけでは足りなくて、あの、本店の方から

も供給はあるものと思ってますが。あと、最終的に困っているのは、出る人の方を優先に線量

計が動いてますんで、あの、今のところ現場に来ているものは、うー、それほど増えてないっ

わかりました。ま、だから、元々、線量を取るというところのインフラが全然整備されてない

わかりました。じゃあ、そこについては至急手を打ちましょう。だから、線量計の必要台数だ

とかタイプ、必要台数。そこは申し訳ない、●●ところでまとめてくれる？

で、それを資材の方で、資材ベースで本店の方に投げて、至急調達をする。それから今度はサ

はい。今、あの、作業員のかたはいろんなところから来てくれてるんですが、放管員はほとん

そうすると、あの、作業員のかた以外に、ま、メーカーさん、協力企業さんから、え、放管員

何人ぐらいのイメージがあるかな。それだけ後で確認して。 

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始） 

今の保安班の状況では、かなりきつくてですね。調達管理、あの、だんだん仕事も増えてきま

す。当然、あのー、線量が見えないんで皆さんも怖いんで、あのー、各班に保安班（付いてき

て）欲しいと言われますが、今、優先度はまず冷やすことということで関係機関の方に付きま

●●。わかった、わかった。したがってさ。申し訳ないけど、技術か情報でどっちかで受け持

ってもらって、いわゆるあれだよね、もう、発電所全体のエリア管理ってことになると思うん

ってきたエリア管理の知恵を使って見える化をしながら危険を、相互の危険を防

ぐということにしましょう。今後、、あの、工事なんかも錯綜するので、相互によく理解しと

かないと危ないと思います。今、ちょっと全体がイマイチ見えないという感じがするので。

じゃあね。保安班がそれをやるというの、データはいろんな工事やるときに取って来るじゃん。

現場でね。あの、サーベイ・・サーベイ必ずするわけだから。ミッションで取ってきたデータ

を、ちょっと、その、今の技術グループなのか技術班なのかどうか。他にちょっと人を集めと

いて集約して、どれくらいの線量かって評価して、マップなりを作っていく。そこの作業を別

すいません。今、お願いなのは、まず、線量計と人手がないんです。現場行くときに対して、

さんの放管員が一緒について行って、そのデータを教えて頂きましたけども、そこ

了解。で、今そのへんはどうなってんだ？線量計の手配っていうのは、いつごろ来るんだっけ？

それは、あの、現場から回収少し出来るかもわかりません。あとは水没しちゃってます。で、

あと、えーーと、あれ、えーと、運用しているものだけでは足りなくて、あの、本店の方から

も供給はあるものと思ってますが。あと、最終的に困っているのは、出る人の方を優先に線量

計が動いてますんで、あの、今のところ現場に来ているものは、うー、それほど増えてないっ

わかりました。ま、だから、元々、線量を取るというところのインフラが全然整備されてない

わかりました。じゃあ、そこについては至急手を打ちましょう。だから、線量計の必要台数だ

とかタイプ、必要台数。そこは申し訳ない、●●ところでまとめてくれる？ 

で、それを資材の方で、資材ベースで本店の方に投げて、至急調達をする。それから今度はサ

はい。今、あの、作業員のかたはいろんなところから来てくれてるんですが、放管員はほとん

そうすると、あの、作業員のかた以外に、ま、メーカーさん、協力企業さんから、え、放管員

 

今の保安班の状況では、かなりきつくてですね。調達管理、あの、だんだん仕事も増えてきま

す。当然、あのー、線量が見えないんで皆さんも怖いんで、あのー、各班に保安班（付いてき

て）欲しいと言われますが、今、優先度はまず冷やすことということで関係機関の方に付きま

●●。わかった、わかった。したがってさ。申し訳ないけど、技術か情報でどっちかで受け持

ってもらって、いわゆるあれだよね、もう、発電所全体のエリア管理ってことになると思うん

ってきたエリア管理の知恵を使って見える化をしながら危険を、相互の危険を防

ぐということにしましょう。今後、、あの、工事なんかも錯綜するので、相互によく理解しと

かないと危ないと思います。今、ちょっと全体がイマイチ見えないという感じがするので。 

じゃあね。保安班がそれをやるというの、データはいろんな工事やるときに取って来るじゃん。

現場でね。あの、サーベイ・・サーベイ必ずするわけだから。ミッションで取ってきたデータ

を、ちょっと、その、今の技術グループなのか技術班なのかどうか。他にちょっと人を集めと

いて集約して、どれくらいの線量かって評価して、マップなりを作っていく。そこの作業を別

すいません。今、お願いなのは、まず、線量計と人手がないんです。現場行くときに対して、

さんの放管員が一緒について行って、そのデータを教えて頂きましたけども、そこ

了解。で、今そのへんはどうなってんだ？線量計の手配っていうのは、いつごろ来るんだっけ？ 

それは、あの、現場から回収少し出来るかもわかりません。あとは水没しちゃってます。で、

あと、えーーと、あれ、えーと、運用しているものだけでは足りなくて、あの、本店の方から

も供給はあるものと思ってますが。あと、最終的に困っているのは、出る人の方を優先に線量

計が動いてますんで、あの、今のところ現場に来ているものは、うー、それほど増えてないっ

わかりました。ま、だから、元々、線量を取るというところのインフラが全然整備されてない

わかりました。じゃあ、そこについては至急手を打ちましょう。だから、線量計の必要台数だ

で、それを資材の方で、資材ベースで本店の方に投げて、至急調達をする。それから今度はサ

はい。今、あの、作業員のかたはいろんなところから来てくれてるんですが、放管員はほとん

そうすると、あの、作業員のかた以外に、ま、メーカーさん、協力企業さんから、え、放管員



 

時刻

 

 

 

07:30 

 

 

 

07:31 

 

 

 

 

 

 

 

07:32 

東京電力

 

 場所

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

保安班

吉田所長

復旧班

吉田所長

復旧班

吉田所長

保安班

吉田所長

 

吉田所長

保安班

 

保安班

 

吉田所長

医療班

テレビ会議 2011 年

 

発言者  

保安班  

吉田所長  

復旧班  

吉田所長  

復旧班  

吉田所長  

保安班  

吉田所長  

 

吉田所長  

保安班  

 

保安班  

 

吉田所長  

医療班  

年 3月 19 日 

 

はい。わかりました。

じゃあ、企業さんごとに企業の工事がありますので、企業さんごとに出来れば工事規模にあっ

た放管員の手配をお願いしたいということでお願いをしたいと思います。ただ、あまり増えす

ぎちゃうとね。また、ここの最終的な、ここの、おー、・・おー、免震重要棟の人数の運用の

ところにもなるんで、まあ、まずは、その各、うー、今、仕事してる東芝さんや日立さん等で

放管員の手配をするということで。これは復旧班のほうでいいかな？・・・いい？復旧班。あ

のね・・・あのね、今、工事に伴って現場のサーベイをやりたいんだけれども、サーベイ員が

いないということで、サーベイ、線量計とね。手配しないといけない。サーベイする人を手配

しないといけない、と。サーベイする人はなかなか、あの、もう、保安グループで手一杯だか

ら協力企業さんとかメーカーさんのほうで、要するにその工事をやってもらってる、例えば東

芝さんだとか、えー、あの、いろんなとこあるでしょ。そこで放管員のかたを手配してもらい

たいというのが保安の考えなんで、ちょっと工事・・工事件名とメーカーさんリストちょっと

作って、そこでどれくらい放管員がいるかっていうのを含めて手配をかけてもらうということ

でいい？お願いし

わかりました。あの、ちょっと、企業さんの上の方の人に当たらないとだめなんで、私の方で

取りまとめてやります。

はい、よろしく。これ、ちょっと早めにやって。大至急やってくれる？

承知しました。

ということで、そういう形であれば、あの、保安班いいかな？

はい。あと、あの、保安班がいないのは、あの、下の出入り管理に技量の持った人間を取られ

ちゃっていて現場に行かせられないのが一点ありますので、出来ればアトックスさんなり東環

さんに、あのー、連絡をしてもですね。今のところはちょっと協力体制が出来てないというか、

そこが一番大切かと思います。今、あそこであんな現場に行ける力量のある者が、失礼ですけ

ども退室管理をしてるようでは、ちょっともったいなさすぎると思うんです。

オーケー。わかりました。じゃあ、これは別途あれだ、えーと、アトックスさんと東環さんへ

の、あの、依頼。これちょっと●●の方でさ。●●の方で統括して、どういう形でやるか任せ

るから。今の、あの、協力企業さんへの依頼の中での一項目として、是非サーベイの手配。こ

れ至急やって下さい。

はい。 

●●。それでいいかな？

はい。ありがとうございます。

あれ、その、今のね。下の、あの、入域と退域の管理に、そのー、力量の有りすぎる人が、要

は、使われてるって話は、逆にアトックスと東環から、その、有りすぎない人を持ってくれば

いいってことになるわけ？

いえ。あの、交代でうちのメンバー付けますけども、少なくとも今、あの、その交代で、すい

ません。管理でまわってないというのが現状で、ですから、そこにはチームリーダーがしっか

りいればですね。それで管理出来るものと思ってるんですけども…

ああ、そういうことですね。

まあ、なんせそれなりの、その、力量がある人がもうちょっといないとまわってかないという

ことなんで、至急手配しましょう。はい。ええ、それ以外で、えー、ずっといきましょうか。

えー、医療班なんかあります？

医療班はですね、えーっと、まず、あの●●からですね。福島第一原子力発電所の労働者に対

する健康診断の実施という発信文書がございまして。内容は実効線量が１００ミリシーベルを

超えた者に対して、えー、法令に基づく健康診断をやれという内容でございます。で、ただ、

あのー、時期がですね。１日目、２日目、３日目、５日目、７日目、１４日目、２１日目、２
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はい。わかりました。 

じゃあ、企業さんごとに企業の工事がありますので、企業さんごとに出来れば工事規模にあっ

た放管員の手配をお願いしたいということでお願いをしたいと思います。ただ、あまり増えす

ぎちゃうとね。また、ここの最終的な、ここの、おー、・・おー、免震重要棟の人数の運用の

ところにもなるんで、まあ、まずは、その各、うー、今、仕事してる東芝さんや日立さん等で

放管員の手配をするということで。これは復旧班のほうでいいかな？・・・いい？復旧班。あ

のね・・・あのね、今、工事に伴って現場のサーベイをやりたいんだけれども、サーベイ員が

いうことで、サーベイ、線量計とね。手配しないといけない。サーベイする人を手配

しないといけない、と。サーベイする人はなかなか、あの、もう、保安グループで手一杯だか

ら協力企業さんとかメーカーさんのほうで、要するにその工事をやってもらってる、例えば東

芝さんだとか、えー、あの、いろんなとこあるでしょ。そこで放管員のかたを手配してもらい

たいというのが保安の考えなんで、ちょっと工事・・工事件名とメーカーさんリストちょっと

作って、そこでどれくらい放管員がいるかっていうのを含めて手配をかけてもらうということ

でいい？お願いしたい。 

わかりました。あの、ちょっと、企業さんの上の方の人に当たらないとだめなんで、私の方で

取りまとめてやります。 

はい、よろしく。これ、ちょっと早めにやって。大至急やってくれる？

承知しました。 

ということで、そういう形であれば、あの、保安班いいかな？

はい。あと、あの、保安班がいないのは、あの、下の出入り管理に技量の持った人間を取られ

ちゃっていて現場に行かせられないのが一点ありますので、出来ればアトックスさんなり東環

さんに、あのー、連絡をしてもですね。今のところはちょっと協力体制が出来てないというか、

そこが一番大切かと思います。今、あそこであんな現場に行ける力量のある者が、失礼ですけ

ども退室管理をしてるようでは、ちょっともったいなさすぎると思うんです。

オーケー。わかりました。じゃあ、これは別途あれだ、えーと、アトックスさんと東環さんへ

の、あの、依頼。これちょっと●●の方でさ。●●の方で統括して、どういう形でやるか任せ

るから。今の、あの、協力企業さんへの依頼の中での一項目として、是非サーベイの手配。こ

れ至急やって下さい。 

●●。それでいいかな？ 

はい。ありがとうございます。

あれ、その、今のね。下の、あの、入域と退域の管理に、そのー、力量の有りすぎる人が、要

は、使われてるって話は、逆にアトックスと東環から、その、有りすぎない人を持ってくれば

いいってことになるわけ？ 

いえ。あの、交代でうちのメンバー付けますけども、少なくとも今、あの、その交代で、すい

ません。管理でまわってないというのが現状で、ですから、そこにはチームリーダーがしっか

りいればですね。それで管理出来るものと思ってるんですけども…

ああ、そういうことですね。 

まあ、なんせそれなりの、その、力量がある人がもうちょっといないとまわってかないという

ことなんで、至急手配しましょう。はい。ええ、それ以外で、えー、ずっといきましょうか。

えー、医療班なんかあります？

医療班はですね、えーっと、まず、あの●●からですね。福島第一原子力発電所の労働者に対

する健康診断の実施という発信文書がございまして。内容は実効線量が１００ミリシーベルを

超えた者に対して、えー、法令に基づく健康診断をやれという内容でございます。で、ただ、

あのー、時期がですね。１日目、２日目、３日目、５日目、７日目、１４日目、２１日目、２
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発言内容

じゃあ、企業さんごとに企業の工事がありますので、企業さんごとに出来れば工事規模にあっ

た放管員の手配をお願いしたいということでお願いをしたいと思います。ただ、あまり増えす

ぎちゃうとね。また、ここの最終的な、ここの、おー、・・おー、免震重要棟の人数の運用の

ところにもなるんで、まあ、まずは、その各、うー、今、仕事してる東芝さんや日立さん等で

放管員の手配をするということで。これは復旧班のほうでいいかな？・・・いい？復旧班。あ

のね・・・あのね、今、工事に伴って現場のサーベイをやりたいんだけれども、サーベイ員が

いうことで、サーベイ、線量計とね。手配しないといけない。サーベイする人を手配

しないといけない、と。サーベイする人はなかなか、あの、もう、保安グループで手一杯だか

ら協力企業さんとかメーカーさんのほうで、要するにその工事をやってもらってる、例えば東

芝さんだとか、えー、あの、いろんなとこあるでしょ。そこで放管員のかたを手配してもらい

たいというのが保安の考えなんで、ちょっと工事・・工事件名とメーカーさんリストちょっと

作って、そこでどれくらい放管員がいるかっていうのを含めて手配をかけてもらうということ

わかりました。あの、ちょっと、企業さんの上の方の人に当たらないとだめなんで、私の方で

はい、よろしく。これ、ちょっと早めにやって。大至急やってくれる？

ということで、そういう形であれば、あの、保安班いいかな？

はい。あと、あの、保安班がいないのは、あの、下の出入り管理に技量の持った人間を取られ

ちゃっていて現場に行かせられないのが一点ありますので、出来ればアトックスさんなり東環

さんに、あのー、連絡をしてもですね。今のところはちょっと協力体制が出来てないというか、

そこが一番大切かと思います。今、あそこであんな現場に行ける力量のある者が、失礼ですけ

ども退室管理をしてるようでは、ちょっともったいなさすぎると思うんです。

オーケー。わかりました。じゃあ、これは別途あれだ、えーと、アトックスさんと東環さんへ

の、あの、依頼。これちょっと●●の方でさ。●●の方で統括して、どういう形でやるか任せ

るから。今の、あの、協力企業さんへの依頼の中での一項目として、是非サーベイの手配。こ

はい。ありがとうございます。 

あれ、その、今のね。下の、あの、入域と退域の管理に、そのー、力量の有りすぎる人が、要

は、使われてるって話は、逆にアトックスと東環から、その、有りすぎない人を持ってくれば

 

いえ。あの、交代でうちのメンバー付けますけども、少なくとも今、あの、その交代で、すい

ません。管理でまわってないというのが現状で、ですから、そこにはチームリーダーがしっか

りいればですね。それで管理出来るものと思ってるんですけども…

 

まあ、なんせそれなりの、その、力量がある人がもうちょっといないとまわってかないという

ことなんで、至急手配しましょう。はい。ええ、それ以外で、えー、ずっといきましょうか。

えー、医療班なんかあります？ 

医療班はですね、えーっと、まず、あの●●からですね。福島第一原子力発電所の労働者に対

する健康診断の実施という発信文書がございまして。内容は実効線量が１００ミリシーベルを

超えた者に対して、えー、法令に基づく健康診断をやれという内容でございます。で、ただ、

あのー、時期がですね。１日目、２日目、３日目、５日目、７日目、１４日目、２１日目、２

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容 

じゃあ、企業さんごとに企業の工事がありますので、企業さんごとに出来れば工事規模にあっ

た放管員の手配をお願いしたいということでお願いをしたいと思います。ただ、あまり増えす

ぎちゃうとね。また、ここの最終的な、ここの、おー、・・おー、免震重要棟の人数の運用の

ところにもなるんで、まあ、まずは、その各、うー、今、仕事してる東芝さんや日立さん等で

放管員の手配をするということで。これは復旧班のほうでいいかな？・・・いい？復旧班。あ

のね・・・あのね、今、工事に伴って現場のサーベイをやりたいんだけれども、サーベイ員が

いうことで、サーベイ、線量計とね。手配しないといけない。サーベイする人を手配

しないといけない、と。サーベイする人はなかなか、あの、もう、保安グループで手一杯だか

ら協力企業さんとかメーカーさんのほうで、要するにその工事をやってもらってる、例えば東

芝さんだとか、えー、あの、いろんなとこあるでしょ。そこで放管員のかたを手配してもらい

たいというのが保安の考えなんで、ちょっと工事・・工事件名とメーカーさんリストちょっと

作って、そこでどれくらい放管員がいるかっていうのを含めて手配をかけてもらうということ

わかりました。あの、ちょっと、企業さんの上の方の人に当たらないとだめなんで、私の方で

はい、よろしく。これ、ちょっと早めにやって。大至急やってくれる？

ということで、そういう形であれば、あの、保安班いいかな？

はい。あと、あの、保安班がいないのは、あの、下の出入り管理に技量の持った人間を取られ

ちゃっていて現場に行かせられないのが一点ありますので、出来ればアトックスさんなり東環

さんに、あのー、連絡をしてもですね。今のところはちょっと協力体制が出来てないというか、

そこが一番大切かと思います。今、あそこであんな現場に行ける力量のある者が、失礼ですけ

ども退室管理をしてるようでは、ちょっともったいなさすぎると思うんです。

オーケー。わかりました。じゃあ、これは別途あれだ、えーと、アトックスさんと東環さんへ

の、あの、依頼。これちょっと●●の方でさ。●●の方で統括して、どういう形でやるか任せ

るから。今の、あの、協力企業さんへの依頼の中での一項目として、是非サーベイの手配。こ

あれ、その、今のね。下の、あの、入域と退域の管理に、そのー、力量の有りすぎる人が、要

は、使われてるって話は、逆にアトックスと東環から、その、有りすぎない人を持ってくれば

いえ。あの、交代でうちのメンバー付けますけども、少なくとも今、あの、その交代で、すい

ません。管理でまわってないというのが現状で、ですから、そこにはチームリーダーがしっか

りいればですね。それで管理出来るものと思ってるんですけども…

まあ、なんせそれなりの、その、力量がある人がもうちょっといないとまわってかないという

ことなんで、至急手配しましょう。はい。ええ、それ以外で、えー、ずっといきましょうか。

医療班はですね、えーっと、まず、あの●●からですね。福島第一原子力発電所の労働者に対

する健康診断の実施という発信文書がございまして。内容は実効線量が１００ミリシーベルを

超えた者に対して、えー、法令に基づく健康診断をやれという内容でございます。で、ただ、

あのー、時期がですね。１日目、２日目、３日目、５日目、７日目、１４日目、２１日目、２

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

じゃあ、企業さんごとに企業の工事がありますので、企業さんごとに出来れば工事規模にあっ

た放管員の手配をお願いしたいということでお願いをしたいと思います。ただ、あまり増えす

ぎちゃうとね。また、ここの最終的な、ここの、おー、・・おー、免震重要棟の人数の運用の

ところにもなるんで、まあ、まずは、その各、うー、今、仕事してる東芝さんや日立さん等で

放管員の手配をするということで。これは復旧班のほうでいいかな？・・・いい？復旧班。あ

のね・・・あのね、今、工事に伴って現場のサーベイをやりたいんだけれども、サーベイ員が

いうことで、サーベイ、線量計とね。手配しないといけない。サーベイする人を手配

しないといけない、と。サーベイする人はなかなか、あの、もう、保安グループで手一杯だか

ら協力企業さんとかメーカーさんのほうで、要するにその工事をやってもらってる、例えば東

芝さんだとか、えー、あの、いろんなとこあるでしょ。そこで放管員のかたを手配してもらい

たいというのが保安の考えなんで、ちょっと工事・・工事件名とメーカーさんリストちょっと

作って、そこでどれくらい放管員がいるかっていうのを含めて手配をかけてもらうということ

わかりました。あの、ちょっと、企業さんの上の方の人に当たらないとだめなんで、私の方で

はい、よろしく。これ、ちょっと早めにやって。大至急やってくれる？ 

ということで、そういう形であれば、あの、保安班いいかな？ 

はい。あと、あの、保安班がいないのは、あの、下の出入り管理に技量の持った人間を取られ

ちゃっていて現場に行かせられないのが一点ありますので、出来ればアトックスさんなり東環

さんに、あのー、連絡をしてもですね。今のところはちょっと協力体制が出来てないというか、

そこが一番大切かと思います。今、あそこであんな現場に行ける力量のある者が、失礼ですけ

ども退室管理をしてるようでは、ちょっともったいなさすぎると思うんです。

オーケー。わかりました。じゃあ、これは別途あれだ、えーと、アトックスさんと東環さんへ

の、あの、依頼。これちょっと●●の方でさ。●●の方で統括して、どういう形でやるか任せ

るから。今の、あの、協力企業さんへの依頼の中での一項目として、是非サーベイの手配。こ

あれ、その、今のね。下の、あの、入域と退域の管理に、そのー、力量の有りすぎる人が、要

は、使われてるって話は、逆にアトックスと東環から、その、有りすぎない人を持ってくれば

いえ。あの、交代でうちのメンバー付けますけども、少なくとも今、あの、その交代で、すい

ません。管理でまわってないというのが現状で、ですから、そこにはチームリーダーがしっか

りいればですね。それで管理出来るものと思ってるんですけども… 

まあ、なんせそれなりの、その、力量がある人がもうちょっといないとまわってかないという

ことなんで、至急手配しましょう。はい。ええ、それ以外で、えー、ずっといきましょうか。

医療班はですね、えーっと、まず、あの●●からですね。福島第一原子力発電所の労働者に対

する健康診断の実施という発信文書がございまして。内容は実効線量が１００ミリシーベルを

超えた者に対して、えー、法令に基づく健康診断をやれという内容でございます。で、ただ、

あのー、時期がですね。１日目、２日目、３日目、５日目、７日目、１４日目、２１日目、２

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始） 

じゃあ、企業さんごとに企業の工事がありますので、企業さんごとに出来れば工事規模にあっ

た放管員の手配をお願いしたいということでお願いをしたいと思います。ただ、あまり増えす

ぎちゃうとね。また、ここの最終的な、ここの、おー、・・おー、免震重要棟の人数の運用の

ところにもなるんで、まあ、まずは、その各、うー、今、仕事してる東芝さんや日立さん等で

放管員の手配をするということで。これは復旧班のほうでいいかな？・・・いい？復旧班。あ

のね・・・あのね、今、工事に伴って現場のサーベイをやりたいんだけれども、サーベイ員が

いうことで、サーベイ、線量計とね。手配しないといけない。サーベイする人を手配

しないといけない、と。サーベイする人はなかなか、あの、もう、保安グループで手一杯だか

ら協力企業さんとかメーカーさんのほうで、要するにその工事をやってもらってる、例えば東

芝さんだとか、えー、あの、いろんなとこあるでしょ。そこで放管員のかたを手配してもらい

たいというのが保安の考えなんで、ちょっと工事・・工事件名とメーカーさんリストちょっと

作って、そこでどれくらい放管員がいるかっていうのを含めて手配をかけてもらうということ

わかりました。あの、ちょっと、企業さんの上の方の人に当たらないとだめなんで、私の方で

はい。あと、あの、保安班がいないのは、あの、下の出入り管理に技量の持った人間を取られ

ちゃっていて現場に行かせられないのが一点ありますので、出来ればアトックスさんなり東環

さんに、あのー、連絡をしてもですね。今のところはちょっと協力体制が出来てないというか、

そこが一番大切かと思います。今、あそこであんな現場に行ける力量のある者が、失礼ですけ
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るから。今の、あの、協力企業さんへの依頼の中での一項目として、是非サーベイの手配。こ

あれ、その、今のね。下の、あの、入域と退域の管理に、そのー、力量の有りすぎる人が、要

は、使われてるって話は、逆にアトックスと東環から、その、有りすぎない人を持ってくれば

いえ。あの、交代でうちのメンバー付けますけども、少なくとも今、あの、その交代で、すい
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８日目などとなってますので、これは本店を窓口にしまして、もう少し、あの、実態に合わせ

たですね、あの、健康診断のですね、内容で了承していだだけますよう、今、福島労働局とそ

れから本省のほうと、まあ、調整中でございます。まあ、具体的な健康診断の流れができまし

たら、またご紹介したいと思います。

はい。お願いします。それでいいですか。以上？ええ、厚生班はどうですか？

はい。厚生班につきましては、あのー、この緊急対策室の要員の交代につきまして、あの、先

日お知らせした通り当面の受け入れ窓口として２Ｆの体育館、サーベイをしたあとですね。２

Ｆの情報棟でお休み頂けるような体制を一応構、え、築することができました。で、また、あ

のー、食品類につきましてはですね、あのー、過日も、えーと、依頼したものが届き出しまし

たし、各店所からの支援でですね。届いたものもあります。ですから、少しずつ日常生活に近

いですね、食事が出来るようになったのかなと思います。また、あの、物足りないものがまだ

いろいろあるんですけども、少しずつですね、あのー、満足のいくような体制を整えていきた

いと思います。で、またなお、本店のほうではＪヴィレッジを受け入れの拠点として考えてる

ようですけども、まあ、その、ちょっと動向を勘案しつつですね、バスの運行等も検討して参

りたいと思います。え、厚生班から以上です。

はい。ありがとうございます。総務班。

はい。えー、こちらはですね、えー、本日のバスの退社便、２Ｆへの便ですが、１１時にバス

が出ますので交代されるかたは、あー、準備の方をお願いいたします。で、２Ｆからのこちら

への入りのほうは３０分前で１０時３０分にはこちらに到着する予定でおります。はい、それ

とですね、あの、トイレの関係ですが、今、えー、総務班の方と建築さんの方でですね、水の

方を浄化槽の方に入れておりますので、えー、うまくいけば、あー、水洗の方が復旧するかと

思われます。以上です。

今日中にってこと？復旧見込みは。

大丈夫だと思います。おそらく４、５時間で満タンになるかなあ…なんて話をしておりました。

これから水が、まあ、ふんだんに使う必要はないけど、ある程度使えるようになってくると？

はい。 

すいません。保安班から。今の水については供給源がどこかよくわかりませんが、飲むことは

出来ません。何度も繰り返しますけども。十分飲むことは出来ませんので、うがい等をする場

合については十分注意されるように。

水出てきても、あれ…できないんだろう？

分析が出来なくて。早い内に、その、どの時点で、２Ｆとかなんかに持っていって分析しても

らうとかっていう必要あるんだろう思いますけど。常時監視が出来てないんですよ。

えっと、今、今日あたり入れてる水は前、私が国交省からのやつで三春・・三春ダムの管理場

に、その、散水車、散水車なんていったら＊。その手配してたやつを第二を使って持ってきて

もらっていて、でー、それを今、とりあえずあっちが海水に変わっちゃったんで、えー、今そ

れを使ってもらってます。ですから、今日使った分は土木のほうで、あの、技訓の中の水をと

りあえず、あの、いっぱいにしといてくれということをうまく順繰りにいけば、あー、水はそ

こそこ使えるだろうと。もし、えー、供給源が無くなってくれば、また、あのー、えっと、広

域に、えー、頼んで熊川からの取水も、あの、考えたいと思いますが。

いや。いずれにしても、その熊川にしても、それどんな水かわかんないから。そこが今問題な

んだから。水をどっかから来るじゃなくて、水そのものを体内に取り込まないようにして下さ

いということが一番重要なポイントなんで、皆さんそこよろしくお願いします。はい。ですか

ら、まあ、あの、おー、下水だね。あの、要するに便器の・・排便の時の水という使い方とか、

そういう、限定されるんで、そこの徹底よろしくお願いします。水に関しては。

はい。あくまでもトイレの方の流す水という意味でございます。浄水の復旧はおそらくできま

せんので、今まで通りということになります。
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たし、各店所からの支援でですね。届いたものもあります。ですから、少しずつ日常生活に近

いですね、食事が出来るようになったのかなと思います。また、あの、物足りないものがまだ

あるんですけども、少しずつですね、あのー、満足のいくような体制を整えていきた

いと思います。で、またなお、本店のほうではＪヴィレッジを受け入れの拠点として考えてる

ようですけども、まあ、その、ちょっと動向を勘案しつつですね、バスの運行等も検討して参

りたいと思います。え、厚生班から以上です。 

はい。えー、こちらはですね、えー、本日のバスの退社便、２Ｆへの便ですが、１１時にバス

が出ますので交代されるかたは、あー、準備の方をお願いいたします。で、２Ｆからのこちら

への入りのほうは３０分前で１０時３０分にはこちらに到着する予定でおります。はい、それ

とですね、あの、トイレの関係ですが、今、えー、総務班の方と建築さんの方でですね、水の

方を浄化槽の方に入れておりますので、えー、うまくいけば、あー、水洗の方が復旧するかと

大丈夫だと思います。おそらく４、５時間で満タンになるかなあ…なんて話をしておりました。

これから水が、まあ、ふんだんに使う必要はないけど、ある程度使えるようになってくると？

すいません。保安班から。今の水については供給源がどこかよくわかりませんが、飲むことは

出来ません。何度も繰り返しますけども。十分飲むことは出来ませんので、うがい等をする場

 

分析が出来なくて。早い内に、その、どの時点で、２Ｆとかなんかに持っていって分析しても

らうとかっていう必要あるんだろう思いますけど。常時監視が出来てないんですよ。

えっと、今、今日あたり入れてる水は前、私が国交省からのやつで三春・・三春ダムの管理場

に、その、散水車、散水車なんていったら＊。その手配してたやつを第二を使って持ってきて

もらっていて、でー、それを今、とりあえずあっちが海水に変わっちゃったんで、えー、今そ

れを使ってもらってます。ですから、今日使った分は土木のほうで、あの、技訓の中の水をと

りあえず、あの、いっぱいにしといてくれということをうまく順繰りにいけば、あー、水はそ

こそこ使えるだろうと。もし、えー、供給源が無くなってくれば、また、あのー、えっと、広

ー、頼んで熊川からの取水も、あの、考えたいと思いますが。

いや。いずれにしても、その熊川にしても、それどんな水かわかんないから。そこが今問題な

んだから。水をどっかから来るじゃなくて、水そのものを体内に取り込まないようにして下さ

いということが一番重要なポイントなんで、皆さんそこよろしくお願いします。はい。ですか

ら、まあ、あの、おー、下水だね。あの、要するに便器の・・排便の時の水という使い方とか、

そういう、限定されるんで、そこの徹底よろしくお願いします。水に関しては。

はい。あくまでもトイレの方の流す水という意味でございます。浄水の復旧はおそらくできま

せんので、今まで通りということになります。 
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そういうことね。はい。

ごめんなさい。今の水はどっから貰うの？…というか何でこんなこと聞いてるかというと、自

衛隊がね、水を供給してくれる可能性があるって話が今きていて、えっと、浄水は頼んだんで

すよ。１０立米。で、今のその水はね。そのトイレ用の。どっから貰ってるんですか？

これは、あの、防災さんの方の、おー、散水車の方に積まっている水をとりあえず使います。

ああ、そういうことなの。じゃあ、それ定期的に、あの、持ってきて下さいっていうことにな

るわけですよね。トイレの水だから。どんどんどんどん無くなるので。

今回のはたまたま、あのう…

いや。だから今後。

今後ですか？今後はちょっとわかりません。

目途がないでしょ。

ええ。たまたま今回は別の話がありまして。水が。

後でちょっと教えてくれる。

はい。 

ちょっと話がややこしくなるんだけど、水はさ、浄水と下水でちゃんと分けて、今どういう状

況で、えー、こうだというのを管理して下さい。

すいません。純水ですが、広野火力から毎日１７キロリットル、えっとー、運ぶ予定を今考え

てます。 

あの、ちょっと話がまた発展するんで、ちょっとややこしいからちょっとやめて欲しいんだけ

ど。まず、今は浄水と下水の話をしていて、浄水と下水の水源がどこで、今どういう運用をし

てるかというのがわかるようにしといて下さいというのが今のオーダーね。で、今後の見通し

についてもちょっとロングでどうしてくかっていうのをまとめといて下さいと。よろしいです

か。で、今言ってる。●●が言ってる純水のほうはプラントの運転用の純水の議論を言ってん

でしょ。 

そうです。そちらがメインですが。プラントのほうのけっこう純水タンクのレベルあると思っ

てますんで、こちらに今、回せるかなという話でございます。

総務班以上ですか。次じゃあ資材班。寝てらっしゃる●●。

はい。すいません。あの資材班でございますけども。えっと、まず、あの、燃料関係につきま

しては一応、あの、日々必要量は確保出来ているんですが、相変わらず・・相変わらず、あの、

自転車操業の状態が続いておりますので、切らさないようにしっかり管理していきたいと思っ

ております。それから、あと、今、資材班の人数、私を入れて今５人しかおりません。ちょっ

と、昨日も、あの、一人体調不良で離脱してしまいまして、非常に苦しい状態になってます。

特に作業上支障をきたしているところは、あの、やっぱり、あの、届いた荷物を、積み荷を降

ろす作業のところで、どうして人手が足りておりませんので、あの、必要に応じてあの、各班

のほうにもあの、応援を要請したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それ

から、あと物資を運ぶトラックなんですけども、あの、東電物流さんのほうから、あの、各、

ええと、原子力設備管理部さんのほうに貸し出したものがですね、ま、行方不明になってるも

のがあると。要はたぶん、あの、各班さんのほうで直接手配されて受け入れられたもので、受

け入れただけでトラック返してないっていったようなものが何台かあるようですので、そうい

うものありまし
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後でちょっと教えてくれる。 

ちょっと話がややこしくなるんだけど、水はさ、浄水と下水でちゃんと分けて、今どういう状

況で、えー、こうだというのを管理して下さい。

すいません。純水ですが、広野火力から毎日１７キロリットル、えっとー、運ぶ予定を今考え

あの、ちょっと話がまた発展するんで、ちょっとややこしいからちょっとやめて欲しいんだけ

ど。まず、今は浄水と下水の話をしていて、浄水と下水の水源がどこで、今どういう運用をし

てるかというのがわかるようにしといて下さいというのが今のオーダーね。で、今後の見通し

についてもちょっとロングでどうしてくかっていうのをまとめといて下さいと。よろしいです

か。で、今言ってる。●●が言ってる純水のほうはプラントの運転用の純水の議論を言ってん

そうです。そちらがメインですが。プラントのほうのけっこう純水タンクのレベルあると思っ

てますんで、こちらに今、回せるかなという話でございます。

総務班以上ですか。次じゃあ資材班。寝てらっしゃる●●。

はい。すいません。あの資材班でございますけども。えっと、まず、あの、燃料関係につきま

しては一応、あの、日々必要量は確保出来ているんですが、相変わらず・・相変わらず、あの、

自転車操業の状態が続いておりますので、切らさないようにしっかり管理していきたいと思っ

ております。それから、あと、今、資材班の人数、私を入れて今５人しかおりません。ちょっ

と、昨日も、あの、一人体調不良で離脱してしまいまして、非常に苦しい状態になってます。

特に作業上支障をきたしているところは、あの、やっぱり、あの、届いた荷物を、積み荷を降

業のところで、どうして人手が足りておりませんので、あの、必要に応じてあの、各班

のほうにもあの、応援を要請したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それ

から、あと物資を運ぶトラックなんですけども、あの、東電物流さんのほうから、あの、各、

ええと、原子力設備管理部さんのほうに貸し出したものがですね、ま、行方不明になってるも

のがあると。要はたぶん、あの、各班さんのほうで直接手配されて受け入れられたもので、受

け入れただけでトラック返してないっていったようなものが何台かあるようですので、そうい

うものありましたら、資材班の方に情報をお願いしたいと思います。以上でございます。

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容

ごめんなさい。今の水はどっから貰うの？…というか何でこんなこと聞いてるかというと、自

衛隊がね、水を供給してくれる可能性があるって話が今きていて、えっと、浄水は頼んだんで

すよ。１０立米。で、今のその水はね。そのトイレ用の。どっから貰ってるんですか？

これは、あの、防災さんの方の、おー、散水車の方に積まっている水をとりあえず使います。

ああ、そういうことなの。じゃあ、それ定期的に、あの、持ってきて下さいっていうことにな

るわけですよね。トイレの水だから。どんどんどんどん無くなるので。

 

今後ですか？今後はちょっとわかりません。

ええ。たまたま今回は別の話がありまして。水が。

 

ちょっと話がややこしくなるんだけど、水はさ、浄水と下水でちゃんと分けて、今どういう状

況で、えー、こうだというのを管理して下さい。

すいません。純水ですが、広野火力から毎日１７キロリットル、えっとー、運ぶ予定を今考え

あの、ちょっと話がまた発展するんで、ちょっとややこしいからちょっとやめて欲しいんだけ

ど。まず、今は浄水と下水の話をしていて、浄水と下水の水源がどこで、今どういう運用をし

てるかというのがわかるようにしといて下さいというのが今のオーダーね。で、今後の見通し

についてもちょっとロングでどうしてくかっていうのをまとめといて下さいと。よろしいです

か。で、今言ってる。●●が言ってる純水のほうはプラントの運転用の純水の議論を言ってん

そうです。そちらがメインですが。プラントのほうのけっこう純水タンクのレベルあると思っ

てますんで、こちらに今、回せるかなという話でございます。

総務班以上ですか。次じゃあ資材班。寝てらっしゃる●●。

はい。すいません。あの資材班でございますけども。えっと、まず、あの、燃料関係につきま

しては一応、あの、日々必要量は確保出来ているんですが、相変わらず・・相変わらず、あの、

自転車操業の状態が続いておりますので、切らさないようにしっかり管理していきたいと思っ

ております。それから、あと、今、資材班の人数、私を入れて今５人しかおりません。ちょっ

と、昨日も、あの、一人体調不良で離脱してしまいまして、非常に苦しい状態になってます。

特に作業上支障をきたしているところは、あの、やっぱり、あの、届いた荷物を、積み荷を降

業のところで、どうして人手が足りておりませんので、あの、必要に応じてあの、各班

のほうにもあの、応援を要請したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それ

から、あと物資を運ぶトラックなんですけども、あの、東電物流さんのほうから、あの、各、

ええと、原子力設備管理部さんのほうに貸し出したものがですね、ま、行方不明になってるも

のがあると。要はたぶん、あの、各班さんのほうで直接手配されて受け入れられたもので、受

け入れただけでトラック返してないっていったようなものが何台かあるようですので、そうい

たら、資材班の方に情報をお願いしたいと思います。以上でございます。

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容 

ごめんなさい。今の水はどっから貰うの？…というか何でこんなこと聞いてるかというと、自

衛隊がね、水を供給してくれる可能性があるって話が今きていて、えっと、浄水は頼んだんで

すよ。１０立米。で、今のその水はね。そのトイレ用の。どっから貰ってるんですか？

これは、あの、防災さんの方の、おー、散水車の方に積まっている水をとりあえず使います。

ああ、そういうことなの。じゃあ、それ定期的に、あの、持ってきて下さいっていうことにな

るわけですよね。トイレの水だから。どんどんどんどん無くなるので。

今後ですか？今後はちょっとわかりません。 

ええ。たまたま今回は別の話がありまして。水が。 

ちょっと話がややこしくなるんだけど、水はさ、浄水と下水でちゃんと分けて、今どういう状

況で、えー、こうだというのを管理して下さい。 

すいません。純水ですが、広野火力から毎日１７キロリットル、えっとー、運ぶ予定を今考え

あの、ちょっと話がまた発展するんで、ちょっとややこしいからちょっとやめて欲しいんだけ

ど。まず、今は浄水と下水の話をしていて、浄水と下水の水源がどこで、今どういう運用をし

てるかというのがわかるようにしといて下さいというのが今のオーダーね。で、今後の見通し

についてもちょっとロングでどうしてくかっていうのをまとめといて下さいと。よろしいです

か。で、今言ってる。●●が言ってる純水のほうはプラントの運転用の純水の議論を言ってん

そうです。そちらがメインですが。プラントのほうのけっこう純水タンクのレベルあると思っ

てますんで、こちらに今、回せるかなという話でございます。

総務班以上ですか。次じゃあ資材班。寝てらっしゃる●●。

はい。すいません。あの資材班でございますけども。えっと、まず、あの、燃料関係につきま

しては一応、あの、日々必要量は確保出来ているんですが、相変わらず・・相変わらず、あの、

自転車操業の状態が続いておりますので、切らさないようにしっかり管理していきたいと思っ

ております。それから、あと、今、資材班の人数、私を入れて今５人しかおりません。ちょっ

と、昨日も、あの、一人体調不良で離脱してしまいまして、非常に苦しい状態になってます。

特に作業上支障をきたしているところは、あの、やっぱり、あの、届いた荷物を、積み荷を降

業のところで、どうして人手が足りておりませんので、あの、必要に応じてあの、各班

のほうにもあの、応援を要請したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それ

から、あと物資を運ぶトラックなんですけども、あの、東電物流さんのほうから、あの、各、

ええと、原子力設備管理部さんのほうに貸し出したものがですね、ま、行方不明になってるも

のがあると。要はたぶん、あの、各班さんのほうで直接手配されて受け入れられたもので、受

け入れただけでトラック返してないっていったようなものが何台かあるようですので、そうい

たら、資材班の方に情報をお願いしたいと思います。以上でございます。

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

ごめんなさい。今の水はどっから貰うの？…というか何でこんなこと聞いてるかというと、自

衛隊がね、水を供給してくれる可能性があるって話が今きていて、えっと、浄水は頼んだんで

すよ。１０立米。で、今のその水はね。そのトイレ用の。どっから貰ってるんですか？

これは、あの、防災さんの方の、おー、散水車の方に積まっている水をとりあえず使います。

ああ、そういうことなの。じゃあ、それ定期的に、あの、持ってきて下さいっていうことにな

るわけですよね。トイレの水だから。どんどんどんどん無くなるので。 

ちょっと話がややこしくなるんだけど、水はさ、浄水と下水でちゃんと分けて、今どういう状

すいません。純水ですが、広野火力から毎日１７キロリットル、えっとー、運ぶ予定を今考え

あの、ちょっと話がまた発展するんで、ちょっとややこしいからちょっとやめて欲しいんだけ

ど。まず、今は浄水と下水の話をしていて、浄水と下水の水源がどこで、今どういう運用をし

てるかというのがわかるようにしといて下さいというのが今のオーダーね。で、今後の見通し

についてもちょっとロングでどうしてくかっていうのをまとめといて下さいと。よろしいです

か。で、今言ってる。●●が言ってる純水のほうはプラントの運転用の純水の議論を言ってん

そうです。そちらがメインですが。プラントのほうのけっこう純水タンクのレベルあると思っ

てますんで、こちらに今、回せるかなという話でございます。 

総務班以上ですか。次じゃあ資材班。寝てらっしゃる●●。 

はい。すいません。あの資材班でございますけども。えっと、まず、あの、燃料関係につきま

しては一応、あの、日々必要量は確保出来ているんですが、相変わらず・・相変わらず、あの、

自転車操業の状態が続いておりますので、切らさないようにしっかり管理していきたいと思っ

ております。それから、あと、今、資材班の人数、私を入れて今５人しかおりません。ちょっ

と、昨日も、あの、一人体調不良で離脱してしまいまして、非常に苦しい状態になってます。

特に作業上支障をきたしているところは、あの、やっぱり、あの、届いた荷物を、積み荷を降

業のところで、どうして人手が足りておりませんので、あの、必要に応じてあの、各班

のほうにもあの、応援を要請したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それ

から、あと物資を運ぶトラックなんですけども、あの、東電物流さんのほうから、あの、各、

ええと、原子力設備管理部さんのほうに貸し出したものがですね、ま、行方不明になってるも

のがあると。要はたぶん、あの、各班さんのほうで直接手配されて受け入れられたもので、受

け入れただけでトラック返してないっていったようなものが何台かあるようですので、そうい

たら、資材班の方に情報をお願いしたいと思います。以上でございます。

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始） 

ごめんなさい。今の水はどっから貰うの？…というか何でこんなこと聞いてるかというと、自

衛隊がね、水を供給してくれる可能性があるって話が今きていて、えっと、浄水は頼んだんで

すよ。１０立米。で、今のその水はね。そのトイレ用の。どっから貰ってるんですか？ 

これは、あの、防災さんの方の、おー、散水車の方に積まっている水をとりあえず使います。

ああ、そういうことなの。じゃあ、それ定期的に、あの、持ってきて下さいっていうことにな

ちょっと話がややこしくなるんだけど、水はさ、浄水と下水でちゃんと分けて、今どういう状

すいません。純水ですが、広野火力から毎日１７キロリットル、えっとー、運ぶ予定を今考え

あの、ちょっと話がまた発展するんで、ちょっとややこしいからちょっとやめて欲しいんだけ

ど。まず、今は浄水と下水の話をしていて、浄水と下水の水源がどこで、今どういう運用をし

てるかというのがわかるようにしといて下さいというのが今のオーダーね。で、今後の見通し

についてもちょっとロングでどうしてくかっていうのをまとめといて下さいと。よろしいです

か。で、今言ってる。●●が言ってる純水のほうはプラントの運転用の純水の議論を言ってん

そうです。そちらがメインですが。プラントのほうのけっこう純水タンクのレベルあると思っ

はい。すいません。あの資材班でございますけども。えっと、まず、あの、燃料関係につきま

しては一応、あの、日々必要量は確保出来ているんですが、相変わらず・・相変わらず、あの、

自転車操業の状態が続いておりますので、切らさないようにしっかり管理していきたいと思っ

ております。それから、あと、今、資材班の人数、私を入れて今５人しかおりません。ちょっ

と、昨日も、あの、一人体調不良で離脱してしまいまして、非常に苦しい状態になってます。

特に作業上支障をきたしているところは、あの、やっぱり、あの、届いた荷物を、積み荷を降

業のところで、どうして人手が足りておりませんので、あの、必要に応じてあの、各班

のほうにもあの、応援を要請したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それ

から、あと物資を運ぶトラックなんですけども、あの、東電物流さんのほうから、あの、各、

ええと、原子力設備管理部さんのほうに貸し出したものがですね、ま、行方不明になってるも

のがあると。要はたぶん、あの、各班さんのほうで直接手配されて受け入れられたもので、受

け入れただけでトラック返してないっていったようなものが何台かあるようですので、そうい

たら、資材班の方に情報をお願いしたいと思います。以上でございます。

 

ごめんなさい。今の水はどっから貰うの？…というか何でこんなこと聞いてるかというと、自

衛隊がね、水を供給してくれる可能性があるって話が今きていて、えっと、浄水は頼んだんで

 

これは、あの、防災さんの方の、おー、散水車の方に積まっている水をとりあえず使います。 

ああ、そういうことなの。じゃあ、それ定期的に、あの、持ってきて下さいっていうことにな

ちょっと話がややこしくなるんだけど、水はさ、浄水と下水でちゃんと分けて、今どういう状

すいません。純水ですが、広野火力から毎日１７キロリットル、えっとー、運ぶ予定を今考え

あの、ちょっと話がまた発展するんで、ちょっとややこしいからちょっとやめて欲しいんだけ

ど。まず、今は浄水と下水の話をしていて、浄水と下水の水源がどこで、今どういう運用をし

てるかというのがわかるようにしといて下さいというのが今のオーダーね。で、今後の見通し

についてもちょっとロングでどうしてくかっていうのをまとめといて下さいと。よろしいです

か。で、今言ってる。●●が言ってる純水のほうはプラントの運転用の純水の議論を言ってん

そうです。そちらがメインですが。プラントのほうのけっこう純水タンクのレベルあると思っ

はい。すいません。あの資材班でございますけども。えっと、まず、あの、燃料関係につきま

しては一応、あの、日々必要量は確保出来ているんですが、相変わらず・・相変わらず、あの、

自転車操業の状態が続いておりますので、切らさないようにしっかり管理していきたいと思っ

ております。それから、あと、今、資材班の人数、私を入れて今５人しかおりません。ちょっ

と、昨日も、あの、一人体調不良で離脱してしまいまして、非常に苦しい状態になってます。

特に作業上支障をきたしているところは、あの、やっぱり、あの、届いた荷物を、積み荷を降

業のところで、どうして人手が足りておりませんので、あの、必要に応じてあの、各班

のほうにもあの、応援を要請したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それ

から、あと物資を運ぶトラックなんですけども、あの、東電物流さんのほうから、あの、各、

ええと、原子力設備管理部さんのほうに貸し出したものがですね、ま、行方不明になってるも

のがあると。要はたぶん、あの、各班さんのほうで直接手配されて受け入れられたもので、受

け入れただけでトラック返してないっていったようなものが何台かあるようですので、そうい

たら、資材班の方に情報をお願いしたいと思います。以上でございます。 
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はい。これちょっと大きい話でですね。あの、いろんな今、資材の手配関係がこれからのあれ

を制するんで、さっきの、あの、線量計の話だってそうだけども、基本的なツールが足りない

と業務に支障及ぶんで、ちょっと資材班の強化というところについてちょっと取り組まない・・

外からも、その、サポートのメンバー含めてね、取り組まないといけないんで。ちょっとあの、

資材班のほうでどういう人間が欲しいんだと。ちょっと、その本部にお願いしたいと思います。

これ誰が総括してくれりゃーいいかな。

所員強化につきまして

はい。 

あの、柏崎に頼むっていうルートもあるので、その、資材の強化の話ね。ちょっと、あの、長

期間はできないんだけど。ちょっとあとで。

よろしいですか。じゃあ、あー、品安部は今回は●●寝てるから今回は、まあ、とりあえず置

いといて。ちょっと炉主任さん行く前に防災安全部。ごめん。防災安全・・・防災安全。

はい。ええとですね。じゃ燃料の補給のほうですね。えー、

てます。ただ昨日、えー、ハイパーの、えー、取水のホースがね、えー、なんか１５０から２

００ミリぐらいあるということで、えー、燃料を積んだトラックが入れない。で、昨日４時間

ぐらい■■■（０４：１３：５２）あったじゃないですか。燃料がスカスカまでいっちゃった

と。というような危機一髪のところが実はありました。ということで、それが、今日はもし、

え、そういったことあるんであれば、対策をしないとまずいだろうと。何があるかわからない

と。ということで実は、今からしゃっかくを探してですね。ホースの両脇にしゃっかくを置い

て、えー、トラックが走れるようにですね、えー、とりあえず、応急処置をやってもらおうか

と、とういうか我々がやろうかと、てなことを今考えて、え、います。しゃっかくがあるとこ

ろがあったら教えて下さい。それから。

ちょっと待って、今の話さ、ちょっとややこしいんだけど、あの、今言っているのは、あの、

例のポンプ・・・

我々の消防車への給油。

消防車への給油でしょ。だから、その●●はさ。消防車への給油のなんだ。

給油をするために。

給油をするための軽油の話をしてるんだけども。軽油という意味でいうともっと広くて。消防

車用の軽油ももちろんあります。だけど、それ以外にも、あのー、ここの建屋のインフラの軽

油もあったり。色々軽油あるわけですよ。軽油手配は資材でやってんですか。

●●軽油手配じゃない。軽油を持って行くローリーが行けない。

いやいや。だからさ。話をちょっとあれしてんだけど。問題はさ、何言いたいわけ？軽油をど

こに持ってく話をしてるの？

消防車への近くに。要するに消防車のまわりにレスキューのホースでぐるっとまわっちゃって

るために。 

わかった。わかった。だからさ。ちょっと論点を整理したいんだけど。今、言ってるのは各１、

２、３に海水を注入している消防車ね。もうちょっとはっきり言ってくんない。それの給油用

の燃料。軽油は資材班で調達して、問題ないんだけども。その軽油を消防車まで持ってくため

のルートとそれが確保されてない話してんのね。

そうです。 

そう言ってくれ。みんなわかんないからさ。そこについて、じゃあそうやって改善するってい

うのは●●さんとこでやるってことでいいのね。
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はい。これちょっと大きい話でですね。あの、いろんな今、資材の手配関係がこれからのあれ

を制するんで、さっきの、あの、線量計の話だってそうだけども、基本的なツールが足りない

と業務に支障及ぶんで、ちょっと資材班の強化というところについてちょっと取り組まない・・

外からも、その、サポートのメンバー含めてね、取り組まないといけないんで。ちょっとあの、

資材班のほうでどういう人間が欲しいんだと。ちょっと、その本部にお願いしたいと思います。

これ誰が総括してくれりゃーいいかな。

所員強化につきましては、資材部のほうに頼んでます。今。交代要員を必要だということで。

あの、柏崎に頼むっていうルートもあるので、その、資材の強化の話ね。ちょっと、あの、長

期間はできないんだけど。ちょっとあとで。

よろしいですか。じゃあ、あー、品安部は今回は●●寝てるから今回は、まあ、とりあえず置

いといて。ちょっと炉主任さん行く前に防災安全部。ごめん。防災安全・・・防災安全。

はい。ええとですね。じゃ燃料の補給のほうですね。えー、

てます。ただ昨日、えー、ハイパーの、えー、取水のホースがね、えー、なんか１５０から２

００ミリぐらいあるということで、えー、燃料を積んだトラックが入れない。で、昨日４時間

ぐらい■■■（０４：１３：５２）あったじゃないですか。燃料がスカスカまでいっちゃった

と。というような危機一髪のところが実はありました。ということで、それが、今日はもし、

え、そういったことあるんであれば、対策をしないとまずいだろうと。何があるかわからない

いうことで実は、今からしゃっかくを探してですね。ホースの両脇にしゃっかくを置い

て、えー、トラックが走れるようにですね、えー、とりあえず、応急処置をやってもらおうか

と、とういうか我々がやろうかと、てなことを今考えて、え、います。しゃっかくがあるとこ

ろがあったら教えて下さい。それから。

ちょっと待って、今の話さ、ちょっとややこしいんだけど、あの、今言っているのは、あの、

例のポンプ・・・ 

我々の消防車への給油。 

消防車への給油でしょ。だから、その●●はさ。消防車への給油のなんだ。

給油をするために。 

給油をするための軽油の話をしてるんだけども。軽油という意味でいうともっと広くて。消防

車用の軽油ももちろんあります。だけど、それ以外にも、あのー、ここの建屋のインフラの軽

油もあったり。色々軽油あるわけですよ。軽油手配は資材でやってんですか。

●●軽油手配じゃない。軽油を持って行くローリーが行けない。

いやいや。だからさ。話をちょっとあれしてんだけど。問題はさ、何言いたいわけ？軽油をど

こに持ってく話をしてるの？ 

消防車への近くに。要するに消防車のまわりにレスキューのホースでぐるっとまわっちゃって

わかった。わかった。だからさ。ちょっと論点を整理したいんだけど。今、言ってるのは各１、

２、３に海水を注入している消防車ね。もうちょっとはっきり言ってくんない。それの給油用

の燃料。軽油は資材班で調達して、問題ないんだけども。その軽油を消防車まで持ってくため

のルートとそれが確保されてない話してんのね。

そう言ってくれ。みんなわかんないからさ。そこについて、じゃあそうやって改善するってい

うのは●●さんとこでやるってことでいいのね。
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はい。これちょっと大きい話でですね。あの、いろんな今、資材の手配関係がこれからのあれ

を制するんで、さっきの、あの、線量計の話だってそうだけども、基本的なツールが足りない

と業務に支障及ぶんで、ちょっと資材班の強化というところについてちょっと取り組まない・・

外からも、その、サポートのメンバー含めてね、取り組まないといけないんで。ちょっとあの、

資材班のほうでどういう人間が欲しいんだと。ちょっと、その本部にお願いしたいと思います。

これ誰が総括してくれりゃーいいかな。 

は、資材部のほうに頼んでます。今。交代要員を必要だということで。

あの、柏崎に頼むっていうルートもあるので、その、資材の強化の話ね。ちょっと、あの、長

期間はできないんだけど。ちょっとあとで。

よろしいですか。じゃあ、あー、品安部は今回は●●寝てるから今回は、まあ、とりあえず置

いといて。ちょっと炉主任さん行く前に防災安全部。ごめん。防災安全・・・防災安全。

はい。ええとですね。じゃ燃料の補給のほうですね。えー、

てます。ただ昨日、えー、ハイパーの、えー、取水のホースがね、えー、なんか１５０から２

００ミリぐらいあるということで、えー、燃料を積んだトラックが入れない。で、昨日４時間

ぐらい■■■（０４：１３：５２）あったじゃないですか。燃料がスカスカまでいっちゃった

と。というような危機一髪のところが実はありました。ということで、それが、今日はもし、

え、そういったことあるんであれば、対策をしないとまずいだろうと。何があるかわからない

いうことで実は、今からしゃっかくを探してですね。ホースの両脇にしゃっかくを置い

て、えー、トラックが走れるようにですね、えー、とりあえず、応急処置をやってもらおうか

と、とういうか我々がやろうかと、てなことを今考えて、え、います。しゃっかくがあるとこ

ろがあったら教えて下さい。それから。 

ちょっと待って、今の話さ、ちょっとややこしいんだけど、あの、今言っているのは、あの、

消防車への給油でしょ。だから、その●●はさ。消防車への給油のなんだ。

給油をするための軽油の話をしてるんだけども。軽油という意味でいうともっと広くて。消防

車用の軽油ももちろんあります。だけど、それ以外にも、あのー、ここの建屋のインフラの軽

油もあったり。色々軽油あるわけですよ。軽油手配は資材でやってんですか。

●●軽油手配じゃない。軽油を持って行くローリーが行けない。

いやいや。だからさ。話をちょっとあれしてんだけど。問題はさ、何言いたいわけ？軽油をど

 

消防車への近くに。要するに消防車のまわりにレスキューのホースでぐるっとまわっちゃって

わかった。わかった。だからさ。ちょっと論点を整理したいんだけど。今、言ってるのは各１、

２、３に海水を注入している消防車ね。もうちょっとはっきり言ってくんない。それの給油用

の燃料。軽油は資材班で調達して、問題ないんだけども。その軽油を消防車まで持ってくため

のルートとそれが確保されてない話してんのね。

そう言ってくれ。みんなわかんないからさ。そこについて、じゃあそうやって改善するってい

うのは●●さんとこでやるってことでいいのね。
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はい。これちょっと大きい話でですね。あの、いろんな今、資材の手配関係がこれからのあれ

を制するんで、さっきの、あの、線量計の話だってそうだけども、基本的なツールが足りない

と業務に支障及ぶんで、ちょっと資材班の強化というところについてちょっと取り組まない・・

外からも、その、サポートのメンバー含めてね、取り組まないといけないんで。ちょっとあの、

資材班のほうでどういう人間が欲しいんだと。ちょっと、その本部にお願いしたいと思います。

は、資材部のほうに頼んでます。今。交代要員を必要だということで。

あの、柏崎に頼むっていうルートもあるので、その、資材の強化の話ね。ちょっと、あの、長

期間はできないんだけど。ちょっとあとで。 

よろしいですか。じゃあ、あー、品安部は今回は●●寝てるから今回は、まあ、とりあえず置

いといて。ちょっと炉主任さん行く前に防災安全部。ごめん。防災安全・・・防災安全。

はい。ええとですね。じゃ燃料の補給のほうですね。えー、

てます。ただ昨日、えー、ハイパーの、えー、取水のホースがね、えー、なんか１５０から２

００ミリぐらいあるということで、えー、燃料を積んだトラックが入れない。で、昨日４時間

ぐらい■■■（０４：１３：５２）あったじゃないですか。燃料がスカスカまでいっちゃった

と。というような危機一髪のところが実はありました。ということで、それが、今日はもし、

え、そういったことあるんであれば、対策をしないとまずいだろうと。何があるかわからない

いうことで実は、今からしゃっかくを探してですね。ホースの両脇にしゃっかくを置い

て、えー、トラックが走れるようにですね、えー、とりあえず、応急処置をやってもらおうか

と、とういうか我々がやろうかと、てなことを今考えて、え、います。しゃっかくがあるとこ

ちょっと待って、今の話さ、ちょっとややこしいんだけど、あの、今言っているのは、あの、

消防車への給油でしょ。だから、その●●はさ。消防車への給油のなんだ。

給油をするための軽油の話をしてるんだけども。軽油という意味でいうともっと広くて。消防

車用の軽油ももちろんあります。だけど、それ以外にも、あのー、ここの建屋のインフラの軽

油もあったり。色々軽油あるわけですよ。軽油手配は資材でやってんですか。

●●軽油手配じゃない。軽油を持って行くローリーが行けない。

いやいや。だからさ。話をちょっとあれしてんだけど。問題はさ、何言いたいわけ？軽油をど

消防車への近くに。要するに消防車のまわりにレスキューのホースでぐるっとまわっちゃって

わかった。わかった。だからさ。ちょっと論点を整理したいんだけど。今、言ってるのは各１、

２、３に海水を注入している消防車ね。もうちょっとはっきり言ってくんない。それの給油用

の燃料。軽油は資材班で調達して、問題ないんだけども。その軽油を消防車まで持ってくため

のルートとそれが確保されてない話してんのね。 

そう言ってくれ。みんなわかんないからさ。そこについて、じゃあそうやって改善するってい

うのは●●さんとこでやるってことでいいのね。 
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はい。これちょっと大きい話でですね。あの、いろんな今、資材の手配関係がこれからのあれ

を制するんで、さっきの、あの、線量計の話だってそうだけども、基本的なツールが足りない

と業務に支障及ぶんで、ちょっと資材班の強化というところについてちょっと取り組まない・・

外からも、その、サポートのメンバー含めてね、取り組まないといけないんで。ちょっとあの、

資材班のほうでどういう人間が欲しいんだと。ちょっと、その本部にお願いしたいと思います。

は、資材部のほうに頼んでます。今。交代要員を必要だということで。

あの、柏崎に頼むっていうルートもあるので、その、資材の強化の話ね。ちょっと、あの、長

よろしいですか。じゃあ、あー、品安部は今回は●●寝てるから今回は、まあ、とりあえず置

いといて。ちょっと炉主任さん行く前に防災安全部。ごめん。防災安全・・・防災安全。

はい。ええとですね。じゃ燃料の補給のほうですね。えー、 まあ、順調に約４時間おきにやっ

てます。ただ昨日、えー、ハイパーの、えー、取水のホースがね、えー、なんか１５０から２

００ミリぐらいあるということで、えー、燃料を積んだトラックが入れない。で、昨日４時間

ぐらい■■■（０４：１３：５２）あったじゃないですか。燃料がスカスカまでいっちゃった

と。というような危機一髪のところが実はありました。ということで、それが、今日はもし、

え、そういったことあるんであれば、対策をしないとまずいだろうと。何があるかわからない

いうことで実は、今からしゃっかくを探してですね。ホースの両脇にしゃっかくを置い

て、えー、トラックが走れるようにですね、えー、とりあえず、応急処置をやってもらおうか

と、とういうか我々がやろうかと、てなことを今考えて、え、います。しゃっかくがあるとこ

ちょっと待って、今の話さ、ちょっとややこしいんだけど、あの、今言っているのは、あの、

消防車への給油でしょ。だから、その●●はさ。消防車への給油のなんだ。

給油をするための軽油の話をしてるんだけども。軽油という意味でいうともっと広くて。消防

車用の軽油ももちろんあります。だけど、それ以外にも、あのー、ここの建屋のインフラの軽

油もあったり。色々軽油あるわけですよ。軽油手配は資材でやってんですか。

●●軽油手配じゃない。軽油を持って行くローリーが行けない。 

いやいや。だからさ。話をちょっとあれしてんだけど。問題はさ、何言いたいわけ？軽油をど

消防車への近くに。要するに消防車のまわりにレスキューのホースでぐるっとまわっちゃって

わかった。わかった。だからさ。ちょっと論点を整理したいんだけど。今、言ってるのは各１、

２、３に海水を注入している消防車ね。もうちょっとはっきり言ってくんない。それの給油用

の燃料。軽油は資材班で調達して、問題ないんだけども。その軽油を消防車まで持ってくため

そう言ってくれ。みんなわかんないからさ。そこについて、じゃあそうやって改善するってい
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はい。これちょっと大きい話でですね。あの、いろんな今、資材の手配関係がこれからのあれ

を制するんで、さっきの、あの、線量計の話だってそうだけども、基本的なツールが足りない

と業務に支障及ぶんで、ちょっと資材班の強化というところについてちょっと取り組まない・・

外からも、その、サポートのメンバー含めてね、取り組まないといけないんで。ちょっとあの、

資材班のほうでどういう人間が欲しいんだと。ちょっと、その本部にお願いしたいと思います。

は、資材部のほうに頼んでます。今。交代要員を必要だということで。

あの、柏崎に頼むっていうルートもあるので、その、資材の強化の話ね。ちょっと、あの、長

よろしいですか。じゃあ、あー、品安部は今回は●●寝てるから今回は、まあ、とりあえず置

いといて。ちょっと炉主任さん行く前に防災安全部。ごめん。防災安全・・・防災安全。
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と。というような危機一髪のところが実はありました。ということで、それが、今日はもし、

え、そういったことあるんであれば、対策をしないとまずいだろうと。何があるかわからない

いうことで実は、今からしゃっかくを探してですね。ホースの両脇にしゃっかくを置い

て、えー、トラックが走れるようにですね、えー、とりあえず、応急処置をやってもらおうか

と、とういうか我々がやろうかと、てなことを今考えて、え、います。しゃっかくがあるとこ

ちょっと待って、今の話さ、ちょっとややこしいんだけど、あの、今言っているのは、あの、
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いやいや。だからさ。話をちょっとあれしてんだけど。問題はさ、何言いたいわけ？軽油をど
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わかった。わかった。だからさ。ちょっと論点を整理したいんだけど。今、言ってるのは各１、
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そう言ってくれ。みんなわかんないからさ。そこについて、じゃあそうやって改善するってい
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ちょっと待って、今の話さ、ちょっとややこしいんだけど、あの、今言っているのは、あの、

給油をするための軽油の話をしてるんだけども。軽油という意味でいうともっと広くて。消防
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えっと、しゃっかくぐらいだったら出来んじゃないかと思うんですよね。

え。 

しゃっかく。しゃっかくぐらいだったら出来ますけど、出来たら理想的にはホースをまたぐ。

わかった。細かい話聞いてないんだ。そこの検討は●●とこでやるんですかっ？ていうことで

いいんですね。

しゃっかくならいいんですけど、それをまたぐ、あの、鉄板のあれの要請。

いや。だから。

要請は他にお願いしたい。

もちろん要請はいいんだけど、そこへを統括してこーしてくれ、あーしてくれってことも含め

てあなたがやってくれるんですかって言ってんの。

ええ。私がやります。

はい。次。次あったでしょ。違う。違う。●●。次あんじゃないの。さっき。

あと、あの、レスキューの時間がわかれば、もっと精密なスケジュールと補給のタイミングも

検討出来ます。

えっと、また話がわかんないんだけど。今言ってるレスキューのっていうのは何を言ってるん

だっけ。 

えっと、今のようにですね。えっと、レスキューが取水を連続でやっていくとなると、出入り

とかホースの関係で給油に行けないということになっちゃいますから、その前に始まる時間が

わかれば前倒しで補給とかなんかをやりたい。

わかった。だからレスキューのあれで給水のところのタイミングがディスターブされてる可能

性があるから、そこの調整をしっかりやっていくということを言ってるわけね。そこも●●と

こ統括してくれていいの。

いいです。 

実際に今給油に行ってんのは、どこが行ってんだっけ？・・・・全部●●とこで統括してもら

ってんだっけ？

えっと、レスキューの給水は、えっと、あの、まだ決めてないんで、ちょっと決めます。ええ。

まだ、給水してないけど。あの、油ですよね。

油。油。ちょっとさ。あそこもさ。役割分担よくわからないんで、あの、おー、要するに、な

んて言うんだろ。みんなの言い方がややこしいからあれだけどさ。その、消防車による海水供

給のシステムな。これの維持の議論なんだけど、そこの維持の議論が誰が統括なのかと。で、

今は。だから今の話だと防災安全のほうで見てくれてんだよね。で、だけど、給油していくっ

ていうのは防災安全部で全部やってんの？

いえ。全部じゃなくて、あの、おー、保全の力を借りて。

借りてやってんだろ？だから、そのへんちょっと役割分担と誰が何やるかっていうの決めとか

ないとパスするとこが出てくるから。それ至急決めといて。
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わかった。細かい話聞いてないんだ。そこの検討は●●とこでやるんですかっ？ていうことで

いいんですね。 

しゃっかくならいいんですけど、それをまたぐ、あの、鉄板のあれの要請。

いや。だから。 
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とかホースの関係で給油に行けないということになっちゃいますから、その前に始まる時間が

わかれば前倒しで補給とかなんかをやりたい。

わかった。だからレスキューのあれで給水のところのタイミングがディスターブされてる可能

性があるから、そこの調整をしっかりやっていくということを言ってるわけね。そこも●●と
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実際に今給油に行ってんのは、どこが行ってんだっけ？・・・・全部●●とこで統括してもら

ってんだっけ？ 

えっと、レスキューの給水は、えっと、あの、まだ決めてないんで、ちょっと決めます。ええ。

まだ、給水してないけど。あの、油ですよね。

油。油。ちょっとさ。あそこもさ。役割分担よくわからないんで、あの、おー、要するに、な

んて言うんだろ。みんなの言い方がややこしいからあれだけどさ。その、消防車による海水供

給のシステムな。これの維持の議論なんだけど、そこの維持の議論が誰が統括なのかと。で、

今は。だから今の話だと防災安全のほうで見てくれてんだよね。で、だけど、給油していくっ

防災安全部で全部やってんの？

いえ。全部じゃなくて、あの、おー、保全の力を借りて。

借りてやってんだろ？だから、そのへんちょっと役割分担と誰が何やるかっていうの決めとか

ないとパスするとこが出てくるから。それ至急決めといて。
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あの、今、●●のとこでどこに何を給油しなきゃいけないかっていうマップを作ってまして、

これをいかに効率的に、どれ・・どう負担してくかっていう案をちょっと作っております。

オーケー。じゃあそこは、ちょっと、責任分担を含めて、ここからここ●●とこやる。ここか

らここが復旧班がやるっていうの明確に決めてやって下さい。

わかりました。

曖昧になんないようにね。曖昧になると必ず抜けるからね。次、えー、何班だっけ。

はい。通報班です。えっと、通報班はあの、やっぱ、外部への回線がないので、ＦＡＸ、通報

ＦＡＸですね。これについては２Ｆのほうに要員を派遣して、えっと、２班っていうか２局化

で対応してます。で、それを、ま、今後もしばらく維持するということで。要員まわしのほう

はちょっと検討したいと思ってます。あと、支障としてはそれくらいですね。以上です。

広報。 

はい。広報班です。えー、昨日、夜ご連絡しましたが、あー、各町の避難所については変更が

ございますので、あー、それをご参照頂きたいと。それと、おー、この避難所の、おー、住民

に対する、もしくは、あー、町長等の町の経営層に対する説明ということで、えー、各避難所

に広報部員が寝食を共にしてですね。毎日情報提供を行っているという状況にございます。え、

それから、あー、本店大を通じて各避難所への救援物資の、おー、支援ということで順次行っ

ております。え、食料品ですとか生活用品の救援物資を各避難所に順次送っているというよう

な状況にございます。それから昨日の夜、うー、公表しましたが、ま、そういったもろもろの

対応強化ということで、えー、福島、あー、市に鼓副社長。Ｊヴィレッジに小森常務が、あー、

駐在をして対応強化を今後図るということになってございます。以上です。

じゃあ、●●お願いします。

えっ。情報班は。

あ、そうか。そうか。どうぞ。

はい。ええと、情報班です。えっとー、通報文の作成や、えっと、本店問い合わせ対応のほか、

えー、先ほどご指摘のあった通り、あの、放水作業については円滑に進めるように、あの、段

取り調整しっかりやっていきたいと思います。以上です。

じゃあ、●●どうぞ。

あの、プラントの状態は、あのー、一時期よりは、まあ、安定はしてますけれども、あの、ま

だまだ不安定な状態が続くと思います。そういうものをあの、ええと、我々も、おー、しっか

り見ていきたいと思いますので、あの、え、可能な範囲でサポートしていきたいと思います。

よろしくお願いします。

ありがとうござます。あの、極力、あの、データをリアルタイムで、あのー、ラインとして見

てて頂くとありがたいんで。そこよろしくお願いします。えっと、以上で。もう、あんまり、

作業のほうに移った方が、移るべきタイミングだと思いますんで。

えーと、所長からも●●からも、あの、見える化っていう話が出ましたよね。で、見える化は

プラントに関わるものと、あと、我々が住んでるここらへん、呼べばユーティリティに関わる

ものと、大きく分けると２つあると思うんですよね。その２つの中もさらに分けるとインフラ

系とあるいは、その、プール冷却とか、あるいはとくだし系みたいなやつになると思うんで。

そうすると、あのー、で、一つの１枚の紙に大きくまとめられるんじゃないかと思うんですよ

ね。で、それを、ま、個別個別の見える化は各担当の班なりグループでやってもらうんだけど、

全体像を、こう、取りまとめるところを一つ作っといたほうがいいんじゃないかなと思うんで

すけど。本来でいうと、だから、技術総括部がやるような仕事をね。

そういったこともちょっと含めて、情報なのか技術なのか、そのあたりでまとめて参りたいと

思います。そこ、ちょっと協議してどっちでやるってことを決めてもらえれば。あと、そこに

全部のデータが集約されて、それをインプットして１枚にまとめてもらうと。まあ、１枚かど
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に広報部員が寝食を共にしてですね。毎日情報提供を行っているという状況にございます。え、

それから、あー、本店大を通じて各避難所への救援物資の、おー、支援ということで順次行っ

ております。え、食料品ですとか生活用品の救援物資を各避難所に順次送っているというよう

にございます。それから昨日の夜、うー、公表しましたが、ま、そういったもろもろの

対応強化ということで、えー、福島、あー、市に鼓副社長。Ｊヴィレッジに小森常務が、あー、

駐在をして対応強化を今後図るということになってございます。以上です。

はい。ええと、情報班です。えっとー、通報文の作成や、えっと、本店問い合わせ対応のほか、

えー、先ほどご指摘のあった通り、あの、放水作業については円滑に進めるように、あの、段
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ありがとうござます。あの、極力、あの、データをリアルタイムで、あのー、ラインとして見
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うかわかんないよね。そんなスタイルになるといいと思います。

了解しました。

そこは総括しといてね。●●のほうでね。あの、進捗状況ね。はい、じゃあ、●●さん。本店

の●●さん。 

ええとですね。本店のほうから情報がありますので、重要な話ですので共有したいと思います。

昨日ですね、えー、消防、自衛隊、東電でですね、えー、三者の協議をしたということです。

それで、えー、本日の予定ですけれども、１２時から、あー、３号機ですね、えー、放水を開

始したいと。 

ちょっともう１度確認。１２時から。

１２時から放水を開始したい。これは消防が言っております。３号機。まあ、これについて何

か問題あればですね。で、もう一点。えー、本日１０時半からですね、消防、自衛隊、東電の

協議をＪヴィレッジで行いたいと。しいては、あー、参加して欲しいという依頼がありました。

で、この中での課題はですね、えー、今後以降のですね。今日以降の進め方についてというこ

とです。で、宿題が出ておりまして、えー、一つは、えー、４号機の、えー、アクセルルート

はどうなっているかということで、まあ、今後、次は４号機ということで、そこにどういう課

題があるか。あの、昨日の夜からも、あの、えー、車がじゃまなってるとか、そういうお話が

ありましたんで、ここは、あの、至急ルートを調査してですね、どういう障害があるのかとい

うのを明確にして、えー、自分らで撤去出来るんであれば東電でやれますと、出来ないってい

うんであればお願いしたいというのをはっきりさせると・・いうこと。それから二つ目は。

●●。申し訳ない。ちょっと作業の手を止めてみんなやってるので、なんか、どっかで議論す

ればいいものは議論してもらって、なんか皆さんとここはどうかってとこだけ

ってあげて頂けますか。

ええと、ポイントは４号機のルートです。それから、あと、３号機はどれくらいの水を入れた

らいいのかということです。あと、将来的には５、６号機どうするかということ。まあ、５、

６号は復活してるからいいと。

まあ、１０時３０分からのミーティングには●●が出るということで。ですね。Ｊヴィレッジ

ね。 

はい。 

で、その時に、うちの、おー、やっぱり現場がわかってないといけないんで、現場一番熟知し

た人間をうまく入れて、それちょっと●●さんのほうでアレンジして。

はい。あの、え、情報持たして・・いかせます。

で、そこがいつも、あの、切れてるから、ちょっと現場でばたばたしちゃうんで。入念にそこ

をですね、あの、反映出来るようにして欲しいということをお願いします。で、あとは１２時

から、あの、昨日のシステムの、あのー、おー、また散水ということなんで、ちょっと、あの、

１２時からの作業、ちょっと各班でですね。復旧班等々、１２時からの作業何があるかという

のをピックアップしといて下さい。特に電気系の作業はですね。かなり、あの、関係してくる

と思いますんで、えー、そのエリアの取り合いも含めてですね。まあ、出来るものはやりたい

んだけども。そこの・・検討、あの、・・こう、状況をですね、あの、早い内に調整しときた

いんで、こちらに出して下さい。

すいません。そこで、あの、さっき、なんか、２Ｆに行くバスが１１時何分とかですよね。あ

の、散水うんぬんってなっちゃうと、あの、待避命令かかっちゃうから、そこの２Ｆ出発のバ

ス何時だったっけ。

出発１１時ですね。

１１時。じゃあ大丈夫だね。
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た人間をうまく入れて、それちょっと●●さんのほうでアレンジして。

はい。あの、え、情報持たして・・いかせます。

で、そこがいつも、あの、切れてるから、ちょっと現場でばたばたしちゃうんで。入念にそこ

をですね、あの、反映出来るようにして欲しいということをお願いします。で、あとは１２時
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はい。ええと、以上で、えー、いいですね。

あの、おはようございます。本店ですけれども。次、移る前に本店から１言だけ情報を共有し

て頂きたいと思います。よろしいでしょうか。

はい。 

まずですね、あの、線量計の不足ですとか放管員、それから資材員に関する、あの、不足案件

からトラックの行方不明に関しましては、あの、本店の資材部と我々でちょっとあわせて調整

したいと思いますので情報共有お願いします。それから、あの・・あの、先ほどちょっと出ま

したけども、え、自衛隊と消防の関係ということでありますけれども、あのー、昨晩それから

その前の晩といったところで、けっこうやっぱすったもんだしたということがございまして、

あの、細野首相補佐官のほうの肝いりでですね、あの、これ、自衛隊を中心に、その、このオ

ペレーションしていくのがよろしいんじゃないかということで提案をしてきています。それで、

あの、今日、午後２時からですね、あの、自衛隊との、えっと、打ち合わせをしようというこ

とで、具体的に、あの、自衛隊に何をして欲しいんだということを当方から提案をしていて、

詳細を詰めていくという話を予定しております。で、例えば、仮設ポンプ、それから電源、除

染、先ほど出てます軽油、ガソリン、水ですね、これにつきましても、あの、要望があればい

くらでも対応してくれるという風に先方言ってますので、あの、今日、午後行きますのでその

時にこれが欲し

たいと思います。えっと、私のほうに情報を頂ければ、あの、資材部と一緒に、あの、提供し

て参りたいと思います。えとー、よろしくお願いします。あと、あの、なお電源の次から次へ

の復旧おめでとうございます。今日もご安全にどうぞよろしくお願いします。以上です。

細野ですけれども、おはようございます。

おはようございます。

おはようございます。あのー、先ほどご説明いただいた通り、やはりこういう、もうほとんど

ですね、緊急事態、緊急事態はもちろんですけれども、もう、有事に近い形、もう、有事その

ものだと私個人的には思ってますが、こういう状況ですので、え、自衛隊の皆さんにですね。

一歩踏み込んで様々な活動に協力いただくという体制を整えたいという風に思っております。

ただ、あの、若干ちょっと誤解を思って頂きたくないんで申し上げますが、あのー、電力会社

のですね、あのー、東京電力の皆さんが主体として動いて頂きたいということは変わりません。

で、皆さんが出来ないところは全面的に、えー、国家がバックアップをすると、で、その国家

がバックアップするときに最も、えー、大きな役割を担って頂くのが自衛隊の皆さんだという

ことですから、そこは誤解をしないように是非して下さい。で、今日からそういう切り替えを

ですね。私、あのー、官邸や、えー、防衛省のほうとも、えー、出来ますように努力を致しま

すので。また結果が、えー、見えましたらですね、あの、この場でご報告をさせて頂きたいと

思いますのでよろしくお願い致します。以上です。

はい。ありがとうございます。じゃあ、一回ここで、えーーー、ブレイクをして。

すいません、１件だけすいません。あの、３号機の今日の規制の話ですけど、規制、作業規制。

えと、今日、３号機、そう、さっき言ったように上から、あの、水を注入するんですが、昨日

の状況みてもですね、特段まわりに被害が及ぶって可能性は少ないと思うんで、作業規制が必

要じゃないと思うんですが、いかがでしょうか。

うん、あの、昨日の作業の内容だったらないんだけど。もっと、だからあそこに近づくだとか

いう作業が新たに出てる可能性があるじゃない。要するに作業内容は日々変わるわけだから。

昨日の夜に予定してたような作業内容のままだったらそれでいいんだけど、なんか、どっか、

勝手にさ、リアクタービル、３号のリアクタービルの脇あたりで作業したいみたいなの出てく

るとまずいから。ということを言ってるだけなの。

じゃあその工事をピックアップして判断基準はそこで考えると。

そう。だから逆に言うとこことここ、ミニマム、こことここは立ち入り禁止とかね、そういう

の明確にしたほうがいいんだけどさ。

はい、わかりました。
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はい。ええと、以上で、えー、いいですね。

あの、おはようございます。本店ですけれども。次、移る前に本店から１言だけ情報を共有し

て頂きたいと思います。よろしいでしょうか。

まずですね、あの、線量計の不足ですとか放管員、それから資材員に関する、あの、不足案件

からトラックの行方不明に関しましては、あの、本店の資材部と我々でちょっとあわせて調整

したいと思いますので情報共有お願いします。それから、あの・・あの、先ほどちょっと出ま

したけども、え、自衛隊と消防の関係ということでありますけれども、あのー、昨晩それから

その前の晩といったところで、けっこうやっぱすったもんだしたということがございまして、

あの、細野首相補佐官のほうの肝いりでですね、あの、これ、自衛隊を中心に、その、このオ
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詳細を詰めていくという話を予定しております。で、例えば、仮設ポンプ、それから電源、除

染、先ほど出てます軽油、ガソリン、水ですね、これにつきましても、あの、要望があればい

くらでも対応してくれるという風に先方言ってますので、あの、今日、午後行きますのでその

時にこれが欲しいというものありましたら、あの、せっかくの機会なので情報を先方に提供し

たいと思います。えっと、私のほうに情報を頂ければ、あの、資材部と一緒に、あの、提供し

て参りたいと思います。えとー、よろしくお願いします。あと、あの、なお電源の次から次へ

の復旧おめでとうございます。今日もご安全にどうぞよろしくお願いします。以上です。

細野ですけれども、おはようございます。

おはようございます。 

おはようございます。あのー、先ほどご説明いただいた通り、やはりこういう、もうほとんど

ですね、緊急事態、緊急事態はもちろんですけれども、もう、有事に近い形、もう、有事その

ものだと私個人的には思ってますが、こういう状況ですので、え、自衛隊の皆さんにですね。

一歩踏み込んで様々な活動に協力いただくという体制を整えたいという風に思っております。

ただ、あの、若干ちょっと誤解を思って頂きたくないんで申し上げますが、あのー、電力会社

のですね、あのー、東京電力の皆さんが主体として動いて頂きたいということは変わりません。

さんが出来ないところは全面的に、えー、国家がバックアップをすると、で、その国家

がバックアップするときに最も、えー、大きな役割を担って頂くのが自衛隊の皆さんだという

ことですから、そこは誤解をしないように是非して下さい。で、今日からそういう切り替えを

ですね。私、あのー、官邸や、えー、防衛省のほうとも、えー、出来ますように努力を致しま

すので。また結果が、えー、見えましたらですね、あの、この場でご報告をさせて頂きたいと

思いますのでよろしくお願い致します。以上です。

はい。ありがとうございます。じゃあ、一回ここで、えーーー、ブレイクをして。

すいません、１件だけすいません。あの、３号機の今日の規制の話ですけど、規制、作業規制。

えと、今日、３号機、そう、さっき言ったように上から、あの、水を注入するんですが、昨日

の状況みてもですね、特段まわりに被害が及ぶって可能性は少ないと思うんで、作業規制が必

要じゃないと思うんですが、いかがでしょうか。

うん、あの、昨日の作業の内容だったらないんだけど。もっと、だからあそこに近づくだとか

いう作業が新たに出てる可能性があるじゃない。要するに作業内容は日々変わるわけだから。

昨日の夜に予定してたような作業内容のままだったらそれでいいんだけど、なんか、どっか、

勝手にさ、リアクタービル、３号のリアクタービルの脇あたりで作業したいみたいなの出てく

るとまずいから。ということを言ってるだけなの。

じゃあその工事をピックアップして判断基準はそこで考えると。

そう。だから逆に言うとこことここ、ミニマム、こことここは立ち入り禁止とかね、そういう
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あの、細野ですけれども。あの、この、放水はですね、あのー、消防庁、東京の消防庁である

とか自衛隊にお願いしなければなりませんので、えー、方針を変える、時間を変えるのであれ

ば出来るだけ早めに、えー、やりましょう。で、原則、えー、工事が、えー、３、４号機終わ

る１２時頃ということでですね、あの、用意を進めておりますが、えー、それで行くか、もし

くは、え、それより前に出来るという可能性があるのであれば探りますが、ある程度、あのー、

早めに調整したいと思うんですが、いかがでしょうか。

すいません。本店配電部ですけど。よろしいですか。工事の状況、配電のほうのですね。電源

関係の工事の状況をちょっと説明したいと思います。じゃ、あの、時間のほうなんですけど、

１、２号機はですね。１５時半まで。

ちょっとすいません。ちょっと待ってもらえます。そこやってるとここのミーティングおわん

なくて、いろんな作業が入れないんで一回仕切らせていただきます。

失礼しました。

ちょっと今の放水のエリア規制に関する話だけ残ってやりますので。それ以外、関係の・・関

係の無い・・この件に関係のないシマは一回解散ということで、適宜、各作業に入って下さい。

よろしいですか。ご安全に。ということで、ちょっとあれして、えー、あの、２分ぐらい経っ

てから、ちょっと今の配電さんの作業、工事説明を含めてスタートしたいと思います。ちょっ

とお待ち下さいね。

了解です。 

●●。線量はさ、特に昨日から変化はないということでいいかい。

えっと、環境線量について大きく変わっておりませんけれども、先ほどお話があったように、

まだ、あの、発生源のとこがオープンになってまして、風向きによっては、もう、毎日変化し

てるっていうのは事実です。ですから、この状態で毎日同じようにいくっていうのは難しくて、

発生源と止められない以上は、あの、毎日作業をする前に計るしかない。それとも、申し訳な

いんですが、防護をがっちりすると。どちらかを選択するしかないと思ってます。

了解。 

はい。ええ、すいません。じゃあ、ちょっと、あの、引き続きですね、

係の確認をしたいと思いますんで。

吉田さん。細野です。

はい。 

あの、今ですね、えー、工務、復旧班の、配電班のかたと話をしたんですけど、やっぱり中途

半端にしないほうがいいと思います。あのー、３、４号機についてですね、今日は工事を進め

て頂いて、終わる時点まで放水は待ちます。ですから１２時で終われば１２時からスタート出

来るように準備を致しますし、ま、それが少し延びるようであれば、それは放水の関係もあっ

て、元々あと、ずっと遅れてる件ですので、ま、当然これはもうやむを得ないと思いますので。

それが１時になったら１時。２時なら２時と。そこから放水をスタートするということで整理

をしたいと思います。よろしくお願いします。

はい。わかりました。どうもよろしくお願いします。配電さん、工務さん、それでよろしいで

すか。 

あの、配電ですけど、ええ、そうして頂けると助かります。

ちょっと、そ・・・念のために今日の午前中の配電さんの作業エリアについて、ちょっと情報

頂ければありがたいんですけれども。
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はい、ええと今日の作業ですが、えっと、まず、１、２号関係、これは、えっと、１３時３０

分に配電の工事は終わりますが、そのあとケーブルの養生のための工事が２時間必要になりま

すんで、１５時半にならないと道路を解放出来ません。ですから、消防車等入ってこれません。

１５時３０分。

はい。じゃあ、それはどこのエリアで作業してるかっていうのは現場で把握します。

はい、お願い致します。で、あと、エーと、あと、３、４号のところの電気工事ですが、こち

らは１２時目途に今、頑張ってるところです。

はい。これ今の律速ですね。律速って言ったらおかしいけども、散水とのシリーズで考えてる

ということですね。

いえ。違います。（他の人の声「あ、違うんですか？」え、散水は作業終了後でお願いしたい

と思います。 

だから、だから・・・だからシリーズで考えてるってことでしょ。

あ、そうです。シリーズです。シリーズです。はい。失礼しました。

続いて工務復旧班ですけど。工務復旧班については、えー、今残ってるのが、５、６号機の夜

ノ森のナンバー２７鉄塔側の復旧なので、散水に関係・・・

じゃあ関係ないですね。

はい。そうです。以上です。

はい。わかりました。それではですね、一番問題なのは１、２号機の、おー、配電さんの工事

のスタート。これについては完全・・あ、ごめん、終了が放水との時間の、おー、調整になっ

てますので、これは完全にシリーズだということでみんなで認識することが一点。それから、

えーと、１、２号の工事に関わっていろんな、あの、おー、機材、それから車等がどういう配

置になっているかということを事実・・あの、的確に把握して、えー、エリア・・おおい。ち

ょっと誰か聞いといてくれなきゃだめなんだぞ。俺言ってたってさ。メモしてんのか。

●●何処かいったのかな？

●●いた。ということだ。１、２号のほうについてはアクセス、消防車等のアクセスルートと

の関連ということで、ちょっとチェックを、あの、情報を入れて下さい。はい。お願いします。

聞いてました？・・・聞いてました？

そうすると確認ですが、・・・ああ・・細野です。そうしますと確認ですけれども、当初１２

時に出来るのではないかと言っていた３、４号機のところの放水も、そこはもう厳しいという

ことですね。１５時半。最速１５時半と。

すいません。発電所ですけど。今の論理がよくわからない。なぜ１５時半になるんでしたっけ。

はい。もう一度説明致します。えーと、１、２号関係のケーブル工事は、えーと１３時３０分

に終わるんですが、このケーブルが道路を裸のまま横断してます。そのため、ど・・あの、車

が通れない状態になってますので、それを、この、防護する工事があと２時間。これ、あの、

原子力土木さんのほうでやると思うんですが、その時間を含めると１５時３０分が道路の解放

出来る時間になります。

すいません。今おっしゃってる道路と言ってるのは、あの・・あれでしょ、１、２号。あ、す

いません。１号機の北側の道路のこ

えっと、縦の道路ですね。海に向かってまっすぐおりていく。
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はい。じゃあ、それはどこのエリアで作業してるかっていうのは現場で把握します。
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続いて工務復旧班ですけど。工務復旧班については、えー、今残ってるのが、５、６号機の夜

ノ森のナンバー２７鉄塔側の復旧なので、散水に関係・・・

はい。わかりました。それではですね、一番問題なのは１、２号機の、おー、配電さんの工事
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えーと、１、２号の工事に関わっていろんな、あの、おー、機材、それから車等がどういう配

置になっているかということを事実・・あの、的確に把握して、えー、エリア・・おおい。ち

ょっと誰か聞いといてくれなきゃだめなんだぞ。俺言ってたってさ。メモしてんのか。

●●いた。ということだ。１、２号のほうについてはアクセス、消防車等のアクセスルートと

の関連ということで、ちょっとチェックを、あの、情報を入れて下さい。はい。お願いします。

【他の人の声：「はい、聞いてました。」】だから、

そうすると確認ですが、・・・ああ・・細野です。そうしますと確認ですけれども、当初１２
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が通れない状態になってますので、それを、この、防護する工事があと２時間。これ、あの、

原子力土木さんのほうでやると思うんですが、その時間を含めると１５時３０分が道路の解放
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年 3月 19 日 

 

ええ。事務本館前道路でしょ。

そっちですね。はい。

だから、ここについて言う、今、あの、今回の３号機の散水はここのホ・・ここはずっとホー

スが置きっぱなしですから、３号機の放水は昨日のルートでやりますので、まず、散水に関し

てはここで消防車が通るということはないと思うんですけども。

わかりました。であればですね。１３時３０分に放水は可能になります。

やっぱりそれでも１３時３０分まで待つんですか。

はい。 

これ。エリア的に関係ないんじゃないですか。

あのですね、残っている工事がケーブルをつなぐ工事でして、塩水がかかると絶縁抵抗が低く

なってですね、使いものにならなくなるんで、出来ましたらあとでやって欲しいということで

す。 

わかりました。

細野です。今、東京消防庁に確認をしましたらですね、もう消防車は設置をしてありますので、

燃料が残っている２時間は、えー、今のままで車を入れずに、えー、出来るということなんで

すね、そういう形でやるのはよろしいんですか。

ええ。１時半以降であれば可能です。１時半。１３時半以降であれば可能だと思います。

１３時以降であれば。

１３時半です。１３時半。

１３時半以降であれば、放水をしていいということですね。吉田所長よろしいですか。

はい。それで結構です。

はい。で、その後２時間経ったらですね、あのー、ですから１３時半ですから１５時半になっ

たら燃料をもう補給しなければなりませんので、車を入れなければなりません。その時は入れ

ますか。 

あの、今おっしゃってるのは、たぶん送水・・送水・・送水車だと思いますんで、うちのもの

あげ場にある、その車は別ルートで行きますから、今、あのー、工務さんがやってる作業エリ

アとは全然関係ありませんので大丈夫です。

わかりました。そうしましたら１時半からですね、」東京消防庁の皆さんには放水をして頂く

という形を取りたいという風に思います。よろしいですね。

はい。 

昨日、あの、ずいぶん時間がかかってしまってですね、あの、多くの皆さんにご迷惑をおかけ

を致しましたので、今日は東京消防庁の皆さん頑張って頂けると思いますので、そこはしっか

り私どももサポートしていきたいと思ってます。もう一つ確認をしたいんですが、えー、併せ

て、あの、自衛隊のですね、４号機の放水も、えー、出来るかどうか検討したいと思うんです

が、こちらは何時から出来ますか。１時半から。車がこれ入らなければならないので。
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アとは全然関係ありませんので大丈夫です。

わかりました。そうしましたら１時半からですね、」東京消防庁の皆さんには放水をして頂く

という形を取りたいという風に思います。よろしいですね。
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ええ。ここはですね。今朝もこちらでですね、議論したんですが、

の自衛隊さんの場合はですね、今の消防・・消防のほうのですね、えー、あの、なんだ・・ホ

ース・ホースがですね、ちょうどこの２、３号の間の道路のところ、十字路のところでですね、

大きく湾曲してるんでですね、そこを踏んでいかないといけない。車が入ると。そうすると、

そこを踏んでいくようなアクセスルートだとですね。自衛隊さん通れないんですよ。

なるほど。はい。

だから自衛隊さんが通るとなると、もっと別のアクセスルートをですね、４号機側に考えない

といけないんで、それを今ちょっと考えております。

そうですか。わかりました。

考えるっていうのは、ええ、あの、今、どうにか出来ないかってってことは考えております。

ですから、あの、自衛隊さんが４号機に対して、あのー、散水される際は全然別のルート、今

までと別のルートからのアプローチがいるということと、それが、今、そのルートが成立して

るかどうかはまだわからないという状況ですので、至急もちろんつめますけれども、あの、必

ずしもそれでいけるとう結論が出てるわけではございませんので、そういう状況を踏まえて頂

ければと思います。

はい。あの、今日は、あの、復旧

進めて下さい。

はい。わかりました。

あと放水もですね、まず３号機という原則は変わりませんので東京消防庁のほうの放水を優先

するように致します。そういった前提にたちながら、なおかつ自衛隊による４号機の放水が出

来れば、これはもう言うことありませんので。その可能性は、その前提に立って模索をしてい

ただけますでしょうか。

はい。わかりました。

はい。よろしくお願いします。

よろしくお願いします。それから、すいません。細野さん。もう一点確認したいんですが。

はい。 

あの・・・消防署さんによる４号機・・・今度は自衛隊さんじゃなくて、消防署さんによる４

号機の散水という可能性はるんでしょうか。

えー、そこは検討してみますけども、あのー、３号機で固定で配置をしてますので、４号機へ

の移動というのは、またかなりですねー、様々なですねー壁があるんだろうと思います。

はい。 

基本的には難しいと思って頂いたほうがよさそうです。

そうですか。わかりました。あの、そうであれば是非そういう認識を共通しといて頂かないと、

けっこう、あの、そこもやればいいじゃないかという話で急に動いたりすると非常に危険でご

ざいますので。
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わかりました。それはやらないということにしましょう。消防・・あのー、東京消防庁の車は

あくまで今日は固定によって３号機の放水を行うと。自衛隊は、最も、ま、柔軟に動くことが

今出来ますので、えー、可能であれば４号機の放水を自衛隊が行うという。そういうきりわけ

にしたいと、明確にそこはきりわけたいと思います。どうぞ。

はい。わかりました。はい。よろしくお願いします。あの、ほ・・基本的に、あの、出来れば、

あの、今日１０時半から打ち合わせがされると思いますので、そこでの打ち合わせ結果を

いて。基本的にはそれを変えないという形でやっていければと思いますので、よろしくお願い

致します。 

はい。了解しました。そうしましたら１０時半のその打ち合わせの時にですねー、４号機の放

水が出来るかどうかという最終判断をしましょう。

はい。そうしましょう。

はい。よろしくお願いします。

はい。よろしくお願いします。

いいよね。だから、１時半から始めて。それで。

じゃ、２時間経てばいいということでよろしいでしょうか。２時間出すというお話でよろしい

しょうか。 

燃料はもう入れられるらしいから。

あ、それは東電さんにお任せできるということでよろしいんでしょうか？それとも我々で給油

しないといけないということでしょうか。そこがですね、あともう一つ、できればお願いした

いのですがですね、やっぱり、我々いったあとに２時間くらいずっと空いてしまいますので、

一度、あ、っていうか我々の方は引き上げさせたいと思っているんですけど、Ｊビレッジです

ね。そうすると、エンジン止めるタイミングとかっていうのは、ちょっと我々わからないもの

ですから、できれば東電さんに、残りの量がこのくらいなので、たとえば１時間で止めるとい

うことをやっていただいて、我々の方ではエンジンの止め方なんかは当然、東電さんにご指導

しますので、その辺のエンジンを止めるといったことは、東電さんにぜひお願いしたいところ

なのですけれども。

それ、調整難しいですよ。色々安全の問題とかありますし、できれば自己完結でやってもらえ

ないですか。 

おっしゃるとおりなのですが、終わって２時間経って、またＪビレッジに戻ってとなって。ま

た。 

終わって２時間ですか。

結局、あの、エンジンかけさせていただいて、２時間そのまま、我々、結局、汚染されちゃい

ますので、どっかに引き上げようと思ってはいるんですけど、そうするとまたどこ］（無音）

すいません。資材班からお願いです。二点あります。まず、業務車両の関係。使ってないかた

でまだ鍵を持たれているかた。至急、資材班のほうに返却お願いいたします。それから、あと

もう一点ですけども。この中で、あの、大型の運転免許を持っているかたいらっしゃいました

ら、ちょっと今後なにかお願いする可能性もありますので、ちょっと、あのー、リストを作り

たいと思ってます。で、今、ちょっと手があいてるかたいらっしゃいましたら、あの、こちら

のほうにお集まりをいただきたいと思います。以上です。

すいません。各発電所の皆さん。聞こえますか。
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ね。そうすると、エンジン止めるタイミングとかっていうのは、ちょっと我々わからないもの

ですから、できれば東電さんに、残りの量がこのくらいなので、たとえば１時間で止めるとい

やっていただいて、我々の方ではエンジンの止め方なんかは当然、東電さんにご指導

しますので、その辺のエンジンを止めるといったことは、東電さんにぜひお願いしたいところ

それ、調整難しいですよ。色々安全の問題とかありますし、できれば自己完結でやってもらえ

おっしゃるとおりなのですが、終わって２時間経って、またＪビレッジに戻ってとなって。ま

結局、あの、エンジンかけさせていただいて、２時間そのまま、我々、結局、汚染されちゃい

ますので、どっかに引き上げようと思ってはいるんですけど、そうするとまたどこ］（無音）

すいません。資材班からお願いです。二点あります。まず、業務車両の関係。使ってないかた

でまだ鍵を持たれているかた。至急、資材班のほうに返却お願いいたします。それから、あと

もう一点ですけども。この中で、あの、大型の運転免許を持っているかたいらっしゃいました

ら、ちょっと今後なにかお願いする可能性もありますので、ちょっと、あのー、リストを作り

たいと思ってます。で、今、ちょっと手があいてるかたいらっしゃいましたら、あの、こちら

のほうにお集まりをいただきたいと思います。以上です。 
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あくまで今日は固定によって３号機の放水を行うと。自衛隊は、最も、ま、柔軟に動くことが
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あ、それは東電さんにお任せできるということでよろしいんでしょうか？それとも我々で給油

しないといけないということでしょうか。そこがですね、あともう一つ、できればお願いした

いのですがですね、やっぱり、我々いったあとに２時間くらいずっと空いてしまいますので、

一度、あ、っていうか我々の方は引き上げさせたいと思っているんですけど、Ｊビレッジです

ね。そうすると、エンジン止めるタイミングとかっていうのは、ちょっと我々わからないもの

ですから、できれば東電さんに、残りの量がこのくらいなので、たとえば１時間で止めるとい

やっていただいて、我々の方ではエンジンの止め方なんかは当然、東電さんにご指導

しますので、その辺のエンジンを止めるといったことは、東電さんにぜひお願いしたいところ

それ、調整難しいですよ。色々安全の問題とかありますし、できれば自己完結でやってもらえ

おっしゃるとおりなのですが、終わって２時間経って、またＪビレッジに戻ってとなって。ま
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はい。１Ｆ。聞こえます。

はい。２Ｆさん聞こえますか。

２Ｆ。聞こえます。

はい。柏崎さんは聞こえますか。

すいません。今つなぎました。はい。

すいません。●●ですけれども。お疲れ様です。えーとですね、本店側の休日当番の関係で、

ちょっとご連絡だけ差し上げたいと思います。えー、本店のですね、休日当番それから夜間当

番についてはですね、あのー、連絡の番号、電話番号自体は、ええと、従来通りの連絡ルート

に書いてある番号で結構ですが、あの、出る人間がですね、あの、官庁連絡班といって出たり

ですね、あの、個人名で出たりすると思いますが、えー、気にしないでそこに連絡を取って下

さい。でー、その電話はですね、一応、本部、今ここで体制つい・・えー、作ってますので、

その本部のほうに連絡が入るようになってますので、えーと、今まで通り電話のほうはお願い

します。以上です。（★以下、しばらく無音）

すいません、あの、資材班です。もう一度お願いします。えー、業務車、えー、借りっぱなし

のかたいらっしゃいましたら至急返却お願い致します。え、繰り返しお願いします。業務車、

使ってないかたいらっしゃいましたら至急返却をお願い致します。（★以下、しばらく無音）

えー、保安班より連絡いたします。保安班より連絡いたします。えー、今朝８時１０分におき

まして、えー、敷地境界で１５条の数値、５００ミリ・シーベルト・パー・アワーの以上の数

値が確認されましたので、１５条の確認をお願いいたします。えー、日時ですが、３月１９日

８時１０分、測定場所が西門

ロ・シーベルト・パー・アワー、ニュートロンにつきまして０点０１マイクロ・シーベルト・

パー・アワー以下です。風向、風速ですが、えー、風向、西北西の風、０点５メーター・ぱー・

セック（秒）となっております。繰り返します。８時１０分、敷地境界付近で、えー、５００

マイクロ以上、８３０点８マイクロ・シーベルト・パー・アワー、１５条の、えー、数値に達

していますので、よろしくお願いします。え、その後、８時２０分で６７０点６、８時３０分

で４３１点９、８時４０分で３９０点５、８時５０分で５２２点５、というような形になって

ございます。えー、もし、えー、プラトの方におきましても何か気にされる事がありましたら、

データの再確認をお願いしたいと思います。こちらでの情報としては、えー、風向きが変わっ

たと同時に、ちょっと上昇したり変動したりしているということで、風向きが西北西の風、西

風、えー、西北西の風という形で繰り返して、ま、数がまわっているっていうのは事実でござ

います。以上です。（★以下、しばらく音無し）

１０分で測定です。申し訳ございません。

じゃあ、１５条通報に該当するという判断は８時５８分にしたということです。

本店本部の中の情報共有です。本店本部の中の情報共有です。今のサイトの（咳払い）１５条

に関する件。復旧班、復旧班、承知ですね。（咳払い）●●。

はい。 

本部の中の情報共有です。今の１５条の値が出てるっていう話。サイトから発話がありました

けども。復旧班の中で把握してますね。

知らない。はい。

ええと、今、サイトのほうから１５条の値が・・西門で１５条の値が出てるって発話があった

んで、あの、テレビ会議じゃなくていいです。そちらのほうで（咳払い）ャッチアップだけし

て下さい。 

了解。 

すいません。以上です。（★以下、しばらく音無し）
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ロ・シーベルト・パー・アワー、ニュートロンにつきまして０点０１マイクロ・シーベルト・
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値が確認されましたので、１５条の確認をお願いいたします。えー、日時ですが、３月１９日

８時１０分、測定場所が西門 MP５の近くです。えー、その場所におきまして８３０点８マイク

ロ・シーベルト・パー・アワー、ニュートロンにつきまして０点０１マイクロ・シーベルト・

パー・アワー以下です。風向、風速ですが、えー、風向、西北西の風、０点５メーター・ぱー・

ク（秒）となっております。繰り返します。８時１０分、敷地境界付近で、えー、５００

マイクロ以上、８３０点８マイクロ・シーベルト・パー・アワー、１５条の、えー、数値に達

していますので、よろしくお願いします。え、その後、８時２０分で６７０点６、８時３０分

で４３１点９、８時４０分で３９０点５、８時５０分で５２２点５、というような形になって

ございます。えー、もし、えー、プラトの方におきましても何か気にされる事がありましたら、

データの再確認をお願いしたいと思います。こちらでの情報としては、えー、風向きが変わっ

、ちょっと上昇したり変動したりしているということで、風向きが西北西の風、西

風、えー、西北西の風という形で繰り返して、ま、数がまわっているっていうのは事実でござ

います。以上です。（★以下、しばらく音無し）

１０分で測定です。申し訳ございません。 

じゃあ、１５条通報に該当するという判断は８時５８分にしたということです。

本店本部の中の情報共有です。本店本部の中の情報共有です。今のサイトの（咳払い）１５条

に関する件。復旧班、復旧班、承知ですね。（咳払い）●●。

本部の中の情報共有です。今の１５条の値が出てるっていう話。サイトから発話がありました

けども。復旧班の中で把握してますね。 

ええと、今、サイトのほうから１５条の値が・・西門で１５条の値が出てるって発話があった

んで、あの、テレビ会議じゃなくていいです。そちらのほうで（咳払い）ャッチアップだけし

すいません。以上です。（★以下、しばらく音無し）

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容 

すいません。●●ですけれども。お疲れ様です。えーとですね、本店側の休日当番の関係で、

ちょっとご連絡だけ差し上げたいと思います。えー、本店のですね、休日当番それから夜間当

番についてはですね、あのー、連絡の番号、電話番号自体は、ええと、従来通りの連絡ルート

に書いてある番号で結構ですが、あの、出る人間がですね、あの、官庁連絡班といって出たり

ですね、あの、個人名で出たりすると思いますが、えー、気にしないでそこに連絡を取って下

さい。でー、その電話はですね、一応、本部、今ここで体制つい・・えー、作ってますので、

のほうに連絡が入るようになってますので、えーと、今まで通り電話のほうはお願い

します。以上です。（★以下、しばらく無音） 

すいません、あの、資材班です。もう一度お願いします。えー、業務車、えー、借りっぱなし

のかたいらっしゃいましたら至急返却お願い致します。え、繰り返しお願いします。業務車、

使ってないかたいらっしゃいましたら至急返却をお願い致します。（★以下、しばらく無音）

えー、保安班より連絡いたします。保安班より連絡いたします。えー、今朝８時１０分におき

まして、えー、敷地境界で１５条の数値、５００ミリ・シーベルト・パー・アワーの以上の数

値が確認されましたので、１５条の確認をお願いいたします。えー、日時ですが、３月１９日

５の近くです。えー、その場所におきまして８３０点８マイク

ロ・シーベルト・パー・アワー、ニュートロンにつきまして０点０１マイクロ・シーベルト・

パー・アワー以下です。風向、風速ですが、えー、風向、西北西の風、０点５メーター・ぱー・

ク（秒）となっております。繰り返します。８時１０分、敷地境界付近で、えー、５００

マイクロ以上、８３０点８マイクロ・シーベルト・パー・アワー、１５条の、えー、数値に達

していますので、よろしくお願いします。え、その後、８時２０分で６７０点６、８時３０分

で４３１点９、８時４０分で３９０点５、８時５０分で５２２点５、というような形になって

ございます。えー、もし、えー、プラトの方におきましても何か気にされる事がありましたら、

データの再確認をお願いしたいと思います。こちらでの情報としては、えー、風向きが変わっ

、ちょっと上昇したり変動したりしているということで、風向きが西北西の風、西

風、えー、西北西の風という形で繰り返して、ま、数がまわっているっていうのは事実でござ

います。以上です。（★以下、しばらく音無し）05:31:15 ８時１０分で測定です。えー、８時

 

じゃあ、１５条通報に該当するという判断は８時５８分にしたということです。

本店本部の中の情報共有です。本店本部の中の情報共有です。今のサイトの（咳払い）１５条

に関する件。復旧班、復旧班、承知ですね。（咳払い）●●。

本部の中の情報共有です。今の１５条の値が出てるっていう話。サイトから発話がありました

ええと、今、サイトのほうから１５条の値が・・西門で１５条の値が出てるって発話があった

んで、あの、テレビ会議じゃなくていいです。そちらのほうで（咳払い）ャッチアップだけし

すいません。以上です。（★以下、しばらく音無し） 
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すいません。●●ですけれども。お疲れ様です。えーとですね、本店側の休日当番の関係で、

ちょっとご連絡だけ差し上げたいと思います。えー、本店のですね、休日当番それから夜間当

番についてはですね、あのー、連絡の番号、電話番号自体は、ええと、従来通りの連絡ルート

に書いてある番号で結構ですが、あの、出る人間がですね、あの、官庁連絡班といって出たり

ですね、あの、個人名で出たりすると思いますが、えー、気にしないでそこに連絡を取って下

さい。でー、その電話はですね、一応、本部、今ここで体制つい・・えー、作ってますので、

のほうに連絡が入るようになってますので、えーと、今まで通り電話のほうはお願い

すいません、あの、資材班です。もう一度お願いします。えー、業務車、えー、借りっぱなし

のかたいらっしゃいましたら至急返却お願い致します。え、繰り返しお願いします。業務車、

使ってないかたいらっしゃいましたら至急返却をお願い致します。（★以下、しばらく無音）

えー、保安班より連絡いたします。保安班より連絡いたします。えー、今朝８時１０分におき

まして、えー、敷地境界で１５条の数値、５００ミリ・シーベルト・パー・アワーの以上の数

値が確認されましたので、１５条の確認をお願いいたします。えー、日時ですが、３月１９日

５の近くです。えー、その場所におきまして８３０点８マイク

ロ・シーベルト・パー・アワー、ニュートロンにつきまして０点０１マイクロ・シーベルト・

パー・アワー以下です。風向、風速ですが、えー、風向、西北西の風、０点５メーター・ぱー・

ク（秒）となっております。繰り返します。８時１０分、敷地境界付近で、えー、５００

マイクロ以上、８３０点８マイクロ・シーベルト・パー・アワー、１５条の、えー、数値に達

していますので、よろしくお願いします。え、その後、８時２０分で６７０点６、８時３０分

で４３１点９、８時４０分で３９０点５、８時５０分で５２２点５、というような形になって

ございます。えー、もし、えー、プラトの方におきましても何か気にされる事がありましたら、

データの再確認をお願いしたいと思います。こちらでの情報としては、えー、風向きが変わっ

、ちょっと上昇したり変動したりしているということで、風向きが西北西の風、西

風、えー、西北西の風という形で繰り返して、ま、数がまわっているっていうのは事実でござ

８時１０分で測定です。えー、８時

じゃあ、１５条通報に該当するという判断は８時５８分にしたということです。

本店本部の中の情報共有です。本店本部の中の情報共有です。今のサイトの（咳払い）１５条

に関する件。復旧班、復旧班、承知ですね。（咳払い）●●。 

本部の中の情報共有です。今の１５条の値が出てるっていう話。サイトから発話がありました

ええと、今、サイトのほうから１５条の値が・・西門で１５条の値が出てるって発話があった

んで、あの、テレビ会議じゃなくていいです。そちらのほうで（咳払い）ャッチアップだけし
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すいません。●●ですけれども。お疲れ様です。えーとですね、本店側の休日当番の関係で、

ちょっとご連絡だけ差し上げたいと思います。えー、本店のですね、休日当番それから夜間当

番についてはですね、あのー、連絡の番号、電話番号自体は、ええと、従来通りの連絡ルート

に書いてある番号で結構ですが、あの、出る人間がですね、あの、官庁連絡班といって出たり

ですね、あの、個人名で出たりすると思いますが、えー、気にしないでそこに連絡を取って下

さい。でー、その電話はですね、一応、本部、今ここで体制つい・・えー、作ってますので、

のほうに連絡が入るようになってますので、えーと、今まで通り電話のほうはお願い

すいません、あの、資材班です。もう一度お願いします。えー、業務車、えー、借りっぱなし

のかたいらっしゃいましたら至急返却お願い致します。え、繰り返しお願いします。業務車、

使ってないかたいらっしゃいましたら至急返却をお願い致します。（★以下、しばらく無音）

えー、保安班より連絡いたします。保安班より連絡いたします。えー、今朝８時１０分におき

まして、えー、敷地境界で１５条の数値、５００ミリ・シーベルト・パー・アワーの以上の数

値が確認されましたので、１５条の確認をお願いいたします。えー、日時ですが、３月１９日

５の近くです。えー、その場所におきまして８３０点８マイク

ロ・シーベルト・パー・アワー、ニュートロンにつきまして０点０１マイクロ・シーベルト・

パー・アワー以下です。風向、風速ですが、えー、風向、西北西の風、０点５メーター・ぱー・

ク（秒）となっております。繰り返します。８時１０分、敷地境界付近で、えー、５００

マイクロ以上、８３０点８マイクロ・シーベルト・パー・アワー、１５条の、えー、数値に達

していますので、よろしくお願いします。え、その後、８時２０分で６７０点６、８時３０分

で４３１点９、８時４０分で３９０点５、８時５０分で５２２点５、というような形になって

ございます。えー、もし、えー、プラトの方におきましても何か気にされる事がありましたら、

データの再確認をお願いしたいと思います。こちらでの情報としては、えー、風向きが変わっ

、ちょっと上昇したり変動したりしているということで、風向きが西北西の風、西

風、えー、西北西の風という形で繰り返して、ま、数がまわっているっていうのは事実でござ

８時１０分で測定です。えー、８時

じゃあ、１５条通報に該当するという判断は８時５８分にしたということです。 

本店本部の中の情報共有です。本店本部の中の情報共有です。今のサイトの（咳払い）１５条

本部の中の情報共有です。今の１５条の値が出てるっていう話。サイトから発話がありました

ええと、今、サイトのほうから１５条の値が・・西門で１５条の値が出てるって発話があった

んで、あの、テレビ会議じゃなくていいです。そちらのほうで（咳払い）ャッチアップだけし

 

すいません。●●ですけれども。お疲れ様です。えーとですね、本店側の休日当番の関係で、

ちょっとご連絡だけ差し上げたいと思います。えー、本店のですね、休日当番それから夜間当

番についてはですね、あのー、連絡の番号、電話番号自体は、ええと、従来通りの連絡ルート

に書いてある番号で結構ですが、あの、出る人間がですね、あの、官庁連絡班といって出たり

ですね、あの、個人名で出たりすると思いますが、えー、気にしないでそこに連絡を取って下

さい。でー、その電話はですね、一応、本部、今ここで体制つい・・えー、作ってますので、

のほうに連絡が入るようになってますので、えーと、今まで通り電話のほうはお願い

すいません、あの、資材班です。もう一度お願いします。えー、業務車、えー、借りっぱなし

のかたいらっしゃいましたら至急返却お願い致します。え、繰り返しお願いします。業務車、

使ってないかたいらっしゃいましたら至急返却をお願い致します。（★以下、しばらく無音） 

えー、保安班より連絡いたします。保安班より連絡いたします。えー、今朝８時１０分におき

まして、えー、敷地境界で１５条の数値、５００ミリ・シーベルト・パー・アワーの以上の数

値が確認されましたので、１５条の確認をお願いいたします。えー、日時ですが、３月１９日

５の近くです。えー、その場所におきまして８３０点８マイク

ロ・シーベルト・パー・アワー、ニュートロンにつきまして０点０１マイクロ・シーベルト・

パー・アワー以下です。風向、風速ですが、えー、風向、西北西の風、０点５メーター・ぱー・

ク（秒）となっております。繰り返します。８時１０分、敷地境界付近で、えー、５００

マイクロ以上、８３０点８マイクロ・シーベルト・パー・アワー、１５条の、えー、数値に達

していますので、よろしくお願いします。え、その後、８時２０分で６７０点６、８時３０分

で４３１点９、８時４０分で３９０点５、８時５０分で５２２点５、というような形になって

ございます。えー、もし、えー、プラトの方におきましても何か気にされる事がありましたら、

データの再確認をお願いしたいと思います。こちらでの情報としては、えー、風向きが変わっ

、ちょっと上昇したり変動したりしているということで、風向きが西北西の風、西

風、えー、西北西の風という形で繰り返して、ま、数がまわっているっていうのは事実でござ

８時１０分で測定です。えー、８時
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ええと、今、サイトのほうから１５条の値が・・西門で１５条の値が出てるって発話があった

んで、あの、テレビ会議じゃなくていいです。そちらのほうで（咳払い）ャッチアップだけし
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保安班よりご連絡致します。保安班よりご連絡致します。保護衣、保護具に、えー、保護具で

足りないものが出て参りました。大変申し訳ございません。必要なところに行くかたについて

だけ下着の着用。それ以外については一般服の上にカバーオールなり、タイベックを着て頂く

ように、是非協力のほどお願い致します。えー、今日、足りないものにつきましては今、５号

機の、え、サービスビルにストックしてあると思われる下着について回収をして、配備を計画

したいと思います。協力のほどよろしくお願いします。（★以下、しばらく音無し）

本店対策本部さん。

はい。こちら本店本部です。

あ、えっとー、オフサイトセンターですが。えっと、今ですね、えーと、こちらにいる自衛隊

のかたから、えーと、当社から投光機の輸送をお願いされてるという風に聞いたんですが、こ

れを分かるかたおられますか。

はい、えーと、お待ち下さい。えっと、自衛隊さんに投光機の移送頼んでるかたどちらでしょ

うか。 

サイトですかね。

福島第一さん。福島第一さん。本店本部ですけど。聞こえますか。

はい。福島第一、聞こえております。

えっと、自衛隊さんに投光機の移送を依頼しているという情報が入っているんですが、これ発

電所さんでしょうか。

あ、ちょっとお待ち下さい。確認します。

お願いします。

はい、本店資材班ですけれども。自衛隊さんの話ですか。投光機ですか。えーと、今日、自衛

隊さんから、ええと、小名浜のセンターに入ってくるっていうの聞いておりますが。資材班の

ほうで。 

これ本店依頼ということでよろしいですか。

えーと、自衛隊さんから、あの、頂くというか・・そういうことになってます。

もしもし。オフサイトセンターの高津ですけども、えー、自衛隊さんからの要望をちょっとお

伝えしますと、えー、投光機の移送とかいうことについてはもちろん、あの、最優先で実施す

るけれども、えー、今後のいろいろな調達の関係もあるので迅速にしたいっていうことから、

え、ある程度先を見通した、間違っててもいいけれども、先を見通した、あー、調達とかです

ね、依頼事項、こういうものを出して頂けないかという要望です。

はい。本店側了解致しました。

えっとー、どなたと対応すればよろしいですかね。本店サイド。資材関係ですか。それとも復

旧のほうですか。

これ、資材班さんでよろしいですか。

あのー、依頼・・依頼元は復旧班から、私ども依頼を受けてんですけども。
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保安班よりご連絡致します。保安班よりご連絡致します。保護衣、保護具に、えー、保護具で

足りないものが出て参りました。大変申し訳ございません。必要なところに行くかたについて

だけ下着の着用。それ以外については一般服の上にカバーオールなり、タイベックを着て頂く

ように、是非協力のほどお願い致します。えー、今日、足りないものにつきましては今、５号

機の、え、サービスビルにストックしてあると思われる下着について回収をして、配備を計画

したいと思います。協力のほどよろしくお願いします。（★以下、しばらく音無し）

本店対策本部さん。 

はい。こちら本店本部です。 

あ、えっとー、オフサイトセンターですが。えっと、今ですね、えーと、こちらにいる自衛隊

のかたから、えーと、当社から投光機の輸送をお願いされてるという風に聞いたんですが、こ

れを分かるかたおられますか。

はい、えーと、お待ち下さい。えっと、自衛隊さんに投光機の移送頼んでるかたどちらでしょ

サイトですかね。 

福島第一さん。福島第一さん。本店本部ですけど。聞こえますか。

はい。福島第一、聞こえております。

えっと、自衛隊さんに投光機の移送を依頼しているという情報が入っているんですが、これ発

電所さんでしょうか。 

あ、ちょっとお待ち下さい。確認します。

お願いします。 

はい、本店資材班ですけれども。自衛隊さんの話ですか。投光機ですか。えーと、今日、自衛

隊さんから、ええと、小名浜のセンターに入ってくるっていうの聞いておりますが。資材班の

これ本店依頼ということでよろしいですか。

えーと、自衛隊さんから、あの、頂くというか・・そういうことになってます。

もしもし。オフサイトセンターの高津ですけども、えー、自衛隊さんからの要望をちょっとお

伝えしますと、えー、投光機の移送とかいうことについてはもちろん、あの、最優先で実施す

るけれども、えー、今後のいろいろな調達の関係もあるので迅速にしたいっていうことから、

え、ある程度先を見通した、間違っててもいいけれども、先を見通した、あー、調達とかです

ね、依頼事項、こういうものを出して頂けないかという要望です。

はい。本店側了解致しました。

えっとー、どなたと対応すればよろしいですかね。本店サイド。資材関係ですか。それとも復

旧のほうですか。 

これ、資材班さんでよろしいですか。

あのー、依頼・・依頼元は復旧班から、私ども依頼を受けてんですけども。
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発言内容

保安班よりご連絡致します。保安班よりご連絡致します。保護衣、保護具に、えー、保護具で

足りないものが出て参りました。大変申し訳ございません。必要なところに行くかたについて

だけ下着の着用。それ以外については一般服の上にカバーオールなり、タイベックを着て頂く

ように、是非協力のほどお願い致します。えー、今日、足りないものにつきましては今、５号

機の、え、サービスビルにストックしてあると思われる下着について回収をして、配備を計画

したいと思います。協力のほどよろしくお願いします。（★以下、しばらく音無し）

 

あ、えっとー、オフサイトセンターですが。えっと、今ですね、えーと、こちらにいる自衛隊

のかたから、えーと、当社から投光機の輸送をお願いされてるという風に聞いたんですが、こ

れを分かるかたおられますか。 

はい、えーと、お待ち下さい。えっと、自衛隊さんに投光機の移送頼んでるかたどちらでしょ

福島第一さん。福島第一さん。本店本部ですけど。聞こえますか。

はい。福島第一、聞こえております。 

えっと、自衛隊さんに投光機の移送を依頼しているという情報が入っているんですが、これ発

あ、ちょっとお待ち下さい。確認します。 

はい、本店資材班ですけれども。自衛隊さんの話ですか。投光機ですか。えーと、今日、自衛

隊さんから、ええと、小名浜のセンターに入ってくるっていうの聞いておりますが。資材班の

これ本店依頼ということでよろしいですか。

えーと、自衛隊さんから、あの、頂くというか・・そういうことになってます。

もしもし。オフサイトセンターの高津ですけども、えー、自衛隊さんからの要望をちょっとお

伝えしますと、えー、投光機の移送とかいうことについてはもちろん、あの、最優先で実施す

るけれども、えー、今後のいろいろな調達の関係もあるので迅速にしたいっていうことから、

え、ある程度先を見通した、間違っててもいいけれども、先を見通した、あー、調達とかです

ね、依頼事項、こういうものを出して頂けないかという要望です。

はい。本店側了解致しました。 

えっとー、どなたと対応すればよろしいですかね。本店サイド。資材関係ですか。それとも復

これ、資材班さんでよろしいですか。 

あのー、依頼・・依頼元は復旧班から、私ども依頼を受けてんですけども。
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発言内容 

保安班よりご連絡致します。保安班よりご連絡致します。保護衣、保護具に、えー、保護具で

足りないものが出て参りました。大変申し訳ございません。必要なところに行くかたについて

だけ下着の着用。それ以外については一般服の上にカバーオールなり、タイベックを着て頂く

ように、是非協力のほどお願い致します。えー、今日、足りないものにつきましては今、５号

機の、え、サービスビルにストックしてあると思われる下着について回収をして、配備を計画

したいと思います。協力のほどよろしくお願いします。（★以下、しばらく音無し）

あ、えっとー、オフサイトセンターですが。えっと、今ですね、えーと、こちらにいる自衛隊

のかたから、えーと、当社から投光機の輸送をお願いされてるという風に聞いたんですが、こ

はい、えーと、お待ち下さい。えっと、自衛隊さんに投光機の移送頼んでるかたどちらでしょ

福島第一さん。福島第一さん。本店本部ですけど。聞こえますか。

えっと、自衛隊さんに投光機の移送を依頼しているという情報が入っているんですが、これ発

 

はい、本店資材班ですけれども。自衛隊さんの話ですか。投光機ですか。えーと、今日、自衛

隊さんから、ええと、小名浜のセンターに入ってくるっていうの聞いておりますが。資材班の

これ本店依頼ということでよろしいですか。 

えーと、自衛隊さんから、あの、頂くというか・・そういうことになってます。

もしもし。オフサイトセンターの高津ですけども、えー、自衛隊さんからの要望をちょっとお

伝えしますと、えー、投光機の移送とかいうことについてはもちろん、あの、最優先で実施す

るけれども、えー、今後のいろいろな調達の関係もあるので迅速にしたいっていうことから、

え、ある程度先を見通した、間違っててもいいけれども、先を見通した、あー、調達とかです

ね、依頼事項、こういうものを出して頂けないかという要望です。

えっとー、どなたと対応すればよろしいですかね。本店サイド。資材関係ですか。それとも復

あのー、依頼・・依頼元は復旧班から、私ども依頼を受けてんですけども。
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保安班よりご連絡致します。保安班よりご連絡致します。保護衣、保護具に、えー、保護具で

足りないものが出て参りました。大変申し訳ございません。必要なところに行くかたについて

だけ下着の着用。それ以外については一般服の上にカバーオールなり、タイベックを着て頂く

ように、是非協力のほどお願い致します。えー、今日、足りないものにつきましては今、５号

機の、え、サービスビルにストックしてあると思われる下着について回収をして、配備を計画

したいと思います。協力のほどよろしくお願いします。（★以下、しばらく音無し）

あ、えっとー、オフサイトセンターですが。えっと、今ですね、えーと、こちらにいる自衛隊

のかたから、えーと、当社から投光機の輸送をお願いされてるという風に聞いたんですが、こ

はい、えーと、お待ち下さい。えっと、自衛隊さんに投光機の移送頼んでるかたどちらでしょ

福島第一さん。福島第一さん。本店本部ですけど。聞こえますか。 

えっと、自衛隊さんに投光機の移送を依頼しているという情報が入っているんですが、これ発

はい、本店資材班ですけれども。自衛隊さんの話ですか。投光機ですか。えーと、今日、自衛

隊さんから、ええと、小名浜のセンターに入ってくるっていうの聞いておりますが。資材班の

えーと、自衛隊さんから、あの、頂くというか・・そういうことになってます。

もしもし。オフサイトセンターの高津ですけども、えー、自衛隊さんからの要望をちょっとお

伝えしますと、えー、投光機の移送とかいうことについてはもちろん、あの、最優先で実施す

るけれども、えー、今後のいろいろな調達の関係もあるので迅速にしたいっていうことから、

え、ある程度先を見通した、間違っててもいいけれども、先を見通した、あー、調達とかです

ね、依頼事項、こういうものを出して頂けないかという要望です。 

えっとー、どなたと対応すればよろしいですかね。本店サイド。資材関係ですか。それとも復

あのー、依頼・・依頼元は復旧班から、私ども依頼を受けてんですけども。
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保安班よりご連絡致します。保安班よりご連絡致します。保護衣、保護具に、えー、保護具で

足りないものが出て参りました。大変申し訳ございません。必要なところに行くかたについて

だけ下着の着用。それ以外については一般服の上にカバーオールなり、タイベックを着て頂く

ように、是非協力のほどお願い致します。えー、今日、足りないものにつきましては今、５号

機の、え、サービスビルにストックしてあると思われる下着について回収をして、配備を計画

したいと思います。協力のほどよろしくお願いします。（★以下、しばらく音無し） 

あ、えっとー、オフサイトセンターですが。えっと、今ですね、えーと、こちらにいる自衛隊

のかたから、えーと、当社から投光機の輸送をお願いされてるという風に聞いたんですが、こ

はい、えーと、お待ち下さい。えっと、自衛隊さんに投光機の移送頼んでるかたどちらでしょ

えっと、自衛隊さんに投光機の移送を依頼しているという情報が入っているんですが、これ発

はい、本店資材班ですけれども。自衛隊さんの話ですか。投光機ですか。えーと、今日、自衛

隊さんから、ええと、小名浜のセンターに入ってくるっていうの聞いておりますが。資材班の

えーと、自衛隊さんから、あの、頂くというか・・そういうことになってます。 

もしもし。オフサイトセンターの高津ですけども、えー、自衛隊さんからの要望をちょっとお

伝えしますと、えー、投光機の移送とかいうことについてはもちろん、あの、最優先で実施す

るけれども、えー、今後のいろいろな調達の関係もあるので迅速にしたいっていうことから、

え、ある程度先を見通した、間違っててもいいけれども、先を見通した、あー、調達とかです

えっとー、どなたと対応すればよろしいですかね。本店サイド。資材関係ですか。それとも復

あのー、依頼・・依頼元は復旧班から、私ども依頼を受けてんですけども。 

 

保安班よりご連絡致します。保安班よりご連絡致します。保護衣、保護具に、えー、保護具で

足りないものが出て参りました。大変申し訳ございません。必要なところに行くかたについて

だけ下着の着用。それ以外については一般服の上にカバーオールなり、タイベックを着て頂く

ように、是非協力のほどお願い致します。えー、今日、足りないものにつきましては今、５号

機の、え、サービスビルにストックしてあると思われる下着について回収をして、配備を計画

あ、えっとー、オフサイトセンターですが。えっと、今ですね、えーと、こちらにいる自衛隊

のかたから、えーと、当社から投光機の輸送をお願いされてるという風に聞いたんですが、こ

はい、えーと、お待ち下さい。えっと、自衛隊さんに投光機の移送頼んでるかたどちらでしょ

えっと、自衛隊さんに投光機の移送を依頼しているという情報が入っているんですが、これ発

はい、本店資材班ですけれども。自衛隊さんの話ですか。投光機ですか。えーと、今日、自衛

隊さんから、ええと、小名浜のセンターに入ってくるっていうの聞いておりますが。資材班の

もしもし。オフサイトセンターの高津ですけども、えー、自衛隊さんからの要望をちょっとお

伝えしますと、えー、投光機の移送とかいうことについてはもちろん、あの、最優先で実施す

るけれども、えー、今後のいろいろな調達の関係もあるので迅速にしたいっていうことから、

え、ある程度先を見通した、間違っててもいいけれども、先を見通した、あー、調達とかです

えっとー、どなたと対応すればよろしいですかね。本店サイド。資材関係ですか。それとも復
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復旧班さんですか。

ええ。 

わかりました。じゃ、是非、復旧班のほうと、あの、連携取らせて頂きたいと思います。えー

とー、単発的にいろいろ来ると、準備がものすごく遅くなってですね、えー、ご期待に応えら

れないという要望が来ておりますので。

了解致いたしました。ええと、こちら側で復旧班に確認して再度ご連絡差し上げます。

では、オフサイトセンターの担当のほうに電話下さい。

えと、オフサイトは高津さんのほうでよろしいですか。

私で結構です。

はい、了解です。

はい。 

復旧班。本店本部内の情報共有です。本店本部内。復旧班、今の話キャッチアップ出来てます？

えっと、ちょっと困ったことにキャッチアップ出来てないです。

そうですね。あの、どなたか、あー、本部にずっといらっしゃるかたお作りいただき。時々抜

けてますからね。それから、今の件について、資材と連携、相談が必要なんで、お一方復旧班

のかたこちらに来て下さい。今の発話こちらで説明しますから。

はい。じゃあ三者で。

そうですね。こちらに来てくれれば、まず今の会話を説明します。そこから資材と相談になり

ますから。お願いします。

はい。（★以下、しばらく無音）

本店本部内の情報共有です。本部内の情報共有です。●●。さっきですね・・あ、マイク結構

です。さっきですね、オフサイトセンターから自衛隊さんの要望が発話されました。で、それ

は投光機の輸送について少し先々を見据えた計画的な運行にしたい、というそういうお申し入

れでした。でー、資材班さんは、あー、復旧班からの要求に基づいてのアレンジということに

なるので、じゃあ、資材と復旧で相談しなくちゃいけないねということになりました。ちょっ

と発話の時に復旧班のかたいらっしゃらなかったので。●●に今、あー、資材と打ち合わせを

してもらう人を人選してもらっています。その人と資材と意識合わせをして頂いてっていう、

そういうことにしてますんで。●●。●●。じゃあ、●●お見えになったら資材のほうと引き

合わせするんで。ちょっとそういうことだという風にキャッチアップだけして下さい。お願い

します。 

●●さん。どうもありがとうござました。高津です。

あ、お疲れ様です。

はい、それで、あのー、光機のお話がメインになってますけども、投光機だけではなくていろ

んなものということでありますので、誤解のないようにお願い致します。
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復旧班さんですか。 

わかりました。じゃ、是非、復旧班のほうと、あの、連携取らせて頂きたいと思います。えー

とー、単発的にいろいろ来ると、準備がものすごく遅くなってですね、えー、ご期待に応えら

れないという要望が来ておりますので。

了解致いたしました。ええと、こちら側で復旧班に確認して再度ご連絡差し上げます。

では、オフサイトセンターの担当のほうに電話下さい。

えと、オフサイトは高津さんのほうでよろしいですか。

私で結構です。 

はい、了解です。 

復旧班。本店本部内の情報共有です。本店本部内。復旧班、今の話キャッチアップ出来てます？

えっと、ちょっと困ったことにキャッチアップ出来てないです。

そうですね。あの、どなたか、あー、本部にずっといらっしゃるかたお作りいただき。時々抜

けてますからね。それから、今の件について、資材と連携、相談が必要なんで、お一方復旧班

のかたこちらに来て下さい。今の発話こちらで説明しますから。

はい。じゃあ三者で。 

そうですね。こちらに来てくれれば、まず今の会話を説明します。そこから資材と相談になり

ますから。お願いします。 

はい。（★以下、しばらく無音）

本店本部内の情報共有です。本部内の情報共有です。●●。さっきですね・・あ、マイク結構

です。さっきですね、オフサイトセンターから自衛隊さんの要望が発話されました。で、それ

は投光機の輸送について少し先々を見据えた計画的な運行にしたい、というそういうお申し入
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なるので、じゃあ、資材と復旧で相談しなくちゃいけないねということになりました。ちょっ
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申し訳ない。言葉が足りませんでした。ありがとうございます。

いえいえいえ。はい。よろしくお願いします。（★以下、しばらく無音）

本店本部、保安班の方。本店本部。保安班の方、聞こえますか？

本店保安班誰かいますか～？横村所長、こちらから電話させます。

はい。●●の●●です。●●の●●です。

了解です。 

失礼。●●です。

ごめんなさい。もう一度。●●。

●●の●●。 

●●。了解です。

あ、あれきっていただいて結構ですよ。

えっと、まだです。ちょっと確認しております。はい。あの、そうですね。仕様等を確認まし

て。はい。（★以下、しばらく無音）

すいません。本店さん。本店さん。一点だけお願いがあります。福島第一吉田でございます。

はい。本店です。

あの、軽油は、それ・・いろいろ調達していただいて本当にありがとうございます。えー、そ

こでですね、一点だけちょっと今、問題が出てまして、あのー、軽油の調達して頂いて中郷ま

で、ま、持ってくる。で、あの、中郷からはですね、どうかちょっとよく僕もはっきり知りま

せんが、建設部さんが色々お骨を頂いてですね、中郷、Ｊヴィレッジ間は、えー、大成さんか

な、どっか建設会社さんが、えー、動かして頂いてる。そこは非常にありがたいと思ってます。

ただ、あの、Ｊヴィレッジからですね、あの、福島第一の免震重要棟までがですね、今、あの、

私どもで運ばざるを得ないということで、これなかなか、あの、おー、危険物、大型とですね、

危険物持ってる、免許持ってる人間がいないんで、是非この運転をですね、する人間・・要す

るにＪヴィレッジから免震重要棟の間をですね、そこ輸送してくれる人を手当して頂けるとあ

りがたいなと思うんですけれども。すいません。わがままばっかりで。

●●ですが、その件は、あの、夕べ、内藤常務と話ししましていて、で、そのー、軽油の積み

替えとか、それから、その作業の面倒さとかけっこう問題がいっぱいあるので、見直してるよ

っておっしゃってたんですけども。今ここでも●●いらっしゃいますので、今の話、●●と相

談して、えっとー、改善の方向で進めたいと思います。

すいません。よろしくお願いします。

すいません、あの、建設復旧班ですけれども。よろしいですか。

はい。どうぞ。

あの、ちょっと、あのー、昨日の段階でですねー、」あの、水と油はそれぞれ、あのー、水は

前田建設、それからあと、油は大成建設に、その、全て１Ｆ、２Ｆまで運べるようなですねー、

体制構築を依頼してまして、あのー、ちょっとまだ出来てないかもしれませんが、あの、そう

ばん、あの、社員を使わなくてもできるような体制が組めると思いますんで、こちらで責任持
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で、ま、持ってくる。で、あの、中郷からはですね、どうかちょっとよく僕もはっきり知りま

せんが、建設部さんが色々お骨を頂いてですね、中郷、Ｊヴィレッジ間は、えー、大成さんか

な、どっか建設会社さんが、えー、動かして頂いてる。そこは非常にありがたいと思ってます。

ただ、あの、Ｊヴィレッジからですね、あの、福島第一の免震重要棟までがですね、今、あの、

もで運ばざるを得ないということで、これなかなか、あの、おー、危険物、大型とですね、

危険物持ってる、免許持ってる人間がいないんで、是非この運転をですね、する人間・・要す

るにＪヴィレッジから免震重要棟の間をですね、そこ輸送してくれる人を手当して頂けるとあ

りがたいなと思うんですけれども。すいません。わがままばっかりで。

●●ですが、その件は、あの、夕べ、内藤常務と話ししましていて、で、そのー、軽油の積み

替えとか、それから、その作業の面倒さとかけっこう問題がいっぱいあるので、見直してるよ

っておっしゃってたんですけども。今ここでも●●いらっしゃいますので、今の話、●●と相

談して、えっとー、改善の方向で進めたいと思います。

すいません。よろしくお願いします。 

すいません、あの、建設復旧班ですけれども。よろしいですか。

あの、ちょっと、あのー、昨日の段階でですねー、」あの、水と油はそれぞれ、あのー、水は

前田建設、それからあと、油は大成建設に、その、全て１Ｆ、２Ｆまで運べるようなですねー、

体制構築を依頼してまして、あのー、ちょっとまだ出来てないかもしれませんが、あの、そう

ばん、あの、社員を使わなくてもできるような体制が組めると思いますんで、こちらで責任持

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容 

申し訳ない。言葉が足りませんでした。ありがとうございます。

いえいえいえ。はい。よろしくお願いします。（★以下、しばらく無音）

本店本部、保安班の方。本店本部。保安班の方、聞こえますか？

本店保安班誰かいますか～？横村所長、こちらから電話させます。

 

えっと、まだです。ちょっと確認しております。はい。あの、そうですね。仕様等を確認まし

すいません。本店さん。本店さん。一点だけお願いがあります。福島第一吉田でございます。

あの、軽油は、それ・・いろいろ調達していただいて本当にありがとうございます。えー、そ

こでですね、一点だけちょっと今、問題が出てまして、あのー、軽油の調達して頂いて中郷ま

で、ま、持ってくる。で、あの、中郷からはですね、どうかちょっとよく僕もはっきり知りま

せんが、建設部さんが色々お骨を頂いてですね、中郷、Ｊヴィレッジ間は、えー、大成さんか

な、どっか建設会社さんが、えー、動かして頂いてる。そこは非常にありがたいと思ってます。

ただ、あの、Ｊヴィレッジからですね、あの、福島第一の免震重要棟までがですね、今、あの、

もで運ばざるを得ないということで、これなかなか、あの、おー、危険物、大型とですね、

危険物持ってる、免許持ってる人間がいないんで、是非この運転をですね、する人間・・要す

るにＪヴィレッジから免震重要棟の間をですね、そこ輸送してくれる人を手当して頂けるとあ

りがたいなと思うんですけれども。すいません。わがままばっかりで。

●●ですが、その件は、あの、夕べ、内藤常務と話ししましていて、で、そのー、軽油の積み

替えとか、それから、その作業の面倒さとかけっこう問題がいっぱいあるので、見直してるよ

っておっしゃってたんですけども。今ここでも●●いらっしゃいますので、今の話、●●と相

談して、えっとー、改善の方向で進めたいと思います。 

すいません、あの、建設復旧班ですけれども。よろしいですか。

あの、ちょっと、あのー、昨日の段階でですねー、」あの、水と油はそれぞれ、あのー、水は

前田建設、それからあと、油は大成建設に、その、全て１Ｆ、２Ｆまで運べるようなですねー、

体制構築を依頼してまして、あのー、ちょっとまだ出来てないかもしれませんが、あの、そう

ばん、あの、社員を使わなくてもできるような体制が組めると思いますんで、こちらで責任持

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

申し訳ない。言葉が足りませんでした。ありがとうございます。 

いえいえいえ。はい。よろしくお願いします。（★以下、しばらく無音） 

本店本部、保安班の方。本店本部。保安班の方、聞こえますか？ 

本店保安班誰かいますか～？横村所長、こちらから電話させます。 

えっと、まだです。ちょっと確認しております。はい。あの、そうですね。仕様等を確認まし

すいません。本店さん。本店さん。一点だけお願いがあります。福島第一吉田でございます。

あの、軽油は、それ・・いろいろ調達していただいて本当にありがとうございます。えー、そ

こでですね、一点だけちょっと今、問題が出てまして、あのー、軽油の調達して頂いて中郷ま

で、ま、持ってくる。で、あの、中郷からはですね、どうかちょっとよく僕もはっきり知りま

せんが、建設部さんが色々お骨を頂いてですね、中郷、Ｊヴィレッジ間は、えー、大成さんか

な、どっか建設会社さんが、えー、動かして頂いてる。そこは非常にありがたいと思ってます。

ただ、あの、Ｊヴィレッジからですね、あの、福島第一の免震重要棟までがですね、今、あの、

もで運ばざるを得ないということで、これなかなか、あの、おー、危険物、大型とですね、

危険物持ってる、免許持ってる人間がいないんで、是非この運転をですね、する人間・・要す

るにＪヴィレッジから免震重要棟の間をですね、そこ輸送してくれる人を手当して頂けるとあ

りがたいなと思うんですけれども。すいません。わがままばっかりで。 

●●ですが、その件は、あの、夕べ、内藤常務と話ししましていて、で、そのー、軽油の積み

替えとか、それから、その作業の面倒さとかけっこう問題がいっぱいあるので、見直してるよ

っておっしゃってたんですけども。今ここでも●●いらっしゃいますので、今の話、●●と相

すいません、あの、建設復旧班ですけれども。よろしいですか。 

あの、ちょっと、あのー、昨日の段階でですねー、」あの、水と油はそれぞれ、あのー、水は

前田建設、それからあと、油は大成建設に、その、全て１Ｆ、２Ｆまで運べるようなですねー、

体制構築を依頼してまして、あのー、ちょっとまだ出来てないかもしれませんが、あの、そう

ばん、あの、社員を使わなくてもできるような体制が組めると思いますんで、こちらで責任持

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始） 

 

えっと、まだです。ちょっと確認しております。はい。あの、そうですね。仕様等を確認まし

すいません。本店さん。本店さん。一点だけお願いがあります。福島第一吉田でございます。

あの、軽油は、それ・・いろいろ調達していただいて本当にありがとうございます。えー、そ

こでですね、一点だけちょっと今、問題が出てまして、あのー、軽油の調達して頂いて中郷ま

で、ま、持ってくる。で、あの、中郷からはですね、どうかちょっとよく僕もはっきり知りま

せんが、建設部さんが色々お骨を頂いてですね、中郷、Ｊヴィレッジ間は、えー、大成さんか

な、どっか建設会社さんが、えー、動かして頂いてる。そこは非常にありがたいと思ってます。

ただ、あの、Ｊヴィレッジからですね、あの、福島第一の免震重要棟までがですね、今、あの、

もで運ばざるを得ないということで、これなかなか、あの、おー、危険物、大型とですね、

危険物持ってる、免許持ってる人間がいないんで、是非この運転をですね、する人間・・要す

るにＪヴィレッジから免震重要棟の間をですね、そこ輸送してくれる人を手当して頂けるとあ

●●ですが、その件は、あの、夕べ、内藤常務と話ししましていて、で、そのー、軽油の積み

替えとか、それから、その作業の面倒さとかけっこう問題がいっぱいあるので、見直してるよ

っておっしゃってたんですけども。今ここでも●●いらっしゃいますので、今の話、●●と相

あの、ちょっと、あのー、昨日の段階でですねー、」あの、水と油はそれぞれ、あのー、水は

前田建設、それからあと、油は大成建設に、その、全て１Ｆ、２Ｆまで運べるようなですねー、

体制構築を依頼してまして、あのー、ちょっとまだ出来てないかもしれませんが、あの、そう

ばん、あの、社員を使わなくてもできるような体制が組めると思いますんで、こちらで責任持

 

えっと、まだです。ちょっと確認しております。はい。あの、そうですね。仕様等を確認まし

すいません。本店さん。本店さん。一点だけお願いがあります。福島第一吉田でございます。 

あの、軽油は、それ・・いろいろ調達していただいて本当にありがとうございます。えー、そ

こでですね、一点だけちょっと今、問題が出てまして、あのー、軽油の調達して頂いて中郷ま

で、ま、持ってくる。で、あの、中郷からはですね、どうかちょっとよく僕もはっきり知りま

せんが、建設部さんが色々お骨を頂いてですね、中郷、Ｊヴィレッジ間は、えー、大成さんか

な、どっか建設会社さんが、えー、動かして頂いてる。そこは非常にありがたいと思ってます。

ただ、あの、Ｊヴィレッジからですね、あの、福島第一の免震重要棟までがですね、今、あの、

もで運ばざるを得ないということで、これなかなか、あの、おー、危険物、大型とですね、

危険物持ってる、免許持ってる人間がいないんで、是非この運転をですね、する人間・・要す

るにＪヴィレッジから免震重要棟の間をですね、そこ輸送してくれる人を手当して頂けるとあ

●●ですが、その件は、あの、夕べ、内藤常務と話ししましていて、で、そのー、軽油の積み

替えとか、それから、その作業の面倒さとかけっこう問題がいっぱいあるので、見直してるよ

っておっしゃってたんですけども。今ここでも●●いらっしゃいますので、今の話、●●と相

あの、ちょっと、あのー、昨日の段階でですねー、」あの、水と油はそれぞれ、あのー、水は

前田建設、それからあと、油は大成建設に、その、全て１Ｆ、２Ｆまで運べるようなですねー、

体制構築を依頼してまして、あのー、ちょっとまだ出来てないかもしれませんが、あの、そう

ばん、あの、社員を使わなくてもできるような体制が組めると思いますんで、こちらで責任持



 

時刻

 

 

 

09:48 

 

09:49 

 

 

 

 

 

09:50 

 

 

 

 

 

 

東京電力

 

 場所

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 

１Ｆ 

１Ｆ 

本店 

柏崎 

１Ｆ 

東京電力 テレビ会議

 

場所 発言者

吉田所長

建設復旧班

 

 

 

建設復旧班

吉田所長

建設復旧班

吉田所長

建設復旧班

吉田所長

建設復旧班

吉田所長

 

吉田所長

建設復旧班

横村所長

吉田所長

テレビ会議 2011 年

 

発言者  

吉田所長  

建設復旧班  

 

 

 

建設復旧班  

吉田所長  

建設復旧班  

吉田所長  

建設復旧班  

吉田所長  

建設復旧班  

吉田所長  

 

吉田所長  

建設復旧班  

横村所長  

吉田所長  

年 3月 19 日 

 

ってやりますから。

すいません。お願い致します。ちょっとうちの建築の連中が不安がってましてですね。よろし

くお願い致します。

はい。はい。 

内藤さんが言ってたのは正にその話ですので。

あの、本当に大変助かります。ありがとうございます。今、あの、ホントに貴重な戦力をです

ね、今、そちらのほうの輸送にまわさないといけない状況になってまして、なんとかそこが、

あの、手当いただけると、あの、中のほうの手も非常に助かります。是非よろしくお願いしま

す。 

えっと、それから、それに関連してですねー、あの、自衛隊の話、今朝しましたけれども、あ

の、今の軽油はですね、社内の、なんか、あの、横流しなんですよね。あの、火力で予定して

たやつを横に運んでるというような。水についても同じだそうですけど。これを、あの、自衛

隊に、今日、ちょっと無理を承知で、あの、お願いをしてみようと思いますけれども、あのー、

必要であればちゃんと協力すると言って下さってますので、これについても、あの、話をして

いきたいと思います。えっと、あと事務レベルでですね、今の実態がどうなのかといったこと

も確認をさせて下さい。あの、資材さんと話ますけど、もし補足があればそちらに質問したい

と思いますので。以上です。

建設復旧班ですけれども、あの、１Ｆ吉田所長、よろしいですか。

はい。どうぞ。

あのー、ま、今、電気止まってますんで、生かすために軽油がもうすごく必要で、今、ピスト

ンで運ぶような体制をとってるんですが、ちょっと我々のほうで把握仕切れないのは、その、

電気が生きた後どのくらいの、その、油がですね、あの、必要になってくるかというのがちょ

っと読めきれなくてですね、電気が生きた後あんまりいらないんであれば、今のオペどんどん

投入出来るんでね。そこらへんもしわかれば教えて頂けますか。

はい。あのー、電気が通って、あのー、おー、免震重要棟の非常用系がですねー、からの

じゃなくなりますと、それは今言ってる８０００キロリットルかな。なんか、まあ、その分が、

あの、完全に、ま、満タンにしとけば、あの、おー、一回満タンにしとけばあとはいいわけで、

それはですね、負荷は減ると思います。負荷は減ると思います。ただ、それがいつちょっとで

きるかっていうのは、今、完璧に約束っていうか、できないもんですから、ちょっと長めに見

ておるという、そういう状況なんですけどね。

了解。とりあえず、じゃあ、８０００キロリットルですね。

はい。 

わかりました。

８０００キロでいいんだよな。あ、ごめん。

事務本館が。いや。■■■（０６：２１：５６）とんが８０００ですね。

だろ。 

わかりました。どっちにしても８０００っていうのはかなりの量なんで。じゃあ、頑張ります。

１Ｆ吉田さん。聞こえますか。

はい。吉田です。
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あのー、ま、今、電気止まってますんで、生かすために軽油がもうすごく必要で、今、ピスト

ンで運ぶような体制をとってるんですが、ちょっと我々のほうで把握仕切れないのは、その、

電気が生きた後どのくらいの、その、油がですね、あの、必要になってくるかというのがちょ

っと読めきれなくてですね、電気が生きた後あんまりいらないんであれば、今のオペどんどん

投入出来るんでね。そこらへんもしわかれば教えて頂けますか。

はい。あのー、電気が通って、あのー、おー、免震重要棟の非常用系がですねー、からの

じゃなくなりますと、それは今言ってる８０００キロリットルかな。なんか、まあ、その分が、

あの、完全に、ま、満タンにしとけば、あの、おー、一回満タンにしとけばあとはいいわけで、

それはですね、負荷は減ると思います。負荷は減ると思います。ただ、それがいつちょっとで

きるかっていうのは、今、完璧に約束っていうか、できないもんですから、ちょっと長めに見

ておるという、そういう状況なんですけどね。

了解。とりあえず、じゃあ、８０００キロリットルですね。

８０００キロでいいんだよな。あ、ごめん。

事務本館が。いや。■■■（０６：２１：５６）とんが８０００ですね。

わかりました。どっちにしても８０００っていうのはかなりの量なんで。じゃあ、頑張ります。

１Ｆ吉田さん。聞こえますか。 
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柏崎横村です。あの、さっきね、あの、下着が足りないって話あったんですけども、こちらで

ですね、あの、１万とか２万着ぐらいだったらありますので。

ありがとうございます。

送った方がいいんですよね。

送って頂いたほうがいいです。はい。すいません。

じゃあ、アズスンナズで送れるように手配しますんで。

お願いします。

すいません。総務班なんですけど。今の下着というのは、いわゆる作業用の下着、それとも一

般的なシャツ、パンツどちらでしょうか。そちらにあんのは。

横村さんが言ってるのは管理区域の中に入る作業用の下着ですよね。

そうです。 

作業用の下着ないんで、よろしくお願いします。

お願いします。

はいはい。（★以下、しばらく音無し）

えー、サイト保安班より、え、げ・・えー、モニタリングの最新版が確認できましたので、ご

報告致します。えー、３月１９日９時４０分、えー、敷地境界西門近傍ですが、えー、６５７．

３μSv/h。えー、風向きですが、東風１．５

ん。え、数値のほうは８時５０分から５２２、え、１０分置きで、３３６、３２３、４２５、

６５７と、えー、変動はしておりますが、えー、ちょっと高値安定になっているのが現状です。

以上です。 

はい。ありがとうございました。それは、じゃあまた１５条対象・・なんか、継続の１５条対

象になるっていうことね？

ええ。先ほどご確認を頂き、えー、１５条出しております。（★以下、しばらく音無し）

えっと、福島第一さん。

はい。福島第一です。

忙しいとこすいません。あの、ちょっとややこしい話なんだけど、結論言うとね、あの、サイ

トさんのちょうど、そうだな、４号のちょうど、あの、山側まっすぐいった辺りの、えと、道

の側溝にですね、えっと、通信部の衛星車が、あの、はまってるんだそうです。側溝にはまっ

てるんだそうです。それで、これを引き上げたいんだけれども、あの、引き上げるためのラフ

タークレームがなくて、えっとー、ま、探してみると、えっとー、どこだったっけ・・・え・・

はい、終わった話！？終わった話？オーケー。すいません。あの、終わった話だそうです。

ああ、そうですか。了解しました。はい。

すいません。あの、終わったそうです。（★以下、しばらく音無し）

えと、本店本部の中の発話です。本店本部内の発話です。１０時になりましたんで、えー、途

中でまた中断するかもしれませんけども、本店の中で情報共有をしたいと思います。で、まず

はですね、えー、夕べから比べて特段変化があった、あるいはこの場で情報を提供したほうが
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６５７と、えー、変動はしておりますが、えー、ちょっと高値安定になっているのが現状です。

はい。ありがとうございました。それは、じゃあまた１５条対象・・なんか、継続の１５条対
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トさんのちょうど、そうだな、４号のちょうど、あの、山側まっすぐいった辺りの、えと、道

の側溝にですね、えっと、通信部の衛星車が、あの、はまってるんだそうです。側溝にはまっ

てるんだそうです。それで、これを引き上げたいんだけれども、あの、引き上げるためのラフ

タークレームがなくて、えっとー、ま、探してみると、えっとー、どこだったっけ・・・え・・
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中でまた中断するかもしれませんけども、本店の中で情報共有をしたいと思います。で、まず

はですね、えー、夕べから比べて特段変化があった、あるいはこの場で情報を提供したほうが
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よさそうだと思われる班から

発話下さい。お願いします。厚生班さん。お願いします。

えー、すいません、厚生班ですけれども、えーと、あのー、大型バスの運行に関しましては、

あのー、総務、それから、あの●●とですね、えー、ずっと協議してきたんですが、えーと、

今日ですね、えー、現地には、あー、茨城支店からの大型免許を持った運転手さん４人が既に

昨日の段階で入っていて、今日、朝、あ、既に、えー、ケイソウ関係の技術員の応援者

連れて小名浜を出発、で、今日はですね、えー、小名浜と

もらいます。え、それから、発電所からは、あー、東電工業のバスが既に運行中ですので、ま、

これは、あの、ボランティアティックにやっているんですが、このピストンをやっていただい

て、えー、福島第一の方から、え、小名浜へ向かう人達を、おー、南下させていくというモー

ドで、既に動きはじめた、という状況でございます。えーと、・・・で、ちなみに、あの、大

型の運転手さんについては、あー、えー、きの・・昨日の段階で、えー、各店所の方から申し

出が来ておりまして、えー、登録されているのが２７名、えー、現在、現地に行っているのが

４名なんですが、あー、連休明けから６名ぐらいの１クルーで行かせようということですので、

えー、現時点で、えー、４クルー分ぐらいまでは確保できている、と。で、まだ、あのー、店

所数からいくとですね、茨城、栃木、群馬、松本の４店所でこの人数。えー、特に松本電力所

が 20 名ちょっとの、おー、大支援をしてくれているといった状況になっております。え・・で

すと・・それから、あの、おー、ちょっと一点、えー、是非お願いしたいんですが、この地震

の対応が始まってから昨日で既に一週間が経過しているということで、えー、現地も大変なん

ですけれども、この本部の人達もなかなか大変だということで、あの、診療所の方はこの３連

休もですね、えー

ので、調子の悪くなった方は出来るだけ早く、えー、診療所にかかっていただきたい、と。そ

れから、あの、ご自分でですね、常備薬を持っていて、なかなかこういう

しまっているということになりますと影響が出ますので、え、この場合もですね、早目にちょ

っと診療所のご相談いただいて、え、薬をいただくといった配慮を是非お願いしたいと思いま

す。えー、長期戦になると思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。以上です。

０６：３６：２１

ありがとうございました。あとは今、この資料をお配りになった班は・・・？あ、電話中かな？

すいません。はい、お願いします。

ええと、給電班から需給の見通しについてご報告します。で、昨日の需要の実績、

ワット、１０時に発生してございます。本日の需要想定ですが、えー、１９時、え、４２００

万キロワットを想定しております。これに対する供給力は、３４５０万キロワット、予備力２

５０万キロワット、予備率としては７点８％、え、確保してございます。

３２００でいい。今、４２００しか・・・え、３千・・・え！？需要が４２００でしょ・・・！？

えっと、需要からもう一度、いいですか？

需要からもう一度いいですか。

あ、失礼しました。えっと、需要想定が３２００万

５０万 KW、予備力が２５０万

え、計画停電は回避できる見通しということでございます。以上です。

ありがとうございました。えっと、これ、どうもこのペーパー情報班なんで、ちょっとお電話

中なんで、他の班のかたいらっしゃいますか。

ええとね、あの、本当に事務的な話なんですけどー、えーと、あのー、皆さんのテーブルの上

にですね、あの、ペットボトルガ、あの、結構本数が残っているというのが、あの、ちょっと

目立つんじゃないかっていうことについてですね、ちょっとご意見がありまして、現地は水が

無くて非常に、そのー、おー、限定した取り扱いでこういう物を飲んでいるということなんで、

あの、もしですね、あの、皆さんがた、名前を書いて、えー、飲み干すといった具合にですね、

えー、ご配慮をいただくといいんじゃないかなーということでとざいます。え、それから、あ

のー、これもよく問い合わせがくるんでー、あの、申し上げますが、

えー、今、いろんな、あー、社員も勿論そうなんですが、えー、グループ会社その他、あー、

かなりの方々が入ってきておりまして、え、現時点で、えー、あの、床面っていうんですかね、

雑魚寝状態でほぼ満杯というふうなことで、

厳しいなというふうな状況になってる、ということをお伝え申し上げます。以上です。

ありがとうございます。ちょっと、今、目の前にあるペットボトル、引

じゃないやつは後ろに下げましょう。でー、自分の物はポケットに入れて携行してという、そ

ういうを、ちょっと心がけましょう。わたしからも時々発話をいたします。すいません。それ

じゃ、情報班さん・・で、すいません、これ、こういう資料を配る時ですね、あの、この手の
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需要からもう一度いいですか。

あ、失礼しました。えっと、需要想定が３２００万

、予備力が２５０万

え、計画停電は回避できる見通しということでございます。以上です。

ありがとうございました。えっと、これ、どうもこのペーパー情報班なんで、ちょっとお電話

中なんで、他の班のかたいらっしゃいますか。

ええとね、あの、本当に事務的な話なんですけどー、えーと、あのー、皆さんのテーブルの上

にですね、あの、ペットボトルガ、あの、結構本数が残っているというのが、あの、ちょっと

目立つんじゃないかっていうことについてですね、ちょっとご意見がありまして、現地は水が

無くて非常に、そのー、おー、限定した取り扱いでこういう物を飲んでいるということなんで、

あの、もしですね、あの、皆さんがた、名前を書いて、えー、飲み干すといった具合にですね、

えー、ご配慮をいただくといいんじゃないかなーということでとざいます。え、それから、あ

、これもよく問い合わせがくるんでー、あの、申し上げますが、

えー、今、いろんな、あー、社員も勿論そうなんですが、えー、グループ会社その他、あー、

かなりの方々が入ってきておりまして、え、現時点で、えー、あの、床面っていうんですかね、

雑魚寝状態でほぼ満杯というふうなことで、

厳しいなというふうな状況になってる、ということをお伝え申し上げます。以上です。

ありがとうございます。ちょっと、今、目の前にあるペットボトル、引

じゃないやつは後ろに下げましょう。でー、自分の物はポケットに入れて携行してという、そ

ういうを、ちょっと心がけましょう。わたしからも時々発話をいたします。すいません。それ

じゃ、情報班さん・・で、すいません、これ、こういう資料を配る時ですね、あの、この手の

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容

 手を挙げて頂いて、私のほうからご指名いたしますので、え、

発話下さい。お願いします。厚生班さん。お願いします。

えー、すいません、厚生班ですけれども、えーと、あのー、大型バスの運行に関しましては、

あのー、総務、それから、あの●●とですね、えー、ずっと協議してきたんですが、えーと、

今日ですね、えー、現地には、あー、茨城支店からの大型免許を持った運転手さん４人が既に

昨日の段階で入っていて、今日、朝、あ、既に、えー、ケイソウ関係の技術員の応援者

連れて小名浜を出発、で、今日はですね、えー、小名浜と

もらいます。え、それから、発電所からは、あー、東電工業のバスが既に運行中ですので、ま、

は、あの、ボランティアティックにやっているんですが、このピストンをやっていただい

て、えー、福島第一の方から、え、小名浜へ向かう人達を、おー、南下させていくというモー

ドで、既に動きはじめた、という状況でございます。えーと、・・・で、ちなみに、あの、大

型の運転手さんについては、あー、えー、きの・・昨日の段階で、えー、各店所の方から申し

出が来ておりまして、えー、登録されているのが２７名、えー、現在、現地に行っているのが

４名なんですが、あー、連休明けから６名ぐらいの１クルーで行かせようということですので、

点で、えー、４クルー分ぐらいまでは確保できている、と。で、まだ、あのー、店

所数からいくとですね、茨城、栃木、群馬、松本の４店所でこの人数。えー、特に松本電力所

名ちょっとの、おー、大支援をしてくれているといった状況になっております。え・・で

すと・・それから、あの、おー、ちょっと一点、えー、是非お願いしたいんですが、この地震

の対応が始まってから昨日で既に一週間が経過しているということで、えー、現地も大変なん

ですけれども、この本部の人達もなかなか大変だということで、あの、診療所の方はこの３連

、お医者さんと看護師さん、それから薬局ということで対応をしております

ので、調子の悪くなった方は出来るだけ早く、えー、診療所にかかっていただきたい、と。そ

れから、あの、ご自分でですね、常備薬を持っていて、なかなかこういう

しまっているということになりますと影響が出ますので、え、この場合もですね、早目にちょ

っと診療所のご相談いただいて、え、薬をいただくといった配慮を是非お願いしたいと思いま

す。えー、長期戦になると思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。以上です。

ありがとうございました。あとは今、この資料をお配りになった班は・・・？あ、電話中かな？

すいません。はい、お願いします。 

ええと、給電班から需給の見通しについてご報告します。で、昨日の需要の実績、

ワット、１０時に発生してございます。本日の需要想定ですが、えー、１９時、え、４２００

万キロワットを想定しております。これに対する供給力は、３４５０万キロワット、予備力２

５０万キロワット、予備率としては７点８％、え、確保してございます。

３２００でいい。今、４２００しか・・・え、３千・・・え！？需要が４２００でしょ・・・！？

えっと、需要からもう一度、いいですか？ 

需要からもう一度いいですか。 

あ、失礼しました。えっと、需要想定が３２００万

、予備力が２５０万 KW、予備率が７点８％でございます。え、従いまして、本日は、

え、計画停電は回避できる見通しということでございます。以上です。

ありがとうございました。えっと、これ、どうもこのペーパー情報班なんで、ちょっとお電話

中なんで、他の班のかたいらっしゃいますか。

ええとね、あの、本当に事務的な話なんですけどー、えーと、あのー、皆さんのテーブルの上

にですね、あの、ペットボトルガ、あの、結構本数が残っているというのが、あの、ちょっと

目立つんじゃないかっていうことについてですね、ちょっとご意見がありまして、現地は水が

無くて非常に、そのー、おー、限定した取り扱いでこういう物を飲んでいるということなんで、

あの、もしですね、あの、皆さんがた、名前を書いて、えー、飲み干すといった具合にですね、

えー、ご配慮をいただくといいんじゃないかなーということでとざいます。え、それから、あ

、これもよく問い合わせがくるんでー、あの、申し上げますが、

えー、今、いろんな、あー、社員も勿論そうなんですが、えー、グループ会社その他、あー、

かなりの方々が入ってきておりまして、え、現時点で、えー、あの、床面っていうんですかね、

雑魚寝状態でほぼ満杯というふうなことで、

厳しいなというふうな状況になってる、ということをお伝え申し上げます。以上です。

ありがとうございます。ちょっと、今、目の前にあるペットボトル、引

じゃないやつは後ろに下げましょう。でー、自分の物はポケットに入れて携行してという、そ

ういうを、ちょっと心がけましょう。わたしからも時々発話をいたします。すいません。それ

じゃ、情報班さん・・で、すいません、これ、こういう資料を配る時ですね、あの、この手の

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容 

手を挙げて頂いて、私のほうからご指名いたしますので、え、

発話下さい。お願いします。厚生班さん。お願いします。 

えー、すいません、厚生班ですけれども、えーと、あのー、大型バスの運行に関しましては、

あのー、総務、それから、あの●●とですね、えー、ずっと協議してきたんですが、えーと、

今日ですね、えー、現地には、あー、茨城支店からの大型免許を持った運転手さん４人が既に

昨日の段階で入っていて、今日、朝、あ、既に、えー、ケイソウ関係の技術員の応援者

連れて小名浜を出発、で、今日はですね、えー、小名浜と J

もらいます。え、それから、発電所からは、あー、東電工業のバスが既に運行中ですので、ま、

は、あの、ボランティアティックにやっているんですが、このピストンをやっていただい

て、えー、福島第一の方から、え、小名浜へ向かう人達を、おー、南下させていくというモー

ドで、既に動きはじめた、という状況でございます。えーと、・・・で、ちなみに、あの、大

型の運転手さんについては、あー、えー、きの・・昨日の段階で、えー、各店所の方から申し

出が来ておりまして、えー、登録されているのが２７名、えー、現在、現地に行っているのが

４名なんですが、あー、連休明けから６名ぐらいの１クルーで行かせようということですので、

点で、えー、４クルー分ぐらいまでは確保できている、と。で、まだ、あのー、店

所数からいくとですね、茨城、栃木、群馬、松本の４店所でこの人数。えー、特に松本電力所

名ちょっとの、おー、大支援をしてくれているといった状況になっております。え・・で

すと・・それから、あの、おー、ちょっと一点、えー、是非お願いしたいんですが、この地震

の対応が始まってから昨日で既に一週間が経過しているということで、えー、現地も大変なん

ですけれども、この本部の人達もなかなか大変だということで、あの、診療所の方はこの３連

、お医者さんと看護師さん、それから薬局ということで対応をしております

ので、調子の悪くなった方は出来るだけ早く、えー、診療所にかかっていただきたい、と。そ

れから、あの、ご自分でですね、常備薬を持っていて、なかなかこういう

しまっているということになりますと影響が出ますので、え、この場合もですね、早目にちょ

っと診療所のご相談いただいて、え、薬をいただくといった配慮を是非お願いしたいと思いま

す。えー、長期戦になると思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。以上です。

ありがとうございました。あとは今、この資料をお配りになった班は・・・？あ、電話中かな？

ええと、給電班から需給の見通しについてご報告します。で、昨日の需要の実績、

ワット、１０時に発生してございます。本日の需要想定ですが、えー、１９時、え、４２００

万キロワットを想定しております。これに対する供給力は、３４５０万キロワット、予備力２

５０万キロワット、予備率としては７点８％、え、確保してございます。

３２００でいい。今、４２００しか・・・え、３千・・・え！？需要が４２００でしょ・・・！？

 

あ、失礼しました。えっと、需要想定が３２００万 KW です。失礼しました。で、供給力が３４

、予備率が７点８％でございます。え、従いまして、本日は、

え、計画停電は回避できる見通しということでございます。以上です。

ありがとうございました。えっと、これ、どうもこのペーパー情報班なんで、ちょっとお電話

中なんで、他の班のかたいらっしゃいますか。 

ええとね、あの、本当に事務的な話なんですけどー、えーと、あのー、皆さんのテーブルの上

にですね、あの、ペットボトルガ、あの、結構本数が残っているというのが、あの、ちょっと

目立つんじゃないかっていうことについてですね、ちょっとご意見がありまして、現地は水が

無くて非常に、そのー、おー、限定した取り扱いでこういう物を飲んでいるということなんで、

あの、もしですね、あの、皆さんがた、名前を書いて、えー、飲み干すといった具合にですね、

えー、ご配慮をいただくといいんじゃないかなーということでとざいます。え、それから、あ

、これもよく問い合わせがくるんでー、あの、申し上げますが、

えー、今、いろんな、あー、社員も勿論そうなんですが、えー、グループ会社その他、あー、

かなりの方々が入ってきておりまして、え、現時点で、えー、あの、床面っていうんですかね、

雑魚寝状態でほぼ満杯というふうなことで、 え、これ以上の建物内への受け入れはなかなか

厳しいなというふうな状況になってる、ということをお伝え申し上げます。以上です。

ありがとうございます。ちょっと、今、目の前にあるペットボトル、引

じゃないやつは後ろに下げましょう。でー、自分の物はポケットに入れて携行してという、そ

ういうを、ちょっと心がけましょう。わたしからも時々発話をいたします。すいません。それ

じゃ、情報班さん・・で、すいません、これ、こういう資料を配る時ですね、あの、この手の

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

手を挙げて頂いて、私のほうからご指名いたしますので、え、

 

えー、すいません、厚生班ですけれども、えーと、あのー、大型バスの運行に関しましては、

あのー、総務、それから、あの●●とですね、えー、ずっと協議してきたんですが、えーと、

今日ですね、えー、現地には、あー、茨城支店からの大型免許を持った運転手さん４人が既に

昨日の段階で入っていて、今日、朝、あ、既に、えー、ケイソウ関係の技術員の応援者

Jビレッジの間を彼等に往復をして

もらいます。え、それから、発電所からは、あー、東電工業のバスが既に運行中ですので、ま、

は、あの、ボランティアティックにやっているんですが、このピストンをやっていただい

て、えー、福島第一の方から、え、小名浜へ向かう人達を、おー、南下させていくというモー

ドで、既に動きはじめた、という状況でございます。えーと、・・・で、ちなみに、あの、大

型の運転手さんについては、あー、えー、きの・・昨日の段階で、えー、各店所の方から申し

出が来ておりまして、えー、登録されているのが２７名、えー、現在、現地に行っているのが

４名なんですが、あー、連休明けから６名ぐらいの１クルーで行かせようということですので、

点で、えー、４クルー分ぐらいまでは確保できている、と。で、まだ、あのー、店

所数からいくとですね、茨城、栃木、群馬、松本の４店所でこの人数。えー、特に松本電力所

名ちょっとの、おー、大支援をしてくれているといった状況になっております。え・・で

すと・・それから、あの、おー、ちょっと一点、えー、是非お願いしたいんですが、この地震

の対応が始まってから昨日で既に一週間が経過しているということで、えー、現地も大変なん

ですけれども、この本部の人達もなかなか大変だということで、あの、診療所の方はこの３連

、お医者さんと看護師さん、それから薬局ということで対応をしております

ので、調子の悪くなった方は出来るだけ早く、えー、診療所にかかっていただきたい、と。そ

れから、あの、ご自分でですね、常備薬を持っていて、なかなかこういう 24

しまっているということになりますと影響が出ますので、え、この場合もですね、早目にちょ

っと診療所のご相談いただいて、え、薬をいただくといった配慮を是非お願いしたいと思いま

す。えー、長期戦になると思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。以上です。

ありがとうございました。あとは今、この資料をお配りになった班は・・・？あ、電話中かな？

ええと、給電班から需給の見通しについてご報告します。で、昨日の需要の実績、

ワット、１０時に発生してございます。本日の需要想定ですが、えー、１９時、え、４２００

万キロワットを想定しております。これに対する供給力は、３４５０万キロワット、予備力２

５０万キロワット、予備率としては７点８％、え、確保してございます。 

３２００でいい。今、４２００しか・・・え、３千・・・え！？需要が４２００でしょ・・・！？

です。失礼しました。で、供給力が３４

、予備率が７点８％でございます。え、従いまして、本日は、

え、計画停電は回避できる見通しということでございます。以上です。 

ありがとうございました。えっと、これ、どうもこのペーパー情報班なんで、ちょっとお電話

ええとね、あの、本当に事務的な話なんですけどー、えーと、あのー、皆さんのテーブルの上

にですね、あの、ペットボトルガ、あの、結構本数が残っているというのが、あの、ちょっと

目立つんじゃないかっていうことについてですね、ちょっとご意見がありまして、現地は水が

無くて非常に、そのー、おー、限定した取り扱いでこういう物を飲んでいるということなんで、

あの、もしですね、あの、皆さんがた、名前を書いて、えー、飲み干すといった具合にですね、

えー、ご配慮をいただくといいんじゃないかなーということでとざいます。え、それから、あ

、これもよく問い合わせがくるんでー、あの、申し上げますが、Jビレッジがですねー、

えー、今、いろんな、あー、社員も勿論そうなんですが、えー、グループ会社その他、あー、

かなりの方々が入ってきておりまして、え、現時点で、えー、あの、床面っていうんですかね、

え、これ以上の建物内への受け入れはなかなか

厳しいなというふうな状況になってる、ということをお伝え申し上げます。以上です。

ありがとうございます。ちょっと、今、目の前にあるペットボトル、引きましょう。自分の物

じゃないやつは後ろに下げましょう。でー、自分の物はポケットに入れて携行してという、そ

ういうを、ちょっと心がけましょう。わたしからも時々発話をいたします。すいません。それ

じゃ、情報班さん・・で、すいません、これ、こういう資料を配る時ですね、あの、この手の

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始） 

手を挙げて頂いて、私のほうからご指名いたしますので、え、

えー、すいません、厚生班ですけれども、えーと、あのー、大型バスの運行に関しましては、

あのー、総務、それから、あの●●とですね、えー、ずっと協議してきたんですが、えーと、

今日ですね、えー、現地には、あー、茨城支店からの大型免許を持った運転手さん４人が既に

昨日の段階で入っていて、今日、朝、あ、既に、えー、ケイソウ関係の技術員の応援者 12

ビレッジの間を彼等に往復をして

もらいます。え、それから、発電所からは、あー、東電工業のバスが既に運行中ですので、ま、

は、あの、ボランティアティックにやっているんですが、このピストンをやっていただい

て、えー、福島第一の方から、え、小名浜へ向かう人達を、おー、南下させていくというモー

ドで、既に動きはじめた、という状況でございます。えーと、・・・で、ちなみに、あの、大

型の運転手さんについては、あー、えー、きの・・昨日の段階で、えー、各店所の方から申し

出が来ておりまして、えー、登録されているのが２７名、えー、現在、現地に行っているのが

４名なんですが、あー、連休明けから６名ぐらいの１クルーで行かせようということですので、

点で、えー、４クルー分ぐらいまでは確保できている、と。で、まだ、あのー、店

所数からいくとですね、茨城、栃木、群馬、松本の４店所でこの人数。えー、特に松本電力所

名ちょっとの、おー、大支援をしてくれているといった状況になっております。え・・で

すと・・それから、あの、おー、ちょっと一点、えー、是非お願いしたいんですが、この地震

の対応が始まってから昨日で既に一週間が経過しているということで、えー、現地も大変なん

ですけれども、この本部の人達もなかなか大変だということで、あの、診療所の方はこの３連

、お医者さんと看護師さん、それから薬局ということで対応をしております

ので、調子の悪くなった方は出来るだけ早く、えー、診療所にかかっていただきたい、と。そ

24 時間体制で切れて

しまっているということになりますと影響が出ますので、え、この場合もですね、早目にちょ

っと診療所のご相談いただいて、え、薬をいただくといった配慮を是非お願いしたいと思いま

す。えー、長期戦になると思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。以上です。

ありがとうございました。あとは今、この資料をお配りになった班は・・・？あ、電話中かな？

ええと、給電班から需給の見通しについてご報告します。で、昨日の需要の実績、3169 万キロ

ワット、１０時に発生してございます。本日の需要想定ですが、えー、１９時、え、４２００

万キロワットを想定しております。これに対する供給力は、３４５０万キロワット、予備力２

 

３２００でいい。今、４２００しか・・・え、３千・・・え！？需要が４２００でしょ・・・！？

です。失礼しました。で、供給力が３４

、予備率が７点８％でございます。え、従いまして、本日は、

ありがとうございました。えっと、これ、どうもこのペーパー情報班なんで、ちょっとお電話

ええとね、あの、本当に事務的な話なんですけどー、えーと、あのー、皆さんのテーブルの上

にですね、あの、ペットボトルガ、あの、結構本数が残っているというのが、あの、ちょっと

目立つんじゃないかっていうことについてですね、ちょっとご意見がありまして、現地は水が

無くて非常に、そのー、おー、限定した取り扱いでこういう物を飲んでいるということなんで、

あの、もしですね、あの、皆さんがた、名前を書いて、えー、飲み干すといった具合にですね、

えー、ご配慮をいただくといいんじゃないかなーということでとざいます。え、それから、あ

ビレッジがですねー、

えー、今、いろんな、あー、社員も勿論そうなんですが、えー、グループ会社その他、あー、

かなりの方々が入ってきておりまして、え、現時点で、えー、あの、床面っていうんですかね、

え、これ以上の建物内への受け入れはなかなか

厳しいなというふうな状況になってる、ということをお伝え申し上げます。以上です。 

きましょう。自分の物

じゃないやつは後ろに下げましょう。でー、自分の物はポケットに入れて携行してという、そ

ういうを、ちょっと心がけましょう。わたしからも時々発話をいたします。すいません。それ

じゃ、情報班さん・・で、すいません、これ、こういう資料を配る時ですね、あの、この手の

 

手を挙げて頂いて、私のほうからご指名いたしますので、え、

えー、すいません、厚生班ですけれども、えーと、あのー、大型バスの運行に関しましては、

あのー、総務、それから、あの●●とですね、えー、ずっと協議してきたんですが、えーと、

今日ですね、えー、現地には、あー、茨城支店からの大型免許を持った運転手さん４人が既に
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ビレッジの間を彼等に往復をして

もらいます。え、それから、発電所からは、あー、東電工業のバスが既に運行中ですので、ま、

は、あの、ボランティアティックにやっているんですが、このピストンをやっていただい

て、えー、福島第一の方から、え、小名浜へ向かう人達を、おー、南下させていくというモー

ドで、既に動きはじめた、という状況でございます。えーと、・・・で、ちなみに、あの、大
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名ちょっとの、おー、大支援をしてくれているといった状況になっております。え・・で

すと・・それから、あの、おー、ちょっと一点、えー、是非お願いしたいんですが、この地震

の対応が始まってから昨日で既に一週間が経過しているということで、えー、現地も大変なん

ですけれども、この本部の人達もなかなか大変だということで、あの、診療所の方はこの３連

、お医者さんと看護師さん、それから薬局ということで対応をしております

ので、調子の悪くなった方は出来るだけ早く、えー、診療所にかかっていただきたい、と。そ

時間体制で切れて

しまっているということになりますと影響が出ますので、え、この場合もですね、早目にちょ

っと診療所のご相談いただいて、え、薬をいただくといった配慮を是非お願いしたいと思いま

す。えー、長期戦になると思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。以上です。

ありがとうございました。あとは今、この資料をお配りになった班は・・・？あ、電話中かな？

万キロ

ワット、１０時に発生してございます。本日の需要想定ですが、えー、１９時、え、４２００

万キロワットを想定しております。これに対する供給力は、３４５０万キロワット、予備力２
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、予備率が７点８％でございます。え、従いまして、本日は、

ありがとうございました。えっと、これ、どうもこのペーパー情報班なんで、ちょっとお電話

ええとね、あの、本当に事務的な話なんですけどー、えーと、あのー、皆さんのテーブルの上

にですね、あの、ペットボトルガ、あの、結構本数が残っているというのが、あの、ちょっと

目立つんじゃないかっていうことについてですね、ちょっとご意見がありまして、現地は水が

無くて非常に、そのー、おー、限定した取り扱いでこういう物を飲んでいるということなんで、

あの、もしですね、あの、皆さんがた、名前を書いて、えー、飲み干すといった具合にですね、

えー、ご配慮をいただくといいんじゃないかなーということでとざいます。え、それから、あ

ビレッジがですねー、

えー、今、いろんな、あー、社員も勿論そうなんですが、えー、グループ会社その他、あー、

かなりの方々が入ってきておりまして、え、現時点で、えー、あの、床面っていうんですかね、

え、これ以上の建物内への受け入れはなかなか
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ものですけど、情報・・情報班と、コウセイ班と資材班がちょっと時々混じるんで、クレジッ

トをなるべく入れるようにしてください。じゃ、情報班さん、お願いします。

はい。情報班というよりは全体のロジ係みたいな意味合いなんですが。応援体制についてです。

すいません。書画画面のかた出して頂いてて。あ、出して頂いてますね。実は応援をですね。

各所のほうにお願いを致しました。画をご覧頂きますと、現在ですね。緊対室のほう、福一の

ほうですけど。緊対室に２５８名、これは本店、柏崎の応援者なんかも含めてでございます。

その内、福一さんが２２４名ということですんで、これではなかなかちょっと大変だと。一週

間ずっと連続勤務になってられますんで。それでですね。今回ちょっと応援者を上の欄にござ

いますが、福一さんの、まず安否確認を昨日やって頂きまして、復帰をするという風に意思表

明されたかたが３７名お出でになります。それから、柏崎からの応援で入るかたが４３名。今

日、明日でございます。それから、東通りからも１１名入って頂くということで、それぞれ専

門分野が右側に内訳に書いてございます。それで約９０名のかたが応援に入るということです

んで、福一のかたを中心に今後大体３日に１度ぐらいですね、の感じで交代で休務を取って頂

くということで考えたいと思っております。特に８０人に決め打ちしてるわけじゃなくて、も

うちょっと少な

うでご検討いただければと思います。それで休務の場所なんですが、さきほど●●からちょっ

とありましたが、まず、Ｊヴィレッジ、それからＪヴィレッジから更にバスでですね。社員が

公募で加わってくれた。社員運転のですね。バスを利用しまして、小名浜にありますコールセ

ンター。こちらのほうで除洗設備それから寝るためのですね。いろんな物品を用意してござい

ます。そちらを利用して頂きまして休務して頂くということで考えてございます。それ以外に

ですね。場合によっては

たが使えるという風に伺っておりますんで、そちらもお使い頂いて結構でございます。なお、

先ほど言いましたＪヴィレッジ、それから、あの、小名浜コールセンターにつきましては、え、

福一さんだけじゃなくて福二さんでも、あの、使って頂いても結構でございます。で、あのー、

あとはですね、具体的に、あのー、何時頃ですね、えー、交代だということを事前に言って頂

ければ、そこにですね、えー、バスが迎えに行くという手筈でやりたいと思っておりますんで、

えー、恐縮ですが、あー、

頂ければ、バスの手配の関係ございますんでお願いをしたいと思います。ええ、私のほうから

は以上でございます。あ、ちょっと言い忘れましたが、あの、Ｊヴィレッジでは、あの、自衛

隊による簡易サーベイ・・あ、当社による簡易サーベイと、それから自衛隊による、あの、除

洗が出来るようになっております。それから、あのー、小名浜のコールセンター、ええ、こち

らのほうは、あの、当社のほうで、あの、えー、サーベイと、それからシャワー設備のある、

えー、除洗の設備ございますんで、

ありがとうございました。どうぞ。

えー、システム復旧班です。えーと、昨日、あの、館内放送、それから、えと、全社一斉メー

ル、イントラネットでも、えーと周知させて頂きましたが、えー、新種のウイルスメールがで

すね、えー、弊社のほうに届いております。で、えーとーー、そのウイルスに対しての、えー、

パッチをですね、えー、当社のほうに届いておりまして、えー、各パソコンのほうにその新し

いパターンファイルを、えー、展開していかなければなりません。で、こういう状況ですので、

えー、システム復旧班で、えー、各班にまわって、えー、対応をさせて頂いておりますので、

えー、ご協力の程をよろしくお願いします。私のほうからは以上です。

ありがとうございました。あと、ちょうど。

すいません、えーとー、今のお話はですね、新しい、あの、パターンファイルであることが昨

夜判明しまいしたので、もうすでに、えー、パソコンを一回落として、電源を落として、もう

一回立ち上げて頂きたいと思います。そうすれば、えー、ウイルスを駆除するソフトが動きま

すので、出来れば本部の方々はそういう風にやって頂きたいという風に思います。

本部の中、目の前のパソコン、いったん電源を切って立ち上げ直しましょう。それから本部の

中、各班のパソコンも同じような運用お願いします。

で、あのー、グループ企業のＴＧＮ回線も、今、え、今日の夕方には同じようにブロックかけ

ますので、えー、ご安心頂きたいと思います。それから併せてですね、１１日の日からインタ

ーネットを全部監視しております。で、監視してる中では、えー、インターネットに対しての

直接的な攻撃は今のところ記録されておりませんのでご安心頂きたいと思います。これからも、

あの、監視を続けて参りますけれども、え、新しいパターンファイルがですね、日本では出回

ってない、ええ、拡張子がついておりますので、えー、併せて、えー、ご承知おき頂きたいと

いう風に思います。以上です。

今の、あの、ウイルス対策はさ、各班で誰か一人決めて、その人が自分の班の分のパソコンは、

えー、責任を持って再起動をするというの、全部各班ごとに決めて、えー、今日の午前中に実

行する、と。で、本部については本部付きの誰か一人決めてもらってやる、という風にしたほ
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ものですけど、情報・・情報班と、コウセイ班と資材班がちょっと時々混じるんで、クレジッ

トをなるべく入れるようにしてください。じゃ、情報班さん、お願いします。

はい。情報班というよりは全体のロジ係みたいな意味合いなんですが。応援体制についてです。

すいません。書画画面のかた出して頂いてて。あ、出して頂いてますね。実は応援をですね。

各所のほうにお願いを致しました。画をご覧頂きますと、現在ですね。緊対室のほう、福一の

ほうですけど。緊対室に２５８名、これは本店、柏崎の応援者なんかも含めてでございます。

その内、福一さんが２２４名ということですんで、これではなかなかちょっと大変だと。一週

間ずっと連続勤務になってられますんで。それでですね。今回ちょっと応援者を上の欄にござ

が、福一さんの、まず安否確認を昨日やって頂きまして、復帰をするという風に意思表

明されたかたが３７名お出でになります。それから、柏崎からの応援で入るかたが４３名。今

日、明日でございます。それから、東通りからも１１名入って頂くということで、それぞれ専

門分野が右側に内訳に書いてございます。それで約９０名のかたが応援に入るということです

んで、福一のかたを中心に今後大体３日に１度ぐらいですね、の感じで交代で休務を取って頂

くということで考えたいと思っております。特に８０人に決め打ちしてるわけじゃなくて、も

うちょっと少ない人数で少しずつというやりかたでも結構でございます。これは福一さんのほ

うでご検討いただければと思います。それで休務の場所なんですが、さきほど●●からちょっ

とありましたが、まず、Ｊヴィレッジ、それからＪヴィレッジから更にバスでですね。社員が

公募で加わってくれた。社員運転のですね。バスを利用しまして、小名浜にありますコールセ

ンター。こちらのほうで除洗設備それから寝るためのですね。いろんな物品を用意してござい

ます。そちらを利用して頂きまして休務して頂くということで考えてございます。それ以外に
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たが使えるという風に伺っておりますんで、そちらもお使い頂いて結構でございます。なお、

先ほど言いましたＪヴィレッジ、それから、あの、小名浜コールセンターにつきましては、え、

福一さんだけじゃなくて福二さんでも、あの、使って頂いても結構でございます。で、あのー、

あとはですね、具体的に、あのー、何時頃ですね、えー、交代だということを事前に言って頂

ければ、そこにですね、えー、バスが迎えに行くという手筈でやりたいと思っておりますんで、

えー、恐縮ですが、あー、私のほうにですね、大旨何時ごろの交代だとちょっと早めに言って

頂ければ、バスの手配の関係ございますんでお願いをしたいと思います。ええ、私のほうから

は以上でございます。あ、ちょっと言い忘れましたが、あの、Ｊヴィレッジでは、あの、自衛

隊による簡易サーベイ・・あ、当社による簡易サーベイと、それから自衛隊による、あの、除

洗が出来るようになっております。それから、あのー、小名浜のコールセンター、ええ、こち

らのほうは、あの、当社のほうで、あの、えー、サーベイと、それからシャワー設備のある、

えー、除洗の設備ございますんで、
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えー、システム復旧班です。えーと、昨日、あの、館内放送、それから、えと、全社一斉メー
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すね、えー、弊社のほうに届いております。で、えーとーー、そのウイルスに対しての、えー、

パッチをですね、えー、当社のほうに届いておりまして、えー、各パソコンのほうにその新し
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えー、システム復旧班で、えー、各班にまわって、えー、対応をさせて頂いておりますので、
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夜判明しまいしたので、もうすでに、えー、パソコンを一回落として、電源を落として、もう

一回立ち上げて頂きたいと思います。そうすれば、えー、ウイルスを駆除するソフトが動きま
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本部の中、目の前のパソコン、いったん電源を切って立ち上げ直しましょう。それから本部の

中、各班のパソコンも同じような運用お願いします。

で、あのー、グループ企業のＴＧＮ回線も、今、え、今日の夕方には同じようにブロックかけ

ますので、えー、ご安心頂きたいと思います。それから併せてですね、１１日の日からインタ

ーネットを全部監視しております。で、監視してる中では、えー、インターネットに対しての

直接的な攻撃は今のところ記録されておりませんのでご安心頂きたいと思います。これからも、
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ってない、ええ、拡張子がついておりますので、えー、併せて、えー、ご承知おき頂きたいと
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今の、あの、ウイルス対策はさ、各班で誰か一人決めて、その人が自分の班の分のパソコンは、

えー、責任を持って再起動をするというの、全部各班ごとに決めて、えー、今日の午前中に実
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発言内容

ものですけど、情報・・情報班と、コウセイ班と資材班がちょっと時々混じるんで、クレジッ

トをなるべく入れるようにしてください。じゃ、情報班さん、お願いします。

はい。情報班というよりは全体のロジ係みたいな意味合いなんですが。応援体制についてです。

すいません。書画画面のかた出して頂いてて。あ、出して頂いてますね。実は応援をですね。

各所のほうにお願いを致しました。画をご覧頂きますと、現在ですね。緊対室のほう、福一の

ほうですけど。緊対室に２５８名、これは本店、柏崎の応援者なんかも含めてでございます。

その内、福一さんが２２４名ということですんで、これではなかなかちょっと大変だと。一週

間ずっと連続勤務になってられますんで。それでですね。今回ちょっと応援者を上の欄にござ

が、福一さんの、まず安否確認を昨日やって頂きまして、復帰をするという風に意思表

明されたかたが３７名お出でになります。それから、柏崎からの応援で入るかたが４３名。今

日、明日でございます。それから、東通りからも１１名入って頂くということで、それぞれ専

門分野が右側に内訳に書いてございます。それで約９０名のかたが応援に入るということです

んで、福一のかたを中心に今後大体３日に１度ぐらいですね、の感じで交代で休務を取って頂

くということで考えたいと思っております。特に８０人に決め打ちしてるわけじゃなくて、も

い人数で少しずつというやりかたでも結構でございます。これは福一さんのほ

うでご検討いただければと思います。それで休務の場所なんですが、さきほど●●からちょっ

とありましたが、まず、Ｊヴィレッジ、それからＪヴィレッジから更にバスでですね。社員が

公募で加わってくれた。社員運転のですね。バスを利用しまして、小名浜にありますコールセ

ンター。こちらのほうで除洗設備それから寝るためのですね。いろんな物品を用意してござい

ます。そちらを利用して頂きまして休務して頂くということで考えてございます。それ以外に

福二さんのほうで情報棟のほうがですね、福一さんでも休務に行くか

たが使えるという風に伺っておりますんで、そちらもお使い頂いて結構でございます。なお、

先ほど言いましたＪヴィレッジ、それから、あの、小名浜コールセンターにつきましては、え、

福一さんだけじゃなくて福二さんでも、あの、使って頂いても結構でございます。で、あのー、

あとはですね、具体的に、あのー、何時頃ですね、えー、交代だということを事前に言って頂

ければ、そこにですね、えー、バスが迎えに行くという手筈でやりたいと思っておりますんで、

私のほうにですね、大旨何時ごろの交代だとちょっと早めに言って

頂ければ、バスの手配の関係ございますんでお願いをしたいと思います。ええ、私のほうから

は以上でございます。あ、ちょっと言い忘れましたが、あの、Ｊヴィレッジでは、あの、自衛

隊による簡易サーベイ・・あ、当社による簡易サーベイと、それから自衛隊による、あの、除

洗が出来るようになっております。それから、あのー、小名浜のコールセンター、ええ、こち

らのほうは、あの、当社のほうで、あの、えー、サーベイと、それからシャワー設備のある、

えー、除洗の設備ございますんで、併せて、あの、お知らせ申し上げます。以上です。

ありがとうございました。どうぞ。 

えー、システム復旧班です。えーと、昨日、あの、館内放送、それから、えと、全社一斉メー

ル、イントラネットでも、えーと周知させて頂きましたが、えー、新種のウイルスメールがで

すね、えー、弊社のほうに届いております。で、えーとーー、そのウイルスに対しての、えー、

パッチをですね、えー、当社のほうに届いておりまして、えー、各パソコンのほうにその新し

いパターンファイルを、えー、展開していかなければなりません。で、こういう状況ですので、

えー、システム復旧班で、えー、各班にまわって、えー、対応をさせて頂いておりますので、

、ご協力の程をよろしくお願いします。私のほうからは以上です。

ありがとうございました。あと、ちょうど。

すいません、えーとー、今のお話はですね、新しい、あの、パターンファイルであることが昨

夜判明しまいしたので、もうすでに、えー、パソコンを一回落として、電源を落として、もう

一回立ち上げて頂きたいと思います。そうすれば、えー、ウイルスを駆除するソフトが動きま

すので、出来れば本部の方々はそういう風にやって頂きたいという風に思います。

本部の中、目の前のパソコン、いったん電源を切って立ち上げ直しましょう。それから本部の

中、各班のパソコンも同じような運用お願いします。

で、あのー、グループ企業のＴＧＮ回線も、今、え、今日の夕方には同じようにブロックかけ

ますので、えー、ご安心頂きたいと思います。それから併せてですね、１１日の日からインタ

ーネットを全部監視しております。で、監視してる中では、えー、インターネットに対しての

直接的な攻撃は今のところ記録されておりませんのでご安心頂きたいと思います。これからも、

あの、監視を続けて参りますけれども、え、新しいパターンファイルがですね、日本では出回

ってない、ええ、拡張子がついておりますので、えー、併せて、えー、ご承知おき頂きたいと

に思います。以上です。 

今の、あの、ウイルス対策はさ、各班で誰か一人決めて、その人が自分の班の分のパソコンは、

えー、責任を持って再起動をするというの、全部各班ごとに決めて、えー、今日の午前中に実

行する、と。で、本部については本部付きの誰か一人決めてもらってやる、という風にしたほ
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ます。そちらを利用して頂きまして休務して頂くということで考えてございます。それ以外に

福二さんのほうで情報棟のほうがですね、福一さんでも休務に行くか

たが使えるという風に伺っておりますんで、そちらもお使い頂いて結構でございます。なお、

先ほど言いましたＪヴィレッジ、それから、あの、小名浜コールセンターにつきましては、え、

福一さんだけじゃなくて福二さんでも、あの、使って頂いても結構でございます。で、あのー、

あとはですね、具体的に、あのー、何時頃ですね、えー、交代だということを事前に言って頂

ければ、そこにですね、えー、バスが迎えに行くという手筈でやりたいと思っておりますんで、

私のほうにですね、大旨何時ごろの交代だとちょっと早めに言って

頂ければ、バスの手配の関係ございますんでお願いをしたいと思います。ええ、私のほうから

は以上でございます。あ、ちょっと言い忘れましたが、あの、Ｊヴィレッジでは、あの、自衛

隊による簡易サーベイ・・あ、当社による簡易サーベイと、それから自衛隊による、あの、除

洗が出来るようになっております。それから、あのー、小名浜のコールセンター、ええ、こち

らのほうは、あの、当社のほうで、あの、えー、サーベイと、それからシャワー設備のある、

併せて、あの、お知らせ申し上げます。以上です。 

えー、システム復旧班です。えーと、昨日、あの、館内放送、それから、えと、全社一斉メー

ル、イントラネットでも、えーと周知させて頂きましたが、えー、新種のウイルスメールがで

すね、えー、弊社のほうに届いております。で、えーとーー、そのウイルスに対しての、えー、

パッチをですね、えー、当社のほうに届いておりまして、えー、各パソコンのほうにその新し

いパターンファイルを、えー、展開していかなければなりません。で、こういう状況ですので、

えー、システム復旧班で、えー、各班にまわって、えー、対応をさせて頂いておりますので、

すいません、えーとー、今のお話はですね、新しい、あの、パターンファイルであることが昨

夜判明しまいしたので、もうすでに、えー、パソコンを一回落として、電源を落として、もう

一回立ち上げて頂きたいと思います。そうすれば、えー、ウイルスを駆除するソフトが動きま

すので、出来れば本部の方々はそういう風にやって頂きたいという風に思います。 

本部の中、目の前のパソコン、いったん電源を切って立ち上げ直しましょう。それから本部の

で、あのー、グループ企業のＴＧＮ回線も、今、え、今日の夕方には同じようにブロックかけ

ますので、えー、ご安心頂きたいと思います。それから併せてですね、１１日の日からインタ

ーネットを全部監視しております。で、監視してる中では、えー、インターネットに対しての

直接的な攻撃は今のところ記録されておりませんのでご安心頂きたいと思います。これからも、

あの、監視を続けて参りますけれども、え、新しいパターンファイルがですね、日本では出回

ってない、ええ、拡張子がついておりますので、えー、併せて、えー、ご承知おき頂きたいと

今の、あの、ウイルス対策はさ、各班で誰か一人決めて、その人が自分の班の分のパソコンは、

えー、責任を持って再起動をするというの、全部各班ごとに決めて、えー、今日の午前中に実

行する、と。で、本部については本部付きの誰か一人決めてもらってやる、という風にしたほ
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うがいいと思いますが、どうですか。じゃあ、いいですか。各班。各班。いいですか。各班の

●●いいですか。大体この会議でですね、日頃あまり統制のとれないことが多いので今日はち

ょっとしっかり統制をとってやっていきたいと思います。したがって各班の●●はそれぞれの

責任において班内の誰か一人を決めて、その人が自分の班のパソコンの再起動を全て確実に実

施すること。実施し終わったら結果を班長に報告すること。お昼の会議でその結果は、あのー、

会議終了後に集約する・・本部で集約する。本部のパソコンについては本部付きのほうで同じ

ようにする。よろしいですか。

はい。本部席了解。皆さん了解ということで結構です。皆さん顔ぶれが揃ってるし、みんな見

てるのは私確認しましたから結構です。はい。それから今の統制に関してですが、ああ、ちょ

っと難しいね。それじゃあですね。

がありましたけども、Ｊヴィレッジの通信環境が悪いという話が何度も出ています。で、これ、

本部の中で皆さんに、あの、ご認識頂きたいんですが、Ｊヴィレッジはあれは県の施設で、そ

もそも小学校のグランドを借りて私たちが運用しているようなものです。あそこにはＬＡＮ回

線もいってなければ何もいってないと。そこを通信さんが非常に頑張って衛星で今、通信環境

を立ち上げてくれた結果がなかなか伝わらないという、そういうところです。で、これを通信

さんがこれからもっと強くしようという工

ご紹介下さい。もう一度。

はい、あのー、えっと、通信復旧班です。あの、Ｊヴィレッジのほうで非常に、あの、通話が

悪いということでしたので、あのー、電力保安用の光ファイバーをですね、張ることにいたし

ました。で、それを張って、あの、ＰＨＳ用の交換機を新たに設置して、かつ、あの、電話と

それに加えて仕事も出来るように共用ＬＡＮのパソコン、それとテレビ会議の端末というのを

新たに置いて、えー、環境を整備しようと思ってます。それに加えて、あの、小名浜のコール

センターに、あのー、多くのかたが休憩に来られるということですんで、そちらのほうもです

ね、あのー、電話の環境、テレビ会議の環境、えー、メールが見られるように共用ＬＡＮの環

境っていうのを整えたいと思っております。Ｊヴィレッジのほうは、えー、２１日ですから、

明後日の・・中になんとか終わらせたいと。で、小名浜のコールセンターのほうは２３日中に

やりたいと思っております。以上です。

ありがとうございました。ええとーー、先ほどの統制に関してですが。復旧班さん。復旧班の

かた。よろしいですか。ええと、どちらかこちら向いて下さい。

はい。 

あのー、ですね復旧班相当忙しいのは皆が承知しておって大変だと思います。お疲れ様です。

ただ、その席をどうしても空いてしまってですね、本部の中で共有したことが復旧班の中で浮

いてしまうことがあります。私、一生懸命フォローはしますけども、その席は空けないように

して下さい。空けた時は誰かを座らして。そうすれば復旧班の中にも通じますので、他の動き

と復旧班がずれると致命的ですんでですね、あの、是非そこは空けないようにして下さい。お

願いします。 

了解しました。

あの、他の班も同じなんですけど、ちょっと、一番重要な班なんで、あえてちょっとお名前を

出しました。申し訳ないです。

はい。了解。 

他にこの場で発話のあられるかたいらっしゃいますか。配電さんどうぞ。

配電復旧班のほうから・・えー、現在取りかかっております所内電源工事の内容についてご報

告を致します。え、まず、一点目。え、３、４号機の、え、工事につきましては、え、工事を

完了しております。え、二点目。えと、１、２号機、え、これはケーブルを１．５キロ敷設す

る、こちらの工事につきましては、え、敷設は完了し、今、ジョイントに入っております。え、

今の予定では、ええ、予定を１２時と予定しておりましたけれども、スタート開始が遅れたこ

ともありまして、１３時半には完全完了する予定でございます。三点目。え、５号、６号のポ

ンプの対応につきましては、えー、５号機の。

すいません。通報班から情報共有です。敷地境界５００マイクロ■■■１５条通報の■■■で

すけども、本店と再度調整しまして、■■■時５０分の判断等はその都度やらなくて、実績だ

けログとして流すということで■■以上です。

 （３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始
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して下さい。空けた時は誰かを座らして。そうすれば復旧班の中にも通じますので、他の動き
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ありがとうございました。ええとーー、先ほどの統制に関してですが。復旧班さん。復旧班の

あのー、ですね復旧班相当忙しいのは皆が承知しておって大変だと思います。お疲れ様です。

ただ、その席をどうしても空いてしまってですね、本部の中で共有したことが復旧班の中で浮

いてしまうことがあります。私、一生懸命フォローはしますけども、その席は空けないように

して下さい。空けた時は誰かを座らして。そうすれば復旧班の中にも通じますので、他の動き

と復旧班がずれると致命的ですんでですね、あの、是非そこは空けないようにして下さい。お
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●●。●●。ちょっと待って下さい。ちょっと音落としてくれますか。すいません。小さめに

して下さい。完全に切らなくて結構ですから。はい。●●。すいません。お願いします。えっ

と、２０秒戻るぐらいでいいです。すいません。１、２号のほうですね。

え、もう一度最初から確認をします。え、３、４号これは■■■（０６：５０：０５）ところ

につきましては、すでに工事を完了しております。え、１、２号につきましては、これは、え

ー、ケーブルを１．５キロ敷設する工事ですけれども、え、敷設を完了し、今、ジョイントに

入っております。え、１時半、え、当初より１時間遅れた関係もありまして、１時半の、え、

工事完了を予定をしております。え、さらに三点目。え、５号、６号機のポンプの電源、あの

ー、高圧発電所対応ですが、え、５号機につきましては、え、本日朝５時、え、完了しており

ます。え、６号機につきましては、えー、１３時・・の、お、接続を予定しております。以上

です。 

ありがとうございました。ご苦労様です。他にお発話いかがでしょうか。

あの、通信ですが、あの、予告です。先日、あの、光ファイバーケーブル、ＯＰＧＷが、あの、

切れてしまったんですが、あのー、工務さんのほうでですね、えとー、もう、突貫工事で接続

して頂きまして、あのー、復旧しました。最終的な品質のチェックがまだ残っているんですけ

ど、それが終わりましたら、あの、えー、いくつかの回線が影響を受けてるんで元に戻したい

と思っておりますんで、その時にですね、何か、あのー、利用者の方々に影響が出るようなこ

とがありましたら、また、あの、この場でですね。手順とか時間とか、あの、情報共有をさせ

て頂きたいと思います。以上です。

工務さん。どうぞ。

え、ＯＰＧＷの切断の件で、あの、大変ご迷惑おかけし申し訳ございませんでした。あの、あ

りがとうございました。

他にお発話。どうぞ。

あの、火力復旧班ですけど、えー、本日、あの、６号機のえー、仮設の、あのー、えー、冷却

系統の、その、ま、え、工事なんですが、１１時完了予定で進んでございます。え、あと、あ

のー、広野火力から、えー、純水の払い戻しなんですが、え、広野火力側の準備につきまして

はもう完了してございます。以上です。

あとは特段ございませんか。あ、会長お願いします。

●●。あの、ガレキはさ、全体的にまだどの程度残ってる感じだい。

はい。あの、基本的にガレキについては、あの、全て撤去が・・あの、作業出来る程度には、

あの、撤去が終わってるという認識です。最・・最後のところが、昨日６号機の海水ポンプの

ところで火力さんが作業する場所だったんですけれども、それについても昨日の夜の７時は終

わってますんで。で、そういう意味でいきますと、あの、作業に必要な場所はもうすでに全て

確保出来てるという認識です。

それでは、これ以上にはあまり今のところ、あの、きれいにする必要はないっていう理解でい

いのかな。 

あのですね、ちょっと今のところ、あの、緊急ではないと思ってますが、あのー、今後また出

てくる可能性がありますので、今、あの、リモコンで動けるような、あのー、バックフォー２

台。大型のバックフォー２台。それから、その通信屋なんかの設備をですね、今、あのー、月

曜日か火曜日にはですね、現地に据えられるように今段取り中です。

それ、あの、今の状況をね、写真かなんかに撮って、あのー、確認・・すぐに確認出来るよう

にしてもらったほうが、今後いろんな作業があるときに、あの、今日の時点はこうだというベ

ースラインがあったほうがいいと思いますね。ちょっとお手数かけますけども、うー、あの、

平面図にいくつか、こう、写真を貼り付けるか、あの、別で見れるようにしてもらって、あの、

何かあった時にすぐリファ出来るようにしといて頂けると大変ありがたいんですが。

了解しました。
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して下さい。完全に切らなくて結構ですから。はい。●●。すいません。お願いします。えっ

と、２０秒戻るぐらいでいいです。すいません。１、２号のほうですね。 

え、もう一度最初から確認をします。え、３、４号これは■■■（０６：５０：０５）ところ

につきましては、すでに工事を完了しております。え、１、２号につきましては、これは、え

ー、ケーブルを１．５キロ敷設する工事ですけれども、え、敷設を完了し、今、ジョイントに

入っております。え、１時半、え、当初より１時間遅れた関係もありまして、１時半の、え、

工事完了を予定をしております。え、さらに三点目。え、５号、６号機のポンプの電源、あの

ー、高圧発電所対応ですが、え、５号機につきましては、え、本日朝５時、え、完了しており

、６号機につきましては、えー、１３時・・の、お、接続を予定しております。以上

ありがとうございました。ご苦労様です。他にお発話いかがでしょうか。 

あの、通信ですが、あの、予告です。先日、あの、光ファイバーケーブル、ＯＰＧＷが、あの、

切れてしまったんですが、あのー、工務さんのほうでですね、えとー、もう、突貫工事で接続

して頂きまして、あのー、復旧しました。最終的な品質のチェックがまだ残っているんですけ

ど、それが終わりましたら、あの、えー、いくつかの回線が影響を受けてるんで元に戻したい

と思っておりますんで、その時にですね、何か、あのー、利用者の方々に影響が出るようなこ

とがありましたら、また、あの、この場でですね。手順とか時間とか、あの、情報共有をさせ

え、ＯＰＧＷの切断の件で、あの、大変ご迷惑おかけし申し訳ございませんでした。あの、あ

あの、火力復旧班ですけど、えー、本日、あの、６号機のえー、仮設の、あのー、えー、冷却

系統の、その、ま、え、工事なんですが、１１時完了予定で進んでございます。え、あと、あ

のー、広野火力から、えー、純水の払い戻しなんですが、え、広野火力側の準備につきまして

●●。あの、ガレキはさ、全体的にまだどの程度残ってる感じだい。 

はい。あの、基本的にガレキについては、あの、全て撤去が・・あの、作業出来る程度には、

あの、撤去が終わってるという認識です。最・・最後のところが、昨日６号機の海水ポンプの

ところで火力さんが作業する場所だったんですけれども、それについても昨日の夜の７時は終

わってますんで。で、そういう意味でいきますと、あの、作業に必要な場所はもうすでに全て

それでは、これ以上にはあまり今のところ、あの、きれいにする必要はないっていう理解でい

あのですね、ちょっと今のところ、あの、緊急ではないと思ってますが、あのー、今後また出

てくる可能性がありますので、今、あの、リモコンで動けるような、あのー、バックフォー２

台。大型のバックフォー２台。それから、その通信屋なんかの設備をですね、今、あのー、月

曜日か火曜日にはですね、現地に据えられるように今段取り中です。 

それ、あの、今の状況をね、写真かなんかに撮って、あのー、確認・・すぐに確認出来るよう

にしてもらったほうが、今後いろんな作業があるときに、あの、今日の時点はこうだというベ

ースラインがあったほうがいいと思いますね。ちょっとお手数かけますけども、うー、あの、

平面図にいくつか、こう、写真を貼り付けるか、あの、別で見れるようにしてもらって、あの、

何かあった時にすぐリファ出来るようにしといて頂けると大変ありがたいんですが。

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始） 

●●。●●。ちょっと待って下さい。ちょっと音落としてくれますか。すいません。小さめに

して下さい。完全に切らなくて結構ですから。はい。●●。すいません。お願いします。えっ

 

え、もう一度最初から確認をします。え、３、４号これは■■■（０６：５０：０５）ところ

につきましては、すでに工事を完了しております。え、１、２号につきましては、これは、え

ー、ケーブルを１．５キロ敷設する工事ですけれども、え、敷設を完了し、今、ジョイントに

入っております。え、１時半、え、当初より１時間遅れた関係もありまして、１時半の、え、

工事完了を予定をしております。え、さらに三点目。え、５号、６号機のポンプの電源、あの

ー、高圧発電所対応ですが、え、５号機につきましては、え、本日朝５時、え、完了しており

、６号機につきましては、えー、１３時・・の、お、接続を予定しております。以上

 

あの、通信ですが、あの、予告です。先日、あの、光ファイバーケーブル、ＯＰＧＷが、あの、

切れてしまったんですが、あのー、工務さんのほうでですね、えとー、もう、突貫工事で接続

して頂きまして、あのー、復旧しました。最終的な品質のチェックがまだ残っているんですけ

ど、それが終わりましたら、あの、えー、いくつかの回線が影響を受けてるんで元に戻したい

と思っておりますんで、その時にですね、何か、あのー、利用者の方々に影響が出るようなこ

とがありましたら、また、あの、この場でですね。手順とか時間とか、あの、情報共有をさせ

え、ＯＰＧＷの切断の件で、あの、大変ご迷惑おかけし申し訳ございませんでした。あの、あ

あの、火力復旧班ですけど、えー、本日、あの、６号機のえー、仮設の、あのー、えー、冷却

系統の、その、ま、え、工事なんですが、１１時完了予定で進んでございます。え、あと、あ

のー、広野火力から、えー、純水の払い戻しなんですが、え、広野火力側の準備につきまして

はい。あの、基本的にガレキについては、あの、全て撤去が・・あの、作業出来る程度には、

あの、撤去が終わってるという認識です。最・・最後のところが、昨日６号機の海水ポンプの

ところで火力さんが作業する場所だったんですけれども、それについても昨日の夜の７時は終

わってますんで。で、そういう意味でいきますと、あの、作業に必要な場所はもうすでに全て

それでは、これ以上にはあまり今のところ、あの、きれいにする必要はないっていう理解でい

あのですね、ちょっと今のところ、あの、緊急ではないと思ってますが、あのー、今後また出

てくる可能性がありますので、今、あの、リモコンで動けるような、あのー、バックフォー２

台。大型のバックフォー２台。それから、その通信屋なんかの設備をですね、今、あのー、月

それ、あの、今の状況をね、写真かなんかに撮って、あのー、確認・・すぐに確認出来るよう

にしてもらったほうが、今後いろんな作業があるときに、あの、今日の時点はこうだというベ

ースラインがあったほうがいいと思いますね。ちょっとお手数かけますけども、うー、あの、

平面図にいくつか、こう、写真を貼り付けるか、あの、別で見れるようにしてもらって、あの、

何かあった時にすぐリファ出来るようにしといて頂けると大変ありがたいんですが。 

 

●●。●●。ちょっと待って下さい。ちょっと音落としてくれますか。すいません。小さめに

して下さい。完全に切らなくて結構ですから。はい。●●。すいません。お願いします。えっ

え、もう一度最初から確認をします。え、３、４号これは■■■（０６：５０：０５）ところ

につきましては、すでに工事を完了しております。え、１、２号につきましては、これは、え

ー、ケーブルを１．５キロ敷設する工事ですけれども、え、敷設を完了し、今、ジョイントに

入っております。え、１時半、え、当初より１時間遅れた関係もありまして、１時半の、え、

工事完了を予定をしております。え、さらに三点目。え、５号、６号機のポンプの電源、あの

ー、高圧発電所対応ですが、え、５号機につきましては、え、本日朝５時、え、完了しており

、６号機につきましては、えー、１３時・・の、お、接続を予定しております。以上

あの、通信ですが、あの、予告です。先日、あの、光ファイバーケーブル、ＯＰＧＷが、あの、

切れてしまったんですが、あのー、工務さんのほうでですね、えとー、もう、突貫工事で接続

して頂きまして、あのー、復旧しました。最終的な品質のチェックがまだ残っているんですけ

ど、それが終わりましたら、あの、えー、いくつかの回線が影響を受けてるんで元に戻したい

と思っておりますんで、その時にですね、何か、あのー、利用者の方々に影響が出るようなこ

とがありましたら、また、あの、この場でですね。手順とか時間とか、あの、情報共有をさせ

え、ＯＰＧＷの切断の件で、あの、大変ご迷惑おかけし申し訳ございませんでした。あの、あ

あの、火力復旧班ですけど、えー、本日、あの、６号機のえー、仮設の、あのー、えー、冷却

系統の、その、ま、え、工事なんですが、１１時完了予定で進んでございます。え、あと、あ

のー、広野火力から、えー、純水の払い戻しなんですが、え、広野火力側の準備につきまして

はい。あの、基本的にガレキについては、あの、全て撤去が・・あの、作業出来る程度には、

あの、撤去が終わってるという認識です。最・・最後のところが、昨日６号機の海水ポンプの

ところで火力さんが作業する場所だったんですけれども、それについても昨日の夜の７時は終

わってますんで。で、そういう意味でいきますと、あの、作業に必要な場所はもうすでに全て

それでは、これ以上にはあまり今のところ、あの、きれいにする必要はないっていう理解でい

あのですね、ちょっと今のところ、あの、緊急ではないと思ってますが、あのー、今後また出

てくる可能性がありますので、今、あの、リモコンで動けるような、あのー、バックフォー２

台。大型のバックフォー２台。それから、その通信屋なんかの設備をですね、今、あのー、月

それ、あの、今の状況をね、写真かなんかに撮って、あのー、確認・・すぐに確認出来るよう

にしてもらったほうが、今後いろんな作業があるときに、あの、今日の時点はこうだというベ

ースラインがあったほうがいいと思いますね。ちょっとお手数かけますけども、うー、あの、

平面図にいくつか、こう、写真を貼り付けるか、あの、別で見れるようにしてもらって、あの、
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はい、それで周辺の線量低下のためにも、きれいにしとくってことはけっこう大事な要素なん

で、その無人なんとかを使えるなら・・是非よろしく。

で、今ですねー、問題は、その、あのー、ガラをですね、どこに運ぶかっていう話がありまし

て、で、今それをあの、原子力のほうでも、とりあえず、仮置き場所が決まればですね、今、

道路の横によけてあるわけですから、線量の話が出るんで、ま、どっかに運べないかというこ

とで、今、原子力のほうで検討してもらってます。

はい。 

他にお発話いかがでしょうか。

復旧班。●●。ちょっと一緒に聞いてもらえますか。

はい。 

あの、今、ここで全部の課題を議論しようとは思ってませんが、原子力サイドの課題としてい

くつかあると思ってまして。今日、●●来てるかどうか知らないけど、保安班のほうでも外部

に、えーーと、内閣府からの指示で、あのーー、除洗場を３ヶ所確立しなければいけないとか。

それから、あのー、行き来する車の除洗場所をさらに拡充する必要があるとかいった除洗関係

の話と、それから防護装備のほうはだいぶ、えー、充実してきたようですけども、それの、あ

のー、補充や運用が適正かどうかということ、それから設備関係では電源の復旧状態やその計

画の話と、それから、あの、これから３号にまた連続注水で入れる時の監視方法ややり方を決

めなきゃいけない。それから今話しのあったガレキの仮置き場所をどうするかとか。それは昨

日発電所から頼まれた２つぐらい、あの、ありましたよね。壊れた消防ポンプの扱いとか、そ

れから、あの、現場の緊対室の電源の話とか。というのがあるんで、ちょっとこれは、あの、

一回原子力の中でね、関係者でそれぞれ協議してもらったものを内部で、あの、集約をして、

そいで、あとでまた、あの、この場で、あの、皆さんに明確にする必要があると思いますので、

ちょっとその、あの、体制をあのー、なんて言うんですかね、じゅ・・じゅ・・これからお昼

ぐらいまでに、次の全体会議までに、あの、準備を、集約を進めるようにしてくれませんか。

はい。了解致しました。

ちょっと人手がかかると思うので何人かに手分けして。

そうですね。分担しないといけない。

えっと、今の問題で、そのー、原子力だけで作業大変とかそういうこと、作業って実際にやる

ときね。それは他の関係部とも協力を求めるから、まずは何をどういう風にしなくちゃいけな

いかっていうの明確にしてもらいたいんだけどね。

ちょっとこれ全体を、そういうことの、その、実施状況をマネージする人間がいるんで、あの、

僕、差し支えなければ高橋君さ、あの、武藤君のサポートってことでちょっとその状況をフォ

ローしてくれませんかね。

他に発話ございますでしょうか。

あ、すいません。すいません。相澤です。えっとー、昨日、あの、放水をしまして、うー、止

めてあるレスキューの、おー、ポンプですけれども、今日も１３時半から、あー、まあ、放水

をして頂くわけですが、えー、燃料がまず無い、無くなりつつあると、えー、いうことで、え

ー、燃料の補給が必要で、今のとこ１００リットルぐらいしか用意されてないようですが、と

もかく１００リットルを入れなくてはいけないというのが一点と。それ誰が入れるかというこ

と、うー、で、テプコ側も少し手伝ってもらいたいというお話を頂いてます。それから、えー、

放水をいつまでするかっていうものが二点目として大きな問題がありまして、それについては

今、テプコ、本店内ですかね、検討して頂いてますが、ともかく今日中に一気に入れるという

方向で、出来るだけ多く入れるという方向で検討を進めて頂いてるんですが、そのへんのこと

はまだ答えが出てないんで、えー、それを、おー、ま、あの、つめた上で、えー、この先どう

いう方向でいくかということになると思います。それから三つ目は、あのー、そういった、あ

ー、放水をするにあたっては消防庁のリエゾンの方を１名、えー、その、免震棟のほうに、え

ー、入れさせて

上げてますが、もし、えー、現場のほうで、えー、何か問題があったら、あー、おっしゃって
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はい、それで周辺の線量低下のためにも、きれいにしとくってことはけっこう大事な要素なん

で、その無人なんとかを使えるなら・・是非よろしく。

で、今ですねー、問題は、その、あのー、ガラをですね、どこに運ぶかっていう話がありまし

て、で、今それをあの、原子力のほうでも、とりあえず、仮置き場所が決まればですね、今、

道路の横によけてあるわけですから、線量の話が出るんで、ま、どっかに運べないかというこ

とで、今、原子力のほうで検討してもらってます。

他にお発話いかがでしょうか。

復旧班。●●。ちょっと一緒に聞いてもらえますか。

あの、今、ここで全部の課題を議論しようとは思ってませんが、原子力サイドの課題としてい

くつかあると思ってまして。今日、●●来てるかどうか知らないけど、保安班のほうでも外部

に、えーーと、内閣府からの指示で、あのーー、除洗場を３ヶ所確立しなければいけないとか。

それから、あのー、行き来する車の除洗場所をさらに拡充する必要があるとかいった除洗関係

の話と、それから防護装備のほうはだいぶ、えー、充実してきたようですけども、それの、あ

のー、補充や運用が適正かどうかということ、それから設備関係では電源の復旧状態やその計

と、それから、あの、これから３号にまた連続注水で入れる時の監視方法ややり方を決

めなきゃいけない。それから今話しのあったガレキの仮置き場所をどうするかとか。それは昨

日発電所から頼まれた２つぐらい、あの、ありましたよね。壊れた消防ポンプの扱いとか、そ

れから、あの、現場の緊対室の電源の話とか。というのがあるんで、ちょっとこれは、あの、

一回原子力の中でね、関係者でそれぞれ協議してもらったものを内部で、あの、集約をして、

そいで、あとでまた、あの、この場で、あの、皆さんに明確にする必要があると思いますので、

、あの、体制をあのー、なんて言うんですかね、じゅ・・じゅ・・これからお昼

ぐらいまでに、次の全体会議までに、あの、準備を、集約を進めるようにしてくれませんか。

はい。了解致しました。 

ちょっと人手がかかると思うので何人かに手分けして。

そうですね。分担しないといけない。

えっと、今の問題で、そのー、原子力だけで作業大変とかそういうこと、作業って実際にやる

ときね。それは他の関係部とも協力を求めるから、まずは何をどういう風にしなくちゃいけな

いかっていうの明確にしてもらいたいんだけどね。

ちょっとこれ全体を、そういうことの、その、実施状況をマネージする人間がいるんで、あの、

僕、差し支えなければ高橋君さ、あの、武藤君のサポートってことでちょっとその状況をフォ

ローしてくれませんかね。 

他に発話ございますでしょうか。

あ、すいません。すいません。相澤です。えっとー、昨日、あの、放水をしまして、うー、止

めてあるレスキューの、おー、ポンプですけれども、今日も１３時半から、あー、まあ、放水

をして頂くわけですが、えー、燃料がまず無い、無くなりつつあると、えー、いうことで、え

ー、燃料の補給が必要で、今のとこ１００リットルぐらいしか用意されてないようですが、と

もかく１００リットルを入れなくてはいけないというのが一点と。それ誰が入れるかというこ

と、うー、で、テプコ側も少し手伝ってもらいたいというお話を頂いてます。それから、えー、

いつまでするかっていうものが二点目として大きな問題がありまして、それについては

今、テプコ、本店内ですかね、検討して頂いてますが、ともかく今日中に一気に入れるという

方向で、出来るだけ多く入れるという方向で検討を進めて頂いてるんですが、そのへんのこと

はまだ答えが出てないんで、えー、それを、おー、ま、あの、つめた上で、えー、この先どう

いう方向でいくかということになると思います。それから三つ目は、あのー、そういった、あ

ー、放水をするにあたっては消防庁のリエゾンの方を１名、えー、その、免震棟のほうに、え

ー、入れさせて頂きたい。これは、あの、オーケーということで、すでに、あの、了解を申し

上げてますが、もし、えー、現場のほうで、えー、何か問題があったら、あー、おっしゃって

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始
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はい、それで周辺の線量低下のためにも、きれいにしとくってことはけっこう大事な要素なん

で、その無人なんとかを使えるなら・・是非よろしく。

で、今ですねー、問題は、その、あのー、ガラをですね、どこに運ぶかっていう話がありまし

て、で、今それをあの、原子力のほうでも、とりあえず、仮置き場所が決まればですね、今、

道路の横によけてあるわけですから、線量の話が出るんで、ま、どっかに運べないかというこ

とで、今、原子力のほうで検討してもらってます。
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復旧班。●●。ちょっと一緒に聞いてもらえますか。
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に、えーーと、内閣府からの指示で、あのーー、除洗場を３ヶ所確立しなければいけないとか。

それから、あのー、行き来する車の除洗場所をさらに拡充する必要があるとかいった除洗関係

の話と、それから防護装備のほうはだいぶ、えー、充実してきたようですけども、それの、あ

のー、補充や運用が適正かどうかということ、それから設備関係では電源の復旧状態やその計

と、それから、あの、これから３号にまた連続注水で入れる時の監視方法ややり方を決

めなきゃいけない。それから今話しのあったガレキの仮置き場所をどうするかとか。それは昨
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、あの、体制をあのー、なんて言うんですかね、じゅ・・じゅ・・これからお昼
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えっと、今の問題で、そのー、原子力だけで作業大変とかそういうこと、作業って実際にやる
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下さい。えー、なければそのままオーケーということで、えー、入れ・・入っていただくこと

になると思います。

それは本店から行ってる●●と連携するといいと思うので、それを、あの、指示します。

あの、今、これ本店の中の情報共有関係なんで、サイトが聞こえてるかどうか後でフォローし

ますので・・はい。すいません。あの、聞こえてると思いますけど、ちょっと後でフォローし

ます。 

それから、あの、あと、その、あれですね、その・・放水関係の、うー、仕事・・についての

連絡窓口っていうのも、はっきりサイトのほうとうちは誰だっていうの明確にしとかないと。

どうもいつも混乱してるんで。よろしくお願いします。

えと、今、課題として本店でまず認識して、それか、このプロジェクトの、あの、推進者、こ

れがサイトに伝わったと思わないで下さい。伝わってると思いますけども・・あの、思わない

で、もう一度確認を取るようにしましょう。ここで浮いちゃうと致命的ですから。これお願い

します。どうぞ。

それから、あの・・あの、あの、最後に付け加えますが、今のところ、あのー、消防の方は、

えー、放水は終わりと、これ以上放水３号に向けてはしないですよというところまで、えー、

いていただくということで８割方ご了解

割のところは不明確な点があります。それも、あの、平行して明確にしていくということにな

ると思います。以上です。

了解致いたしましたー。あとは・・ええと、ちょっと打ち合わせもないままで、あの、あれで

すけど、もしも●●。世の中の様子とか、あー、夕べまでの、その、記者さんたちの様子とか

何かお持ちでしたらば・・打ち合わせなしで恐縮なんでですが、何かご存じの範囲で。すいま

せん。 

あの、ご指名ですので・・あの、広報班からちょっとご報告致します。あの、一通り昨日、あ

の、プレス関係の。

本部内ご静粛にお願いします。ご静粛に。どうぞ。

えーと、一回のプレスルームの記者の雰囲気ですけども、えーーー、被災後１週間を経てやっ

と落ち着いてきたなという・・ま、そういう受け止めをしてる記者が、あの、多くでてきてい

ます。で、一方で、え、次の社長会見を求める声もありますということでございまして、まあ、

あの、記者団も１週間泊まり込みで疲れも見えるようですけども、そんな雰囲気であります。

えーと、報道ぶりは、ま、あのー、当社を批判する声もあり、あの、えー、命がけで頑張って

るという賞賛の声もあり、まあ、あんいなかわしてるというところだと思いますけど、そんな

ところで、あのー、今１番ホットな話題としては、あの、昨日当社で、あの、ツイッターを、

えー、設けました。えー、そういたしましたら、たった１日で当社のツイッターのフォロワー

がですね、２０万人にのぼっております。相当な、あの、関心をよんでるということでござい

ます。あのー、インターネットのニュースでも取り上げてますし。そういう意味では、あの、

時代の動きっていうのを感じさせる、あのー、昨日の出来事でありました。えーーーー、あと、

えーーー、昨日の、あの、福島駐在の役員の方の、えー、異動の発令日でございますけれども、

えー、２２日付ということでございましたが、えーと３連休のあとに現地に着任させるのかと

いうことで、なぜ明日からでないのかというようなことで、若干記者クラブでは、あの、厳し

い、あの、やり取りがあったのが事実でございます。ただ、あの、私のほうで、あの、小森常

務と、あの、高津常務に確認をさせて頂いて、あのー、小森常務はもう今日から現地入りされ

ていると。東京へ帰らない、と。えー、高津常務はもう昨日着任されてるという、あの、事実

がございましたので、そういったことを、あの、記者には、あの、再度の情報として、あの、

加えてですね、え、

日付について、えー、ひとしきりちょっと話題が盛り上がったっということがございます。え

ー、私からは以上でございます。

ありがとうございました。ご苦労様です。他にご発話はございますか。よろしいですか。えー、

１２時を目途に全体会議。これ、今度の全体会議はおそらく、今日の進み方のほうの個別的な

全体会議だと思いますけど。今、本部長のほうからパソコンの関係そこまでにねという話と、

それから課題の整理という話が出ておりました。そこを認識しつつ解散をしたいと思います。

あ、あの、１５時じゃだめだよ。１３時半からさ・・１４時から今の計画では自衛隊が４号機

に向けて注水活動を開始するという、あの、計画も検討されてるから、もっと早く発電所と情
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時代の動きっていうのを感じさせる、あのー、昨日の出来事でありました。えーーーー、あと、

えーーー、昨日の、あの、福島駐在の役員の方の、えー、異動の発令日でございますけれども、

日付ということでございましたが、えーと３連休のあとに現地に着任させるのかと

いうことで、なぜ明日からでないのかというようなことで、若干記者クラブでは、あの、厳し

い、あの、やり取りがあったのが事実でございます。ただ、あの、私のほうで、あの、小森常

務と、あの、高津常務に確認をさせて頂いて、あのー、小森常務はもう今日から現地入りされ

ていると。東京へ帰らない、と。えー、高津常務はもう昨日着任されてるという、あの、事実

がございましたので、そういったことを、あの、記者には、あの、再度の情報として、あの、

ま、ご納得頂いたという経緯がありますけれども。ちょっと２２日という

日付について、えー、ひとしきりちょっと話題が盛り上がったっということがございます。え

ありがとうございました。ご苦労様です。他にご発話はございますか。よろしいですか。えー、

１２時を目途に全体会議。これ、今度の全体会議はおそらく、今日の進み方のほうの個別的な

全体会議だと思いますけど。今、本部長のほうからパソコンの関係そこまでにねという話と、

それから課題の整理という話が出ておりました。そこを認識しつつ解散をしたいと思います。

あ、あの、１５時じゃだめだよ。１３時半からさ・・１４時から今の計画では自衛隊が４号機

に向けて注水活動を開始するという、あの、計画も検討されてるから、もっと早く発電所と情

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

下さい。えー、なければそのままオーケーということで、えー、入れ・・入っていただくこと

それは本店から行ってる●●と連携するといいと思うので、それを、あの、指示します。
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それから、あの、あと、その、あれですね、その・・放水関係の、うー、仕事・・についての
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割のところは不明確な点があります。それも、あの、平行して明確にしていくということにな
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あの、ご指名ですので・・あの、広報班からちょっとご報告致します。あの、一通り昨日、あ

えーと、一回のプレスルームの記者の雰囲気ですけども、えーーー、被災後１週間を経てやっ
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報共有しないとまずいですよ。

と、あの、個別はもう、ずっとやって参りますけど・・じゃあ、全体としてまた設定。

あ、ごめん。１２時だ。聞き間違えた。

すいません。私が言葉悪かったですね。１２時が目途でと。個別の会議はずっとまわして参り

ますんで。それじゃあ、いったんこれで■■■（０７：０３：４３）。

もう一点。もう一点。もう一点、すいません。

はい。どうぞ。

ええと、さっきね、あと放水どのくらいするか、３号のプールにという話があって、まあ、こ

れ、もう、あの、本当にどのくらい今まで入ってるかっていうの正確にはわかりませんが、今

まで入ったと思われる・・うったと思われる、うった量の半分が入ってるという前提でやりま

すと、今、すでに１メートル・・元々６メートルだったという前提もつきます。で、１メート

ル上がって７メートルあるだろう、と。そうすると１２メートルまでやるには、あと、おー、

７時間、あの、レスキューをまわし続ける・・ということが必要になるということになります。

で、７時間まわしたら、じゃあ水面はどうなんだろうかっていうのは正確にはわかりませんが、

ともかく控えめにみて７時間だろうってことで、当面は７時間まわし続けるという前提で作業

を始めていきたいと思います。それで、７時間ということになりますと、１回燃料をフルフル

に入れても、３時間ですから、２回はあと給油をしなくてはいけないということで、今後給油

の仕方、それから、えー、油も足りなくなってきてますんで、その調達方法を大至急、うー、

まあ、あの、固めていくということになります・・が、いかがでしょうか。

あの、あとで、ちょっとその給油の、あの、ための軽油がクリティカルになると思うんですが、

その状況をちょっと、あの、早く把握して頂いて、えー、その、２回可能なのか、それともマ

キシマム６時間にしといて１回の給油で今日はしのいどいて、えー、それでその間に次の給油

を、おー、その、うー、ほき・・たん・・軽油を補給する、と。えー、もっと拡充する、と。

まあ、そういうやり方もあると思うんで。ちょっと、その６時間か７時間かね、軽油による、

と。それからオーバーフロー対策だけはですね、しっかり考えておかないと、ここ

フローしちゃうと、とってもみっともないんで。ちょっととりあえず。

あとね、その途中で何やるかってことを決めとかないといけないと思うんですよ。だから、そ

のモニタリングどういう風にするかとか。で、そこを含めてどこまでやるんだ。で、まずは、

その、今のを目一杯動かして燃料取り替えてる間にこれとこれとこれをやって、ワンバッチや

って何確認するかっていうとこまで決めておくということだと思うんですけどね。

それと、あとちょっと無人・・無人ヘリを飛ばすアイデアもあるので、これで、そのなにか水

位が少しでも見れるかというようなところをね、あの、今ちょっと検討してもらってるので、

ちょっとあとでそれを把握してから。

それから、ちょっとそれ付け加えますが、え、給油は、えー、止めてやってるともったいない

んで、時間が、えー、運転しながら給油をするという方向で、あの、進めていきたいという風

に、げん・・あの、これから調整します。その方向で検討します。

そこは東電側のサポートがいる作業なんですね。

はい、あの、東電からのサポートも消防のほうから、ええ、強く要望されております。

そうすると、ちょっとそこの体制も含めて・・それから昨日の状況からすると、現地とのコミ

ュニケーションが非常に悪いので、どうやってそれを徹底するかということも併せて考えて。

その通りです。それも大きな課題です。

ありがとうございます。自衛隊さんからちょっとご発話があるそうなんでお願いします。

あ、自衛隊の●●ですけども、午後の放水の状況につきまして、現時点で把握できることをお

知らせします。現在、Ｊヴィレッジにおきまして、ヒトマル、１０時半からですね、あの、現
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報共有しないとまずいですよ。

と、あの、個別はもう、ずっとやって参りますけど・・じゃあ、全体としてまた設定。

あ、ごめん。１２時だ。聞き間違えた。

すいません。私が言葉悪かったですね。１２時が目途でと。個別の会議はずっとまわして参り
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ル上がって７メートルあるだろう、と。そうすると１２メートルまでやるには、あと、おー、

７時間、あの、レスキューをまわし続ける・・ということが必要になるということになります。

時間まわしたら、じゃあ水面はどうなんだろうかっていうのは正確にはわかりませんが、

ともかく控えめにみて７時間だろうってことで、当面は７時間まわし続けるという前提で作業
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まあ、そういうやり方もあると思うんで。ちょっと、その６時間か７時間かね、軽油による、

と。それからオーバーフロー対策だけはですね、しっかり考えておかないと、ここ

フローしちゃうと、とってもみっともないんで。ちょっととりあえず。

あとね、その途中で何やるかってことを決めとかないといけないと思うんですよ。だから、そ

のモニタリングどういう風にするかとか。で、そこを含めてどこまでやるんだ。で、まずは、

その、今のを目一杯動かして燃料取り替えてる間にこれとこれとこれをやって、ワンバッチや

って何確認するかっていうとこまで決めておくということだと思うんですけどね。
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はい、あの、東電からのサポートも消防のほうから、ええ、強く要望されております。

そうすると、ちょっとそこの体制も含めて・・それから昨日の状況からすると、現地とのコミ

ュニケーションが非常に悪いので、どうやってそれを徹底するかということも併せて考えて。

その通りです。それも大きな課題です。

ありがとうございます。自衛隊さんからちょっとご発話があるそうなんでお願いします。
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場の指揮官を中心に自衛隊、消防、それから東電さんとですね、三者協議を始めております。

基本路線と致しましては電気工事終了後、今の目途ではヒトサンサンマルですけども、当初、

三号炉に対しまして消防さんが放水を開始をするということでご

して、４号炉につきましては周辺がガレキがあるというところで、車が接近出来ないんではな

いかというような情報がありますので、ま、その辺で、そのいわゆるドーザーが必要、道路、・・

そのドーザーの必要性の有無というのを含めまして、４号炉のあ、ええ、放水というものも検

討されます。したがって、現時点でいえますのは、ま、３号炉を優先してやる、というところ

でございます。で、ガレキの除去が出来ましたら４号炉という風になると考えております。え、

細部につきましてはヒトマルサンマルからの会議をもって、本日の

かになると思われます。以上です。

あの・・け・・建設班さんのほうで、その、４号機の、４号機周辺のガレキが、あの、う・・

今ちょっと話題になってるんですけども。

あの、１ヶ所だけ、あの、なんか、ものがあるとこはあるみたいなんですが、右回りか左回り

で行けば、どちら側からも、その４、全てのとこ行かれるということで、今、写真も全て撮ら

れてますので、で、今、あの、そこの４号炉のそばで配電さんが、あの、今日もひいてますん

で、もう近づけてるはずなんですよ。で、写真もありますんで。今ちょっと写真・・あの、原

子力から取り寄せますから。

はい。 

はい。近づけるはずです。

わかりました。どっちにしろ情報が十分届いてなかったかもしれませんので、ちょっと自衛隊

さんと調整させてもらいます。

自衛隊の●●です。そうしますと、その辺の情報をですね、是非、あの、今Ｊヴィレッジで、

あの、検討を開始しておりますので、いわゆるそれが一つの、その、４号炉をやるかやらない

かの判断要素になりますので、ちょっと、あの、至急に情報提供をお願いします。

あのー、・・と、こちらから●●に情報提供すればいいですね。

いや。あの現場の、その、東電さんもＪヴィレッジおられると聞いてるんで。

Ｊヴィレッジですか。わかりました。コンタクトは。じゃあ、あとでちょっと聞きます。

はい。 

他にご発話はいかがでしょうか。それでは、いったん終了致しまして、また臨時のお発話はお

受け致しますので、えー、本部内の情報共有は、あの、これで終了したいと思います。それで

は、あの、１Ｆさん、２Ｆさんも聞こえてるっていう情報がありますし、後半は私も自分で確

認しておりますけれども、今の発話の中でサイトに伝えたいことは個別に一応確認を取って下

さい。お願いします。ありがとうございました。（★以下、しばらく無音）

サイト保安班より。えーーー、地震発生後の現場における復旧作業においての個人被ばくにつ

いて情報共有しときたいと思います。えー、緊急時の作業被ばくにおきましては法令等で１０

０ミリまでとなっておりましたが、今回の被ばく管理につきましては、当社社員、当社関係者

におきまして、２５０ミリシーベルトまでの、えー、確認が取れております。あくまでも当社

社員でございます。えー、その中におきましても現在、えー、１ＦでのＡＰＤでおさえてる・・

あ・・・中での数値としては、今、約１５０の人がトップでございます。

１５０の人が。

はい。１５０ミリシーベルトの人が１名。えっと、１００を越えている人が、あの、正確では

ありませんが・・・７名です。えー、今後これにつきましては、ここに居住してる間の被ばく、

内部取り込みによる被ばくについてはまだ評価してございませんが、あの、十分注意されるよ

うにお願いしたいと思います。よろしくお願い致します。

はい。了解しました。●●ね。あのー、小名浜のコールセンターでバックアップ体制出来てて、

あそこに、あの、送り込めるんだけども、ま、こういう人を優先的にね、高線量の人を優先的
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Ｊヴィレッジですか。わかりました。コンタクトは。じゃあ、あとでちょっと聞きます。

他にご発話はいかがでしょうか。それでは、いったん終了致しまして、また臨時のお発話はお

受け致しますので、えー、本部内の情報共有は、あの、これで終了したいと思います。それで

は、あの、１Ｆさん、２Ｆさんも聞こえてるっていう情報がありますし、後半は私も自分で確

認しておりますけれども、今の発話の中でサイトに伝えたいことは個別に一応確認を取って下

さい。お願いします。ありがとうございました。（★以下、しばらく無音）

サイト保安班より。えーーー、地震発生後の現場における復旧作業においての個人被ばくにつ

いて情報共有しときたいと思います。えー、緊急時の作業被ばくにおきましては法令等で１０

０ミリまでとなっておりましたが、今回の被ばく管理につきましては、当社社員、当社関係者

におきまして、２５０ミリシーベルトまでの、えー、確認が取れております。あくまでも当社

社員でございます。えー、その中におきましても現在、えー、１ＦでのＡＰＤでおさえてる・・

あ・・・中での数値としては、今、約１５０の人がトップでございます。

はい。１５０ミリシーベルトの人が１名。えっと、１００を越えている人が、あの、正確では

ありませんが・・・７名です。えー、今後これにつきましては、ここに居住してる間の被ばく、

内部取り込みによる被ばくについてはまだ評価してございませんが、あの、十分注意されるよ

うにお願いしたいと思います。よろしくお願い致します。 

はい。了解しました。●●ね。あのー、小名浜のコールセンターでバックアップ体制出来てて、

あそこに、あの、送り込めるんだけども、ま、こういう人を優先的にね、高線量の人を優先的
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場の指揮官を中心に自衛隊、消防、それから東電さんとですね、三者協議を始めております。

基本路線と致しましては電気工事終了後、今の目途ではヒトサンサンマルですけども、当初、

三号炉に対しまして消防さんが放水を開始をするということでございます。で、情報と致しま

して、４号炉につきましては周辺がガレキがあるというところで、車が接近出来ないんではな

いかというような情報がありますので、ま、その辺で、そのいわゆるドーザーが必要、道路、・・
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に送り込みたいと思うんだけども、どうする？・・こっち帰ってきてもらうとさ、また被ばく

しちゃう可能性があるんだけど、その辺の判断はどう考えます。

ええと、また戻ってきて被ばくするって言っても人がいませんから。一つはたぶん内部取り込

みをした人は、再入域するのが難しいと思います。

再入域出来ないでしょ。

ええ。減衰するまでというか。

でしょ。 

はい。 

外に待ってないといけない。じゃあ。

はい。ですから、あの、詳細な、その、測定関係も含めてですね、ちょっと本店と調整します

が、あのー、まあ、サイトではいくら、あの、限度があると言っても内部被ばくを考慮した上

での作業活動になろうかと思っとります。

あの、言ってる意味よくわかんないけど、これからコールセンター帰すと、コールセンターの

設備に帰すと、そこで、あの、一回計るじゃないすか。で、その時に、あの、向こうだと内部・・

内部取り込みも評価も出来る。

たぶんそこまで測定が出来るようになると１Ｆサイトで、単純です。内部被ばくを１００から

１５０と考えると、もう、あの、１００に達した人はそれ以上の作業は出来ないということに

なると。 

ということでしょ。

また失礼ですが、あの、新しいメンバーをという形になると思います。

で、新しいメンバーに関しては今、柏崎から送り込んでもらうんで、たぶん、もう出した人は

出しっぱなしっていうか、いってらっしゃいという風になっちゃうんだけども、そういう形で

考えてますから。あの、そ・・そ・・それの対応をちょっと・・ちょっとそこら辺の考え方だ

け整理しといて欲しい。

はい、わかりました。あと一点は、これ作業件名１件名ではなくて、今回の復旧作業全体にと

おする線量管理になりますから。通常のあの、ルーチンとは違いますんで、十分間違いのない

ようにお願いしたいと思います。私はその電線の復旧だけで、いや、電源の復旧だけで１５０

もらえたとか１００もらえたということではございません。今回の復旧作業に伴って、え、ト

ータルでいくらということになります。これ、皆さんが確認されているのはＡＰＤの、おー、

外部での線量だけであって、内部の評価はしてございません。そういった点で、えー、最周知

させて頂きたいと思います。

そういう意味ではもう目安としては１５０。アラ、アラームで１５０は絶対越えちゃいけない

と。、一つの、一つの目安ね。本当は１００越えちゃいけない。

えっと、今のところちょっと内部評価については、あの、柏崎に戻った人等のを含めてですね。

本店の協力を得てどのぐらいに置くか決めたいと思います。

はい、わかりました。

やっぱり、あのー、まだ高い人は押さえる必要があって、その人にやっぱり変わる人で作業せ

ざるを得ないと思うんですよね。ある特定のグループだけが集中しちゃうのはこれまずいこと

なんで。だから、そういう方式を、あのー、今後やってく必要があると思いますけど。

えー、発電所の・・第、福島第一お願いします。
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はい。はい。福島第一です。

福島第一お願いします。

聞こえてますね。福島さんね。第一。第一大丈夫ですね。

福島第一吉田さん。

はい。聞こえてますよ。はいはい。

あのね。えーっと今日、午後から、あー、基本的には３号に、えー、消防庁の、おー・・注水。

えー、４号に自衛隊の注水という作戦を今あのー、つめています。で、同時にですね。えー、

それを補完するために、えー、上空に無人のヘリを飛ばして、え、３号と４号のプールの水位

をなんとか見れないかということも今、準備を進めてます。で、ヘリについてはもうＧＯ出さ

ないと間に合わなくなるので、ＧＯ出したいと思ってますが、発電所としては何かこれについ

てご意見ありませんか。

特段あのーございません。

はい。あの、ちょっと私もまだ具体的な詳しい装備とかですね。どういう風に飛ぶかってこと

まで聞いておりませんので、あの、これは確認して発電所にすぐまた連絡させますけれども。

おー・・動かすということを前提で、あのー、えー、進めます。で、あのー・・後ほど連絡し

ます。あ、すぐに連絡させます。

はい。 

吉田所長。相澤です。

はい。吉田です。おはようございます。

えっとですね、おはようございます。あのー、今日、その、レスッキュー・・ハイパーレスキ

ューの放水に絡んでですね。えー、ま、あの、今、いつまで放水すべきかってのは・・い・・

難しいとこで検討は進めているんですけれども。え、最後まで出来るだけ消防のかたに残って

頂きたいと、え、いうことなんですね。で、そのために、えー、ポンプを回して、次何か必要

な、あの、作業があるまでは、えー、今のところ彼らはその、サイトの、あの、その、屋外に

待機してるということになってるんですが、えー、無駄な線量浴びることになるんで、出来れ

ば免震棟の中の更に除染をする前の、うー、なんかスペースみたいなところに、えー・・待機

をさせて頂ければ、えー、最後まで、えー・・放水を見届けて、あるいは必要な操作もして下

さると。こういうことなんですが、そういう待機場所っていうのはあるでしょうかね。免震棟

内に。 

えっと、すいません。ありません。

ないですか。 

あり、ありません。ですから、あのー、もう通ってもらうと必ず、まあ、か、か、簡易な除染

なんですが、除染をしてもらわないといけないという状態になっておるんですよね。

うーん・・そうすると除染をしたら。

あ、ごめん。ごめん。除染っていうか。ごめんなさい。

要するにマスクを取って、あの、服は着たまま、防護服は着たままの状態でいられる場所が屋

内に、あの・・免震棟の屋根の中にあればいいんですけども。

ないよな。 
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ューの放水に絡んでですね。えー、ま、あの、今、いつまで放水すべきかってのは・・い・・

難しいとこで検討は進めているんですけれども。え、最後まで出来るだけ消防のかたに残って

頂きたいと、え、いうことなんですね。で、そのために、えー、ポンプを回して、次何か必要

な、あの、作業があるまでは、えー、今のところ彼らはその、サイトの、あの、その、屋外に

待機してるということになってるんですが、えー、無駄な線量浴びることになるんで、出来れ

の中の更に除染をする前の、うー、なんかスペースみたいなところに、えー・・待機

をさせて頂ければ、えー、最後まで、えー・・放水を見届けて、あるいは必要な操作もして下

さると。こういうことなんですが、そういう待機場所っていうのはあるでしょうかね。免震棟

えっと、すいません。ありません。

 

あり、ありません。ですから、あのー、もう通ってもらうと必ず、まあ、か、か、簡易な除染

なんですが、除染をしてもらわないといけないという状態になっておるんですよね。

うーん・・そうすると除染をしたら。

あ、ごめん。ごめん。除染っていうか。ごめんなさい。

要するにマスクを取って、あの、服は着たまま、防護服は着たままの状態でいられる場所が屋

内に、あの・・免震棟の屋根の中にあればいいんですけども。

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容

 

聞こえてますね。福島さんね。第一。第一大丈夫ですね。

はい。聞こえてますよ。はいはい。 

あのね。えーっと今日、午後から、あー、基本的には３号に、えー、消防庁の、おー・・注水。

えー、４号に自衛隊の注水という作戦を今あのー、つめています。で、同時にですね。えー、

それを補完するために、えー、上空に無人のヘリを飛ばして、え、３号と４号のプールの水位

なんとか見れないかということも今、準備を進めてます。で、ヘリについてはもうＧＯ出さ

ないと間に合わなくなるので、ＧＯ出したいと思ってますが、発電所としては何かこれについ

 

はい。あの、ちょっと私もまだ具体的な詳しい装備とかですね。どういう風に飛ぶかってこと

まで聞いておりませんので、あの、これは確認して発電所にすぐまた連絡させますけれども。

おー・・動かすということを前提で、あのー、えー、進めます。で、あのー・・後ほど連絡し

ます。あ、すぐに連絡させます。 

はい。吉田です。おはようございます。 

えっとですね、おはようございます。あのー、今日、その、レスッキュー・・ハイパーレスキ

ューの放水に絡んでですね。えー、ま、あの、今、いつまで放水すべきかってのは・・い・・

難しいとこで検討は進めているんですけれども。え、最後まで出来るだけ消防のかたに残って

頂きたいと、え、いうことなんですね。で、そのために、えー、ポンプを回して、次何か必要

な、あの、作業があるまでは、えー、今のところ彼らはその、サイトの、あの、その、屋外に

待機してるということになってるんですが、えー、無駄な線量浴びることになるんで、出来れ

の中の更に除染をする前の、うー、なんかスペースみたいなところに、えー・・待機

をさせて頂ければ、えー、最後まで、えー・・放水を見届けて、あるいは必要な操作もして下

さると。こういうことなんですが、そういう待機場所っていうのはあるでしょうかね。免震棟

えっと、すいません。ありません。 

あり、ありません。ですから、あのー、もう通ってもらうと必ず、まあ、か、か、簡易な除染

なんですが、除染をしてもらわないといけないという状態になっておるんですよね。

うーん・・そうすると除染をしたら。 

あ、ごめん。ごめん。除染っていうか。ごめんなさい。

要するにマスクを取って、あの、服は着たまま、防護服は着たままの状態でいられる場所が屋

内に、あの・・免震棟の屋根の中にあればいいんですけども。
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えー、４号に自衛隊の注水という作戦を今あのー、つめています。で、同時にですね。えー、

それを補完するために、えー、上空に無人のヘリを飛ばして、え、３号と４号のプールの水位

なんとか見れないかということも今、準備を進めてます。で、ヘリについてはもうＧＯ出さ

ないと間に合わなくなるので、ＧＯ出したいと思ってますが、発電所としては何かこれについ

はい。あの、ちょっと私もまだ具体的な詳しい装備とかですね。どういう風に飛ぶかってこと

まで聞いておりませんので、あの、これは確認して発電所にすぐまた連絡させますけれども。

おー・・動かすということを前提で、あのー、えー、進めます。で、あのー・・後ほど連絡し

えっとですね、おはようございます。あのー、今日、その、レスッキュー・・ハイパーレスキ

ューの放水に絡んでですね。えー、ま、あの、今、いつまで放水すべきかってのは・・い・・

難しいとこで検討は進めているんですけれども。え、最後まで出来るだけ消防のかたに残って

頂きたいと、え、いうことなんですね。で、そのために、えー、ポンプを回して、次何か必要

な、あの、作業があるまでは、えー、今のところ彼らはその、サイトの、あの、その、屋外に

待機してるということになってるんですが、えー、無駄な線量浴びることになるんで、出来れ

の中の更に除染をする前の、うー、なんかスペースみたいなところに、えー・・待機

をさせて頂ければ、えー、最後まで、えー・・放水を見届けて、あるいは必要な操作もして下

さると。こういうことなんですが、そういう待機場所っていうのはあるでしょうかね。免震棟

あり、ありません。ですから、あのー、もう通ってもらうと必ず、まあ、か、か、簡易な除染

なんですが、除染をしてもらわないといけないという状態になっておるんですよね。

あ、ごめん。ごめん。除染っていうか。ごめんなさい。 

要するにマスクを取って、あの、服は着たまま、防護服は着たままの状態でいられる場所が屋

内に、あの・・免震棟の屋根の中にあればいいんですけども。
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あのね。えーっと今日、午後から、あー、基本的には３号に、えー、消防庁の、おー・・注水。

えー、４号に自衛隊の注水という作戦を今あのー、つめています。で、同時にですね。えー、

それを補完するために、えー、上空に無人のヘリを飛ばして、え、３号と４号のプールの水位

なんとか見れないかということも今、準備を進めてます。で、ヘリについてはもうＧＯ出さ

ないと間に合わなくなるので、ＧＯ出したいと思ってますが、発電所としては何かこれについ

はい。あの、ちょっと私もまだ具体的な詳しい装備とかですね。どういう風に飛ぶかってこと

まで聞いておりませんので、あの、これは確認して発電所にすぐまた連絡させますけれども。

おー・・動かすということを前提で、あのー、えー、進めます。で、あのー・・後ほど連絡し

えっとですね、おはようございます。あのー、今日、その、レスッキュー・・ハイパーレスキ

ューの放水に絡んでですね。えー、ま、あの、今、いつまで放水すべきかってのは・・い・・

難しいとこで検討は進めているんですけれども。え、最後まで出来るだけ消防のかたに残って

頂きたいと、え、いうことなんですね。で、そのために、えー、ポンプを回して、次何か必要

な、あの、作業があるまでは、えー、今のところ彼らはその、サイトの、あの、その、屋外に

待機してるということになってるんですが、えー、無駄な線量浴びることになるんで、出来れ

の中の更に除染をする前の、うー、なんかスペースみたいなところに、えー・・待機

をさせて頂ければ、えー、最後まで、えー・・放水を見届けて、あるいは必要な操作もして下

さると。こういうことなんですが、そういう待機場所っていうのはあるでしょうかね。免震棟

あり、ありません。ですから、あのー、もう通ってもらうと必ず、まあ、か、か、簡易な除染

なんですが、除染をしてもらわないといけないという状態になっておるんですよね。

要するにマスクを取って、あの、服は着たまま、防護服は着たままの状態でいられる場所が屋

内に、あの・・免震棟の屋根の中にあればいいんですけども。 
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えー、４号に自衛隊の注水という作戦を今あのー、つめています。で、同時にですね。えー、

それを補完するために、えー、上空に無人のヘリを飛ばして、え、３号と４号のプールの水位

なんとか見れないかということも今、準備を進めてます。で、ヘリについてはもうＧＯ出さ

ないと間に合わなくなるので、ＧＯ出したいと思ってますが、発電所としては何かこれについ

はい。あの、ちょっと私もまだ具体的な詳しい装備とかですね。どういう風に飛ぶかってこと

まで聞いておりませんので、あの、これは確認して発電所にすぐまた連絡させますけれども。

おー・・動かすということを前提で、あのー、えー、進めます。で、あのー・・後ほど連絡し

えっとですね、おはようございます。あのー、今日、その、レスッキュー・・ハイパーレスキ

ューの放水に絡んでですね。えー、ま、あの、今、いつまで放水すべきかってのは・・い・・

難しいとこで検討は進めているんですけれども。え、最後まで出来るだけ消防のかたに残って

頂きたいと、え、いうことなんですね。で、そのために、えー、ポンプを回して、次何か必要

な、あの、作業があるまでは、えー、今のところ彼らはその、サイトの、あの、その、屋外に

待機してるということになってるんですが、えー、無駄な線量浴びることになるんで、出来れ

の中の更に除染をする前の、うー、なんかスペースみたいなところに、えー・・待機

をさせて頂ければ、えー、最後まで、えー・・放水を見届けて、あるいは必要な操作もして下

さると。こういうことなんですが、そういう待機場所っていうのはあるでしょうかね。免震棟

あり、ありません。ですから、あのー、もう通ってもらうと必ず、まあ、か、か、簡易な除染

なんですが、除染をしてもらわないといけないという状態になっておるんですよね。 

要するにマスクを取って、あの、服は着たまま、防護服は着たままの状態でいられる場所が屋
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それを補完するために、えー、上空に無人のヘリを飛ばして、え、３号と４号のプールの水位

なんとか見れないかということも今、準備を進めてます。で、ヘリについてはもうＧＯ出さ

ないと間に合わなくなるので、ＧＯ出したいと思ってますが、発電所としては何かこれについ

はい。あの、ちょっと私もまだ具体的な詳しい装備とかですね。どういう風に飛ぶかってこと

まで聞いておりませんので、あの、これは確認して発電所にすぐまた連絡させますけれども。

おー・・動かすということを前提で、あのー、えー、進めます。で、あのー・・後ほど連絡し

えっとですね、おはようございます。あのー、今日、その、レスッキュー・・ハイパーレスキ

ューの放水に絡んでですね。えー、ま、あの、今、いつまで放水すべきかってのは・・い・・

難しいとこで検討は進めているんですけれども。え、最後まで出来るだけ消防のかたに残って

頂きたいと、え、いうことなんですね。で、そのために、えー、ポンプを回して、次何か必要

な、あの、作業があるまでは、えー、今のところ彼らはその、サイトの、あの、その、屋外に

待機してるということになってるんですが、えー、無駄な線量浴びることになるんで、出来れ

の中の更に除染をする前の、うー、なんかスペースみたいなところに、えー・・待機

をさせて頂ければ、えー、最後まで、えー・・放水を見届けて、あるいは必要な操作もして下

さると。こういうことなんですが、そういう待機場所っていうのはあるでしょうかね。免震棟

あり、ありません。ですから、あのー、もう通ってもらうと必ず、まあ、か、か、簡易な除染

要するにマスクを取って、あの、服は着たまま、防護服は着たままの状態でいられる場所が屋
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免震棟内ではございません。えー、しかしあのー、お客さんが来て頂いた時には、まず、えっ

とー、免震棟に入る前に一度衣を脱いでもらって、そのかたには、あのー、逆に免震棟内の汚

染を伝搬しないようにもう一度タイベックを着て貰います。で、あとはその人だけがチャコー

ルマスクをつけて、えー、いるのもおかしいんで、ＳＡＲＳマスク、紙マスクだけつけて頂け

ればと今考えておりました。しかし、この免震棟に入って出て、えーっと、Ｊあたりで測定し

た場合については表面に汚染がついているのは間違いないと思います。

ということは、やっぱり防護服も全部取るというはな、必要が出てくるということなんですね。

えっとね、ちょっと違うんですよ。防護服が、あの、脱ぐというよりも、今着てらっしゃる防

護服の上にまた着てるでしょ。そういうことなんです。だから、あの、１回もう・・そ・・１

回・・と・・閉じこめちゃうんです。そこで。ということなんです。で、そこでお話をする時

にま、あのー、マスクを取るんですけども、マスクを取るということは今度はマスクの、あの、

中に万が一、この、万が一っていうか、

に線源になる可能性があるよっていう風に今、●●が言ったわけでございます。だから、そこ、

そこのリスクさえ、えー・・まあ、向こうでいずれにしも除洗するだけですから、えー、オー

ケーであればそういう形で来て頂いて全身をまた、あのー、タイベックみたいなので覆って頂

いて、で、その上でお話をするということは出来るし、また今日それやらない、やって欲しい

という話がきてますんでね。あのー、ちょっと前向きには考えたいと思ってるんですけど。

わかりました。あの是非ですね。それがあのー、最後までいて下さる最低限の、条件となって

いるんですよ。で、それを。

全員。全員ですか？

１２人です。１２人です。

え？１２人。 

はい。で、それを。

ちょっと待って下さい。ちょっと待って下さい。えっと、保安。今さ、今日、消防、消防が１

２人くる、いら、いらっしゃると。でー、消防、まず準備して、あの、ほうか、ほう、放水し

た後さ。あのー、しっぱなしで１２人がこっちあがってきたい。あがってきて、その状態で出

来れば免震重要棟の中で我々と打ち合わせしたい。それでまた現場が、あのー、ね、ね、燃料

の充填とかに行かないといけないんで。そんとき、また、もう出て行かれるんだけど。そうい

う形でアレンジしたいんだけど。それは出来ますかっていうのに対して●●さんは。

はい。あのー、我々と同じように、えーっと、その防護装備をそこで脱いで頂いて、我々の防

護服でよろしければあの、問題ないかと思うんですけども。我々が外から来たとき玄関で脱ぎ

捨てて、若干サーベイをさせて頂いて、え、それでフリーにすると。で、また、出るときに我々

の防護服を使って頂いて、チャコールマスクを使って現場に行って頂くというの許されるなら

ば出来ます。え、それ以外、あのー、防護服はございませんので、え、それを認めて頂けるな

らば協力出来ます。

わかりました。え、あのー、じゃあ、その、今の内容で。え、少し消防さんのほうに検討して

もらいます。えー、それで、あの、それを・・あの・・その条件付きで、あのー、出来るだけ

最後までいて頂けるように今後調整をしますが、まだ、あ、それさえ準備出来れば必ず最後ま

でいるということは頂いてないんでこれからの調整になります。それが一点目です。すいませ

ん。二点目は、えー、燃料がですね。そういったわけで、ま、これからあのー、無人ヘリコプ

ターを飛ばすなりしてですね。プールのレベルを見ながらの最終的な放水時間の、おー、確定

になると思うんですが。えー、いずれにしても７時間とか６時間の燃料は全然入っていません。

えー・・だから、もしかしたら２回ぐらいの燃料の補給が必要になると思います。その燃料が

あるかどうかというのと、手があるかどうか、この２点について、え、何か、えー、現場のほ

うで、えー、言っとくことあったらおっしゃって下さい。

えっとすでにもう検討ちょっとしておりまして、●●のほうから報告させます。

はい。えっとー、ねん、燃料のほうはですね。まー、７時間分ぐらい相当は我々のほうでは確

保してありますので、これは供給出来ます。一方、あの、補給の作業についてはえ、ま、共同

作業ということだと思いますが、えっとー、先方がどれくらいのことを我々に期待しているか、

ちょっとわかりませんけれども。あのー、２名程度で共同作業をするということでよろしけれ
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た場合については表面に汚染がついているのは間違いないと思います。
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にま、あのー、マスクを取るんですけども、マスクを取るということは今度はマスクの、あの、

中に万が一、この、万が一っていうか、

に線源になる可能性があるよっていう風に今、●●が言ったわけでございます。だから、そこ、

そこのリスクさえ、えー・・まあ、向こうでいずれにしも除洗するだけですから、えー、オー

ケーであればそういう形で来て頂いて全身をまた、あのー、タイベックみたいなので覆って頂

いて、で、その上でお話をするということは出来るし、また今日それやらない、やって欲しい

という話がきてますんでね。あのー、ちょっと前向きには考えたいと思ってるんですけど。

わかりました。あの是非ですね。それがあのー、最後までいて下さる最低限の、条件となって

いるんですよ。で、それを。 

全員。全員ですか？ 

１２人です。１２人です。 

 

はい。で、それを。 

ちょっと待って下さい。ちょっと待って下さい。えっと、保安。今さ、今日、消防、消防が１

２人くる、いら、いらっしゃると。でー、消防、まず準備して、あの、ほうか、ほう、放水し

た後さ。あのー、しっぱなしで１２人がこっちあがってきたい。あがってきて、その状態で出

来れば免震重要棟の中で我々と打ち合わせしたい。それでまた現場が、あのー、ね、ね、燃料

の充填とかに行かないといけないんで。そんとき、また、もう出て行かれるんだけど。そうい

う形でアレンジしたいんだけど。それは出来ますかっていうのに対して●●さんは。

はい。あのー、我々と同じように、えーっと、その防護装備をそこで脱いで頂いて、我々の防

護服でよろしければあの、問題ないかと思うんですけども。我々が外から来たとき玄関で脱ぎ

捨てて、若干サーベイをさせて頂いて、え、それでフリーにすると。で、また、出るときに我々

の防護服を使って頂いて、チャコールマスクを使って現場に行って頂くというの許されるなら

ば出来ます。え、それ以外、あのー、防護服はございませんので、え、それを認めて頂けるな

らば協力出来ます。 

わかりました。え、あのー、じゃあ、その、今の内容で。え、少し消防さんのほうに検討して

もらいます。えー、それで、あの、それを・・あの・・その条件付きで、あのー、出来るだけ

最後までいて頂けるように今後調整をしますが、まだ、あ、それさえ準備出来れば必ず最後ま

でいるということは頂いてないんでこれからの調整になります。それが一点目です。すいませ

ん。二点目は、えー、燃料がですね。そういったわけで、ま、これからあのー、無人ヘリコプ

ターを飛ばすなりしてですね。プールのレベルを見ながらの最終的な放水時間の、おー、確定

思うんですが。えー、いずれにしても７時間とか６時間の燃料は全然入っていません。

えー・・だから、もしかしたら２回ぐらいの燃料の補給が必要になると思います。その燃料が

あるかどうかというのと、手があるかどうか、この２点について、え、何か、えー、現場のほ

うで、えー、言っとくことあったらおっしゃって下さい。

えっとすでにもう検討ちょっとしておりまして、●●のほうから報告させます。

はい。えっとー、ねん、燃料のほうはですね。まー、７時間分ぐらい相当は我々のほうでは確

保してありますので、これは供給出来ます。一方、あの、補給の作業についてはえ、ま、共同

作業ということだと思いますが、えっとー、先方がどれくらいのことを我々に期待しているか、

ちょっとわかりませんけれども。あのー、２名程度で共同作業をするということでよろしけれ

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容

免震棟内ではございません。えー、しかしあのー、お客さんが来て頂いた時には、まず、えっ

とー、免震棟に入る前に一度衣を脱いでもらって、そのかたには、あのー、逆に免震棟内の汚

染を伝搬しないようにもう一度タイベックを着て貰います。で、あとはその人だけがチャコー

ルマスクをつけて、えー、いるのもおかしいんで、ＳＡＲＳマスク、紙マスクだけつけて頂け

ればと今考えておりました。しかし、この免震棟に入って出て、えーっと、Ｊあたりで測定し

た場合については表面に汚染がついているのは間違いないと思います。

ということは、やっぱり防護服も全部取るというはな、必要が出てくるということなんですね。

えっとね、ちょっと違うんですよ。防護服が、あの、脱ぐというよりも、今着てらっしゃる防

護服の上にまた着てるでしょ。そういうことなんです。だから、あの、１回もう・・そ・・１

回・・と・・閉じこめちゃうんです。そこで。ということなんです。で、そこでお話をする時

にま、あのー、マスクを取るんですけども、マスクを取るということは今度はマスクの、あの、

中に万が一、この、万が一っていうか、この免震重要棟の中の・・ものが付着して、それが逆

に線源になる可能性があるよっていう風に今、●●が言ったわけでございます。だから、そこ、

そこのリスクさえ、えー・・まあ、向こうでいずれにしも除洗するだけですから、えー、オー

ケーであればそういう形で来て頂いて全身をまた、あのー、タイベックみたいなので覆って頂

いて、で、その上でお話をするということは出来るし、また今日それやらない、やって欲しい

という話がきてますんでね。あのー、ちょっと前向きには考えたいと思ってるんですけど。

わかりました。あの是非ですね。それがあのー、最後までいて下さる最低限の、条件となって

 

 

ちょっと待って下さい。ちょっと待って下さい。えっと、保安。今さ、今日、消防、消防が１

２人くる、いら、いらっしゃると。でー、消防、まず準備して、あの、ほうか、ほう、放水し

た後さ。あのー、しっぱなしで１２人がこっちあがってきたい。あがってきて、その状態で出

来れば免震重要棟の中で我々と打ち合わせしたい。それでまた現場が、あのー、ね、ね、燃料

の充填とかに行かないといけないんで。そんとき、また、もう出て行かれるんだけど。そうい

う形でアレンジしたいんだけど。それは出来ますかっていうのに対して●●さんは。

はい。あのー、我々と同じように、えーっと、その防護装備をそこで脱いで頂いて、我々の防

護服でよろしければあの、問題ないかと思うんですけども。我々が外から来たとき玄関で脱ぎ

捨てて、若干サーベイをさせて頂いて、え、それでフリーにすると。で、また、出るときに我々

の防護服を使って頂いて、チャコールマスクを使って現場に行って頂くというの許されるなら

ば出来ます。え、それ以外、あのー、防護服はございませんので、え、それを認めて頂けるな

わかりました。え、あのー、じゃあ、その、今の内容で。え、少し消防さんのほうに検討して

もらいます。えー、それで、あの、それを・・あの・・その条件付きで、あのー、出来るだけ

最後までいて頂けるように今後調整をしますが、まだ、あ、それさえ準備出来れば必ず最後ま

でいるということは頂いてないんでこれからの調整になります。それが一点目です。すいませ

ん。二点目は、えー、燃料がですね。そういったわけで、ま、これからあのー、無人ヘリコプ

ターを飛ばすなりしてですね。プールのレベルを見ながらの最終的な放水時間の、おー、確定

思うんですが。えー、いずれにしても７時間とか６時間の燃料は全然入っていません。

えー・・だから、もしかしたら２回ぐらいの燃料の補給が必要になると思います。その燃料が

あるかどうかというのと、手があるかどうか、この２点について、え、何か、えー、現場のほ

うで、えー、言っとくことあったらおっしゃって下さい。

えっとすでにもう検討ちょっとしておりまして、●●のほうから報告させます。

はい。えっとー、ねん、燃料のほうはですね。まー、７時間分ぐらい相当は我々のほうでは確

保してありますので、これは供給出来ます。一方、あの、補給の作業についてはえ、ま、共同

作業ということだと思いますが、えっとー、先方がどれくらいのことを我々に期待しているか、

ちょっとわかりませんけれども。あのー、２名程度で共同作業をするということでよろしけれ

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容 

免震棟内ではございません。えー、しかしあのー、お客さんが来て頂いた時には、まず、えっ

とー、免震棟に入る前に一度衣を脱いでもらって、そのかたには、あのー、逆に免震棟内の汚

染を伝搬しないようにもう一度タイベックを着て貰います。で、あとはその人だけがチャコー

ルマスクをつけて、えー、いるのもおかしいんで、ＳＡＲＳマスク、紙マスクだけつけて頂け

ればと今考えておりました。しかし、この免震棟に入って出て、えーっと、Ｊあたりで測定し

た場合については表面に汚染がついているのは間違いないと思います。

ということは、やっぱり防護服も全部取るというはな、必要が出てくるということなんですね。

えっとね、ちょっと違うんですよ。防護服が、あの、脱ぐというよりも、今着てらっしゃる防

護服の上にまた着てるでしょ。そういうことなんです。だから、あの、１回もう・・そ・・１

回・・と・・閉じこめちゃうんです。そこで。ということなんです。で、そこでお話をする時

にま、あのー、マスクを取るんですけども、マスクを取るということは今度はマスクの、あの、

この免震重要棟の中の・・ものが付着して、それが逆

に線源になる可能性があるよっていう風に今、●●が言ったわけでございます。だから、そこ、

そこのリスクさえ、えー・・まあ、向こうでいずれにしも除洗するだけですから、えー、オー

ケーであればそういう形で来て頂いて全身をまた、あのー、タイベックみたいなので覆って頂

いて、で、その上でお話をするということは出来るし、また今日それやらない、やって欲しい

という話がきてますんでね。あのー、ちょっと前向きには考えたいと思ってるんですけど。

わかりました。あの是非ですね。それがあのー、最後までいて下さる最低限の、条件となって

ちょっと待って下さい。ちょっと待って下さい。えっと、保安。今さ、今日、消防、消防が１

２人くる、いら、いらっしゃると。でー、消防、まず準備して、あの、ほうか、ほう、放水し

た後さ。あのー、しっぱなしで１２人がこっちあがってきたい。あがってきて、その状態で出

来れば免震重要棟の中で我々と打ち合わせしたい。それでまた現場が、あのー、ね、ね、燃料

の充填とかに行かないといけないんで。そんとき、また、もう出て行かれるんだけど。そうい

う形でアレンジしたいんだけど。それは出来ますかっていうのに対して●●さんは。

はい。あのー、我々と同じように、えーっと、その防護装備をそこで脱いで頂いて、我々の防

護服でよろしければあの、問題ないかと思うんですけども。我々が外から来たとき玄関で脱ぎ

捨てて、若干サーベイをさせて頂いて、え、それでフリーにすると。で、また、出るときに我々

の防護服を使って頂いて、チャコールマスクを使って現場に行って頂くというの許されるなら

ば出来ます。え、それ以外、あのー、防護服はございませんので、え、それを認めて頂けるな

わかりました。え、あのー、じゃあ、その、今の内容で。え、少し消防さんのほうに検討して

もらいます。えー、それで、あの、それを・・あの・・その条件付きで、あのー、出来るだけ

最後までいて頂けるように今後調整をしますが、まだ、あ、それさえ準備出来れば必ず最後ま

でいるということは頂いてないんでこれからの調整になります。それが一点目です。すいませ

ん。二点目は、えー、燃料がですね。そういったわけで、ま、これからあのー、無人ヘリコプ

ターを飛ばすなりしてですね。プールのレベルを見ながらの最終的な放水時間の、おー、確定

思うんですが。えー、いずれにしても７時間とか６時間の燃料は全然入っていません。

えー・・だから、もしかしたら２回ぐらいの燃料の補給が必要になると思います。その燃料が

あるかどうかというのと、手があるかどうか、この２点について、え、何か、えー、現場のほ

うで、えー、言っとくことあったらおっしゃって下さい。 

えっとすでにもう検討ちょっとしておりまして、●●のほうから報告させます。

はい。えっとー、ねん、燃料のほうはですね。まー、７時間分ぐらい相当は我々のほうでは確

保してありますので、これは供給出来ます。一方、あの、補給の作業についてはえ、ま、共同

作業ということだと思いますが、えっとー、先方がどれくらいのことを我々に期待しているか、

ちょっとわかりませんけれども。あのー、２名程度で共同作業をするということでよろしけれ

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

免震棟内ではございません。えー、しかしあのー、お客さんが来て頂いた時には、まず、えっ

とー、免震棟に入る前に一度衣を脱いでもらって、そのかたには、あのー、逆に免震棟内の汚

染を伝搬しないようにもう一度タイベックを着て貰います。で、あとはその人だけがチャコー

ルマスクをつけて、えー、いるのもおかしいんで、ＳＡＲＳマスク、紙マスクだけつけて頂け

ればと今考えておりました。しかし、この免震棟に入って出て、えーっと、Ｊあたりで測定し

た場合については表面に汚染がついているのは間違いないと思います。 

ということは、やっぱり防護服も全部取るというはな、必要が出てくるということなんですね。

えっとね、ちょっと違うんですよ。防護服が、あの、脱ぐというよりも、今着てらっしゃる防

護服の上にまた着てるでしょ。そういうことなんです。だから、あの、１回もう・・そ・・１

回・・と・・閉じこめちゃうんです。そこで。ということなんです。で、そこでお話をする時

にま、あのー、マスクを取るんですけども、マスクを取るということは今度はマスクの、あの、

この免震重要棟の中の・・ものが付着して、それが逆

に線源になる可能性があるよっていう風に今、●●が言ったわけでございます。だから、そこ、

そこのリスクさえ、えー・・まあ、向こうでいずれにしも除洗するだけですから、えー、オー

ケーであればそういう形で来て頂いて全身をまた、あのー、タイベックみたいなので覆って頂

いて、で、その上でお話をするということは出来るし、また今日それやらない、やって欲しい

という話がきてますんでね。あのー、ちょっと前向きには考えたいと思ってるんですけど。

わかりました。あの是非ですね。それがあのー、最後までいて下さる最低限の、条件となって

ちょっと待って下さい。ちょっと待って下さい。えっと、保安。今さ、今日、消防、消防が１

２人くる、いら、いらっしゃると。でー、消防、まず準備して、あの、ほうか、ほう、放水し

た後さ。あのー、しっぱなしで１２人がこっちあがってきたい。あがってきて、その状態で出

来れば免震重要棟の中で我々と打ち合わせしたい。それでまた現場が、あのー、ね、ね、燃料

の充填とかに行かないといけないんで。そんとき、また、もう出て行かれるんだけど。そうい

う形でアレンジしたいんだけど。それは出来ますかっていうのに対して●●さんは。

はい。あのー、我々と同じように、えーっと、その防護装備をそこで脱いで頂いて、我々の防

護服でよろしければあの、問題ないかと思うんですけども。我々が外から来たとき玄関で脱ぎ

捨てて、若干サーベイをさせて頂いて、え、それでフリーにすると。で、また、出るときに我々

の防護服を使って頂いて、チャコールマスクを使って現場に行って頂くというの許されるなら

ば出来ます。え、それ以外、あのー、防護服はございませんので、え、それを認めて頂けるな

わかりました。え、あのー、じゃあ、その、今の内容で。え、少し消防さんのほうに検討して

もらいます。えー、それで、あの、それを・・あの・・その条件付きで、あのー、出来るだけ

最後までいて頂けるように今後調整をしますが、まだ、あ、それさえ準備出来れば必ず最後ま

でいるということは頂いてないんでこれからの調整になります。それが一点目です。すいませ

ん。二点目は、えー、燃料がですね。そういったわけで、ま、これからあのー、無人ヘリコプ

ターを飛ばすなりしてですね。プールのレベルを見ながらの最終的な放水時間の、おー、確定

思うんですが。えー、いずれにしても７時間とか６時間の燃料は全然入っていません。

えー・・だから、もしかしたら２回ぐらいの燃料の補給が必要になると思います。その燃料が

あるかどうかというのと、手があるかどうか、この２点について、え、何か、えー、現場のほ

 

えっとすでにもう検討ちょっとしておりまして、●●のほうから報告させます。

はい。えっとー、ねん、燃料のほうはですね。まー、７時間分ぐらい相当は我々のほうでは確

保してありますので、これは供給出来ます。一方、あの、補給の作業についてはえ、ま、共同

作業ということだと思いますが、えっとー、先方がどれくらいのことを我々に期待しているか、

ちょっとわかりませんけれども。あのー、２名程度で共同作業をするということでよろしけれ

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始） 

免震棟内ではございません。えー、しかしあのー、お客さんが来て頂いた時には、まず、えっ

とー、免震棟に入る前に一度衣を脱いでもらって、そのかたには、あのー、逆に免震棟内の汚

染を伝搬しないようにもう一度タイベックを着て貰います。で、あとはその人だけがチャコー

ルマスクをつけて、えー、いるのもおかしいんで、ＳＡＲＳマスク、紙マスクだけつけて頂け

ればと今考えておりました。しかし、この免震棟に入って出て、えーっと、Ｊあたりで測定し

ということは、やっぱり防護服も全部取るというはな、必要が出てくるということなんですね。

えっとね、ちょっと違うんですよ。防護服が、あの、脱ぐというよりも、今着てらっしゃる防

護服の上にまた着てるでしょ。そういうことなんです。だから、あの、１回もう・・そ・・１

回・・と・・閉じこめちゃうんです。そこで。ということなんです。で、そこでお話をする時

にま、あのー、マスクを取るんですけども、マスクを取るということは今度はマスクの、あの、

この免震重要棟の中の・・ものが付着して、それが逆

に線源になる可能性があるよっていう風に今、●●が言ったわけでございます。だから、そこ、

そこのリスクさえ、えー・・まあ、向こうでいずれにしも除洗するだけですから、えー、オー

ケーであればそういう形で来て頂いて全身をまた、あのー、タイベックみたいなので覆って頂

いて、で、その上でお話をするということは出来るし、また今日それやらない、やって欲しい

という話がきてますんでね。あのー、ちょっと前向きには考えたいと思ってるんですけど。

わかりました。あの是非ですね。それがあのー、最後までいて下さる最低限の、条件となって

ちょっと待って下さい。ちょっと待って下さい。えっと、保安。今さ、今日、消防、消防が１

２人くる、いら、いらっしゃると。でー、消防、まず準備して、あの、ほうか、ほう、放水し

た後さ。あのー、しっぱなしで１２人がこっちあがってきたい。あがってきて、その状態で出

来れば免震重要棟の中で我々と打ち合わせしたい。それでまた現場が、あのー、ね、ね、燃料

の充填とかに行かないといけないんで。そんとき、また、もう出て行かれるんだけど。そうい

う形でアレンジしたいんだけど。それは出来ますかっていうのに対して●●さんは。 

はい。あのー、我々と同じように、えーっと、その防護装備をそこで脱いで頂いて、我々の防

護服でよろしければあの、問題ないかと思うんですけども。我々が外から来たとき玄関で脱ぎ

捨てて、若干サーベイをさせて頂いて、え、それでフリーにすると。で、また、出るときに我々

の防護服を使って頂いて、チャコールマスクを使って現場に行って頂くというの許されるなら

ば出来ます。え、それ以外、あのー、防護服はございませんので、え、それを認めて頂けるな

わかりました。え、あのー、じゃあ、その、今の内容で。え、少し消防さんのほうに検討して

もらいます。えー、それで、あの、それを・・あの・・その条件付きで、あのー、出来るだけ

最後までいて頂けるように今後調整をしますが、まだ、あ、それさえ準備出来れば必ず最後ま

でいるということは頂いてないんでこれからの調整になります。それが一点目です。すいませ

ん。二点目は、えー、燃料がですね。そういったわけで、ま、これからあのー、無人ヘリコプ

ターを飛ばすなりしてですね。プールのレベルを見ながらの最終的な放水時間の、おー、確定

思うんですが。えー、いずれにしても７時間とか６時間の燃料は全然入っていません。

えー・・だから、もしかしたら２回ぐらいの燃料の補給が必要になると思います。その燃料が

あるかどうかというのと、手があるかどうか、この２点について、え、何か、えー、現場のほ

えっとすでにもう検討ちょっとしておりまして、●●のほうから報告させます。 

はい。えっとー、ねん、燃料のほうはですね。まー、７時間分ぐらい相当は我々のほうでは確

保してありますので、これは供給出来ます。一方、あの、補給の作業についてはえ、ま、共同

作業ということだと思いますが、えっとー、先方がどれくらいのことを我々に期待しているか、

ちょっとわかりませんけれども。あのー、２名程度で共同作業をするということでよろしけれ

 

免震棟内ではございません。えー、しかしあのー、お客さんが来て頂いた時には、まず、えっ

とー、免震棟に入る前に一度衣を脱いでもらって、そのかたには、あのー、逆に免震棟内の汚

染を伝搬しないようにもう一度タイベックを着て貰います。で、あとはその人だけがチャコー

ルマスクをつけて、えー、いるのもおかしいんで、ＳＡＲＳマスク、紙マスクだけつけて頂け

ればと今考えておりました。しかし、この免震棟に入って出て、えーっと、Ｊあたりで測定し

ということは、やっぱり防護服も全部取るというはな、必要が出てくるということなんですね。 

えっとね、ちょっと違うんですよ。防護服が、あの、脱ぐというよりも、今着てらっしゃる防

護服の上にまた着てるでしょ。そういうことなんです。だから、あの、１回もう・・そ・・１

回・・と・・閉じこめちゃうんです。そこで。ということなんです。で、そこでお話をする時

にま、あのー、マスクを取るんですけども、マスクを取るということは今度はマスクの、あの、

この免震重要棟の中の・・ものが付着して、それが逆

に線源になる可能性があるよっていう風に今、●●が言ったわけでございます。だから、そこ、

そこのリスクさえ、えー・・まあ、向こうでいずれにしも除洗するだけですから、えー、オー

ケーであればそういう形で来て頂いて全身をまた、あのー、タイベックみたいなので覆って頂

いて、で、その上でお話をするということは出来るし、また今日それやらない、やって欲しい

という話がきてますんでね。あのー、ちょっと前向きには考えたいと思ってるんですけど。 

わかりました。あの是非ですね。それがあのー、最後までいて下さる最低限の、条件となって

ちょっと待って下さい。ちょっと待って下さい。えっと、保安。今さ、今日、消防、消防が１

２人くる、いら、いらっしゃると。でー、消防、まず準備して、あの、ほうか、ほう、放水し

た後さ。あのー、しっぱなしで１２人がこっちあがってきたい。あがってきて、その状態で出

来れば免震重要棟の中で我々と打ち合わせしたい。それでまた現場が、あのー、ね、ね、燃料

の充填とかに行かないといけないんで。そんとき、また、もう出て行かれるんだけど。そうい

はい。あのー、我々と同じように、えーっと、その防護装備をそこで脱いで頂いて、我々の防

護服でよろしければあの、問題ないかと思うんですけども。我々が外から来たとき玄関で脱ぎ

捨てて、若干サーベイをさせて頂いて、え、それでフリーにすると。で、また、出るときに我々

の防護服を使って頂いて、チャコールマスクを使って現場に行って頂くというの許されるなら

ば出来ます。え、それ以外、あのー、防護服はございませんので、え、それを認めて頂けるな

わかりました。え、あのー、じゃあ、その、今の内容で。え、少し消防さんのほうに検討して

もらいます。えー、それで、あの、それを・・あの・・その条件付きで、あのー、出来るだけ

最後までいて頂けるように今後調整をしますが、まだ、あ、それさえ準備出来れば必ず最後ま

でいるということは頂いてないんでこれからの調整になります。それが一点目です。すいませ

ん。二点目は、えー、燃料がですね。そういったわけで、ま、これからあのー、無人ヘリコプ

ターを飛ばすなりしてですね。プールのレベルを見ながらの最終的な放水時間の、おー、確定

思うんですが。えー、いずれにしても７時間とか６時間の燃料は全然入っていません。

えー・・だから、もしかしたら２回ぐらいの燃料の補給が必要になると思います。その燃料が

あるかどうかというのと、手があるかどうか、この２点について、え、何か、えー、現場のほ

はい。えっとー、ねん、燃料のほうはですね。まー、７時間分ぐらい相当は我々のほうでは確

保してありますので、これは供給出来ます。一方、あの、補給の作業についてはえ、ま、共同

作業ということだと思いますが、えっとー、先方がどれくらいのことを我々に期待しているか、

ちょっとわかりませんけれども。あのー、２名程度で共同作業をするということでよろしけれ
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ば、えー、その準備をしたいと思います。

わかりました。それでいいと思います。あのー、あのー、確認しますけれども。じゃあ、そう

いう方向でよろしく。

はい。わかりました。

ともかく調整します。はい、ありがとうございました。

え・・発電所。吉田さん。

はい。吉田です。

あのー、ちょっと、今日の注水作戦の枠組みについて相談したので、えー・・あの・・●●電

話もらえませんか。

はい。 

はい。もしもし武黒です。えっと今日ですね、うんとー、１時半まで電源工事があると、え？

あ、ごめんないさい。［マイク外：電話での会話］

あ、すみませんあの、一つ総務班からお知らせです。こちらからＪヴィレッジに行く予定のバ

スなんですが、東電工業さんが今日

ジ行きは今日 12

外を見ながら追々考えてください。後、向こうからもう１便来て、

スを出発する予定になってます。時刻変更する可能性がありますので、何かありましたら総務

まで来てください。以上です。

あ、すみませんあの一

ィレッジ発。で、当社発が

す。また夜の会の時にはメモを配りますのでよろしくお願いします。

●●？●●？●●と峰松さんちょっと。

え、保安班の代表の方、保安班の代表の方、本部へ来てください。

１Ｆ、２Ｆさん？本店本部ですけれども、あの

とですので、準備の方よろしくお願い致します。１Ｆさんよろしいでしょうか？

はい。１Ｆ準備できております。どうぞ。

２Ｆさんよろしいでしょうか？

はい。２Ｆ大丈夫です。

オフサイトセンターさん如何でしょうか？

はい。大丈夫です。

はい。了解しました。

●●？あの誰かさ、●●か●●。安全屋さん至急呼んでくんない？

はい。吉田所長？

 （３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

  45 / 92 

ば、えー、その準備をしたいと思います。

わかりました。それでいいと思います。あのー、あのー、確認しますけれども。じゃあ、そう

ろしく。 
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はい。もしもし武黒です。えっと今日ですね、うんとー、１時半まで電源工事があると、え？

あ、ごめんないさい。［マイク外：電話での会話］

あ、すみませんあの、一つ総務班からお知らせです。こちらからＪヴィレッジに行く予定のバ

スなんですが、東電工業さんが今日

12 時半にえー下から出す予定です。ただあの出発の時間は変更になりますので、

外を見ながら追々考えてください。後、向こうからもう１便来て、

スを出発する予定になってます。時刻変更する可能性がありますので、何かありましたら総務

まで来てください。以上です。

あ、すみませんあの一つ追加で。Ｊヴィレッジ発は、え今日、明日に関して言うと、

ィレッジ発。で、当社発が 12

す。また夜の会の時にはメモを配りますのでよろしくお願いします。

●●？●●？●●と峰松さんちょっと。

え、保安班の代表の方、保安班の代表の方、本部へ来てください。

１Ｆ、２Ｆさん？本店本部ですけれども、あの

とですので、準備の方よろしくお願い致します。１Ｆさんよろしいでしょうか？

はい。１Ｆ準備できております。どうぞ。

２Ｆさんよろしいでしょうか？

はい。２Ｆ大丈夫です。 

オフサイトセンターさん如何でしょうか？

はい。大丈夫です。 

はい。了解しました。 

●●？あの誰かさ、●●か●●。安全屋さん至急呼んでくんない？

はい。吉田所長？ 
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発言内容

ば、えー、その準備をしたいと思います。 

わかりました。それでいいと思います。あのー、あのー、確認しますけれども。じゃあ、そう

ともかく調整します。はい、ありがとうございました。

 

あのー、ちょっと、今日の注水作戦の枠組みについて相談したので、えー・・あの・・●●電

はい。もしもし武黒です。えっと今日ですね、うんとー、１時半まで電源工事があると、え？

あ、ごめんないさい。［マイク外：電話での会話］

あ、すみませんあの、一つ総務班からお知らせです。こちらからＪヴィレッジに行く予定のバ

スなんですが、東電工業さんが今日 12 時半にバスを運行していただけるそうです。Ｊヴィレッ

時半にえー下から出す予定です。ただあの出発の時間は変更になりますので、

外を見ながら追々考えてください。後、向こうからもう１便来て、

スを出発する予定になってます。時刻変更する可能性がありますので、何かありましたら総務

まで来てください。以上です。 

つ追加で。Ｊヴィレッジ発は、え今日、明日に関して言うと、

12 時半。次にＪヴィレッジ発が

す。また夜の会の時にはメモを配りますのでよろしくお願いします。

●●？●●？●●と峰松さんちょっと。 

え、保安班の代表の方、保安班の代表の方、本部へ来てください。

１Ｆ、２Ｆさん？本店本部ですけれども、あの

とですので、準備の方よろしくお願い致します。１Ｆさんよろしいでしょうか？

はい。１Ｆ準備できております。どうぞ。 

２Ｆさんよろしいでしょうか？ 

オフサイトセンターさん如何でしょうか？ 

●●？あの誰かさ、●●か●●。安全屋さん至急呼んでくんない？
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発言内容 

 

わかりました。それでいいと思います。あのー、あのー、確認しますけれども。じゃあ、そう

ともかく調整します。はい、ありがとうございました。 

あのー、ちょっと、今日の注水作戦の枠組みについて相談したので、えー・・あの・・●●電

はい。もしもし武黒です。えっと今日ですね、うんとー、１時半まで電源工事があると、え？

あ、ごめんないさい。［マイク外：電話での会話］ 

あ、すみませんあの、一つ総務班からお知らせです。こちらからＪヴィレッジに行く予定のバ

時半にバスを運行していただけるそうです。Ｊヴィレッ

時半にえー下から出す予定です。ただあの出発の時間は変更になりますので、

外を見ながら追々考えてください。後、向こうからもう１便来て、

スを出発する予定になってます。時刻変更する可能性がありますので、何かありましたら総務

つ追加で。Ｊヴィレッジ発は、え今日、明日に関して言うと、

時半。次にＪヴィレッジ発が 16

す。また夜の会の時にはメモを配りますのでよろしくお願いします。

え、保安班の代表の方、保安班の代表の方、本部へ来てください。

１Ｆ、２Ｆさん？本店本部ですけれども、あの 12 時からあの情報共有の会議をしたいというこ

とですので、準備の方よろしくお願い致します。１Ｆさんよろしいでしょうか？

 

 

●●？あの誰かさ、●●か●●。安全屋さん至急呼んでくんない？
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わかりました。それでいいと思います。あのー、あのー、確認しますけれども。じゃあ、そう

あのー、ちょっと、今日の注水作戦の枠組みについて相談したので、えー・・あの・・●●電

はい。もしもし武黒です。えっと今日ですね、うんとー、１時半まで電源工事があると、え？

あ、すみませんあの、一つ総務班からお知らせです。こちらからＪヴィレッジに行く予定のバ

時半にバスを運行していただけるそうです。Ｊヴィレッ

時半にえー下から出す予定です。ただあの出発の時間は変更になりますので、

外を見ながら追々考えてください。後、向こうからもう１便来て、16 時にも東電工業さんのバ

スを出発する予定になってます。時刻変更する可能性がありますので、何かありましたら総務

つ追加で。Ｊヴィレッジ発は、え今日、明日に関して言うと、

時半。次にＪヴィレッジ発が 16 時。当社発が

す。また夜の会の時にはメモを配りますのでよろしくお願いします。 

え、保安班の代表の方、保安班の代表の方、本部へ来てください。 

時からあの情報共有の会議をしたいというこ

とですので、準備の方よろしくお願い致します。１Ｆさんよろしいでしょうか？

●●？あの誰かさ、●●か●●。安全屋さん至急呼んでくんない？ 
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わかりました。それでいいと思います。あのー、あのー、確認しますけれども。じゃあ、そう
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はい。もしもし武黒です。えっと今日ですね、うんとー、１時半まで電源工事があると、え？

あ、すみませんあの、一つ総務班からお知らせです。こちらからＪヴィレッジに行く予定のバ

時半にバスを運行していただけるそうです。Ｊヴィレッ

時半にえー下から出す予定です。ただあの出発の時間は変更になりますので、

時にも東電工業さんのバ

スを出発する予定になってます。時刻変更する可能性がありますので、何かありましたら総務

つ追加で。Ｊヴィレッジ発は、え今日、明日に関して言うと、11 時Ｊヴ

時。当社発が 17 時半になってま

時からあの情報共有の会議をしたいというこ

とですので、準備の方よろしくお願い致します。１Ｆさんよろしいでしょうか？ 
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あのー、ちょっと、今日の注水作戦の枠組みについて相談したので、えー・・あの・・●●電

はい。もしもし武黒です。えっと今日ですね、うんとー、１時半まで電源工事があると、え？

あ、すみませんあの、一つ総務班からお知らせです。こちらからＪヴィレッジに行く予定のバ

時半にバスを運行していただけるそうです。Ｊヴィレッ

時半にえー下から出す予定です。ただあの出発の時間は変更になりますので、

時にも東電工業さんのバ

スを出発する予定になってます。時刻変更する可能性がありますので、何かありましたら総務

時Ｊヴ
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はい。 

えっと、今あのーえ、消防、自衛隊、え東電三社協議が

して、えーと一つだけ結論が出た話が来てまして、えーと今あの今

ーと、自衛隊の方がえー

です。はい。 

はい。 

で、えーと多分あの

を同乗させてくれということになってます。で、その後の行動についてはまだ未定ということ

になってます。

はい。了解しました。

え、うん、それではあのぜん、あの情報共有の会議を始めたいと思いますので、よろしくお願

い致します。 

えーおはようございます。あ、じゃないや、

後、えーえー、から夜にかけて、またえー重要なあの注水活動、それからえー工事が行われま

すので、その内容を、か、共有したいと思います。まず、えー注水活動についてですが、これ

は消防庁隊が、あ３号について実施するということで、その

は、紙、皆さんお持ちですか？これだ。えっとあの書画、書画カメラにこの、これ載っけてく

れませんか？あの、手書きの

発電所の方は書画カメラで内容をご覧ください。

手書きのペーパー、本部長付にも届けてください。お願いします。

えー、今の、はい、そうですね。映ってるものです。それ若干あの修正があります。えっとま

ずですね、えー

ー現場で注水を開始していただきます。そして、

水活動そのものの安定状況を確認したら自衛隊さんに連絡をすると。で、上に東電が無人ヘリ

で水位を確認と書いてありますが、これちょっと無視してください。えー東電が自衛隊さんに

連絡をする。そして、自衛隊さんの方がその連絡を受けて、え

て、そして、４号に対する注水活動を行う。で、えーそして、注水活動は、あの車両全部の水

が打ち終わったら、一旦え退去してまた水を補給して、えーその後

なっております。

すみません。途中で申し訳ない。あの、えー本部席の中は全部配ってください。これちょっと

見えないんでね。あのばっと急いで配ってください。それからこれ、１Ｆさんには

てありますか？これ１ＦにＦＡＸで送って、じゃ、至急送ってください。ちょっとこれ字がち

っちゃくて見えないんで。しっかり情報共有＜■■■会話重なり聞き取れず０：３４：５０＞

お願いします。

オフサイトセンターにも送ってください。

２Ｆにも送ってください。

続けます。3号については、消防庁さんの話だと注水を開始してから

が必要になると。で、この補給については、今回は消防庁さんが主体で行うと。ただし、東電

からも 2 名を派遣してえ補給の、習得、技術の習得にあたると。で、補給中も消防庁さんはこ

れまで何回かご経験があると十分経験があるということなので、エンジンは運転を継続すると

いうことであります。で、連続注入をする時間としては、今のところ

ています。従って、軽油の消費量からすると、この補給活

も消防庁さんの方が主体となって実施すると。えー当社からは

うことであります。えー万一、え途中で原子炉建屋から水が溢れ出してくるとか、大きな異常

があった場合にはただちに停止をするということになります。この停止も消防庁さんの方で行

う訳ですが、既に昨日、停止については当社も技術習得してるということですが、今回も同様

に技術習得をしていただくということで考えています。えー全体のフレームワークはそういう

ことで、明日の朝

活動は今日の午後
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えっと、今あのーえ、消防、自衛隊、え東電三社協議が

して、えーと一つだけ結論が出た話が来てまして、えーと今あの今

ーと、自衛隊の方がえーJ ヴィレッジを出発するそうです。あの台数はちょっと、まだ未確認

 

で、えーと多分あの 30 分とか

を同乗させてくれということになってます。で、その後の行動についてはまだ未定ということ

になってます。 

はい。了解しました。 

え、うん、それではあのぜん、あの情報共有の会議を始めたいと思いますので、よろしくお願

 

えーおはようございます。あ、じゃないや、

後、えーえー、から夜にかけて、またえー重要なあの注水活動、それからえー工事が行われま

すので、その内容を、か、共有したいと思います。まず、えー注水活動についてですが、これ

は消防庁隊が、あ３号について実施するということで、その

は、紙、皆さんお持ちですか？これだ。えっとあの書画、書画カメラにこの、これ載っけてく

れませんか？あの、手書きの

発電所の方は書画カメラで内容をご覧ください。

手書きのペーパー、本部長付にも届けてください。お願いします。

えー、今の、はい、そうですね。映ってるものです。それ若干あの修正があります。えっとま

ずですね、えー3号機は消防庁がえー

ー現場で注水を開始していただきます。そして、

水活動そのものの安定状況を確認したら自衛隊さんに連絡をすると。で、上に東電が無人ヘリ

で水位を確認と書いてありますが、これちょっと無視してください。えー東電が自衛隊さんに

連絡をする。そして、自衛隊さんの方がその連絡を受けて、え

、そして、４号に対する注水活動を行う。で、えーそして、注水活動は、あの車両全部の水

が打ち終わったら、一旦え退去してまた水を補給して、えーその後

なっております。 

すみません。途中で申し訳ない。あの、えー本部席の中は全部配ってください。これちょっと

見えないんでね。あのばっと急いで配ってください。それからこれ、１Ｆさんには

てありますか？これ１ＦにＦＡＸで送って、じゃ、至急送ってください。ちょっとこれ字がち

っちゃくて見えないんで。しっかり情報共有＜■■■会話重なり聞き取れず０：３４：５０＞

お願いします。 

オフサイトセンターにも送ってください。

２Ｆにも送ってください。 

号については、消防庁さんの話だと注水を開始してから

が必要になると。で、この補給については、今回は消防庁さんが主体で行うと。ただし、東電

名を派遣してえ補給の、習得、技術の習得にあたると。で、補給中も消防庁さんはこ

れまで何回かご経験があると十分経験があるということなので、エンジンは運転を継続すると

いうことであります。で、連続注入をする時間としては、今のところ

ています。従って、軽油の消費量からすると、この補給活

も消防庁さんの方が主体となって実施すると。えー当社からは

うことであります。えー万一、え途中で原子炉建屋から水が溢れ出してくるとか、大きな異常

があった場合にはただちに停止をするということになります。この停止も消防庁さんの方で行

う訳ですが、既に昨日、停止については当社も技術習得してるということですが、今回も同様

に技術習得をしていただくということで考えています。えー全体のフレームワークはそういう

ことで、明日の朝 5 時以降はげん、あげん、あの電源、えーの屋外

活動は今日の午後 13 時 30 分の電源工事終了後と、明日の朝

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容

えっと、今あのーえ、消防、自衛隊、え東電三社協議が

して、えーと一つだけ結論が出た話が来てまして、えーと今あの今

ヴィレッジを出発するそうです。あの台数はちょっと、まだ未確認

分とか 1時間後になると思いますけど、正門で、えー東京電力の案内者

を同乗させてくれということになってます。で、その後の行動についてはまだ未定ということ

え、うん、それではあのぜん、あの情報共有の会議を始めたいと思いますので、よろしくお願

えーおはようございます。あ、じゃないや、

後、えーえー、から夜にかけて、またえー重要なあの注水活動、それからえー工事が行われま

すので、その内容を、か、共有したいと思います。まず、えー注水活動についてですが、これ

は消防庁隊が、あ３号について実施するということで、その

は、紙、皆さんお持ちですか？これだ。えっとあの書画、書画カメラにこの、これ載っけてく

れませんか？あの、手書きの 19 日と 20 日って書いてある、えー今書画カメラに載せますから

発電所の方は書画カメラで内容をご覧ください。

手書きのペーパー、本部長付にも届けてください。お願いします。

えー、今の、はい、そうですね。映ってるものです。それ若干あの修正があります。えっとま

号機は消防庁がえー13 時 30

ー現場で注水を開始していただきます。そして、

水活動そのものの安定状況を確認したら自衛隊さんに連絡をすると。で、上に東電が無人ヘリ

で水位を確認と書いてありますが、これちょっと無視してください。えー東電が自衛隊さんに

連絡をする。そして、自衛隊さんの方がその連絡を受けて、え

、そして、４号に対する注水活動を行う。で、えーそして、注水活動は、あの車両全部の水

が打ち終わったら、一旦え退去してまた水を補給して、えーその後

すみません。途中で申し訳ない。あの、えー本部席の中は全部配ってください。これちょっと

見えないんでね。あのばっと急いで配ってください。それからこれ、１Ｆさんには

てありますか？これ１ＦにＦＡＸで送って、じゃ、至急送ってください。ちょっとこれ字がち

っちゃくて見えないんで。しっかり情報共有＜■■■会話重なり聞き取れず０：３４：５０＞

オフサイトセンターにも送ってください。 

 

号については、消防庁さんの話だと注水を開始してから

が必要になると。で、この補給については、今回は消防庁さんが主体で行うと。ただし、東電

名を派遣してえ補給の、習得、技術の習得にあたると。で、補給中も消防庁さんはこ

れまで何回かご経験があると十分経験があるということなので、エンジンは運転を継続すると

いうことであります。で、連続注入をする時間としては、今のところ

ています。従って、軽油の消費量からすると、この補給活

も消防庁さんの方が主体となって実施すると。えー当社からは

うことであります。えー万一、え途中で原子炉建屋から水が溢れ出してくるとか、大きな異常

があった場合にはただちに停止をするということになります。この停止も消防庁さんの方で行

う訳ですが、既に昨日、停止については当社も技術習得してるということですが、今回も同様

に技術習得をしていただくということで考えています。えー全体のフレームワークはそういう

時以降はげん、あげん、あの電源、えーの屋外

分の電源工事終了後と、明日の朝

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容 

えっと、今あのーえ、消防、自衛隊、え東電三社協議が 10 時半から

して、えーと一つだけ結論が出た話が来てまして、えーと今あの今

ヴィレッジを出発するそうです。あの台数はちょっと、まだ未確認

時間後になると思いますけど、正門で、えー東京電力の案内者

を同乗させてくれということになってます。で、その後の行動についてはまだ未定ということ

え、うん、それではあのぜん、あの情報共有の会議を始めたいと思いますので、よろしくお願

12 時だから、んーと、

後、えーえー、から夜にかけて、またえー重要なあの注水活動、それからえー工事が行われま

すので、その内容を、か、共有したいと思います。まず、えー注水活動についてですが、これ

は消防庁隊が、あ３号について実施するということで、その

は、紙、皆さんお持ちですか？これだ。えっとあの書画、書画カメラにこの、これ載っけてく

日って書いてある、えー今書画カメラに載せますから

発電所の方は書画カメラで内容をご覧ください。 

手書きのペーパー、本部長付にも届けてください。お願いします。

えー、今の、はい、そうですね。映ってるものです。それ若干あの修正があります。えっとま

30 分までの屋外工事の後、待機を確認した上で、え

ー現場で注水を開始していただきます。そして、30 分から 1

水活動そのものの安定状況を確認したら自衛隊さんに連絡をすると。で、上に東電が無人ヘリ

で水位を確認と書いてありますが、これちょっと無視してください。えー東電が自衛隊さんに

連絡をする。そして、自衛隊さんの方がその連絡を受けて、え

、そして、４号に対する注水活動を行う。で、えーそして、注水活動は、あの車両全部の水

が打ち終わったら、一旦え退去してまた水を補給して、えーその後

すみません。途中で申し訳ない。あの、えー本部席の中は全部配ってください。これちょっと

見えないんでね。あのばっと急いで配ってください。それからこれ、１Ｆさんには

てありますか？これ１ＦにＦＡＸで送って、じゃ、至急送ってください。ちょっとこれ字がち

っちゃくて見えないんで。しっかり情報共有＜■■■会話重なり聞き取れず０：３４：５０＞

 

号については、消防庁さんの話だと注水を開始してから

が必要になると。で、この補給については、今回は消防庁さんが主体で行うと。ただし、東電

名を派遣してえ補給の、習得、技術の習得にあたると。で、補給中も消防庁さんはこ

れまで何回かご経験があると十分経験があるということなので、エンジンは運転を継続すると

いうことであります。で、連続注入をする時間としては、今のところ

ています。従って、軽油の消費量からすると、この補給活動を

も消防庁さんの方が主体となって実施すると。えー当社からは

うことであります。えー万一、え途中で原子炉建屋から水が溢れ出してくるとか、大きな異常

があった場合にはただちに停止をするということになります。この停止も消防庁さんの方で行

う訳ですが、既に昨日、停止については当社も技術習得してるということですが、今回も同様

に技術習得をしていただくということで考えています。えー全体のフレームワークはそういう

時以降はげん、あげん、あの電源、えーの屋外

分の電源工事終了後と、明日の朝

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

時半から Jヴィレッジで行われてま

して、えーと一つだけ結論が出た話が来てまして、えーと今あの今 12 時になりますけれどもえ

ヴィレッジを出発するそうです。あの台数はちょっと、まだ未確認

時間後になると思いますけど、正門で、えー東京電力の案内者

を同乗させてくれということになってます。で、その後の行動についてはまだ未定ということ

え、うん、それではあのぜん、あの情報共有の会議を始めたいと思いますので、よろしくお願

時だから、んーと、19 日の今日のこれからの午

後、えーえー、から夜にかけて、またえー重要なあの注水活動、それからえー工事が行われま

すので、その内容を、か、共有したいと思います。まず、えー注水活動についてですが、これ

は消防庁隊が、あ３号について実施するということで、その 19 日のオペレーションの紙は、紙

は、紙、皆さんお持ちですか？これだ。えっとあの書画、書画カメラにこの、これ載っけてく

日って書いてある、えー今書画カメラに載せますから

手書きのペーパー、本部長付にも届けてください。お願いします。 

えー、今の、はい、そうですね。映ってるものです。それ若干あの修正があります。えっとま

分までの屋外工事の後、待機を確認した上で、え

分から 1時間以内、え当社の方で、その注

水活動そのものの安定状況を確認したら自衛隊さんに連絡をすると。で、上に東電が無人ヘリ

で水位を確認と書いてありますが、これちょっと無視してください。えー東電が自衛隊さんに

連絡をする。そして、自衛隊さんの方がその連絡を受けて、え 4 号に向けてのー、え前進をし

、そして、４号に対する注水活動を行う。で、えーそして、注水活動は、あの車両全部の水

が打ち終わったら、一旦え退去してまた水を補給して、えーその後 2回目を行うということに

すみません。途中で申し訳ない。あの、えー本部席の中は全部配ってください。これちょっと

見えないんでね。あのばっと急いで配ってください。それからこれ、１Ｆさんには

てありますか？これ１ＦにＦＡＸで送って、じゃ、至急送ってください。ちょっとこれ字がち

っちゃくて見えないんで。しっかり情報共有＜■■■会話重なり聞き取れず０：３４：５０＞

号については、消防庁さんの話だと注水を開始してから 2 時間程度で軽油の補給

が必要になると。で、この補給については、今回は消防庁さんが主体で行うと。ただし、東電

名を派遣してえ補給の、習得、技術の習得にあたると。で、補給中も消防庁さんはこ

れまで何回かご経験があると十分経験があるということなので、エンジンは運転を継続すると

いうことであります。で、連続注入をする時間としては、今のところ 7 時間、いうことを考え

動を 2 回実施する必要がある。何れ

も消防庁さんの方が主体となって実施すると。えー当社からは 2 名が技術習得に参加するとい

うことであります。えー万一、え途中で原子炉建屋から水が溢れ出してくるとか、大きな異常

があった場合にはただちに停止をするということになります。この停止も消防庁さんの方で行

う訳ですが、既に昨日、停止については当社も技術習得してるということですが、今回も同様

に技術習得をしていただくということで考えています。えー全体のフレームワークはそういう

時以降はげん、あげん、あの電源、えーの屋外作業がありますので、注水

分の電源工事終了後と、明日の朝 5時の電源工事開始までの時間帯

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始） 

ヴィレッジで行われてま

時になりますけれどもえ

ヴィレッジを出発するそうです。あの台数はちょっと、まだ未確認

時間後になると思いますけど、正門で、えー東京電力の案内者

を同乗させてくれということになってます。で、その後の行動についてはまだ未定ということ

え、うん、それではあのぜん、あの情報共有の会議を始めたいと思いますので、よろしくお願

日の今日のこれからの午

後、えーえー、から夜にかけて、またえー重要なあの注水活動、それからえー工事が行われま

すので、その内容を、か、共有したいと思います。まず、えー注水活動についてですが、これ

日のオペレーションの紙は、紙

は、紙、皆さんお持ちですか？これだ。えっとあの書画、書画カメラにこの、これ載っけてく

日って書いてある、えー今書画カメラに載せますから

えー、今の、はい、そうですね。映ってるものです。それ若干あの修正があります。えっとま

分までの屋外工事の後、待機を確認した上で、え

時間以内、え当社の方で、その注

水活動そのものの安定状況を確認したら自衛隊さんに連絡をすると。で、上に東電が無人ヘリ

で水位を確認と書いてありますが、これちょっと無視してください。えー東電が自衛隊さんに

号に向けてのー、え前進をし

、そして、４号に対する注水活動を行う。で、えーそして、注水活動は、あの車両全部の水

回目を行うということに

すみません。途中で申し訳ない。あの、えー本部席の中は全部配ってください。これちょっと

見えないんでね。あのばっと急いで配ってください。それからこれ、１Ｆさんには FAX で送っ

てありますか？これ１ＦにＦＡＸで送って、じゃ、至急送ってください。ちょっとこれ字がち

っちゃくて見えないんで。しっかり情報共有＜■■■会話重なり聞き取れず０：３４：５０＞

時間程度で軽油の補給

が必要になると。で、この補給については、今回は消防庁さんが主体で行うと。ただし、東電

名を派遣してえ補給の、習得、技術の習得にあたると。で、補給中も消防庁さんはこ

れまで何回かご経験があると十分経験があるということなので、エンジンは運転を継続すると

時間、いうことを考え

回実施する必要がある。何れ

名が技術習得に参加するとい

うことであります。えー万一、え途中で原子炉建屋から水が溢れ出してくるとか、大きな異常

があった場合にはただちに停止をするということになります。この停止も消防庁さんの方で行

う訳ですが、既に昨日、停止については当社も技術習得してるということですが、今回も同様

に技術習得をしていただくということで考えています。えー全体のフレームワークはそういう

作業がありますので、注水

時の電源工事開始までの時間帯
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回実施する必要がある。何れ
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うことであります。えー万一、え途中で原子炉建屋から水が溢れ出してくるとか、大きな異常

があった場合にはただちに停止をするということになります。この停止も消防庁さんの方で行

う訳ですが、既に昨日、停止については当社も技術習得してるということですが、今回も同様
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に執り行うということになっております。その他、えーまだあのいくつか考えていることがあ

ります。えーまだあの検討中ということで至急今詰めてるところですが、一つは自衛隊さんに

お願いをして、空中からヘリによってボロンを散布するということであります。これは、今回

の注入、下からの注入は海水にしろ、真水にしろ、ボロンを入れることができませんので、そ

の代替として空中からのボロン散布を今自衛隊さんに、えーと詰めている

加えまして、えこれもまだ未定であります、え、みかく、不確実でありますが、え空中に無人

ヘリを飛ばして、え原子、あのプラントの状況、特に燃料プールの水位等を早く確認する手立

ても併せて今えー講じるべく対応を進めてるところです。これらの二つについては、決まり次

第直ちにみなさんにご連絡します。以上が今日の注水計画でありますが、これにつきまして発

電所からご意見ありましたらお願いします。

はい。あの大体今、あん、既に聞いている内容でございますので、その状況、そのように今指

示をしたところでございます。特に今消防署さんにかん、関しましては、第

えーをする前ですね、

要棟に上がって来られるということでその用意をしてございます。その辺でまぁまたあの打ち

合わせ等も実施していきたいというふうに考えております。えっと一番、ちょっと今聞いてて

気になったのは、閉止、要するにストップ、ストップ、ストップのストップの宣言とそれが的

確に現場に伝わるかという、そこの、そこのあれをもうちょっと強化しておかないといけない

なという、要するに、ん～エンジンのですね、エンジンの近辺まで、あの、良いあれが無いん

ですね、あの伝達方法が無いんｄ、勿論トランシーバーあるんですが、なかなかこう聞こえづ

らいんで、ここ、ここだ、ここが結構ポイントだなと思っております。

はい。わかりました。あのーなかなか今、本店にもその点についてどうしたら良いかというす

ぐ良いアイデアが出せませんが、ちょっと検討して、もし何かあの役に立つようなこ

ばお伝えしたいと思います。え、も、あの誠に申し訳ないけど、発電所でも、まトランシーバ

ーを有効に活用する、あの、あのて何ていうかな、効果的というかえー活用する方策について、

えー検討して対応していただけると大変有り難いと思います。

はい。わかりました。

えー他の方でこの注水活動について何かご意見、えーありましたらお願いします。これ非常に

重要な、あのー先ほど申しましたように地上から二つのオペレーション、上空からも場合によ

ってはオペレーションが同時に行われるという非常に立体的であの複雑なオペレーションにな

ります。万一何か異常があった場合には直ちに対応しなければいけないというあの非常に、え

ーえー難しい状況も生まれるかもしれませんので、情報共有をしっかりして、それから指揮命

令系統も明確にする必要があります。えそういう点で、えみなさんよく、内容を良くご承知お

き願っておくと同時に、何かありましたらすぐに、え声を掛けますから、集まっていただいて

対応できるようにお願い致します。・・で、よろしければ、

えっと追加です。追加でよろしいですか？

はい。どうぞ。

あの、一応 12

の確認をしようということで、私共から●●と、ま２名、２名程度その正門で落ち合いまして

ですね、打ち合わせをしようということで段取りを今しており、おるんですが、まだ

で消防署さんの消防車が来ていないということを確認しております。お、ほ、そういうことで

す。以上です。

あ、後あの、自衛隊の方、何かあのはし、えっと

きチラッと聞いたように思うんですけどどうですか？

ええ。あの自衛隊さんの方がですね、出たという話があるんですけど、このど、ど、ちょっと

あの●●の方から。

えーっと、自衛隊の方はですね、えーと

きてませんけど、出てるという話を聞いてます。それで、まぁあの

え正門の所で当社社員１名をピックアップというところまであの、えーあの掴んでます。

自衛隊さんに対する、あのーその実際に現場まで行っていただくという

所の方から自衛隊、現地の自衛隊さんに連絡していただくということが基本線になりますが、

こちらの方は如何でしょうか？
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に執り行うということになっております。その他、えーまだあのいくつか考えていることがあ

ります。えーまだあの検討中ということで至急今詰めてるところですが、一つは自衛隊さんに

お願いをして、空中からヘリによってボロンを散布するということであります。これは、今回

の注入、下からの注入は海水にしろ、真水にしろ、ボロンを入れることができませんので、そ

の代替として空中からのボロン散布を今自衛隊さんに、えーと詰めている

加えまして、えこれもまだ未定であります、え、みかく、不確実でありますが、え空中に無人

ヘリを飛ばして、え原子、あのプラントの状況、特に燃料プールの水位等を早く確認する手立

ても併せて今えー講じるべく対応を進めてるところです。これらの二つについては、決まり次

第直ちにみなさんにご連絡します。以上が今日の注水計画でありますが、これにつきまして発

電所からご意見ありましたらお願いします。

はい。あの大体今、あん、既に聞いている内容でございますので、その状況、そのように今指

示をしたところでございます。特に今消防署さんにかん、関しましては、第

えーをする前ですね、2時間くらい余裕があるであろうということで、一度ーこの、え免震重

要棟に上がって来られるということでその用意をしてございます。その辺でまぁまたあの打ち

合わせ等も実施していきたいというふうに考えております。えっと一番、ちょっと今聞いてて

気になったのは、閉止、要するにストップ、ストップ、ストップのストップの宣言とそれが的

に伝わるかという、そこの、そこのあれをもうちょっと強化しておかないといけない

なという、要するに、ん～エンジンのですね、エンジンの近辺まで、あの、良いあれが無いん

ですね、あの伝達方法が無いんｄ、勿論トランシーバーあるんですが、なかなかこう聞こえづ

らいんで、ここ、ここだ、ここが結構ポイントだなと思っております。

はい。わかりました。あのーなかなか今、本店にもその点についてどうしたら良いかというす

ぐ良いアイデアが出せませんが、ちょっと検討して、もし何かあの役に立つようなこ

ばお伝えしたいと思います。え、も、あの誠に申し訳ないけど、発電所でも、まトランシーバ

ーを有効に活用する、あの、あのて何ていうかな、効果的というかえー活用する方策について、

えー検討して対応していただけると大変有り難いと思います。

はい。わかりました。 

えー他の方でこの注水活動について何かご意見、えーありましたらお願いします。これ非常に

重要な、あのー先ほど申しましたように地上から二つのオペレーション、上空からも場合によ

ってはオペレーションが同時に行われるという非常に立体的であの複雑なオペレーションにな

ります。万一何か異常があった場合には直ちに対応しなければいけないというあの非常に、え

ーえー難しい状況も生まれるかもしれませんので、情報共有をしっかりして、それから指揮命

令系統も明確にする必要があります。えそういう点で、えみなさんよく、内容を良くご承知お

おくと同時に、何かありましたらすぐに、え声を掛けますから、集まっていただいて

対応できるようにお願い致します。・・で、よろしければ、

えっと追加です。追加でよろしいですか？

はい。どうぞ。 

12 時にですね、えー消防署さんから消防車が１台福島第一の正門に着いて、ま事前

の確認をしようということで、私共から●●と、ま２名、２名程度その正門で落ち合いまして

ですね、打ち合わせをしようということで段取りを今しており、おるんですが、まだ

で消防署さんの消防車が来ていないということを確認しております。お、ほ、そういうことで

す。以上です。 

あ、後あの、自衛隊の方、何かあのはし、えっと

きチラッと聞いたように思うんですけどどうですか？

ええ。あの自衛隊さんの方がですね、出たという話があるんですけど、このど、ど、ちょっと

あの●●の方から。 

えーっと、自衛隊の方はですね、えーと

きてませんけど、出てるという話を聞いてます。それで、まぁあの

え正門の所で当社社員１名をピックアップというところまであの、えーあの掴んでます。

自衛隊さんに対する、あのーその実際に現場まで行っていただくという

所の方から自衛隊、現地の自衛隊さんに連絡していただくということが基本線になりますが、

こちらの方は如何でしょうか？
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に執り行うということになっております。その他、えーまだあのいくつか考えていることがあ

ります。えーまだあの検討中ということで至急今詰めてるところですが、一つは自衛隊さんに

お願いをして、空中からヘリによってボロンを散布するということであります。これは、今回

の注入、下からの注入は海水にしろ、真水にしろ、ボロンを入れることができませんので、そ

の代替として空中からのボロン散布を今自衛隊さんに、えーと詰めている

加えまして、えこれもまだ未定であります、え、みかく、不確実でありますが、え空中に無人

ヘリを飛ばして、え原子、あのプラントの状況、特に燃料プールの水位等を早く確認する手立

ても併せて今えー講じるべく対応を進めてるところです。これらの二つについては、決まり次

第直ちにみなさんにご連絡します。以上が今日の注水計画でありますが、これにつきまして発

電所からご意見ありましたらお願いします。

はい。あの大体今、あん、既に聞いている内容でございますので、その状況、そのように今指

示をしたところでございます。特に今消防署さんにかん、関しましては、第

時間くらい余裕があるであろうということで、一度ーこの、え免震重

要棟に上がって来られるということでその用意をしてございます。その辺でまぁまたあの打ち

合わせ等も実施していきたいというふうに考えております。えっと一番、ちょっと今聞いてて

気になったのは、閉止、要するにストップ、ストップ、ストップのストップの宣言とそれが的

に伝わるかという、そこの、そこのあれをもうちょっと強化しておかないといけない

なという、要するに、ん～エンジンのですね、エンジンの近辺まで、あの、良いあれが無いん

ですね、あの伝達方法が無いんｄ、勿論トランシーバーあるんですが、なかなかこう聞こえづ

らいんで、ここ、ここだ、ここが結構ポイントだなと思っております。

はい。わかりました。あのーなかなか今、本店にもその点についてどうしたら良いかというす

ぐ良いアイデアが出せませんが、ちょっと検討して、もし何かあの役に立つようなこ

ばお伝えしたいと思います。え、も、あの誠に申し訳ないけど、発電所でも、まトランシーバ

ーを有効に活用する、あの、あのて何ていうかな、効果的というかえー活用する方策について、

えー検討して対応していただけると大変有り難いと思います。

えー他の方でこの注水活動について何かご意見、えーありましたらお願いします。これ非常に

重要な、あのー先ほど申しましたように地上から二つのオペレーション、上空からも場合によ

ってはオペレーションが同時に行われるという非常に立体的であの複雑なオペレーションにな

ります。万一何か異常があった場合には直ちに対応しなければいけないというあの非常に、え

ーえー難しい状況も生まれるかもしれませんので、情報共有をしっかりして、それから指揮命

令系統も明確にする必要があります。えそういう点で、えみなさんよく、内容を良くご承知お

おくと同時に、何かありましたらすぐに、え声を掛けますから、集まっていただいて

対応できるようにお願い致します。・・で、よろしければ、

えっと追加です。追加でよろしいですか？ 

時にですね、えー消防署さんから消防車が１台福島第一の正門に着いて、ま事前

の確認をしようということで、私共から●●と、ま２名、２名程度その正門で落ち合いまして

ですね、打ち合わせをしようということで段取りを今しており、おるんですが、まだ

で消防署さんの消防車が来ていないということを確認しております。お、ほ、そういうことで

あ、後あの、自衛隊の方、何かあのはし、えっと

きチラッと聞いたように思うんですけどどうですか？

ええ。あの自衛隊さんの方がですね、出たという話があるんですけど、このど、ど、ちょっと

えーっと、自衛隊の方はですね、えーと 12 時にえーと

きてませんけど、出てるという話を聞いてます。それで、まぁあの

え正門の所で当社社員１名をピックアップというところまであの、えーあの掴んでます。

自衛隊さんに対する、あのーその実際に現場まで行っていただくという

所の方から自衛隊、現地の自衛隊さんに連絡していただくということが基本線になりますが、

こちらの方は如何でしょうか？ 
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に執り行うということになっております。その他、えーまだあのいくつか考えていることがあ

ります。えーまだあの検討中ということで至急今詰めてるところですが、一つは自衛隊さんに

お願いをして、空中からヘリによってボロンを散布するということであります。これは、今回

の注入、下からの注入は海水にしろ、真水にしろ、ボロンを入れることができませんので、そ

の代替として空中からのボロン散布を今自衛隊さんに、えーと詰めている

加えまして、えこれもまだ未定であります、え、みかく、不確実でありますが、え空中に無人

ヘリを飛ばして、え原子、あのプラントの状況、特に燃料プールの水位等を早く確認する手立

ても併せて今えー講じるべく対応を進めてるところです。これらの二つについては、決まり次

第直ちにみなさんにご連絡します。以上が今日の注水計画でありますが、これにつきまして発

電所からご意見ありましたらお願いします。 

はい。あの大体今、あん、既に聞いている内容でございますので、その状況、そのように今指

示をしたところでございます。特に今消防署さんにかん、関しましては、第

時間くらい余裕があるであろうということで、一度ーこの、え免震重

要棟に上がって来られるということでその用意をしてございます。その辺でまぁまたあの打ち

合わせ等も実施していきたいというふうに考えております。えっと一番、ちょっと今聞いてて

気になったのは、閉止、要するにストップ、ストップ、ストップのストップの宣言とそれが的

に伝わるかという、そこの、そこのあれをもうちょっと強化しておかないといけない

なという、要するに、ん～エンジンのですね、エンジンの近辺まで、あの、良いあれが無いん

ですね、あの伝達方法が無いんｄ、勿論トランシーバーあるんですが、なかなかこう聞こえづ

らいんで、ここ、ここだ、ここが結構ポイントだなと思っております。

はい。わかりました。あのーなかなか今、本店にもその点についてどうしたら良いかというす

ぐ良いアイデアが出せませんが、ちょっと検討して、もし何かあの役に立つようなこ

ばお伝えしたいと思います。え、も、あの誠に申し訳ないけど、発電所でも、まトランシーバ

ーを有効に活用する、あの、あのて何ていうかな、効果的というかえー活用する方策について、

えー検討して対応していただけると大変有り難いと思います。

えー他の方でこの注水活動について何かご意見、えーありましたらお願いします。これ非常に

重要な、あのー先ほど申しましたように地上から二つのオペレーション、上空からも場合によ

ってはオペレーションが同時に行われるという非常に立体的であの複雑なオペレーションにな

ります。万一何か異常があった場合には直ちに対応しなければいけないというあの非常に、え

ーえー難しい状況も生まれるかもしれませんので、情報共有をしっかりして、それから指揮命

令系統も明確にする必要があります。えそういう点で、えみなさんよく、内容を良くご承知お

おくと同時に、何かありましたらすぐに、え声を掛けますから、集まっていただいて

対応できるようにお願い致します。・・で、よろしければ、

 

時にですね、えー消防署さんから消防車が１台福島第一の正門に着いて、ま事前

の確認をしようということで、私共から●●と、ま２名、２名程度その正門で落ち合いまして

ですね、打ち合わせをしようということで段取りを今しており、おるんですが、まだ

で消防署さんの消防車が来ていないということを確認しております。お、ほ、そういうことで

あ、後あの、自衛隊の方、何かあのはし、えっと J ヴィレッジを出たというような情報もさっ

きチラッと聞いたように思うんですけどどうですか？ 

ええ。あの自衛隊さんの方がですね、出たという話があるんですけど、このど、ど、ちょっと

時にえーと J ヴィレッジを、台数はまだあの確認で

きてませんけど、出てるという話を聞いてます。それで、まぁあの

え正門の所で当社社員１名をピックアップというところまであの、えーあの掴んでます。

自衛隊さんに対する、あのーその実際に現場まで行っていただくという

所の方から自衛隊、現地の自衛隊さんに連絡していただくということが基本線になりますが、

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

に執り行うということになっております。その他、えーまだあのいくつか考えていることがあ

ります。えーまだあの検討中ということで至急今詰めてるところですが、一つは自衛隊さんに

お願いをして、空中からヘリによってボロンを散布するということであります。これは、今回

の注入、下からの注入は海水にしろ、真水にしろ、ボロンを入れることができませんので、そ

の代替として空中からのボロン散布を今自衛隊さんに、えーと詰めているところであります。

加えまして、えこれもまだ未定であります、え、みかく、不確実でありますが、え空中に無人

ヘリを飛ばして、え原子、あのプラントの状況、特に燃料プールの水位等を早く確認する手立

ても併せて今えー講じるべく対応を進めてるところです。これらの二つについては、決まり次

第直ちにみなさんにご連絡します。以上が今日の注水計画でありますが、これにつきまして発

はい。あの大体今、あん、既に聞いている内容でございますので、その状況、そのように今指

示をしたところでございます。特に今消防署さんにかん、関しましては、第

時間くらい余裕があるであろうということで、一度ーこの、え免震重

要棟に上がって来られるということでその用意をしてございます。その辺でまぁまたあの打ち

合わせ等も実施していきたいというふうに考えております。えっと一番、ちょっと今聞いてて

気になったのは、閉止、要するにストップ、ストップ、ストップのストップの宣言とそれが的

に伝わるかという、そこの、そこのあれをもうちょっと強化しておかないといけない

なという、要するに、ん～エンジンのですね、エンジンの近辺まで、あの、良いあれが無いん

ですね、あの伝達方法が無いんｄ、勿論トランシーバーあるんですが、なかなかこう聞こえづ

らいんで、ここ、ここだ、ここが結構ポイントだなと思っております。 

はい。わかりました。あのーなかなか今、本店にもその点についてどうしたら良いかというす

ぐ良いアイデアが出せませんが、ちょっと検討して、もし何かあの役に立つようなこ

ばお伝えしたいと思います。え、も、あの誠に申し訳ないけど、発電所でも、まトランシーバ

ーを有効に活用する、あの、あのて何ていうかな、効果的というかえー活用する方策について、

えー検討して対応していただけると大変有り難いと思います。 

えー他の方でこの注水活動について何かご意見、えーありましたらお願いします。これ非常に

重要な、あのー先ほど申しましたように地上から二つのオペレーション、上空からも場合によ

ってはオペレーションが同時に行われるという非常に立体的であの複雑なオペレーションにな

ります。万一何か異常があった場合には直ちに対応しなければいけないというあの非常に、え

ーえー難しい状況も生まれるかもしれませんので、情報共有をしっかりして、それから指揮命

令系統も明確にする必要があります。えそういう点で、えみなさんよく、内容を良くご承知お

おくと同時に、何かありましたらすぐに、え声を掛けますから、集まっていただいて

対応できるようにお願い致します。・・で、よろしければ、 

時にですね、えー消防署さんから消防車が１台福島第一の正門に着いて、ま事前

の確認をしようということで、私共から●●と、ま２名、２名程度その正門で落ち合いまして

ですね、打ち合わせをしようということで段取りを今しており、おるんですが、まだ

で消防署さんの消防車が来ていないということを確認しております。お、ほ、そういうことで

ヴィレッジを出たというような情報もさっ

ええ。あの自衛隊さんの方がですね、出たという話があるんですけど、このど、ど、ちょっと

ヴィレッジを、台数はまだあの確認で

きてませんけど、出てるという話を聞いてます。それで、まぁあの 30 分ないし

え正門の所で当社社員１名をピックアップというところまであの、えーあの掴んでます。

自衛隊さんに対する、あのーその実際に現場まで行っていただくという Go

所の方から自衛隊、現地の自衛隊さんに連絡していただくということが基本線になりますが、

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始） 

に執り行うということになっております。その他、えーまだあのいくつか考えていることがあ

ります。えーまだあの検討中ということで至急今詰めてるところですが、一つは自衛隊さんに

お願いをして、空中からヘリによってボロンを散布するということであります。これは、今回

の注入、下からの注入は海水にしろ、真水にしろ、ボロンを入れることができませんので、そ

ところであります。

加えまして、えこれもまだ未定であります、え、みかく、不確実でありますが、え空中に無人

ヘリを飛ばして、え原子、あのプラントの状況、特に燃料プールの水位等を早く確認する手立

ても併せて今えー講じるべく対応を進めてるところです。これらの二つについては、決まり次

第直ちにみなさんにご連絡します。以上が今日の注水計画でありますが、これにつきまして発

はい。あの大体今、あん、既に聞いている内容でございますので、その状況、そのように今指

示をしたところでございます。特に今消防署さんにかん、関しましては、第 1回目の給油が、

時間くらい余裕があるであろうということで、一度ーこの、え免震重

要棟に上がって来られるということでその用意をしてございます。その辺でまぁまたあの打ち

合わせ等も実施していきたいというふうに考えております。えっと一番、ちょっと今聞いてて

気になったのは、閉止、要するにストップ、ストップ、ストップのストップの宣言とそれが的

に伝わるかという、そこの、そこのあれをもうちょっと強化しておかないといけない

なという、要するに、ん～エンジンのですね、エンジンの近辺まで、あの、良いあれが無いん

ですね、あの伝達方法が無いんｄ、勿論トランシーバーあるんですが、なかなかこう聞こえづ

はい。わかりました。あのーなかなか今、本店にもその点についてどうしたら良いかというす

ぐ良いアイデアが出せませんが、ちょっと検討して、もし何かあの役に立つようなことがあれ

ばお伝えしたいと思います。え、も、あの誠に申し訳ないけど、発電所でも、まトランシーバ

ーを有効に活用する、あの、あのて何ていうかな、効果的というかえー活用する方策について、

えー他の方でこの注水活動について何かご意見、えーありましたらお願いします。これ非常に

重要な、あのー先ほど申しましたように地上から二つのオペレーション、上空からも場合によ

ってはオペレーションが同時に行われるという非常に立体的であの複雑なオペレーションにな

ります。万一何か異常があった場合には直ちに対応しなければいけないというあの非常に、え

ーえー難しい状況も生まれるかもしれませんので、情報共有をしっかりして、それから指揮命

令系統も明確にする必要があります。えそういう点で、えみなさんよく、内容を良くご承知お

おくと同時に、何かありましたらすぐに、え声を掛けますから、集まっていただいて

時にですね、えー消防署さんから消防車が１台福島第一の正門に着いて、ま事前

の確認をしようということで、私共から●●と、ま２名、２名程度その正門で落ち合いまして

ですね、打ち合わせをしようということで段取りを今しており、おるんですが、まだ 12 時段階

で消防署さんの消防車が来ていないということを確認しております。お、ほ、そういうことで

ヴィレッジを出たというような情報もさっ

ええ。あの自衛隊さんの方がですね、出たという話があるんですけど、このど、ど、ちょっと

ヴィレッジを、台数はまだあの確認で

分ないし 1 時間の間に、

え正門の所で当社社員１名をピックアップというところまであの、えーあの掴んでます。

Go サインは、えー発電

所の方から自衛隊、現地の自衛隊さんに連絡していただくということが基本線になりますが、

 

に執り行うということになっております。その他、えーまだあのいくつか考えていることがあ

ります。えーまだあの検討中ということで至急今詰めてるところですが、一つは自衛隊さんに

お願いをして、空中からヘリによってボロンを散布するということであります。これは、今回

の注入、下からの注入は海水にしろ、真水にしろ、ボロンを入れることができませんので、そ

ところであります。

加えまして、えこれもまだ未定であります、え、みかく、不確実でありますが、え空中に無人

ヘリを飛ばして、え原子、あのプラントの状況、特に燃料プールの水位等を早く確認する手立

ても併せて今えー講じるべく対応を進めてるところです。これらの二つについては、決まり次

第直ちにみなさんにご連絡します。以上が今日の注水計画でありますが、これにつきまして発

はい。あの大体今、あん、既に聞いている内容でございますので、その状況、そのように今指

回目の給油が、

時間くらい余裕があるであろうということで、一度ーこの、え免震重

要棟に上がって来られるということでその用意をしてございます。その辺でまぁまたあの打ち

合わせ等も実施していきたいというふうに考えております。えっと一番、ちょっと今聞いてて

気になったのは、閉止、要するにストップ、ストップ、ストップのストップの宣言とそれが的

に伝わるかという、そこの、そこのあれをもうちょっと強化しておかないといけない

なという、要するに、ん～エンジンのですね、エンジンの近辺まで、あの、良いあれが無いん

ですね、あの伝達方法が無いんｄ、勿論トランシーバーあるんですが、なかなかこう聞こえづ

はい。わかりました。あのーなかなか今、本店にもその点についてどうしたら良いかというす

とがあれ

ばお伝えしたいと思います。え、も、あの誠に申し訳ないけど、発電所でも、まトランシーバ

ーを有効に活用する、あの、あのて何ていうかな、効果的というかえー活用する方策について、

えー他の方でこの注水活動について何かご意見、えーありましたらお願いします。これ非常に

重要な、あのー先ほど申しましたように地上から二つのオペレーション、上空からも場合によ

ってはオペレーションが同時に行われるという非常に立体的であの複雑なオペレーションにな

ります。万一何か異常があった場合には直ちに対応しなければいけないというあの非常に、え

ーえー難しい状況も生まれるかもしれませんので、情報共有をしっかりして、それから指揮命

令系統も明確にする必要があります。えそういう点で、えみなさんよく、内容を良くご承知お

おくと同時に、何かありましたらすぐに、え声を掛けますから、集まっていただいて

時にですね、えー消防署さんから消防車が１台福島第一の正門に着いて、ま事前

の確認をしようということで、私共から●●と、ま２名、２名程度その正門で落ち合いまして

時段階

で消防署さんの消防車が来ていないということを確認しております。お、ほ、そういうことで

ヴィレッジを出たというような情報もさっ

ええ。あの自衛隊さんの方がですね、出たという話があるんですけど、このど、ど、ちょっと

ヴィレッジを、台数はまだあの確認で

時間の間に、

え正門の所で当社社員１名をピックアップというところまであの、えーあの掴んでます。 

サインは、えー発電

所の方から自衛隊、現地の自衛隊さんに連絡していただくということが基本線になりますが、
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はい。一応用意はしておりますが。今日誰、誰が行ったんだ行ってくれんだっけ？

今、あの原子炉の●●にお願いしております。

じゃ、●●に、彼は、あれはピッチ使えるんだよね？

トランシーバー用意します。

トランシーバーなの？やっぱり、ピッチ、

はい。トランシーバです。

それで Go 掛けると。・・そのように

じゃあトランシーバで、はい。トランシーバーの運用については同様に工夫をお願いします。

えー本店からも、こちらの対策室に詰めておられる自衛隊さんの方から現地への連絡について

は対応をお願いしますが、基本は現地この現地からの現地緊対室から自衛隊さんへということ

になりますのでよろしくお願いします。

はい。わかりました。

えっとそれ以外に何か追加情報がありましたら、適宜、特に消防関係にあり、ありましたらお

願い致します。よろしければ次に電源工事の状況、えーについて、特に外線工事、工務さん、

配電さんから、えー終了見込みを中心に状況報告お願いします。

はい。おはようございます。工務班でございます。えー昨日の本部会議以降の動きを紹介さし

ていただきます。えまずは５・６号用のですね、所内電源の工事での新福島変電所でのバンク

の修理。それから

20 時 35 分に終了を致しております。えそれから３・４号の所内電源の、例の耐圧をやったミ

ニクラでございますが、え今朝未明にですね、え再確認を致しまして

7000V ということで、センスも正常ということで完全な状態で使えるということを確認を致し

ております。えー残りのですね、１現場、えー夜ノ森線

ございますが、え本日

から 90 人に増員を致しまして、えー蔽い・伐採のですね、手当て、それを

ころでございます。以上です。

はい。いずれにしてもこれはあの注水活動には関係ないと。

ええ。注水活動には関係ございません。

終了見込みは？

えーと現状ではですね、えー

はい。わかりました。有り難うございます。え、ええ、えじゃ、続いて＊＊の配電さんお願い

します。 

配電の方から報告します。昨夜の予定の工事はえ全て完了しております。具体的には１・２号

につきましては、えケーブル敷設、ケーブルのジョイント完了してますのが

ります。えただあの、今えー＊＊＊さん内線の接続を今やってると思います。まこれはまた別

途ご報告あると思いますけど、えーそれが終わりまして

は完了するということで、一応原子力さんの方から再確認していただければと思います。後、

号・４号につきましては、これは

に 5 号・6 号につきましては、５号にはですね、仮設のポンプ用の高圧発電車もですね、既に

えー接続完了して運転しているというふうに確認しております。

いても、これはえー今日の

じて適切に対応したいというふうに思っております。えっとさらにあの、配電に関する工事現

場社員に、え工事会社社員につきましては、現場からのえー退避というのは既に完了してると

いうふうに確認してますが、またサイトの方でもご確認いただければと思います。とりあえず
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はい。一応用意はしておりますが。今日誰、誰が行ったんだ行ってくれんだっけ？

今、あの原子炉の●●にお願いしております。

じゃ、●●に、彼は、あれはピッチ使えるんだよね？

トランシーバー用意します。 

トランシーバーなの？やっぱり、ピッチ、

はい。トランシーバです。 

掛けると。・・そのように

じゃあトランシーバで、はい。トランシーバーの運用については同様に工夫をお願いします。

えー本店からも、こちらの対策室に詰めておられる自衛隊さんの方から現地への連絡について

は対応をお願いしますが、基本は現地この現地からの現地緊対室から自衛隊さんへということ

になりますのでよろしくお願いします。

はい。わかりました。 

えっとそれ以外に何か追加情報がありましたら、適宜、特に消防関係にあり、ありましたらお

願い致します。よろしければ次に電源工事の状況、えーについて、特に外線工事、工務さん、

配電さんから、えー終了見込みを中心に状況報告お願いします。

はい。おはようございます。工務班でございます。えー昨日の本部会議以降の動きを紹介さし

ていただきます。えまずは５・６号用のですね、所内電源の工事での新福島変電所でのバンク

の修理。それから LS の修理。これについては

分に終了を致しております。えそれから３・４号の所内電源の、例の耐圧をやったミ

ニクラでございますが、え今朝未明にですね、え再確認を致しまして

ということで、センスも正常ということで完全な状態で使えるということを確認を致し

ております。えー残りのですね、１現場、えー夜ノ森線

ございますが、え本日 8 時 13

人に増員を致しまして、えー蔽い・伐採のですね、手当て、それを

ころでございます。以上です。

はい。いずれにしてもこれはあの注水活動には関係ないと。

ええ。注水活動には関係ございません。

終了見込みは？ 

えーと現状ではですね、えー20

はい。わかりました。有り難うございます。え、ええ、えじゃ、続いて＊＊の配電さんお願い

配電の方から報告します。昨夜の予定の工事はえ全て完了しております。具体的には１・２号

につきましては、えケーブル敷設、ケーブルのジョイント完了してますのが

ります。えただあの、今えー＊＊＊さん内線の接続を今やってると思います。まこれはまた別

途ご報告あると思いますけど、えーそれが終わりまして

は完了するということで、一応原子力さんの方から再確認していただければと思います。後、

号・４号につきましては、これは

号につきましては、５号にはですね、仮設のポンプ用の高圧発電車もですね、既に

えー接続完了して運転しているというふうに確認しております。

いても、これはえー今日の 13

じて適切に対応したいというふうに思っております。えっとさらにあの、配電に関する工事現

場社員に、え工事会社社員につきましては、現場からのえー退避というのは既に完了してると

いうふうに確認してますが、またサイトの方でもご確認いただければと思います。とりあえず

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容

はい。一応用意はしておりますが。今日誰、誰が行ったんだ行ってくれんだっけ？

今、あの原子炉の●●にお願いしております。

じゃ、●●に、彼は、あれはピッチ使えるんだよね？

 

トランシーバーなの？やっぱり、ピッチ、 

 

掛けると。・・そのように 

じゃあトランシーバで、はい。トランシーバーの運用については同様に工夫をお願いします。

えー本店からも、こちらの対策室に詰めておられる自衛隊さんの方から現地への連絡について

は対応をお願いしますが、基本は現地この現地からの現地緊対室から自衛隊さんへということ

になりますのでよろしくお願いします。 

えっとそれ以外に何か追加情報がありましたら、適宜、特に消防関係にあり、ありましたらお

願い致します。よろしければ次に電源工事の状況、えーについて、特に外線工事、工務さん、

配電さんから、えー終了見込みを中心に状況報告お願いします。

はい。おはようございます。工務班でございます。えー昨日の本部会議以降の動きを紹介さし

ていただきます。えまずは５・６号用のですね、所内電源の工事での新福島変電所でのバンク

の修理。これについては

分に終了を致しております。えそれから３・４号の所内電源の、例の耐圧をやったミ

ニクラでございますが、え今朝未明にですね、え再確認を致しまして

ということで、センスも正常ということで完全な状態で使えるということを確認を致し

ております。えー残りのですね、１現場、えー夜ノ森線

13 分から作業を開始しておりまして、えー請負さんを昨日の

人に増員を致しまして、えー蔽い・伐採のですね、手当て、それを

ころでございます。以上です。 

はい。いずれにしてもこれはあの注水活動には関係ないと。

ええ。注水活動には関係ございません。 

20 日、明日の昼を見込んでおります。

はい。わかりました。有り難うございます。え、ええ、えじゃ、続いて＊＊の配電さんお願い

配電の方から報告します。昨夜の予定の工事はえ全て完了しております。具体的には１・２号

につきましては、えケーブル敷設、ケーブルのジョイント完了してますのが

ります。えただあの、今えー＊＊＊さん内線の接続を今やってると思います。まこれはまた別

途ご報告あると思いますけど、えーそれが終わりまして

は完了するということで、一応原子力さんの方から再確認していただければと思います。後、

号・４号につきましては、これは 10 時にえ配電工事全て完了、接続終わっております。えさら

号につきましては、５号にはですね、仮設のポンプ用の高圧発電車もですね、既に

えー接続完了して運転しているというふうに確認しております。

13 時くらいの接続を予定をしております。えー内線の進捗状況に応

じて適切に対応したいというふうに思っております。えっとさらにあの、配電に関する工事現

場社員に、え工事会社社員につきましては、現場からのえー退避というのは既に完了してると

いうふうに確認してますが、またサイトの方でもご確認いただければと思います。とりあえず

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容 

はい。一応用意はしておりますが。今日誰、誰が行ったんだ行ってくれんだっけ？

今、あの原子炉の●●にお願いしております。 

じゃ、●●に、彼は、あれはピッチ使えるんだよね？ 

 

じゃあトランシーバで、はい。トランシーバーの運用については同様に工夫をお願いします。

えー本店からも、こちらの対策室に詰めておられる自衛隊さんの方から現地への連絡について

は対応をお願いしますが、基本は現地この現地からの現地緊対室から自衛隊さんへということ

えっとそれ以外に何か追加情報がありましたら、適宜、特に消防関係にあり、ありましたらお

願い致します。よろしければ次に電源工事の状況、えーについて、特に外線工事、工務さん、

配電さんから、えー終了見込みを中心に状況報告お願いします。

はい。おはようございます。工務班でございます。えー昨日の本部会議以降の動きを紹介さし

ていただきます。えまずは５・６号用のですね、所内電源の工事での新福島変電所でのバンク

の修理。これについては 19 日いっぱいという予定でしたが、

分に終了を致しております。えそれから３・４号の所内電源の、例の耐圧をやったミ

ニクラでございますが、え今朝未明にですね、え再確認を致しまして

ということで、センスも正常ということで完全な状態で使えるということを確認を致し

ております。えー残りのですね、１現場、えー夜ノ森線 27 号のえ倒壊した鉄塔の迂回ルートで

分から作業を開始しておりまして、えー請負さんを昨日の

人に増員を致しまして、えー蔽い・伐採のですね、手当て、それを

はい。いずれにしてもこれはあの注水活動には関係ないと。

日、明日の昼を見込んでおります。

はい。わかりました。有り難うございます。え、ええ、えじゃ、続いて＊＊の配電さんお願い

配電の方から報告します。昨夜の予定の工事はえ全て完了しております。具体的には１・２号

につきましては、えケーブル敷設、ケーブルのジョイント完了してますのが

ります。えただあの、今えー＊＊＊さん内線の接続を今やってると思います。まこれはまた別

途ご報告あると思いますけど、えーそれが終わりまして 12 時、あ、じゅう１時半の放水までに

は完了するということで、一応原子力さんの方から再確認していただければと思います。後、

時にえ配電工事全て完了、接続終わっております。えさら

号につきましては、５号にはですね、仮設のポンプ用の高圧発電車もですね、既に

えー接続完了して運転しているというふうに確認しております。

時くらいの接続を予定をしております。えー内線の進捗状況に応

じて適切に対応したいというふうに思っております。えっとさらにあの、配電に関する工事現

場社員に、え工事会社社員につきましては、現場からのえー退避というのは既に完了してると

いうふうに確認してますが、またサイトの方でもご確認いただければと思います。とりあえず

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

はい。一応用意はしておりますが。今日誰、誰が行ったんだ行ってくれんだっけ？

じゃあトランシーバで、はい。トランシーバーの運用については同様に工夫をお願いします。

えー本店からも、こちらの対策室に詰めておられる自衛隊さんの方から現地への連絡について

は対応をお願いしますが、基本は現地この現地からの現地緊対室から自衛隊さんへということ

えっとそれ以外に何か追加情報がありましたら、適宜、特に消防関係にあり、ありましたらお

願い致します。よろしければ次に電源工事の状況、えーについて、特に外線工事、工務さん、

配電さんから、えー終了見込みを中心に状況報告お願いします。 

はい。おはようございます。工務班でございます。えー昨日の本部会議以降の動きを紹介さし

ていただきます。えまずは５・６号用のですね、所内電源の工事での新福島変電所でのバンク

日いっぱいという予定でしたが、

分に終了を致しております。えそれから３・４号の所内電源の、例の耐圧をやったミ

ニクラでございますが、え今朝未明にですね、え再確認を致しまして 3 時 13

ということで、センスも正常ということで完全な状態で使えるということを確認を致し

号のえ倒壊した鉄塔の迂回ルートで

分から作業を開始しておりまして、えー請負さんを昨日の

人に増員を致しまして、えー蔽い・伐採のですね、手当て、それを

はい。いずれにしてもこれはあの注水活動には関係ないと。 

日、明日の昼を見込んでおります。 

はい。わかりました。有り難うございます。え、ええ、えじゃ、続いて＊＊の配電さんお願い

配電の方から報告します。昨夜の予定の工事はえ全て完了しております。具体的には１・２号

につきましては、えケーブル敷設、ケーブルのジョイント完了してますのが

ります。えただあの、今えー＊＊＊さん内線の接続を今やってると思います。まこれはまた別

時、あ、じゅう１時半の放水までに

は完了するということで、一応原子力さんの方から再確認していただければと思います。後、

時にえ配電工事全て完了、接続終わっております。えさら

号につきましては、５号にはですね、仮設のポンプ用の高圧発電車もですね、既に

えー接続完了して運転しているというふうに確認しております。6 号のポンプの仮設電源につ

時くらいの接続を予定をしております。えー内線の進捗状況に応

じて適切に対応したいというふうに思っております。えっとさらにあの、配電に関する工事現

場社員に、え工事会社社員につきましては、現場からのえー退避というのは既に完了してると

いうふうに確認してますが、またサイトの方でもご確認いただければと思います。とりあえず

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始） 

はい。一応用意はしておりますが。今日誰、誰が行ったんだ行ってくれんだっけ？ 

じゃあトランシーバで、はい。トランシーバーの運用については同様に工夫をお願いします。

えー本店からも、こちらの対策室に詰めておられる自衛隊さんの方から現地への連絡について

は対応をお願いしますが、基本は現地この現地からの現地緊対室から自衛隊さんへということ

えっとそれ以外に何か追加情報がありましたら、適宜、特に消防関係にあり、ありましたらお

願い致します。よろしければ次に電源工事の状況、えーについて、特に外線工事、工務さん、

はい。おはようございます。工務班でございます。えー昨日の本部会議以降の動きを紹介さし

ていただきます。えまずは５・６号用のですね、所内電源の工事での新福島変電所でのバンク

日いっぱいという予定でしたが、え昨日

分に終了を致しております。えそれから３・４号の所内電源の、例の耐圧をやったミ

13 分終了。え電圧も

ということで、センスも正常ということで完全な状態で使えるということを確認を致し

号のえ倒壊した鉄塔の迂回ルートで

分から作業を開始しておりまして、えー請負さんを昨日の 46

やっているというと

はい。わかりました。有り難うございます。え、ええ、えじゃ、続いて＊＊の配電さんお願い

配電の方から報告します。昨夜の予定の工事はえ全て完了しております。具体的には１・２号

につきましては、えケーブル敷設、ケーブルのジョイント完了してますのが 11 時に終わってお

ります。えただあの、今えー＊＊＊さん内線の接続を今やってると思います。まこれはまた別

時、あ、じゅう１時半の放水までに

は完了するということで、一応原子力さんの方から再確認していただければと思います。後、

時にえ配電工事全て完了、接続終わっております。えさら

号につきましては、５号にはですね、仮設のポンプ用の高圧発電車もですね、既に

号のポンプの仮設電源につ

時くらいの接続を予定をしております。えー内線の進捗状況に応

じて適切に対応したいというふうに思っております。えっとさらにあの、配電に関する工事現

場社員に、え工事会社社員につきましては、現場からのえー退避というのは既に完了してると

いうふうに確認してますが、またサイトの方でもご確認いただければと思います。とりあえず

 

じゃあトランシーバで、はい。トランシーバーの運用については同様に工夫をお願いします。

えー本店からも、こちらの対策室に詰めておられる自衛隊さんの方から現地への連絡について

は対応をお願いしますが、基本は現地この現地からの現地緊対室から自衛隊さんへということ

えっとそれ以外に何か追加情報がありましたら、適宜、特に消防関係にあり、ありましたらお

願い致します。よろしければ次に電源工事の状況、えーについて、特に外線工事、工務さん、

はい。おはようございます。工務班でございます。えー昨日の本部会議以降の動きを紹介さし

ていただきます。えまずは５・６号用のですね、所内電源の工事での新福島変電所でのバンク

え昨日 18 日

分に終了を致しております。えそれから３・４号の所内電源の、例の耐圧をやったミ

分終了。え電圧も

ということで、センスも正常ということで完全な状態で使えるということを確認を致し

号のえ倒壊した鉄塔の迂回ルートで

46 人

やっているというと

はい。わかりました。有り難うございます。え、ええ、えじゃ、続いて＊＊の配電さんお願い

配電の方から報告します。昨夜の予定の工事はえ全て完了しております。具体的には１・２号

時に終わってお

ります。えただあの、今えー＊＊＊さん内線の接続を今やってると思います。まこれはまた別

時、あ、じゅう１時半の放水までに

は完了するということで、一応原子力さんの方から再確認していただければと思います。後、3

時にえ配電工事全て完了、接続終わっております。えさら

号につきましては、５号にはですね、仮設のポンプ用の高圧発電車もですね、既に

号のポンプの仮設電源につ

時くらいの接続を予定をしております。えー内線の進捗状況に応

じて適切に対応したいというふうに思っております。えっとさらにあの、配電に関する工事現

場社員に、え工事会社社員につきましては、現場からのえー退避というのは既に完了してると

いうふうに確認してますが、またサイトの方でもご確認いただければと思います。とりあえず
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年 3月 19 日 

 

あの、えー予定通り今のところ配電の工事完了してますんで有り難うございました。各部協力。

はい。工務さん、配電さん、大変ご協力有り難うございます。従って、えー今日の注入に関す

る屋外工事関係は配電さんも工務さんも特にこれであの支障ないと・・

後、１号の内線の接続が、原子力の接続報告が終われば大丈夫です。

はい。わかりました。火力部さんの方で内線関係も含めて追加がありましたらお願いします。

あの、10 時の会議でご報告しましたが、えーあの５・６号の燃料プールの関係でございますが、

えー5号につきましては、仮設のえー系統が一応終わって、今あの温度の方が順調に下がって

ると＊＊聞いております。えー

ンプとかえー配電部さんの手配の仮設のあれはで、で、でてあの現場にもう設定、据え付けて

終わっておりますけども、東芝さんの方で今手配して、あのお願いしております、えー仮設の

ケーブルとかあれをトラックで今運んでるんですが、何か途中でちょっとなん車の渋滞で、ち

ょっと今それがこう遅れてるらしいです。予定で行けばえー今日の

ざいますけども、ちょっとそのえー仮設ケーブルのえー到着次第で若干あの時間は遅れると思

いますけど、ま届けばえーいわゆる手順とか役割分担はもう決まってますのであの大体できる

と思います。以上です。

はい。有り難うございます。まこちらもあの注水活動には直接関係無いということなので平行

してやっていただくということで、それで原子力の方の内線関係。

はい。えっと原子力の方はですね、えっと今ほど話がありましたように、あの

っと昨日えっとポンプの方回し始めまして、えっと０．４℃／ｈで

であるってことを確認しております。で、

えーと内線作業の方は今ケーブルの方がえっとまだ現着してないってとこがありますが、えっ

と、いあの復旧できるようにえっと対応取ってるような状況となってございます。えっとそれ

からえっと 1、

の水が注入できるようにですね、仮設のえっと配管、えっと仮設のラインをですね、今、えっ

と今日中に復帰できるようにですね、そちらの方の作業をえーと継続してるような状況となっ

てございます。

今ほどあの配電さんから話のあった、あのーケーブル関係の、電源関係の方の状況は？

えーとそれについてはじゃあサイトの方から説明致します。

はい。お願いします。

はい。配電さんがあの引いていただいた、え共用えっと日立さんのメタクラ、事務本館前のメ

タクラの接続及び、えー予備電圧機、予備変電所の近傍のですね、電源盤の接続、えここの接

続のところを我々がやるということになっておりまして、えーちょっとここら辺がですね、行

き違いがあってえーと配電さんの工事が終わった後じゃないと端末処理及び、接続しちゃいけ

ないというようなこともちょっと伝わって来てたんですが、そこパラ作業で

なりまして、えーとそれを今やってるとこでございます。えーと

で、今やってるとこでございます。

はい。有り難うございました。えーと他に何か、特に良ければですね、えーその後、まったく・・

（はい、いいですか？）

あの、平行作業をオッケー、あの、と並行作業禁止ということは配電の方から一切発信したこ

とはありませんのでよろしくお願い致します。

えーじゃ、今後また、さらにいっそう良く連携を強化してやってください。え後あの、そうす

るとさっきちょっと話がありました５・６号とそれから

備の復旧準備が行われてるということなので、これはまた今日の夜、えーもう一回改めて良く

内容を確認して、明日の活動の重要なポイントになりますので、明確にしたいと思います。え

ー後それから、あの昨日、えっとどこだったかな、あの国から除染、外、敷地外の大規模除染

について、え指示が出ていたと思いますが、それへの取り組み状況、簡潔にお願いします。

 （３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始
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えー予定通り今のところ配電の工事完了してますんで有り難うございました。各部協力。

はい。工務さん、配電さん、大変ご協力有り難うございます。従って、えー今日の注入に関す

る屋外工事関係は配電さんも工務さんも特にこれであの支障ないと・・

後、１号の内線の接続が、原子力の接続報告が終われば大丈夫です。

はい。わかりました。火力部さんの方で内線関係も含めて追加がありましたらお願いします。

時の会議でご報告しましたが、えーあの５・６号の燃料プールの関係でございますが、

号につきましては、仮設のえー系統が一応終わって、今あの温度の方が順調に下がって

ると＊＊聞いております。えー

ンプとかえー配電部さんの手配の仮設のあれはで、で、でてあの現場にもう設定、据え付けて

終わっておりますけども、東芝さんの方で今手配して、あのお願いしております、えー仮設の

ケーブルとかあれをトラックで今運んでるんですが、何か途中でちょっとなん車の渋滞で、ち

っと今それがこう遅れてるらしいです。予定で行けばえー今日の

ざいますけども、ちょっとそのえー仮設ケーブルのえー到着次第で若干あの時間は遅れると思

いますけど、ま届けばえーいわゆる手順とか役割分担はもう決まってますのであの大体できる

と思います。以上です。 

はい。有り難うございます。まこちらもあの注水活動には直接関係無いということなので平行

してやっていただくということで、それで原子力の方の内線関係。

はい。えっと原子力の方はですね、えっと今ほど話がありましたように、あの

っと昨日えっとポンプの方回し始めまして、えっと０．４℃／ｈで

であるってことを確認しております。で、

えーと内線作業の方は今ケーブルの方がえっとまだ現着してないってとこがありますが、えっ

と、いあの復旧できるようにえっと対応取ってるような状況となってございます。えっとそれ

、2号につきましては、えっとあ、すいません

水が注入できるようにですね、仮設のえっと配管、えっと仮設のラインをですね、今、えっ

と今日中に復帰できるようにですね、そちらの方の作業をえーと継続してるような状況となっ

てございます。 

今ほどあの配電さんから話のあった、あのーケーブル関係の、電源関係の方の状況は？

えーとそれについてはじゃあサイトの方から説明致します。

はい。お願いします。 

はい。配電さんがあの引いていただいた、え共用えっと日立さんのメタクラ、事務本館前のメ

タクラの接続及び、えー予備電圧機、予備変電所の近傍のですね、電源盤の接続、えここの接

続のところを我々がやるということになっておりまして、えーちょっとここら辺がですね、行

き違いがあってえーと配電さんの工事が終わった後じゃないと端末処理及び、接続しちゃいけ

ないというようなこともちょっと伝わって来てたんですが、そこパラ作業で

なりまして、えーとそれを今やってるとこでございます。えーと

今やってるとこでございます。

はい。有り難うございました。えーと他に何か、特に良ければですね、えーその後、まったく・・

（はい、いいですか？） 

あの、平行作業をオッケー、あの、と並行作業禁止ということは配電の方から一切発信したこ

とはありませんのでよろしくお願い致します。

えーじゃ、今後また、さらにいっそう良く連携を強化してやってください。え後あの、そうす

るとさっきちょっと話がありました５・６号とそれから

備の復旧準備が行われてるということなので、これはまた今日の夜、えーもう一回改めて良く

内容を確認して、明日の活動の重要なポイントになりますので、明確にしたいと思います。え

ー後それから、あの昨日、えっとどこだったかな、あの国から除染、外、敷地外の大規模除染

について、え指示が出ていたと思いますが、それへの取り組み状況、簡潔にお願いします。

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容

えー予定通り今のところ配電の工事完了してますんで有り難うございました。各部協力。

はい。工務さん、配電さん、大変ご協力有り難うございます。従って、えー今日の注入に関す

る屋外工事関係は配電さんも工務さんも特にこれであの支障ないと・・

後、１号の内線の接続が、原子力の接続報告が終われば大丈夫です。

はい。わかりました。火力部さんの方で内線関係も含めて追加がありましたらお願いします。

時の会議でご報告しましたが、えーあの５・６号の燃料プールの関係でございますが、

号につきましては、仮設のえー系統が一応終わって、今あの温度の方が順調に下がって

ると＊＊聞いております。えー6号につきましては、

ンプとかえー配電部さんの手配の仮設のあれはで、で、でてあの現場にもう設定、据え付けて

終わっておりますけども、東芝さんの方で今手配して、あのお願いしております、えー仮設の

ケーブルとかあれをトラックで今運んでるんですが、何か途中でちょっとなん車の渋滞で、ち

っと今それがこう遅れてるらしいです。予定で行けばえー今日の

ざいますけども、ちょっとそのえー仮設ケーブルのえー到着次第で若干あの時間は遅れると思

いますけど、ま届けばえーいわゆる手順とか役割分担はもう決まってますのであの大体できる

はい。有り難うございます。まこちらもあの注水活動には直接関係無いということなので平行

してやっていただくということで、それで原子力の方の内線関係。

はい。えっと原子力の方はですね、えっと今ほど話がありましたように、あの

っと昨日えっとポンプの方回し始めまして、えっと０．４℃／ｈで

であるってことを確認しております。で、6号機につきましては、今ほどありましたように、

えーと内線作業の方は今ケーブルの方がえっとまだ現着してないってとこがありますが、えっ

と、いあの復旧できるようにえっと対応取ってるような状況となってございます。えっとそれ

号につきましては、えっとあ、すいません

水が注入できるようにですね、仮設のえっと配管、えっと仮設のラインをですね、今、えっ

と今日中に復帰できるようにですね、そちらの方の作業をえーと継続してるような状況となっ

今ほどあの配電さんから話のあった、あのーケーブル関係の、電源関係の方の状況は？

えーとそれについてはじゃあサイトの方から説明致します。

はい。配電さんがあの引いていただいた、え共用えっと日立さんのメタクラ、事務本館前のメ

タクラの接続及び、えー予備電圧機、予備変電所の近傍のですね、電源盤の接続、えここの接

続のところを我々がやるということになっておりまして、えーちょっとここら辺がですね、行

き違いがあってえーと配電さんの工事が終わった後じゃないと端末処理及び、接続しちゃいけ

ないというようなこともちょっと伝わって来てたんですが、そこパラ作業で

なりまして、えーとそれを今やってるとこでございます。えーと

今やってるとこでございます。 

はい。有り難うございました。えーと他に何か、特に良ければですね、えーその後、まったく・・

あの、平行作業をオッケー、あの、と並行作業禁止ということは配電の方から一切発信したこ

とはありませんのでよろしくお願い致します。

えーじゃ、今後また、さらにいっそう良く連携を強化してやってください。え後あの、そうす

るとさっきちょっと話がありました５・６号とそれから

備の復旧準備が行われてるということなので、これはまた今日の夜、えーもう一回改めて良く

内容を確認して、明日の活動の重要なポイントになりますので、明確にしたいと思います。え

ー後それから、あの昨日、えっとどこだったかな、あの国から除染、外、敷地外の大規模除染

について、え指示が出ていたと思いますが、それへの取り組み状況、簡潔にお願いします。

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容 

えー予定通り今のところ配電の工事完了してますんで有り難うございました。各部協力。

はい。工務さん、配電さん、大変ご協力有り難うございます。従って、えー今日の注入に関す

る屋外工事関係は配電さんも工務さんも特にこれであの支障ないと・・

後、１号の内線の接続が、原子力の接続報告が終われば大丈夫です。

はい。わかりました。火力部さんの方で内線関係も含めて追加がありましたらお願いします。

時の会議でご報告しましたが、えーあの５・６号の燃料プールの関係でございますが、

号につきましては、仮設のえー系統が一応終わって、今あの温度の方が順調に下がって

号につきましては、6 時からスタートしておりまして、えーポ

ンプとかえー配電部さんの手配の仮設のあれはで、で、でてあの現場にもう設定、据え付けて

終わっておりますけども、東芝さんの方で今手配して、あのお願いしております、えー仮設の

ケーブルとかあれをトラックで今運んでるんですが、何か途中でちょっとなん車の渋滞で、ち

っと今それがこう遅れてるらしいです。予定で行けばえー今日の

ざいますけども、ちょっとそのえー仮設ケーブルのえー到着次第で若干あの時間は遅れると思

いますけど、ま届けばえーいわゆる手順とか役割分担はもう決まってますのであの大体できる

はい。有り難うございます。まこちらもあの注水活動には直接関係無いということなので平行

してやっていただくということで、それで原子力の方の内線関係。

はい。えっと原子力の方はですね、えっと今ほど話がありましたように、あの

っと昨日えっとポンプの方回し始めまして、えっと０．４℃／ｈで

号機につきましては、今ほどありましたように、

えーと内線作業の方は今ケーブルの方がえっとまだ現着してないってとこがありますが、えっ

と、いあの復旧できるようにえっと対応取ってるような状況となってございます。えっとそれ

号につきましては、えっとあ、すいません 2

水が注入できるようにですね、仮設のえっと配管、えっと仮設のラインをですね、今、えっ

と今日中に復帰できるようにですね、そちらの方の作業をえーと継続してるような状況となっ

今ほどあの配電さんから話のあった、あのーケーブル関係の、電源関係の方の状況は？

えーとそれについてはじゃあサイトの方から説明致します。

はい。配電さんがあの引いていただいた、え共用えっと日立さんのメタクラ、事務本館前のメ

タクラの接続及び、えー予備電圧機、予備変電所の近傍のですね、電源盤の接続、えここの接

続のところを我々がやるということになっておりまして、えーちょっとここら辺がですね、行

き違いがあってえーと配電さんの工事が終わった後じゃないと端末処理及び、接続しちゃいけ

ないというようなこともちょっと伝わって来てたんですが、そこパラ作業で

なりまして、えーとそれを今やってるとこでございます。えーと

はい。有り難うございました。えーと他に何か、特に良ければですね、えーその後、まったく・・

あの、平行作業をオッケー、あの、と並行作業禁止ということは配電の方から一切発信したこ

とはありませんのでよろしくお願い致します。 

えーじゃ、今後また、さらにいっそう良く連携を強化してやってください。え後あの、そうす

るとさっきちょっと話がありました５・６号とそれから 2号については、システム的なあの設

備の復旧準備が行われてるということなので、これはまた今日の夜、えーもう一回改めて良く

内容を確認して、明日の活動の重要なポイントになりますので、明確にしたいと思います。え

ー後それから、あの昨日、えっとどこだったかな、あの国から除染、外、敷地外の大規模除染

について、え指示が出ていたと思いますが、それへの取り組み状況、簡潔にお願いします。

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

えー予定通り今のところ配電の工事完了してますんで有り難うございました。各部協力。

はい。工務さん、配電さん、大変ご協力有り難うございます。従って、えー今日の注入に関す

る屋外工事関係は配電さんも工務さんも特にこれであの支障ないと・・ 

後、１号の内線の接続が、原子力の接続報告が終われば大丈夫です。 

はい。わかりました。火力部さんの方で内線関係も含めて追加がありましたらお願いします。

時の会議でご報告しましたが、えーあの５・６号の燃料プールの関係でございますが、

号につきましては、仮設のえー系統が一応終わって、今あの温度の方が順調に下がって

時からスタートしておりまして、えーポ

ンプとかえー配電部さんの手配の仮設のあれはで、で、でてあの現場にもう設定、据え付けて

終わっておりますけども、東芝さんの方で今手配して、あのお願いしております、えー仮設の

ケーブルとかあれをトラックで今運んでるんですが、何か途中でちょっとなん車の渋滞で、ち

っと今それがこう遅れてるらしいです。予定で行けばえー今日の 13 時以降に終わる予定でご

ざいますけども、ちょっとそのえー仮設ケーブルのえー到着次第で若干あの時間は遅れると思

いますけど、ま届けばえーいわゆる手順とか役割分担はもう決まってますのであの大体できる

はい。有り難うございます。まこちらもあの注水活動には直接関係無いということなので平行

してやっていただくということで、それで原子力の方の内線関係。 

はい。えっと原子力の方はですね、えっと今ほど話がありましたように、あの

っと昨日えっとポンプの方回し始めまして、えっと０．４℃／ｈで 68 度からえっと冷却が可能

号機につきましては、今ほどありましたように、

えーと内線作業の方は今ケーブルの方がえっとまだ現着してないってとこがありますが、えっ

と、いあの復旧できるようにえっと対応取ってるような状況となってございます。えっとそれ

2号機につきましては

水が注入できるようにですね、仮設のえっと配管、えっと仮設のラインをですね、今、えっ

と今日中に復帰できるようにですね、そちらの方の作業をえーと継続してるような状況となっ

今ほどあの配電さんから話のあった、あのーケーブル関係の、電源関係の方の状況は？

えーとそれについてはじゃあサイトの方から説明致します。 

はい。配電さんがあの引いていただいた、え共用えっと日立さんのメタクラ、事務本館前のメ

タクラの接続及び、えー予備電圧機、予備変電所の近傍のですね、電源盤の接続、えここの接

続のところを我々がやるということになっておりまして、えーちょっとここら辺がですね、行

き違いがあってえーと配電さんの工事が終わった後じゃないと端末処理及び、接続しちゃいけ

ないというようなこともちょっと伝わって来てたんですが、そこパラ作業で

なりまして、えーとそれを今やってるとこでございます。えーと 13 時半には終わるということ

はい。有り難うございました。えーと他に何か、特に良ければですね、えーその後、まったく・・

あの、平行作業をオッケー、あの、と並行作業禁止ということは配電の方から一切発信したこ

えーじゃ、今後また、さらにいっそう良く連携を強化してやってください。え後あの、そうす

号については、システム的なあの設

備の復旧準備が行われてるということなので、これはまた今日の夜、えーもう一回改めて良く

内容を確認して、明日の活動の重要なポイントになりますので、明確にしたいと思います。え

ー後それから、あの昨日、えっとどこだったかな、あの国から除染、外、敷地外の大規模除染

について、え指示が出ていたと思いますが、それへの取り組み状況、簡潔にお願いします。

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始） 

えー予定通り今のところ配電の工事完了してますんで有り難うございました。各部協力。

はい。工務さん、配電さん、大変ご協力有り難うございます。従って、えー今日の注入に関す

はい。わかりました。火力部さんの方で内線関係も含めて追加がありましたらお願いします。

時の会議でご報告しましたが、えーあの５・６号の燃料プールの関係でございますが、

号につきましては、仮設のえー系統が一応終わって、今あの温度の方が順調に下がって

時からスタートしておりまして、えーポ

ンプとかえー配電部さんの手配の仮設のあれはで、で、でてあの現場にもう設定、据え付けて

終わっておりますけども、東芝さんの方で今手配して、あのお願いしております、えー仮設の

ケーブルとかあれをトラックで今運んでるんですが、何か途中でちょっとなん車の渋滞で、ち

時以降に終わる予定でご

ざいますけども、ちょっとそのえー仮設ケーブルのえー到着次第で若干あの時間は遅れると思

いますけど、ま届けばえーいわゆる手順とか役割分担はもう決まってますのであの大体できる

はい。有り難うございます。まこちらもあの注水活動には直接関係無いということなので平行

はい。えっと原子力の方はですね、えっと今ほど話がありましたように、あの 5 号機の方はえ

度からえっと冷却が可能

号機につきましては、今ほどありましたように、

えーと内線作業の方は今ケーブルの方がえっとまだ現着してないってとこがありますが、えっ

と、いあの復旧できるようにえっと対応取ってるような状況となってございます。えっとそれ

号機につきましては FPC 側からあ

水が注入できるようにですね、仮設のえっと配管、えっと仮設のラインをですね、今、えっ

と今日中に復帰できるようにですね、そちらの方の作業をえーと継続してるような状況となっ

今ほどあの配電さんから話のあった、あのーケーブル関係の、電源関係の方の状況は？ 

はい。配電さんがあの引いていただいた、え共用えっと日立さんのメタクラ、事務本館前のメ

タクラの接続及び、えー予備電圧機、予備変電所の近傍のですね、電源盤の接続、えここの接

続のところを我々がやるということになっておりまして、えーちょっとここら辺がですね、行

き違いがあってえーと配電さんの工事が終わった後じゃないと端末処理及び、接続しちゃいけ

ないというようなこともちょっと伝わって来てたんですが、そこパラ作業で OK だということに

時半には終わるということ

はい。有り難うございました。えーと他に何か、特に良ければですね、えーその後、まったく・・

あの、平行作業をオッケー、あの、と並行作業禁止ということは配電の方から一切発信したこ

えーじゃ、今後また、さらにいっそう良く連携を強化してやってください。え後あの、そうす

号については、システム的なあの設

備の復旧準備が行われてるということなので、これはまた今日の夜、えーもう一回改めて良く

内容を確認して、明日の活動の重要なポイントになりますので、明確にしたいと思います。え

ー後それから、あの昨日、えっとどこだったかな、あの国から除染、外、敷地外の大規模除染

について、え指示が出ていたと思いますが、それへの取り組み状況、簡潔にお願いします。

 

えー予定通り今のところ配電の工事完了してますんで有り難うございました。各部協力。 

はい。工務さん、配電さん、大変ご協力有り難うございます。従って、えー今日の注入に関す

はい。わかりました。火力部さんの方で内線関係も含めて追加がありましたらお願いします。 

時の会議でご報告しましたが、えーあの５・６号の燃料プールの関係でございますが、

号につきましては、仮設のえー系統が一応終わって、今あの温度の方が順調に下がって

時からスタートしておりまして、えーポ

ンプとかえー配電部さんの手配の仮設のあれはで、で、でてあの現場にもう設定、据え付けて

終わっておりますけども、東芝さんの方で今手配して、あのお願いしております、えー仮設の

ケーブルとかあれをトラックで今運んでるんですが、何か途中でちょっとなん車の渋滞で、ち

時以降に終わる予定でご

ざいますけども、ちょっとそのえー仮設ケーブルのえー到着次第で若干あの時間は遅れると思

いますけど、ま届けばえーいわゆる手順とか役割分担はもう決まってますのであの大体できる

はい。有り難うございます。まこちらもあの注水活動には直接関係無いということなので平行

号機の方はえ

度からえっと冷却が可能

号機につきましては、今ほどありましたように、

えーと内線作業の方は今ケーブルの方がえっとまだ現着してないってとこがありますが、えっ

と、いあの復旧できるようにえっと対応取ってるような状況となってございます。えっとそれ

側からあ

水が注入できるようにですね、仮設のえっと配管、えっと仮設のラインをですね、今、えっ

と今日中に復帰できるようにですね、そちらの方の作業をえーと継続してるような状況となっ

 

はい。配電さんがあの引いていただいた、え共用えっと日立さんのメタクラ、事務本館前のメ

タクラの接続及び、えー予備電圧機、予備変電所の近傍のですね、電源盤の接続、えここの接

続のところを我々がやるということになっておりまして、えーちょっとここら辺がですね、行

き違いがあってえーと配電さんの工事が終わった後じゃないと端末処理及び、接続しちゃいけ

だということに

時半には終わるということ

はい。有り難うございました。えーと他に何か、特に良ければですね、えーその後、まったく・・

あの、平行作業をオッケー、あの、と並行作業禁止ということは配電の方から一切発信したこ

えーじゃ、今後また、さらにいっそう良く連携を強化してやってください。え後あの、そうす

号については、システム的なあの設

備の復旧準備が行われてるということなので、これはまた今日の夜、えーもう一回改めて良く

内容を確認して、明日の活動の重要なポイントになりますので、明確にしたいと思います。え

ー後それから、あの昨日、えっとどこだったかな、あの国から除染、外、敷地外の大規模除染

について、え指示が出ていたと思いますが、それへの取り組み状況、簡潔にお願いします。 
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はい、いいのかな、保安班からです。えっと

うことで、Jヴィレッジが汚染されつつありますので、新たなその地点ということで検討を進

めております。で、現在のところ、

センターを念の為の確認エリアとして運用ということへの変更を検討しております。一方内閣、

あの国の方なんですが、あの小名浜そのコールセンターは

ありまして、あの調整中となっております。

えじゃあ、現在調整中ということですね？

現在調整中です。

これもまた、あの纏まった段階で今日の夜にでも状況をあの中間報告でも良いですから教えて

ください。 

また、あのー退避エリアの境界、そのこれも

大分溜まっておりますので、この除染ということを検討を進めたい、参りたいと思っておりま

す。これにつきましては今検討を進めておりまして、必要な機材等の発注ということも含めて、

その検討を進めていきたいというふうに考えてございます。

はい。よろしくお願いします。

3 番目ですが、

をご心配お掛けしていたんですが、現在のところ在庫量から確保できる見通しになってござい

ます。で、Jヴィレッジから１Ｆ、２Ｆへの専用の運搬車、この４ｔ車を

ことで、あの本日から運用予定、開始予定となってございます。以上です。

はい。それじゃ、防護装備の方は、今後は、えー運用についての不自由は、あ、あの現地作業

の方に掛けなくて、えー使っていただけるようになるということに考えてよろしいですか？も

し何かい、また異常があるようなら早めにあの報告するようにしてください。えーそれじゃあ

の、最後に路地関係ですが、昨日ちょっと話題になりましたえーサイトの、特にあの福一の緊

対室に詰めてる方々がもう限界になってると或いは限界を超えてがんばっていただいてるとい

う状況なので、応援の態勢の強化を詰めてるとこですが、その状況、まだ中間的かもしれませ

んが、第 1段階の状況を報告してください。

えっとすいませんあの、本部席の方、おいでになる前にあのそれやらさしていただきましたが、

えーと先ほどお渡しした資料の通りでございます。

発電所には行ってますか？

ええ。行ってます。現状ですね・・・えーと、

す、す、すいません。発電所にいただいてるやつ、あ、わかりました。あの、

はい。そうです。

交代要員の連絡リストですか？

えーっとですね。

違うでしょ？ 

ちょっとこれ、じゃ、あれで映してください。えーっと。あの、情報班通じてあの資料はお送

りしてございます。もう一度ちょっと書画画面で見てください。

ちょっとすみません。あの、今来てないみたいだけど。

今すぐ FAX させます。今すぐ
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はい、いいのかな、保安班からです。えっと

ヴィレッジが汚染されつつありますので、新たなその地点ということで検討を進

めております。で、現在のところ、

センターを念の為の確認エリアとして運用ということへの変更を検討しております。一方内閣、

あの国の方なんですが、あの小名浜そのコールセンターは

ありまして、あの調整中となっております。

えじゃあ、現在調整中ということですね？

現在調整中です。 

これもまた、あの纏まった段階で今日の夜にでも状況をあの中間報告でも良いですから教えて

また、あのー退避エリアの境界、そのこれも

大分溜まっておりますので、この除染ということを検討を進めたい、参りたいと思っておりま

す。これにつきましては今検討を進めておりまして、必要な機材等の発注ということも含めて、

その検討を進めていきたいというふうに考えてございます。

はい。よろしくお願いします。

番目ですが、3番目はその防護装備。これ、マスクのような、数が足らないというようなこと

をご心配お掛けしていたんですが、現在のところ在庫量から確保できる見通しになってござい

ヴィレッジから１Ｆ、２Ｆへの専用の運搬車、この４ｔ車を

ことで、あの本日から運用予定、開始予定となってございます。以上です。

はい。それじゃ、防護装備の方は、今後は、えー運用についての不自由は、あ、あの現地作業

の方に掛けなくて、えー使っていただけるようになるということに考えてよろしいですか？も

し何かい、また異常があるようなら早めにあの報告するようにしてください。えーそれじゃあ

の、最後に路地関係ですが、昨日ちょっと話題になりましたえーサイトの、特にあの福一の緊

対室に詰めてる方々がもう限界になってると或いは限界を超えてがんばっていただいてるとい

う状況なので、応援の態勢の強化を詰めてるとこですが、その状況、まだ中間的かもしれませ

段階の状況を報告してください。

えっとすいませんあの、本部席の方、おいでになる前にあのそれやらさしていただきましたが、

えーと先ほどお渡しした資料の通りでございます。

発電所には行ってますか？ 

ええ。行ってます。現状ですね・・・えーと、

す、す、すいません。発電所にいただいてるやつ、あ、わかりました。あの、

はい。そうです。 

交代要員の連絡リストですか？

えーっとですね。 

 

ちょっとこれ、じゃ、あれで映してください。えーっと。あの、情報班通じてあの資料はお送

りしてございます。もう一度ちょっと書画画面で見てください。

ちょっとすみません。あの、今来てないみたいだけど。

させます。今すぐ
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発言内容

はい、いいのかな、保安班からです。えっと

ヴィレッジが汚染されつつありますので、新たなその地点ということで検討を進

めております。で、現在のところ、Jヴィレッジを一時確認場所と致しまして、小名浜コール

センターを念の為の確認エリアとして運用ということへの変更を検討しております。一方内閣、

あの国の方なんですが、あの小名浜そのコールセンターは

ありまして、あの調整中となっております。

えじゃあ、現在調整中ということですね？ 

これもまた、あの纏まった段階で今日の夜にでも状況をあの中間報告でも良いですから教えて

また、あのー退避エリアの境界、そのこれも

大分溜まっておりますので、この除染ということを検討を進めたい、参りたいと思っておりま

す。これにつきましては今検討を進めておりまして、必要な機材等の発注ということも含めて、

その検討を進めていきたいというふうに考えてございます。

はい。よろしくお願いします。 

番目はその防護装備。これ、マスクのような、数が足らないというようなこと

をご心配お掛けしていたんですが、現在のところ在庫量から確保できる見通しになってござい

ヴィレッジから１Ｆ、２Ｆへの専用の運搬車、この４ｔ車を

ことで、あの本日から運用予定、開始予定となってございます。以上です。

はい。それじゃ、防護装備の方は、今後は、えー運用についての不自由は、あ、あの現地作業

の方に掛けなくて、えー使っていただけるようになるということに考えてよろしいですか？も

し何かい、また異常があるようなら早めにあの報告するようにしてください。えーそれじゃあ

の、最後に路地関係ですが、昨日ちょっと話題になりましたえーサイトの、特にあの福一の緊

対室に詰めてる方々がもう限界になってると或いは限界を超えてがんばっていただいてるとい

う状況なので、応援の態勢の強化を詰めてるとこですが、その状況、まだ中間的かもしれませ

段階の状況を報告してください。

えっとすいませんあの、本部席の方、おいでになる前にあのそれやらさしていただきましたが、

えーと先ほどお渡しした資料の通りでございます。

 

ええ。行ってます。現状ですね・・・えーと、

す、す、すいません。発電所にいただいてるやつ、あ、わかりました。あの、

交代要員の連絡リストですか？ 

ちょっとこれ、じゃ、あれで映してください。えーっと。あの、情報班通じてあの資料はお送

りしてございます。もう一度ちょっと書画画面で見てください。

ちょっとすみません。あの、今来てないみたいだけど。

させます。今すぐ FAX させます。
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発言内容 

はい、いいのかな、保安班からです。えっと 1点目なんですが、大規模な除染場所の拡充とい

ヴィレッジが汚染されつつありますので、新たなその地点ということで検討を進

ヴィレッジを一時確認場所と致しまして、小名浜コール

センターを念の為の確認エリアとして運用ということへの変更を検討しております。一方内閣、

あの国の方なんですが、あの小名浜そのコールセンターは 30km

ありまして、あの調整中となっております。 

 

これもまた、あの纏まった段階で今日の夜にでも状況をあの中間報告でも良いですから教えて

また、あのー退避エリアの境界、そのこれも Jヴィレッジなんですが、ここにそのー車がたま、

大分溜まっておりますので、この除染ということを検討を進めたい、参りたいと思っておりま

す。これにつきましては今検討を進めておりまして、必要な機材等の発注ということも含めて、

その検討を進めていきたいというふうに考えてございます。

番目はその防護装備。これ、マスクのような、数が足らないというようなこと

をご心配お掛けしていたんですが、現在のところ在庫量から確保できる見通しになってござい

ヴィレッジから１Ｆ、２Ｆへの専用の運搬車、この４ｔ車を

ことで、あの本日から運用予定、開始予定となってございます。以上です。

はい。それじゃ、防護装備の方は、今後は、えー運用についての不自由は、あ、あの現地作業

の方に掛けなくて、えー使っていただけるようになるということに考えてよろしいですか？も

し何かい、また異常があるようなら早めにあの報告するようにしてください。えーそれじゃあ

の、最後に路地関係ですが、昨日ちょっと話題になりましたえーサイトの、特にあの福一の緊

対室に詰めてる方々がもう限界になってると或いは限界を超えてがんばっていただいてるとい

う状況なので、応援の態勢の強化を詰めてるとこですが、その状況、まだ中間的かもしれませ

段階の状況を報告してください。 

えっとすいませんあの、本部席の方、おいでになる前にあのそれやらさしていただきましたが、

えーと先ほどお渡しした資料の通りでございます。 

ええ。行ってます。現状ですね・・・えーと、 

す、す、すいません。発電所にいただいてるやつ、あ、わかりました。あの、

ちょっとこれ、じゃ、あれで映してください。えーっと。あの、情報班通じてあの資料はお送

りしてございます。もう一度ちょっと書画画面で見てください。

ちょっとすみません。あの、今来てないみたいだけど。 

させます。 

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

点目なんですが、大規模な除染場所の拡充とい

ヴィレッジが汚染されつつありますので、新たなその地点ということで検討を進

ヴィレッジを一時確認場所と致しまして、小名浜コール

センターを念の為の確認エリアとして運用ということへの変更を検討しております。一方内閣、

30km 圏外の為対象外というご意向も

これもまた、あの纏まった段階で今日の夜にでも状況をあの中間報告でも良いですから教えて

ヴィレッジなんですが、ここにそのー車がたま、

大分溜まっておりますので、この除染ということを検討を進めたい、参りたいと思っておりま

す。これにつきましては今検討を進めておりまして、必要な機材等の発注ということも含めて、

その検討を進めていきたいというふうに考えてございます。 

番目はその防護装備。これ、マスクのような、数が足らないというようなこと

をご心配お掛けしていたんですが、現在のところ在庫量から確保できる見通しになってござい

ヴィレッジから１Ｆ、２Ｆへの専用の運搬車、この４ｔ車を 1

ことで、あの本日から運用予定、開始予定となってございます。以上です。

はい。それじゃ、防護装備の方は、今後は、えー運用についての不自由は、あ、あの現地作業

の方に掛けなくて、えー使っていただけるようになるということに考えてよろしいですか？も

し何かい、また異常があるようなら早めにあの報告するようにしてください。えーそれじゃあ

の、最後に路地関係ですが、昨日ちょっと話題になりましたえーサイトの、特にあの福一の緊

対室に詰めてる方々がもう限界になってると或いは限界を超えてがんばっていただいてるとい

う状況なので、応援の態勢の強化を詰めてるとこですが、その状況、まだ中間的かもしれませ

えっとすいませんあの、本部席の方、おいでになる前にあのそれやらさしていただきましたが、

す、す、すいません。発電所にいただいてるやつ、あ、わかりました。あの、

ちょっとこれ、じゃ、あれで映してください。えーっと。あの、情報班通じてあの資料はお送

りしてございます。もう一度ちょっと書画画面で見てください。 

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始） 

点目なんですが、大規模な除染場所の拡充とい

ヴィレッジが汚染されつつありますので、新たなその地点ということで検討を進

ヴィレッジを一時確認場所と致しまして、小名浜コール

センターを念の為の確認エリアとして運用ということへの変更を検討しております。一方内閣、

圏外の為対象外というご意向も

これもまた、あの纏まった段階で今日の夜にでも状況をあの中間報告でも良いですから教えて

ヴィレッジなんですが、ここにそのー車がたま、

大分溜まっておりますので、この除染ということを検討を進めたい、参りたいと思っておりま

す。これにつきましては今検討を進めておりまして、必要な機材等の発注ということも含めて、

番目はその防護装備。これ、マスクのような、数が足らないというようなこと

をご心配お掛けしていたんですが、現在のところ在庫量から確保できる見通しになってござい

1 日 1 回確保という

ことで、あの本日から運用予定、開始予定となってございます。以上です。 

はい。それじゃ、防護装備の方は、今後は、えー運用についての不自由は、あ、あの現地作業

の方に掛けなくて、えー使っていただけるようになるということに考えてよろしいですか？も

し何かい、また異常があるようなら早めにあの報告するようにしてください。えーそれじゃあ

の、最後に路地関係ですが、昨日ちょっと話題になりましたえーサイトの、特にあの福一の緊

対室に詰めてる方々がもう限界になってると或いは限界を超えてがんばっていただいてるとい

う状況なので、応援の態勢の強化を詰めてるとこですが、その状況、まだ中間的かもしれませ

えっとすいませんあの、本部席の方、おいでになる前にあのそれやらさしていただきましたが、

す、す、すいません。発電所にいただいてるやつ、あ、わかりました。あの、1 枚もの？ 

ちょっとこれ、じゃ、あれで映してください。えーっと。あの、情報班通じてあの資料はお送

 

点目なんですが、大規模な除染場所の拡充とい

ヴィレッジが汚染されつつありますので、新たなその地点ということで検討を進

ヴィレッジを一時確認場所と致しまして、小名浜コール

センターを念の為の確認エリアとして運用ということへの変更を検討しております。一方内閣、

圏外の為対象外というご意向も

これもまた、あの纏まった段階で今日の夜にでも状況をあの中間報告でも良いですから教えて

ヴィレッジなんですが、ここにそのー車がたま、

大分溜まっておりますので、この除染ということを検討を進めたい、参りたいと思っておりま

す。これにつきましては今検討を進めておりまして、必要な機材等の発注ということも含めて、

番目はその防護装備。これ、マスクのような、数が足らないというようなこと

をご心配お掛けしていたんですが、現在のところ在庫量から確保できる見通しになってござい

回確保という

はい。それじゃ、防護装備の方は、今後は、えー運用についての不自由は、あ、あの現地作業

の方に掛けなくて、えー使っていただけるようになるということに考えてよろしいですか？も

し何かい、また異常があるようなら早めにあの報告するようにしてください。えーそれじゃあ

の、最後に路地関係ですが、昨日ちょっと話題になりましたえーサイトの、特にあの福一の緊

対室に詰めてる方々がもう限界になってると或いは限界を超えてがんばっていただいてるとい

う状況なので、応援の態勢の強化を詰めてるとこですが、その状況、まだ中間的かもしれませ

えっとすいませんあの、本部席の方、おいでになる前にあのそれやらさしていただきましたが、

 

ちょっとこれ、じゃ、あれで映してください。えーっと。あの、情報班通じてあの資料はお送
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はい。 

申し訳ございません。ちょっとあの書画用画面ご覧いただきたいと思います。えーと現状です

ね、えーと書画画面ご覧なれますでしょうか？

はい。書画見てますよ。

はい。現状あの、福一の緊対室は

応援者がそれぞれ

ていただきますと、今日、明日で東通、柏崎から応援者が

れからえー福一さんで昨日ですね、あの安否確認をしていただきまして、今日、明日で出社で

きるという回答があった方が

の専門分野別の内訳が右側に出てございます。で、概ねあの

とで、今後、あの、えー加えてというふうには考えてございますが、まずはあの、

ずつでですね、あの交代をしていただければというふうに考えてございます。えーこ、えーと

これ枠外、ちょっとちょっと書画画面をもうちょっと上に上げていただけますでしょうか？も

うちょっと上げてください。もっと上げてください。で、この他ですね、協力企業からもあの

今日は 18 名の方が参加をされるということで、え今朝午前中、あの間違いなく入ってられる予

定入られるというふうに聞いております。えーということですのであの、入って来られる方の

背番号ございますんで、えーちょっとあの個別に見ていただきまして、福一さんとの交代要員

を何人かピックアップしていただければ、今日ですね、えーっと発電所からえー

を経由しまして、小名浜コールセンターまで運ぶバスの便も、先ほど午前中ちょっと申し上げ

ましたが、社員が運転するバスが、これ支店の方に協力いただきまして運行する予定でござい

ますんで、そちらとジョイントを図りたいというふうに考えてございます。よろしいでしょう

か？ 

はい。有り難うございます。後あの、先ほどちょっと補足で電話で申し上げましたが、えー基

本的にあのー今、あの、こ、有り難いことなんですけども、作業量がですね、増えてきまして、

結局あの、放管のですね、サーベイする人が足りなくなってきておりますので、この点また併

せてですね、えー協力企業さん、あのまあ、

ー放管の放管経験の

はい。承知しました。あのー概ね

回答があったのは、東環さんから

ます。で、今おっしゃったように、東、あの東環、

れから安否の確認でですね、え特に保安系の方についてもう一度重点的にあの厚生班の方にお

願いしまして、再度確認をするということを進めてございますんで、えーもうちょっとお待ち

いただきたいと思います。

じゃ、この件は今日の夜のー全体会議の時にまた状、状況を報告して、いつ入れるかを特に明

確にしてください。

はい。承知しました。

えっとそれからこれに関して、あの現地要員の宿泊や休憩、休養、健康管理といった面で、あ

の厚生班の方からお願い致します。

すみません。割り込ましていただいて良いですか？

はい。どうぞ。

12 時 23 分に、正門に消防の先導車

いうのは消防の方に、消防士さん

一の●●、あ、本店から派遣だな？●●が乗り込みましてですね、調整の打ち合わせをすると

いうかたちで今あのしておる、対応してるところでございます。

はい。わかりました。

で、その打ち合わせ内容をあのトランシーバーにて、この事務本館で適宜把握しようと、こう

いうことで今考えております。以上です。
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申し訳ございません。ちょっとあの書画用画面ご覧いただきたいと思います。えーと現状です

ね、えーと書画画面ご覧なれますでしょうか？

はい。書画見てますよ。 

はい。現状あの、福一の緊対室は

応援者がそれぞれ 11 名、23 名。福一の在籍の方

ていただきますと、今日、明日で東通、柏崎から応援者が

れからえー福一さんで昨日ですね、あの安否確認をしていただきまして、今日、明日で出社で

きるという回答があった方が

の専門分野別の内訳が右側に出てございます。で、概ねあの

とで、今後、あの、えー加えてというふうには考えてございますが、まずはあの、

ずつでですね、あの交代をしていただければというふうに考えてございます。えーこ、えーと

これ枠外、ちょっとちょっと書画画面をもうちょっと上に上げていただけますでしょうか？も

うちょっと上げてください。もっと上げてください。で、この他ですね、協力企業からもあの

名の方が参加をされるということで、え今朝午前中、あの間違いなく入ってられる予

定入られるというふうに聞いております。えーということですのであの、入って来られる方の

背番号ございますんで、えーちょっとあの個別に見ていただきまして、福一さんとの交代要員

を何人かピックアップしていただければ、今日ですね、えーっと発電所からえー

を経由しまして、小名浜コールセンターまで運ぶバスの便も、先ほど午前中ちょっと申し上げ

ましたが、社員が運転するバスが、これ支店の方に協力いただきまして運行する予定でござい

ますんで、そちらとジョイントを図りたいというふうに考えてございます。よろしいでしょう

はい。有り難うございます。後あの、先ほどちょっと補足で電話で申し上げましたが、えー基

本的にあのー今、あの、こ、有り難いことなんですけども、作業量がですね、増えてきまして、

結局あの、放管のですね、サーベイする人が足りなくなってきておりますので、この点また併

せてですね、えー協力企業さん、あのまあ、

ー放管の放管経験の OB の方の活用ご協力をよろしくお願いしたいと思います。以上です。

はい。承知しました。あのー概ね

回答があったのは、東環さんから

ます。で、今おっしゃったように、東、あの東環、

れから安否の確認でですね、え特に保安系の方についてもう一度重点的にあの厚生班の方にお

願いしまして、再度確認をするということを進めてございますんで、えーもうちょっとお待ち

いただきたいと思います。 

じゃ、この件は今日の夜のー全体会議の時にまた状、状況を報告して、いつ入れるかを特に明

確にしてください。 

はい。承知しました。 

えっとそれからこれに関して、あの現地要員の宿泊や休憩、休養、健康管理といった面で、あ

の厚生班の方からお願い致します。

すみません。割り込ましていただいて良いですか？

はい。どうぞ。 

分に、正門に消防の先導車

いうのは消防の方に、消防士さん

一の●●、あ、本店から派遣だな？●●が乗り込みましてですね、調整の打ち合わせをすると

いうかたちで今あのしておる、対応してるところでございます。

はい。わかりました。 

で、その打ち合わせ内容をあのトランシーバーにて、この事務本館で適宜把握しようと、こう

いうことで今考えております。以上です。
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発言内容

申し訳ございません。ちょっとあの書画用画面ご覧いただきたいと思います。えーと現状です

ね、えーと書画画面ご覧なれますでしょうか？

はい。現状あの、福一の緊対室は 258 名の方おいでになります。で、その内本店と柏崎からも

名。福一の在籍の方

ていただきますと、今日、明日で東通、柏崎から応援者が

れからえー福一さんで昨日ですね、あの安否確認をしていただきまして、今日、明日で出社で

きるという回答があった方が 37 名おいでになります。それぞれのあの背番号といいますか、あ

の専門分野別の内訳が右側に出てございます。で、概ねあの

とで、今後、あの、えー加えてというふうには考えてございますが、まずはあの、

ずつでですね、あの交代をしていただければというふうに考えてございます。えーこ、えーと

これ枠外、ちょっとちょっと書画画面をもうちょっと上に上げていただけますでしょうか？も

うちょっと上げてください。もっと上げてください。で、この他ですね、協力企業からもあの

名の方が参加をされるということで、え今朝午前中、あの間違いなく入ってられる予

定入られるというふうに聞いております。えーということですのであの、入って来られる方の

背番号ございますんで、えーちょっとあの個別に見ていただきまして、福一さんとの交代要員

を何人かピックアップしていただければ、今日ですね、えーっと発電所からえー

を経由しまして、小名浜コールセンターまで運ぶバスの便も、先ほど午前中ちょっと申し上げ

ましたが、社員が運転するバスが、これ支店の方に協力いただきまして運行する予定でござい

ますんで、そちらとジョイントを図りたいというふうに考えてございます。よろしいでしょう

はい。有り難うございます。後あの、先ほどちょっと補足で電話で申し上げましたが、えー基

本的にあのー今、あの、こ、有り難いことなんですけども、作業量がですね、増えてきまして、

結局あの、放管のですね、サーベイする人が足りなくなってきておりますので、この点また併

せてですね、えー協力企業さん、あのまあ、

の方の活用ご協力をよろしくお願いしたいと思います。以上です。

はい。承知しました。あのー概ね 20 人くらいをとりあえずの

回答があったのは、東環さんから 7 名はあの近くあの送り込めるというふうに回答きてござい

ます。で、今おっしゃったように、東、あの東環、

れから安否の確認でですね、え特に保安系の方についてもう一度重点的にあの厚生班の方にお

願いしまして、再度確認をするということを進めてございますんで、えーもうちょっとお待ち

 

じゃ、この件は今日の夜のー全体会議の時にまた状、状況を報告して、いつ入れるかを特に明

えっとそれからこれに関して、あの現地要員の宿泊や休憩、休養、健康管理といった面で、あ

の厚生班の方からお願い致します。 

すみません。割り込ましていただいて良いですか？

分に、正門に消防の先導車 1台、1台が到着しました。で、今、

いうのは消防の方に、消防士さん 2 名が乗車して今待機中でございます。こちらに私共福島第

一の●●、あ、本店から派遣だな？●●が乗り込みましてですね、調整の打ち合わせをすると

いうかたちで今あのしておる、対応してるところでございます。

で、その打ち合わせ内容をあのトランシーバーにて、この事務本館で適宜把握しようと、こう

いうことで今考えております。以上です。 
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発言内容 

申し訳ございません。ちょっとあの書画用画面ご覧いただきたいと思います。えーと現状です

ね、えーと書画画面ご覧なれますでしょうか？ 

名の方おいでになります。で、その内本店と柏崎からも

名。福一の在籍の方 224 名ということです。それから上の方を見

ていただきますと、今日、明日で東通、柏崎から応援者が 54

れからえー福一さんで昨日ですね、あの安否確認をしていただきまして、今日、明日で出社で

名おいでになります。それぞれのあの背番号といいますか、あ

の専門分野別の内訳が右側に出てございます。で、概ねあの

とで、今後、あの、えー加えてというふうには考えてございますが、まずはあの、

ずつでですね、あの交代をしていただければというふうに考えてございます。えーこ、えーと

これ枠外、ちょっとちょっと書画画面をもうちょっと上に上げていただけますでしょうか？も

うちょっと上げてください。もっと上げてください。で、この他ですね、協力企業からもあの

名の方が参加をされるということで、え今朝午前中、あの間違いなく入ってられる予

定入られるというふうに聞いております。えーということですのであの、入って来られる方の

背番号ございますんで、えーちょっとあの個別に見ていただきまして、福一さんとの交代要員

を何人かピックアップしていただければ、今日ですね、えーっと発電所からえー

を経由しまして、小名浜コールセンターまで運ぶバスの便も、先ほど午前中ちょっと申し上げ

ましたが、社員が運転するバスが、これ支店の方に協力いただきまして運行する予定でござい

ますんで、そちらとジョイントを図りたいというふうに考えてございます。よろしいでしょう

はい。有り難うございます。後あの、先ほどちょっと補足で電話で申し上げましたが、えー基

本的にあのー今、あの、こ、有り難いことなんですけども、作業量がですね、増えてきまして、

結局あの、放管のですね、サーベイする人が足りなくなってきておりますので、この点また併

せてですね、えー協力企業さん、あのまあ、ATOX さん、東環さん。若しくは当社の

の方の活用ご協力をよろしくお願いしたいと思います。以上です。

人くらいをとりあえずの

名はあの近くあの送り込めるというふうに回答きてござい

ます。で、今おっしゃったように、東、あの東環、ATOX さん、それから保安系のＯＢの方、そ

れから安否の確認でですね、え特に保安系の方についてもう一度重点的にあの厚生班の方にお

願いしまして、再度確認をするということを進めてございますんで、えーもうちょっとお待ち

じゃ、この件は今日の夜のー全体会議の時にまた状、状況を報告して、いつ入れるかを特に明

えっとそれからこれに関して、あの現地要員の宿泊や休憩、休養、健康管理といった面で、あ

すみません。割り込ましていただいて良いですか？ 

台が到着しました。で、今、

名が乗車して今待機中でございます。こちらに私共福島第

一の●●、あ、本店から派遣だな？●●が乗り込みましてですね、調整の打ち合わせをすると

いうかたちで今あのしておる、対応してるところでございます。

で、その打ち合わせ内容をあのトランシーバーにて、この事務本館で適宜把握しようと、こう
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申し訳ございません。ちょっとあの書画用画面ご覧いただきたいと思います。えーと現状です

名の方おいでになります。で、その内本店と柏崎からも

名ということです。それから上の方を見
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うちょっと上げてください。もっと上げてください。で、この他ですね、協力企業からもあの

名の方が参加をされるということで、え今朝午前中、あの間違いなく入ってられる予

定入られるというふうに聞いております。えーということですのであの、入って来られる方の

背番号ございますんで、えーちょっとあの個別に見ていただきまして、福一さんとの交代要員

を何人かピックアップしていただければ、今日ですね、えーっと発電所からえー

を経由しまして、小名浜コールセンターまで運ぶバスの便も、先ほど午前中ちょっと申し上げ

ましたが、社員が運転するバスが、これ支店の方に協力いただきまして運行する予定でござい
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結局あの、放管のですね、サーベイする人が足りなくなってきておりますので、この点また併

さん、東環さん。若しくは当社の

の方の活用ご協力をよろしくお願いしたいと思います。以上です。

人くらいをとりあえずの目安と考えておりまして、今あの、

名はあの近くあの送り込めるというふうに回答きてござい

さん、それから保安系のＯＢの方、そ

れから安否の確認でですね、え特に保安系の方についてもう一度重点的にあの厚生班の方にお

願いしまして、再度確認をするということを進めてございますんで、えーもうちょっとお待ち

じゃ、この件は今日の夜のー全体会議の時にまた状、状況を報告して、いつ入れるかを特に明
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年 3月 19 日 

 

はい。わかりました。適宜また情報提供お願いします。では●●お願いします。

はい。えーとまずあの、福島第二の方にあの

えーと昨日第一陣が戻りまして、今日第二陣が

●●ですが、トップのチームが赴任する予定になっております。えーそれからあの小名浜の方

の事務所に、その帰る方の受け入れ、或いはその休養が出来るようなスペースを用意するとい

うことで整備しておりまして、今日の段階で電気は入っているということで、えーま、泊まれ

る、休めるような施設になっているということでございます。それから併せまして、えーと現

在国の方からですね、えー食堂、或いは休養室を持っている船に関する、その提供といった申

し出がございまして、総務班を通じて、現在その具体的な仕様の内容をですね、確認中でござ

います。えーあの小名浜事務所まで戻っていただいた後に、えー小名浜港に停泊して、その船

でお休みいただくといったことが可能かどうかえー検討中でございます。以上です。

総務班です。ちょっとあの、今の点に補足ですけど、その他食事とかですね、シャワーもでき

るというようなかたちで、ゆっくりあの休養が取れるように、えしていただけるというような

話が来ておりまして、詳細については、今詰めているという最中でございます。以上です。

じゃ、今の話も今日の夜のミーティングの時になるだけ明確にしていただいて、なるだけ早く

現場の方が少しでも休養できるようにということで、是非よろしくお願い致します。大変有り

難い、あのー申し出を国からいただいておりますので、是非有効に活用するようにしたいと思

います。 

はい。有り難うございます。

ちょっとあの、それからあの補足ですが、

サーベイを社員が致しますが、えーちょっと線量が大丈夫かなという方については、自衛隊さ

んがですね、あのシャワー施設で除染の設備を持っておられます。で、今回、全面的に協力い

ただくというふうにいただいておりますので、この場を借りて御礼とご紹介を申し上げたいと

思います。有り難うございます。

え、そ、何か他に補足、はい。工務さんどうぞ。

あ、工務班でございます。あのー昨日ですね、いったん数十人、あかなりの規模の、作業、あ

作業が終わって、あの帰宅を待っているですね、作業員の方、社員の方、えー今、小名浜に向

かっているというふうに聞いております。で、この小名浜で除染してですね、帰る時に足がま

だ手当てできていないのかなというふうに聞いておりまして、あのーなるべく早くですね、帰

宅できるように、え交通等の手配をよろしくお願いしたいと思います。以上です。

はい。え、この件はそうすると資材さんで対応していただけますね？

いえ。そこの部分の輸送関係は総務班の方でやってますので、あのーその今の話了解致しまし

た。 

はい。じゃ、よろしくお願い致します。えーその他、あの全体を通して何かご意見ありません

ですか？よろしいですか？

すみません。福島、福島第一●●でございますが。あの、先ほどちょっと現場を一通り周って

きたんですけど、本当にあの工務、配電、それから土木建築さんですね、あの他のところから

応援に来ていただいて、すごく精力的に仕事をしていただい、いただいていて、環境は決して

良くないんですけどもあの本当にあの感謝の気持ちでいっぱいでございます。有り難うござい

ます。 

有り難うございます。はい。どうぞ。

あのー先ほど本部会議でお話しましたあのパソコンのですね、えーとウィルスチェックパター

ン、えーと各班あの電源のえー

本部、本部席全部完了です。
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んがですね、あのシャワー施設で除染の設備を持っておられます。で、今回、全面的に協力い

ただくというふうにいただいておりますので、この場を借りて御礼とご紹介を申し上げたいと

思います。有り難うございます。 

え、そ、何か他に補足、はい。工務さんどうぞ。

あ、工務班でございます。あのー昨日ですね、いったん数十人、あかなりの規模の、作業、あ

作業が終わって、あの帰宅を待っているですね、作業員の方、社員の方、えー今、小名浜に向

かっているというふうに聞いております。で、この小名浜で除染してですね、帰る時に足がま

だ手当てできていないのかなというふうに聞いておりまして、あのーなるべく早くですね、帰

宅できるように、え交通等の手配をよろしくお願いしたいと思います。以上です。

はい。え、この件はそうすると資材さんで対応していただけますね？

いえ。そこの部分の輸送関係は総務班の方でやってますので、あのーその今の話了解致しまし

はい。じゃ、よろしくお願い致します。えーその他、あの全体を通して何かご意見ありません

 

すみません。福島、福島第一●●でございますが。あの、先ほどちょっと現場を一通り周って

きたんですけど、本当にあの工務、配電、それから土木建築さんですね、あの他のところから

応援に来ていただいて、すごく精力的に仕事をしていただい、いただいていて、環境は決して

良くないんですけどもあの本当にあの感謝の気持ちでいっぱいでございます。有り難うござい

有り難うございます。はい。どうぞ。 

あのー先ほど本部会議でお話しましたあのパソコンのですね、えーとウィルスチェックパター

ン、えーと各班あの電源のえーOFF、ON やっていただけたでしょうか？
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発言内容 

はい。わかりました。適宜また情報提供お願いします。では●●お願いします。

はい。えーとまずあの、福島第二の方にあの 5、えーと 5 名の医療チームを送っておりました。

えーと昨日第一陣が戻りまして、今日第二陣が 4 名、えーと今回は東電病院の●●、整形外科

●●ですが、トップのチームが赴任する予定になっております。えーそれからあの小名浜の方

の事務所に、その帰る方の受け入れ、或いはその休養が出来るようなスペースを用意するとい

うことで整備しておりまして、今日の段階で電気は入っているということで、えーま、泊まれ

る、休めるような施設になっているということでございます。それから併せまして、えーと現

方からですね、えー食堂、或いは休養室を持っている船に関する、その提供といった申

し出がございまして、総務班を通じて、現在その具体的な仕様の内容をですね、確認中でござ

います。えーあの小名浜事務所まで戻っていただいた後に、えー小名浜港に停泊して、その船

でお休みいただくといったことが可能かどうかえー検討中でございます。以上です。

総務班です。ちょっとあの、今の点に補足ですけど、その他食事とかですね、シャワーもでき

るというようなかたちで、ゆっくりあの休養が取れるように、えしていただけるというような

話が来ておりまして、詳細については、今詰めているという最中でございます。以上です。

じゃ、今の話も今日の夜のミーティングの時になるだけ明確にしていただいて、なるだけ早く

現場の方が少しでも休養できるようにということで、是非よろしくお願い致します。大変有り

難い、あのー申し出を国からいただいておりますので、是非有効に活用するようにしたいと思

ヴィレッジで一時バスを乗り換えていただいて、

サーベイを社員が致しますが、えーちょっと線量が大丈夫かなという方については、自衛隊さ

んがですね、あのシャワー施設で除染の設備を持っておられます。で、今回、全面的に協力い

ただくというふうにいただいておりますので、この場を借りて御礼とご紹介を申し上げたいと

え、そ、何か他に補足、はい。工務さんどうぞ。 

あ、工務班でございます。あのー昨日ですね、いったん数十人、あかなりの規模の、作業、あ

作業が終わって、あの帰宅を待っているですね、作業員の方、社員の方、えー今、小名浜に向

かっているというふうに聞いております。で、この小名浜で除染してですね、帰る時に足がま

だ手当てできていないのかなというふうに聞いておりまして、あのーなるべく早くですね、帰

宅できるように、え交通等の手配をよろしくお願いしたいと思います。以上です。

はい。え、この件はそうすると資材さんで対応していただけますね？
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きたんですけど、本当にあの工務、配電、それから土木建築さんですね、あの他のところから

応援に来ていただいて、すごく精力的に仕事をしていただい、いただいていて、環境は決して

良くないんですけどもあの本当にあの感謝の気持ちでいっぱいでございます。有り難うござい

あのー先ほど本部会議でお話しましたあのパソコンのですね、えーとウィルスチェックパター

やっていただけたでしょうか？
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だ手当てできていないのかなというふうに聞いておりまして、あのーなるべく早くですね、帰

宅できるように、え交通等の手配をよろしくお願いしたいと思います。以上です。

はい。え、この件はそうすると資材さんで対応していただけますね？ 

いえ。そこの部分の輸送関係は総務班の方でやってますので、あのーその今の話了解致しまし

はい。じゃ、よろしくお願い致します。えーその他、あの全体を通して何かご意見ありません

すみません。福島、福島第一●●でございますが。あの、先ほどちょっと現場を一通り周って

きたんですけど、本当にあの工務、配電、それから土木建築さんですね、あの他のところから

応援に来ていただいて、すごく精力的に仕事をしていただい、いただいていて、環境は決して

良くないんですけどもあの本当にあの感謝の気持ちでいっぱいでございます。有り難うござい
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はい。わかりました。適宜また情報提供お願いします。では●●お願いします。 

名の医療チームを送っておりました。

名、えーと今回は東電病院の●●、整形外科

●●ですが、トップのチームが赴任する予定になっております。えーそれからあの小名浜の方

の事務所に、その帰る方の受け入れ、或いはその休養が出来るようなスペースを用意するとい

うことで整備しておりまして、今日の段階で電気は入っているということで、えーま、泊まれ

る、休めるような施設になっているということでございます。それから併せまして、えーと現

方からですね、えー食堂、或いは休養室を持っている船に関する、その提供といった申

し出がございまして、総務班を通じて、現在その具体的な仕様の内容をですね、確認中でござ

います。えーあの小名浜事務所まで戻っていただいた後に、えー小名浜港に停泊して、その船

でお休みいただくといったことが可能かどうかえー検討中でございます。以上です。 

総務班です。ちょっとあの、今の点に補足ですけど、その他食事とかですね、シャワーもでき

るというようなかたちで、ゆっくりあの休養が取れるように、えしていただけるというような

話が来ておりまして、詳細については、今詰めているという最中でございます。以上です。

じゃ、今の話も今日の夜のミーティングの時になるだけ明確にしていただいて、なるだけ早く

現場の方が少しでも休養できるようにということで、是非よろしくお願い致します。大変有り

難い、あのー申し出を国からいただいておりますので、是非有効に活用するようにしたいと思

ヴィレッジで一時バスを乗り換えていただいて、

サーベイを社員が致しますが、えーちょっと線量が大丈夫かなという方については、自衛隊さ

んがですね、あのシャワー施設で除染の設備を持っておられます。で、今回、全面的に協力い

ただくというふうにいただいておりますので、この場を借りて御礼とご紹介を申し上げたいと

あ、工務班でございます。あのー昨日ですね、いったん数十人、あかなりの規模の、作業、あ

作業が終わって、あの帰宅を待っているですね、作業員の方、社員の方、えー今、小名浜に向

かっているというふうに聞いております。で、この小名浜で除染してですね、帰る時に足がま

だ手当てできていないのかなというふうに聞いておりまして、あのーなるべく早くですね、帰

宅できるように、え交通等の手配をよろしくお願いしたいと思います。以上です。 

いえ。そこの部分の輸送関係は総務班の方でやってますので、あのーその今の話了解致しまし

はい。じゃ、よろしくお願い致します。えーその他、あの全体を通して何かご意見ありません

すみません。福島、福島第一●●でございますが。あの、先ほどちょっと現場を一通り周って

きたんですけど、本当にあの工務、配電、それから土木建築さんですね、あの他のところから

応援に来ていただいて、すごく精力的に仕事をしていただい、いただいていて、環境は決して

良くないんですけどもあの本当にあの感謝の気持ちでいっぱいでございます。有り難うござい

あのー先ほど本部会議でお話しましたあのパソコンのですね、えーとウィルスチェックパター
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年 3月 19 日 

 

本部席で集約しますので、後ほど各班からあの結果の報告をお願い致します。

はい。はい、はい。よろしくお願いします。

それじゃ、それじゃ、本部長席に、本部長席の方にみなさん結果を教えてください。お願いし

ます。 

えっと、オフサイトセンターから一言お願いします。

はい。 

えっと午前中にお願いしたあの自衛隊さんの方へのいろいろなお願いのですね、今後の予定、

これを整理したものを、ま午前中にということでちょっとお願いしておったんですが、ちょっ

と間に合っていないようなので、再度確認してー送っていただくようにお願い致します。

はい。あの集約できておりますので送らせていただきます。

す。●●です。

有り難うございました。

他にございませんか？＊＊＊それじゃ、今日は午後から非常に複層したオペレーションが行わ

れます。えーそれぞれ連携を良くして、情報を共有して確実に進めたいと思います。是非よろ

しくお願いします。それじゃ、ここでブレイクします。ご苦労さまです。ご安全に。

本店本部資材班さん、柏崎横村までお電話ください。本店本部資材班さん、聞こえますか？本

店本部資材班さん聞こえますか？

はい。聞こえます。

すみません。えーと横村までですね、あのどなたか連絡いただけますか？

本店○○立地業務部●●。福島第二の増田に電話をいただきたいと思います。

横村。●●です。

はい。了解しましたー。

復旧班よりご報告致しまーす。えー現在、

せをやっております。その、あ、えーと自治省につきましては、３号機の注水につきましては、

燃料がないので東電で用意してください。資材さんよろしくお願いします。えーと自衛隊の方

からの要求ですが、

をする人を１人とそれから放管もつけてくれということで、えー●●。●●。４号機の調査の

調査の時の、自衛隊の調査の時の放管の保安要員さん１人。

えー本店さん本店さん、えーお願いします。［マイク外：●●］●●って向こうの人。本店さ

ん？福島第一吉田です。

はい。お願いします。

えっと消防署のですね、人と、●●て方ですが、この方と当社の●●が打ち合わせをした内容

が今入ってきております。これについて、●●の方から説明させます。

はい。報告致します。えーっとまずポンプを起動してから３時間後に給油の為に帰ってきます。

その間、J ヴィレッジで一度待機します。で、タンクローリーがあるということなので、正門
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に持ってきてください。それから現在７名。それからえーと待機９名、

７名が現場に入ります。それから、えー今回指示を受けてから正門、正門を出発して放水に入

ります。えー報告を受けてから、あ、指示を受けてから

の放水時刻、予定時刻を教えてください。以上です。

ということですので、えーとでん、あの、放水開始時刻は、えー電気関係の工事が終わった後

というかたちになりますので、今の予定では

気、電気関係の方の工程の方如何でしょうか？えー、ちょっと今電気の担当を呼んで参ります

ので、暫く暫くお待ちください。で、ちょっとあの質問なんですが、これまぁすべてあの注水・・

えーっと注水につきましても、あのーストップにつきましても、エヘン、発電所で判断致しま

す。発電所で判断致します。私の方で判断致します。で、後あの、電気関係の問題が無けれ

電気関係の工程が順調に進んでおれば、予定通り

か、退去が、退去の確認が入るのか、その辺がちょっとポイントになりますので、そこ、そこ

の確認を今から致します。

言ってないのまだ？言った？

えっと今ちょっと、電気さんの確認をしておる訳ですけども、でん、電気工事関係、電源工事

関係の工程、スケジュールを確認しておる訳ですけども、その間を利用しまして、本店さんあ

の、やっぱり停止のジャッジ、停止のジャッジがやっぱりこのもう、後、今日の午後しないと

行けないんですが、えーあの、無人、無人ヘリによる確認だとか、その辺はもう纏まったんで

しょうか？まだ、まだでしょうか？

えー今ですね、大体方向が固まってきました。まず無人ヘリについては、えーちょっとあの、

東電側のアプローチと政府側のアプローチの２本立てになってましたが、この点はあの解明が

できたんですが、実際無人ヘリを飛ばすとなると、

それと今協議をしておりますが、具体的に活動できるようになるのは今日は無理だというふう

に判断してます。え２つ目、ヘリでボロンを上空から散布するということについても、えーそ

のボロンを散布するというのは、えーことのその、オペレーション上の問題を、動向について

まだ。えー十分解明できてないところもあるということもあって、今日は実施しないというこ

とになりました。従って今日のオペレーションは、空からのオペレーションはありません。そ

れからもう一つ追加します。先ほどちょっと私は、えー今朝の情報と、先ほど来、消防といろ

んなとこ調整した情報に基づいて申し上げましたが、４号についても、えー自衛隊の注水車で

はなくて、自衛隊の注水車ではなくて、えー消防の、３号で使ってるのと同じ、えー放水車を

使うということになります。えーそして、えーそれらを、じゃ、あの、何ｔ水を入れるかとか、

何処に向かって注水をするといいのかということについて、今本店で至急取り纏めてますので、

それについては、えーもう暫くしましたら、発電所にも連絡をするし、えー自衛隊経由で消防

にもお伝えするということになっております。えー先ほどのミーティングとの大きな変更点は

以上です。 

はい。わかりました。ま、ヘリ、ヘリが使わない、あ、無人ヘリ使わない、ボロンのヘリも飛

ばないと、これについてはまぁそういう、結構なんですが、えっと４号機をやっぱりあの消防、

消防署さんでやるという話になったということで

はい。そうです。

そうしますと、３、３号機の注水が終わった後で一旦段取り変えをして・・

いや。違います。２台パラです。

すいません、聞いてませんが。

あ、パラですか？

すいません、消防、聞いてませんが、どういう話なんですか、

はい。ちょっとそれを今確認します。すいません。

これちょっと、ちょっとしんどいですね。しんどいっていうか、えっとこの段取りが行われる

と、うちの対応がちょっとわかんなくなっちゃうんですね。あのやることについては良いんで
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ということですので、えーとでん、あの、放水開始時刻は、えー電気関係の工事が終わった後

というかたちになりますので、今の予定では

気、電気関係の方の工程の方如何でしょうか？えー、ちょっと今電気の担当を呼んで参ります

ので、暫く暫くお待ちください。で、ちょっとあの質問なんですが、これまぁすべてあの注水・・

えーっと注水につきましても、あのーストップにつきましても、エヘン、発電所で判断致しま

す。発電所で判断致します。私の方で判断致します。で、後あの、電気関係の問題が無けれ

電気関係の工程が順調に進んでおれば、予定通り

か、退去が、退去の確認が入るのか、その辺がちょっとポイントになりますので、そこ、そこ

の確認を今から致します。 

言ってないのまだ？言った？ 

えっと今ちょっと、電気さんの確認をしておる訳ですけども、でん、電気工事関係、電源工事

関係の工程、スケジュールを確認しておる訳ですけども、その間を利用しまして、本店さんあ

の、やっぱり停止のジャッジ、停止のジャッジがやっぱりこのもう、後、今日の午後しないと

行けないんですが、えーあの、無人、無人ヘリによる確認だとか、その辺はもう纏まったんで

しょうか？まだ、まだでしょうか？

えー今ですね、大体方向が固まってきました。まず無人ヘリについては、えーちょっとあの、

東電側のアプローチと政府側のアプローチの２本立てになってましたが、この点はあの解明が

できたんですが、実際無人ヘリを飛ばすとなると、

それと今協議をしておりますが、具体的に活動できるようになるのは今日は無理だというふう

に判断してます。え２つ目、ヘリでボロンを上空から散布するということについても、えーそ

のボロンを散布するというのは、えーことのその、オペレーション上の問題を、動向について

まだ。えー十分解明できてないところもあるということもあって、今日は実施しないというこ

とになりました。従って今日のオペレーションは、空からのオペレーションはありません。そ

れからもう一つ追加します。先ほどちょっと私は、えー今朝の情報と、先ほど来、消防といろ

んなとこ調整した情報に基づいて申し上げましたが、４号についても、えー自衛隊の注水車で

はなくて、自衛隊の注水車ではなくて、えー消防の、３号で使ってるのと同じ、えー放水車を

使うということになります。えーそして、えーそれらを、じゃ、あの、何ｔ水を入れるかとか、

向かって注水をするといいのかということについて、今本店で至急取り纏めてますので、

それについては、えーもう暫くしましたら、発電所にも連絡をするし、えー自衛隊経由で消防

にもお伝えするということになっております。えー先ほどのミーティングとの大きな変更点は

はい。わかりました。ま、ヘリ、ヘリが使わない、あ、無人ヘリ使わない、ボロンのヘリも飛

ばないと、これについてはまぁそういう、結構なんですが、えっと４号機をやっぱりあの消防、

消防署さんでやるという話になったということで

はい。そうです。 

そうしますと、３、３号機の注水が終わった後で一旦段取り変えをして・・

いや。違います。２台パラです。

すいません、聞いてませんが。

あ、パラですか？ 

すいません、消防、聞いてませんが、どういう話なんですか、

はい。ちょっとそれを今確認します。すいません。

これちょっと、ちょっとしんどいですね。しんどいっていうか、えっとこの段取りが行われる

と、うちの対応がちょっとわかんなくなっちゃうんですね。あのやることについては良いんで

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容

に持ってきてください。それから現在７名。それからえーと待機９名、

７名が現場に入ります。それから、えー今回指示を受けてから正門、正門を出発して放水に入

ります。えー報告を受けてから、あ、指示を受けてから

の放水時刻、予定時刻を教えてください。以上です。

ということですので、えーとでん、あの、放水開始時刻は、えー電気関係の工事が終わった後

というかたちになりますので、今の予定では

気、電気関係の方の工程の方如何でしょうか？えー、ちょっと今電気の担当を呼んで参ります

ので、暫く暫くお待ちください。で、ちょっとあの質問なんですが、これまぁすべてあの注水・・

えーっと注水につきましても、あのーストップにつきましても、エヘン、発電所で判断致しま

す。発電所で判断致します。私の方で判断致します。で、後あの、電気関係の問題が無けれ

電気関係の工程が順調に進んでおれば、予定通り

か、退去が、退去の確認が入るのか、その辺がちょっとポイントになりますので、そこ、そこ

 

 

えっと今ちょっと、電気さんの確認をしておる訳ですけども、でん、電気工事関係、電源工事

関係の工程、スケジュールを確認しておる訳ですけども、その間を利用しまして、本店さんあ

の、やっぱり停止のジャッジ、停止のジャッジがやっぱりこのもう、後、今日の午後しないと

行けないんですが、えーあの、無人、無人ヘリによる確認だとか、その辺はもう纏まったんで

しょうか？まだ、まだでしょうか？ 

えー今ですね、大体方向が固まってきました。まず無人ヘリについては、えーちょっとあの、

東電側のアプローチと政府側のアプローチの２本立てになってましたが、この点はあの解明が

できたんですが、実際無人ヘリを飛ばすとなると、

それと今協議をしておりますが、具体的に活動できるようになるのは今日は無理だというふう

に判断してます。え２つ目、ヘリでボロンを上空から散布するということについても、えーそ

のボロンを散布するというのは、えーことのその、オペレーション上の問題を、動向について

まだ。えー十分解明できてないところもあるということもあって、今日は実施しないというこ

とになりました。従って今日のオペレーションは、空からのオペレーションはありません。そ

れからもう一つ追加します。先ほどちょっと私は、えー今朝の情報と、先ほど来、消防といろ

んなとこ調整した情報に基づいて申し上げましたが、４号についても、えー自衛隊の注水車で

はなくて、自衛隊の注水車ではなくて、えー消防の、３号で使ってるのと同じ、えー放水車を

使うということになります。えーそして、えーそれらを、じゃ、あの、何ｔ水を入れるかとか、

向かって注水をするといいのかということについて、今本店で至急取り纏めてますので、

それについては、えーもう暫くしましたら、発電所にも連絡をするし、えー自衛隊経由で消防

にもお伝えするということになっております。えー先ほどのミーティングとの大きな変更点は

はい。わかりました。ま、ヘリ、ヘリが使わない、あ、無人ヘリ使わない、ボロンのヘリも飛

ばないと、これについてはまぁそういう、結構なんですが、えっと４号機をやっぱりあの消防、

消防署さんでやるという話になったということで

そうしますと、３、３号機の注水が終わった後で一旦段取り変えをして・・

いや。違います。２台パラです。 

すいません、聞いてませんが。 

すいません、消防、聞いてませんが、どういう話なんですか、

はい。ちょっとそれを今確認します。すいません。

これちょっと、ちょっとしんどいですね。しんどいっていうか、えっとこの段取りが行われる

と、うちの対応がちょっとわかんなくなっちゃうんですね。あのやることについては良いんで

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容 

に持ってきてください。それから現在７名。それからえーと待機９名、

７名が現場に入ります。それから、えー今回指示を受けてから正門、正門を出発して放水に入

ります。えー報告を受けてから、あ、指示を受けてから 10 分後に放水の予定。それから、現在

の放水時刻、予定時刻を教えてください。以上です。 

ということですので、えーとでん、あの、放水開始時刻は、えー電気関係の工事が終わった後

というかたちになりますので、今の予定では 13 時 30 分なんですが、それで良いかどうか、電

気、電気関係の方の工程の方如何でしょうか？えー、ちょっと今電気の担当を呼んで参ります

ので、暫く暫くお待ちください。で、ちょっとあの質問なんですが、これまぁすべてあの注水・・

えーっと注水につきましても、あのーストップにつきましても、エヘン、発電所で判断致しま

す。発電所で判断致します。私の方で判断致します。で、後あの、電気関係の問題が無けれ

電気関係の工程が順調に進んでおれば、予定通り 13 時 30 分からえー工事を実施するというの

か、退去が、退去の確認が入るのか、その辺がちょっとポイントになりますので、そこ、そこ

えっと今ちょっと、電気さんの確認をしておる訳ですけども、でん、電気工事関係、電源工事

関係の工程、スケジュールを確認しておる訳ですけども、その間を利用しまして、本店さんあ

の、やっぱり停止のジャッジ、停止のジャッジがやっぱりこのもう、後、今日の午後しないと

行けないんですが、えーあの、無人、無人ヘリによる確認だとか、その辺はもう纏まったんで

えー今ですね、大体方向が固まってきました。まず無人ヘリについては、えーちょっとあの、

東電側のアプローチと政府側のアプローチの２本立てになってましたが、この点はあの解明が

できたんですが、実際無人ヘリを飛ばすとなると、YAMAHA があの無人ヘリの開発社なんですが、

それと今協議をしておりますが、具体的に活動できるようになるのは今日は無理だというふう

に判断してます。え２つ目、ヘリでボロンを上空から散布するということについても、えーそ

のボロンを散布するというのは、えーことのその、オペレーション上の問題を、動向について

まだ。えー十分解明できてないところもあるということもあって、今日は実施しないというこ

とになりました。従って今日のオペレーションは、空からのオペレーションはありません。そ

れからもう一つ追加します。先ほどちょっと私は、えー今朝の情報と、先ほど来、消防といろ

んなとこ調整した情報に基づいて申し上げましたが、４号についても、えー自衛隊の注水車で

はなくて、自衛隊の注水車ではなくて、えー消防の、３号で使ってるのと同じ、えー放水車を

使うということになります。えーそして、えーそれらを、じゃ、あの、何ｔ水を入れるかとか、

向かって注水をするといいのかということについて、今本店で至急取り纏めてますので、

それについては、えーもう暫くしましたら、発電所にも連絡をするし、えー自衛隊経由で消防

にもお伝えするということになっております。えー先ほどのミーティングとの大きな変更点は

はい。わかりました。ま、ヘリ、ヘリが使わない、あ、無人ヘリ使わない、ボロンのヘリも飛

ばないと、これについてはまぁそういう、結構なんですが、えっと４号機をやっぱりあの消防、

消防署さんでやるという話になったということでよろしいですか？

そうしますと、３、３号機の注水が終わった後で一旦段取り変えをして・・

すいません、消防、聞いてませんが、どういう話なんですか、

はい。ちょっとそれを今確認します。すいません。 

これちょっと、ちょっとしんどいですね。しんどいっていうか、えっとこの段取りが行われる

と、うちの対応がちょっとわかんなくなっちゃうんですね。あのやることについては良いんで

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

に持ってきてください。それから現在７名。それからえーと待機９名、16 名の体制で来てます。

７名が現場に入ります。それから、えー今回指示を受けてから正門、正門を出発して放水に入

分後に放水の予定。それから、現在

ということですので、えーとでん、あの、放水開始時刻は、えー電気関係の工事が終わった後

分なんですが、それで良いかどうか、電

気、電気関係の方の工程の方如何でしょうか？えー、ちょっと今電気の担当を呼んで参ります

ので、暫く暫くお待ちください。で、ちょっとあの質問なんですが、これまぁすべてあの注水・・

えーっと注水につきましても、あのーストップにつきましても、エヘン、発電所で判断致しま

す。発電所で判断致します。私の方で判断致します。で、後あの、電気関係の問題が無けれ

分からえー工事を実施するというの

か、退去が、退去の確認が入るのか、その辺がちょっとポイントになりますので、そこ、そこ

えっと今ちょっと、電気さんの確認をしておる訳ですけども、でん、電気工事関係、電源工事

関係の工程、スケジュールを確認しておる訳ですけども、その間を利用しまして、本店さんあ

の、やっぱり停止のジャッジ、停止のジャッジがやっぱりこのもう、後、今日の午後しないと

行けないんですが、えーあの、無人、無人ヘリによる確認だとか、その辺はもう纏まったんで

えー今ですね、大体方向が固まってきました。まず無人ヘリについては、えーちょっとあの、

東電側のアプローチと政府側のアプローチの２本立てになってましたが、この点はあの解明が

があの無人ヘリの開発社なんですが、

それと今協議をしておりますが、具体的に活動できるようになるのは今日は無理だというふう

に判断してます。え２つ目、ヘリでボロンを上空から散布するということについても、えーそ

のボロンを散布するというのは、えーことのその、オペレーション上の問題を、動向について

まだ。えー十分解明できてないところもあるということもあって、今日は実施しないというこ

とになりました。従って今日のオペレーションは、空からのオペレーションはありません。そ

れからもう一つ追加します。先ほどちょっと私は、えー今朝の情報と、先ほど来、消防といろ

んなとこ調整した情報に基づいて申し上げましたが、４号についても、えー自衛隊の注水車で

はなくて、自衛隊の注水車ではなくて、えー消防の、３号で使ってるのと同じ、えー放水車を

使うということになります。えーそして、えーそれらを、じゃ、あの、何ｔ水を入れるかとか、

向かって注水をするといいのかということについて、今本店で至急取り纏めてますので、

それについては、えーもう暫くしましたら、発電所にも連絡をするし、えー自衛隊経由で消防

にもお伝えするということになっております。えー先ほどのミーティングとの大きな変更点は

はい。わかりました。ま、ヘリ、ヘリが使わない、あ、無人ヘリ使わない、ボロンのヘリも飛

ばないと、これについてはまぁそういう、結構なんですが、えっと４号機をやっぱりあの消防、

よろしいですか？ 

そうしますと、３、３号機の注水が終わった後で一旦段取り変えをして・・

すいません、消防、聞いてませんが、どういう話なんですか、 

これちょっと、ちょっとしんどいですね。しんどいっていうか、えっとこの段取りが行われる

と、うちの対応がちょっとわかんなくなっちゃうんですね。あのやることについては良いんで

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始） 

名の体制で来てます。

７名が現場に入ります。それから、えー今回指示を受けてから正門、正門を出発して放水に入

分後に放水の予定。それから、現在

ということですので、えーとでん、あの、放水開始時刻は、えー電気関係の工事が終わった後

分なんですが、それで良いかどうか、電

気、電気関係の方の工程の方如何でしょうか？えー、ちょっと今電気の担当を呼んで参ります

ので、暫く暫くお待ちください。で、ちょっとあの質問なんですが、これまぁすべてあの注水・・

えーっと注水につきましても、あのーストップにつきましても、エヘン、発電所で判断致しま

す。発電所で判断致します。私の方で判断致します。で、後あの、電気関係の問題が無けれ

分からえー工事を実施するというの

か、退去が、退去の確認が入るのか、その辺がちょっとポイントになりますので、そこ、そこ

えっと今ちょっと、電気さんの確認をしておる訳ですけども、でん、電気工事関係、電源工事

関係の工程、スケジュールを確認しておる訳ですけども、その間を利用しまして、本店さんあ

の、やっぱり停止のジャッジ、停止のジャッジがやっぱりこのもう、後、今日の午後しないと

行けないんですが、えーあの、無人、無人ヘリによる確認だとか、その辺はもう纏まったんで

えー今ですね、大体方向が固まってきました。まず無人ヘリについては、えーちょっとあの、

東電側のアプローチと政府側のアプローチの２本立てになってましたが、この点はあの解明が

があの無人ヘリの開発社なんですが、

それと今協議をしておりますが、具体的に活動できるようになるのは今日は無理だというふう

に判断してます。え２つ目、ヘリでボロンを上空から散布するということについても、えーそ

のボロンを散布するというのは、えーことのその、オペレーション上の問題を、動向について

まだ。えー十分解明できてないところもあるということもあって、今日は実施しないというこ

とになりました。従って今日のオペレーションは、空からのオペレーションはありません。そ

れからもう一つ追加します。先ほどちょっと私は、えー今朝の情報と、先ほど来、消防といろ

んなとこ調整した情報に基づいて申し上げましたが、４号についても、えー自衛隊の注水車で

はなくて、自衛隊の注水車ではなくて、えー消防の、３号で使ってるのと同じ、えー放水車を

使うということになります。えーそして、えーそれらを、じゃ、あの、何ｔ水を入れるかとか、

向かって注水をするといいのかということについて、今本店で至急取り纏めてますので、

それについては、えーもう暫くしましたら、発電所にも連絡をするし、えー自衛隊経由で消防

にもお伝えするということになっております。えー先ほどのミーティングとの大きな変更点は

はい。わかりました。ま、ヘリ、ヘリが使わない、あ、無人ヘリ使わない、ボロンのヘリも飛

ばないと、これについてはまぁそういう、結構なんですが、えっと４号機をやっぱりあの消防、

そうしますと、３、３号機の注水が終わった後で一旦段取り変えをして・・ 

これちょっと、ちょっとしんどいですね。しんどいっていうか、えっとこの段取りが行われる

と、うちの対応がちょっとわかんなくなっちゃうんですね。あのやることについては良いんで

 

名の体制で来てます。

７名が現場に入ります。それから、えー今回指示を受けてから正門、正門を出発して放水に入

分後に放水の予定。それから、現在

ということですので、えーとでん、あの、放水開始時刻は、えー電気関係の工事が終わった後

分なんですが、それで良いかどうか、電

気、電気関係の方の工程の方如何でしょうか？えー、ちょっと今電気の担当を呼んで参ります

ので、暫く暫くお待ちください。で、ちょっとあの質問なんですが、これまぁすべてあの注水・・

えーっと注水につきましても、あのーストップにつきましても、エヘン、発電所で判断致しま
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すが。ちょっと東京電力側のフォローアップが、態勢が取れるかどうかって、ちょっとちょっ

と至急やらないといけないんで、時刻等もですね、＜音声切れ＞

えー本店本部ですが、今しばらくお待ちください。

えっとその間、で、電気、電気のスケジュールどうなっているの。どうなってるんだっけ、誰

もこないんだけど。まだやってんの。やってんの。進捗状況。

えっと現場の電気でございますが、えーと、まだですね、えー工事管理に行った人間から連絡

が、現場に行くとなかなか通信手段がなくて、えー連絡がとれないというところがありまして、

えーまだ連絡が入ってきてないという状況でございます。えー今あの、除染をしている可能性

もあるので、えー事務本館の入口等を捜してもらっておりますが、えーまだ見つかってないと

いうとこでございますんで、もう少しお時間をいただきたいと思います。えっとー

始まるというのは、本人も良く知って出ていってますので、えーちょ、もうちょいお待ちくだ

さい。 

もしもし？あのオフサイトセンターの高津ですけども。えーと本店本部。ちょっと質問したい

ことがあるんですが。

はい。どうぞ。

聞き逃したかもしれませんが、

うふうに聞こえたんですけども。当初の方針から変更ですか？

はい。今ですね、この点について重要な変更になりますので、再度自衛隊さんに確認してると

ころです。えーもともと今回のこの注水活動というのは、全体として、全体として、えー自衛

隊さんの、その指揮下で行うということになっていて、

あります。えーしかし、実際にそのオペレーションにあたってどのような機材を使うかという

ことについて、えぇ現地で自衛隊さん消防さんも含めた、あ協議が行われて、そして

いては連続注水ということになっている。

えー消防さんのオペレーションになるというふうに、今自衛隊さんから聞いてるんですが、そ

の中身がどういうことになるかということについて、情報提供を再度していただくように、今

自衛隊さんにお願いしてるところです。

わかりました。じゃ、あの・・・

これについて私共、まだあの内容を正確に把握できておりませんので、え、その結果はえーわ

かり次第またみなさんにご連絡致します。

了解しました。

で、必要なことは何ｔ４号に入れたら良いか？どういう入れ方が一番良いか？この２点を明確

にすることですから、これについては、あのー当社の方で、今急いで、えぇ再度確認をするよ

うにしてるところです。え、これがあの、昨日そちらさんからいろいろとご連絡いただいた、

あの●●の４号機への注水ということについての、あのーいろんなあの問い合わせと関係があ

るんだろうというふうに思っています。

了解しました。

えっとすみません。もう１点なんですが、今、今ですね、先ほどあの●●の方から報告したよ

うに、あのー消防署さんとこちらの打ち合わせの中ではですね、こちらに上がってくるという

話は無かったんですね。要は、あの消防署さんはですね、えぇ今の装置で注水を開始したら、

もう Jヴィレッジに帰ります。で、

油をして、えー送水したら、えーまあ極端に言うと

だったんですが、それに４号機が入ってくると、どういうタイ

１：２８：３０）のがわからないということと、このあの免震重要棟には帰って来ないという

スケジュールになってるようでございます。
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にすることですから、これについては、あのー当社の方で、今急いで、えぇ再度確認をするよ

うにしてるところです。え、これがあの、昨日そちらさんからいろいろとご連絡いただいた、

あの●●の４号機への注水ということについての、あのーいろんなあの問い合わせと関係があ

えっとすみません。もう１点なんですが、今、今ですね、先ほどあの●●の方から報告したよ

うに、あのー消防署さんとこちらの打ち合わせの中ではですね、こちらに上がってくるという

話は無かったんですね。要は、あの消防署さんはですね、えぇ今の装置で注水を開始したら、

時間後に給油の為にこちらに戻って来ます。ほんで、給

号機だけやれば帰ります。こういうこと

だったんですが、それに４号機が入ってくると、どういうタイミングで何人がスタ■■■（０

１：２８：３０）のがわからないということと、このあの免震重要棟には帰って来ないという

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始） 

すが。ちょっと東京電力側のフォローアップが、態勢が取れるかどうかって、ちょっとちょっ

えっとその間、で、電気、電気のスケジュールどうなっているの。どうなってるんだっけ、誰

えっと現場の電気でございますが、えーと、まだですね、えー工事管理に行った人間から連絡

が、現場に行くとなかなか通信手段がなくて、えー連絡がとれないというところがありまして、

えーまだ連絡が入ってきてないという状況でございます。えー今あの、除染をしている可能性

もあるので、えー事務本館の入口等を捜してもらっておりますが、えーまだ見つかってないと

いうとこでございますんで、もう少しお時間をいただきたいと思います。えっとー13 時半から

始まるというのは、本人も良く知って出ていってますので、えーちょ、もうちょいお待ちくだ

もしもし？あのオフサイトセンターの高津ですけども。えーと本店本部。ちょっと質問したい

号の放水については、自衛隊ではなくて消防の方でやるとい

はい。今ですね、この点について重要な変更になりますので、再度自衛隊さんに確認してると

ころです。えーもともと今回のこの注水活動というのは、全体として、全体として、えー自衛

号についても基本的にはその範疇で

あります。えーしかし、実際にそのオペレーションにあたってどのような機材を使うかという

ことについて、えぇ現地で自衛隊さん消防さんも含めた、あ協議が行われて、そして 3 号につ

号についても似たような機材を使うということで、

防さんのオペレーションになるというふうに、今自衛隊さんから聞いてるんですが、そ

の中身がどういうことになるかということについて、情報提供を再度していただくように、今

これについて私共、まだあの内容を正確に把握できておりませんので、え、その結果はえーわ

で、必要なことは何ｔ４号に入れたら良いか？どういう入れ方が一番良いか？この２点を明確

にすることですから、これについては、あのー当社の方で、今急いで、えぇ再度確認をするよ

うにしてるところです。え、これがあの、昨日そちらさんからいろいろとご連絡いただいた、

あの●●の４号機への注水ということについての、あのーいろんなあの問い合わせと関係があ

えっとすみません。もう１点なんですが、今、今ですね、先ほどあの●●の方から報告したよ

うに、あのー消防署さんとこちらの打ち合わせの中ではですね、こちらに上がってくるという

話は無かったんですね。要は、あの消防署さんはですね、えぇ今の装置で注水を開始したら、

時間後に給油の為にこちらに戻って来ます。ほんで、給

号機だけやれば帰ります。こういうこと

ミングで何人がスタ■■■（０

１：２８：３０）のがわからないということと、このあの免震重要棟には帰って来ないという
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えっとその間、で、電気、電気のスケジュールどうなっているの。どうなってるんだっけ、誰

えっと現場の電気でございますが、えーと、まだですね、えー工事管理に行った人間から連絡

が、現場に行くとなかなか通信手段がなくて、えー連絡がとれないというところがありまして、

えーまだ連絡が入ってきてないという状況でございます。えー今あの、除染をしている可能性
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もしもし？あのオフサイトセンターの高津ですけども。えーと本店本部。ちょっと質問したい

号の放水については、自衛隊ではなくて消防の方でやるとい

はい。今ですね、この点について重要な変更になりますので、再度自衛隊さんに確認してると

ころです。えーもともと今回のこの注水活動というのは、全体として、全体として、えー自衛

号についても基本的にはその範疇で

あります。えーしかし、実際にそのオペレーションにあたってどのような機材を使うかという
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の中身がどういうことになるかということについて、情報提供を再度していただくように、今

これについて私共、まだあの内容を正確に把握できておりませんので、え、その結果はえーわ

で、必要なことは何ｔ４号に入れたら良いか？どういう入れ方が一番良いか？この２点を明確

にすることですから、これについては、あのー当社の方で、今急いで、えぇ再度確認をするよ

うにしてるところです。え、これがあの、昨日そちらさんからいろいろとご連絡いただいた、

あの●●の４号機への注水ということについての、あのーいろんなあの問い合わせと関係があ

えっとすみません。もう１点なんですが、今、今ですね、先ほどあの●●の方から報告したよ

うに、あのー消防署さんとこちらの打ち合わせの中ではですね、こちらに上がってくるという

話は無かったんですね。要は、あの消防署さんはですね、えぇ今の装置で注水を開始したら、

時間後に給油の為にこちらに戻って来ます。ほんで、給

号機だけやれば帰ります。こういうこと

ミングで何人がスタ■■■（０

１：２８：３０）のがわからないということと、このあの免震重要棟には帰って来ないという
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あの、4号はですね、３号に比べると注水量が、あー少ないだろうというふうに思いますので、

その量を今、えーうちの安全の方で早く評価して、え、明確にしないと、おー消防さんにそれ

を予め、え自衛隊経由で伝えとかないと、えーまた問題になりますので、今それを、おー検討

させているところです。それから今話にあったように、そのどういう

な、プロセスになるかということも併せて、えー自衛隊さん、消防さんと確認したいと思いま

す。え、現在まだ、ちょっとあの話がですね、朝と違ってきてるので、まだそこまでの交通整

理ができていません。今そういう状況になったということだけお伝えしておきます。えー従っ

て、もう少しえー時間をいただいてその点を明確にしたいと思います。えーちょっと待ってく

ださい。そう時間を掛けないようにします。これ毎日、いろんなえーオペレーションの状況が、

あーあの変わる。それから、えぇ

はほとんど分からないので、その結果に依存してくるってところが多いので、ま、こういうこ

とになっているので、もう少しその

うんですが、ま、これはまたちょっと考えましょう。今現在はそういう状況であります。で、

朝我々もちょっと、ついさっき確認したこととまた変わってきてるので、ちょっと今、えー驚

いて、急いで対応してるというところです。

じゃ、すみません。あの

機、4号機それぞれ、どれくらい入れるかということを評価してるということでございますの

で、私はその安全グループの方で評価された時間、注水開始からその時間経過した時点をもっ

て、停止という判断をすれば良いということで良いですよね？

今その時間を明確にすべく、それからそのえー消防には、なんかその、えー昨日のそのえーと

自衛隊の●●からえーの話があって、何処を狙ってやったら良いかという話もありましたので、

その２点を自衛隊経由で、まず自衛隊に伝えて、え消防ということになりますが、この点は当

然発電所でもしっかり理解していただかなきゃいけないので、今その確認をしてると、こうい

う状況です。 

はい。わかりました。

今、これは本店○○側で確認をして、発電所にも自衛隊にも消防にも伝えるということになり

ます。 

はい。了解しました。

ああ、もうわからない。すみません。本店○○さん？本店○○さん？…本店○○さん？福島第

一吉田です。 

本店○○本部です。お願いします。

はいはい。 

えーと今、今入ってきた情報ですと、自衛隊さんは

されると。 

うん。 

自衛隊さんです。

自衛隊の高圧・・

消防・・ 

放水車ね？ 

放水車。自衛隊放水車は

うと。それで注水ついては、まだやるというご意向でいらっしゃるみたいなんですが。

あ、そう。わかりました。
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号はですね、３号に比べると注水量が、あー少ないだろうというふうに思いますので、

その量を今、えーうちの安全の方で早く評価して、え、明確にしないと、おー消防さんにそれ

を予め、え自衛隊経由で伝えとかないと、えーまた問題になりますので、今それを、おー検討

させているところです。それから今話にあったように、そのどういう

な、プロセスになるかということも併せて、えー自衛隊さん、消防さんと確認したいと思いま

す。え、現在まだ、ちょっとあの話がですね、朝と違ってきてるので、まだそこまでの交通整

理ができていません。今そういう状況になったということだけお伝えしておきます。えー従っ

て、もう少しえー時間をいただいてその点を明確にしたいと思います。えーちょっと待ってく

ださい。そう時間を掛けないようにします。これ毎日、いろんなえーオペレーションの状況が、

あーあの変わる。それから、えぇ

はほとんど分からないので、その結果に依存してくるってところが多いので、ま、こういうこ

とになっているので、もう少しその

うんですが、ま、これはまたちょっと考えましょう。今現在はそういう状況であります。で、

朝我々もちょっと、ついさっき確認したこととまた変わってきてるので、ちょっと今、えー驚

いて、急いで対応してるというところです。

じゃ、すみません。あの 1点だけ確認させてください。今、あの安全グループの方で、え３号

号機それぞれ、どれくらい入れるかということを評価してるということでございますの

で、私はその安全グループの方で評価された時間、注水開始からその時間経過した時点をもっ

て、停止という判断をすれば良いということで良いですよね？

今その時間を明確にすべく、それからそのえー消防には、なんかその、えー昨日のそのえーと

自衛隊の●●からえーの話があって、何処を狙ってやったら良いかという話もありましたので、

その２点を自衛隊経由で、まず自衛隊に伝えて、え消防ということになりますが、この点は当

然発電所でもしっかり理解していただかなきゃいけないので、今その確認をしてると、こうい

 

はい。わかりました。 

今、これは本店○○側で確認をして、発電所にも自衛隊にも消防にも伝えるということになり

はい。了解しました。 

ああ、もうわからない。すみません。本店○○さん？本店○○さん？…本店○○さん？福島第

 

本店○○本部です。お願いします。

えーと今、今入ってきた情報ですと、自衛隊さんは

自衛隊さんです。 

自衛隊の高圧・・ 

放水車。自衛隊放水車は 14 時

うと。それで注水ついては、まだやるというご意向でいらっしゃるみたいなんですが。

あ、そう。わかりました。 

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容

号はですね、３号に比べると注水量が、あー少ないだろうというふうに思いますので、

その量を今、えーうちの安全の方で早く評価して、え、明確にしないと、おー消防さんにそれ

を予め、え自衛隊経由で伝えとかないと、えーまた問題になりますので、今それを、おー検討

させているところです。それから今話にあったように、そのどういう

な、プロセスになるかということも併せて、えー自衛隊さん、消防さんと確認したいと思いま

す。え、現在まだ、ちょっとあの話がですね、朝と違ってきてるので、まだそこまでの交通整

理ができていません。今そういう状況になったということだけお伝えしておきます。えー従っ

て、もう少しえー時間をいただいてその点を明確にしたいと思います。えーちょっと待ってく

ださい。そう時間を掛けないようにします。これ毎日、いろんなえーオペレーションの状況が、

あーあの変わる。それから、えぇ J ヴィレッジでいろいろな協議をされてる

はほとんど分からないので、その結果に依存してくるってところが多いので、ま、こういうこ

とになっているので、もう少しその Jヴィレッジの状況というのを把握したいというふうに思

うんですが、ま、これはまたちょっと考えましょう。今現在はそういう状況であります。で、

朝我々もちょっと、ついさっき確認したこととまた変わってきてるので、ちょっと今、えー驚

いて、急いで対応してるというところです。

点だけ確認させてください。今、あの安全グループの方で、え３号

号機それぞれ、どれくらい入れるかということを評価してるということでございますの

で、私はその安全グループの方で評価された時間、注水開始からその時間経過した時点をもっ

て、停止という判断をすれば良いということで良いですよね？

今その時間を明確にすべく、それからそのえー消防には、なんかその、えー昨日のそのえーと

自衛隊の●●からえーの話があって、何処を狙ってやったら良いかという話もありましたので、

その２点を自衛隊経由で、まず自衛隊に伝えて、え消防ということになりますが、この点は当

然発電所でもしっかり理解していただかなきゃいけないので、今その確認をしてると、こうい

今、これは本店○○側で確認をして、発電所にも自衛隊にも消防にも伝えるということになり

ああ、もうわからない。すみません。本店○○さん？本店○○さん？…本店○○さん？福島第

本店○○本部です。お願いします。 

えーと今、今入ってきた情報ですと、自衛隊さんは

時 30 分にＪあの

うと。それで注水ついては、まだやるというご意向でいらっしゃるみたいなんですが。
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発言内容 

号はですね、３号に比べると注水量が、あー少ないだろうというふうに思いますので、

その量を今、えーうちの安全の方で早く評価して、え、明確にしないと、おー消防さんにそれ

を予め、え自衛隊経由で伝えとかないと、えーまた問題になりますので、今それを、おー検討

させているところです。それから今話にあったように、そのどういう

な、プロセスになるかということも併せて、えー自衛隊さん、消防さんと確認したいと思いま

す。え、現在まだ、ちょっとあの話がですね、朝と違ってきてるので、まだそこまでの交通整

理ができていません。今そういう状況になったということだけお伝えしておきます。えー従っ

て、もう少しえー時間をいただいてその点を明確にしたいと思います。えーちょっと待ってく

ださい。そう時間を掛けないようにします。これ毎日、いろんなえーオペレーションの状況が、

ヴィレッジでいろいろな協議をされてる

はほとんど分からないので、その結果に依存してくるってところが多いので、ま、こういうこ

ヴィレッジの状況というのを把握したいというふうに思

うんですが、ま、これはまたちょっと考えましょう。今現在はそういう状況であります。で、

朝我々もちょっと、ついさっき確認したこととまた変わってきてるので、ちょっと今、えー驚

いて、急いで対応してるというところです。 

点だけ確認させてください。今、あの安全グループの方で、え３号

号機それぞれ、どれくらい入れるかということを評価してるということでございますの

で、私はその安全グループの方で評価された時間、注水開始からその時間経過した時点をもっ

て、停止という判断をすれば良いということで良いですよね？

今その時間を明確にすべく、それからそのえー消防には、なんかその、えー昨日のそのえーと

自衛隊の●●からえーの話があって、何処を狙ってやったら良いかという話もありましたので、

その２点を自衛隊経由で、まず自衛隊に伝えて、え消防ということになりますが、この点は当

然発電所でもしっかり理解していただかなきゃいけないので、今その確認をしてると、こうい

今、これは本店○○側で確認をして、発電所にも自衛隊にも消防にも伝えるということになり

ああ、もうわからない。すみません。本店○○さん？本店○○さん？…本店○○さん？福島第

えーと今、今入ってきた情報ですと、自衛隊さんは 14 時 30

分にＪあの Jヴィレッジスタートして、えーあの現場に向か

うと。それで注水ついては、まだやるというご意向でいらっしゃるみたいなんですが。
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号はですね、３号に比べると注水量が、あー少ないだろうというふうに思いますので、

その量を今、えーうちの安全の方で早く評価して、え、明確にしないと、おー消防さんにそれ

を予め、え自衛隊経由で伝えとかないと、えーまた問題になりますので、今それを、おー検討

させているところです。それから今話にあったように、そのどういうその行動、何ていうのか

な、プロセスになるかということも併せて、えー自衛隊さん、消防さんと確認したいと思いま

す。え、現在まだ、ちょっとあの話がですね、朝と違ってきてるので、まだそこまでの交通整

理ができていません。今そういう状況になったということだけお伝えしておきます。えー従っ

て、もう少しえー時間をいただいてその点を明確にしたいと思います。えーちょっと待ってく

ださい。そう時間を掛けないようにします。これ毎日、いろんなえーオペレーションの状況が、

ヴィレッジでいろいろな協議をされてる

はほとんど分からないので、その結果に依存してくるってところが多いので、ま、こういうこ

ヴィレッジの状況というのを把握したいというふうに思

うんですが、ま、これはまたちょっと考えましょう。今現在はそういう状況であります。で、

朝我々もちょっと、ついさっき確認したこととまた変わってきてるので、ちょっと今、えー驚

点だけ確認させてください。今、あの安全グループの方で、え３号

号機それぞれ、どれくらい入れるかということを評価してるということでございますの

で、私はその安全グループの方で評価された時間、注水開始からその時間経過した時点をもっ

て、停止という判断をすれば良いということで良いですよね？ 

今その時間を明確にすべく、それからそのえー消防には、なんかその、えー昨日のそのえーと

自衛隊の●●からえーの話があって、何処を狙ってやったら良いかという話もありましたので、

その２点を自衛隊経由で、まず自衛隊に伝えて、え消防ということになりますが、この点は当

然発電所でもしっかり理解していただかなきゃいけないので、今その確認をしてると、こうい

今、これは本店○○側で確認をして、発電所にも自衛隊にも消防にも伝えるということになり

ああ、もうわからない。すみません。本店○○さん？本店○○さん？…本店○○さん？福島第

30 分にあの J ヴィレッジをスタート

ヴィレッジスタートして、えーあの現場に向か

うと。それで注水ついては、まだやるというご意向でいらっしゃるみたいなんですが。
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号はですね、３号に比べると注水量が、あー少ないだろうというふうに思いますので、

その量を今、えーうちの安全の方で早く評価して、え、明確にしないと、おー消防さんにそれ

を予め、え自衛隊経由で伝えとかないと、えーまた問題になりますので、今それを、おー検討

その行動、何ていうのか

な、プロセスになるかということも併せて、えー自衛隊さん、消防さんと確認したいと思いま

す。え、現在まだ、ちょっとあの話がですね、朝と違ってきてるので、まだそこまでの交通整

理ができていません。今そういう状況になったということだけお伝えしておきます。えー従っ

て、もう少しえー時間をいただいてその点を明確にしたいと思います。えーちょっと待ってく

ださい。そう時間を掛けないようにします。これ毎日、いろんなえーオペレーションの状況が、

ヴィレッジでいろいろな協議をされてるって状況は我々に

はほとんど分からないので、その結果に依存してくるってところが多いので、ま、こういうこ

ヴィレッジの状況というのを把握したいというふうに思

うんですが、ま、これはまたちょっと考えましょう。今現在はそういう状況であります。で、

朝我々もちょっと、ついさっき確認したこととまた変わってきてるので、ちょっと今、えー驚

点だけ確認させてください。今、あの安全グループの方で、え３号

号機それぞれ、どれくらい入れるかということを評価してるということでございますの

で、私はその安全グループの方で評価された時間、注水開始からその時間経過した時点をもっ

今その時間を明確にすべく、それからそのえー消防には、なんかその、えー昨日のそのえーと

自衛隊の●●からえーの話があって、何処を狙ってやったら良いかという話もありましたので、

その２点を自衛隊経由で、まず自衛隊に伝えて、え消防ということになりますが、この点は当

然発電所でもしっかり理解していただかなきゃいけないので、今その確認をしてると、こうい

今、これは本店○○側で確認をして、発電所にも自衛隊にも消防にも伝えるということになり

ああ、もうわからない。すみません。本店○○さん？本店○○さん？…本店○○さん？福島第

ヴィレッジをスタート

ヴィレッジスタートして、えーあの現場に向か

うと。それで注水ついては、まだやるというご意向でいらっしゃるみたいなんですが。 
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その辺が全然調整がついてないんですが。

そうだね。そうだね。その通りだね。はい。よくわかりました。

極めて問題なんですが。はい。

あのー今本店○○で聞いている情報と発電所の情報と違うのと、発電所の情報は朝我々が確認

した情報と合っていると。この２つが明確な事実ですから、この点でえぇ至急確認をします。

もうちょっと待ってください。

勝俣会長は、今この部屋にお見えじゃない？

あ●●です。●●。二手に分かれた・・・通信手段を確保しておけば・・・・●●に連絡がと

れるので・・今Ｊビレッジを・・・うちのメンバーも連絡・・・・電話が繋がれない・・・情

報錯綜が続いている］

吉田さん。武黒です。

すみません。もう混乱して訳が分からないです。

何とかその混乱を整理すべく、今努めてるところです。えーその中間的な状況です。だからま

だバックグラウンドとして聞いてください。

はい。 

えーとまずこのオペレーションはあのー基本的に自衛隊さんの指揮下で行われるということに

なっている。そして、えぇその中で消防庁さんが３号についてのオペレーションを行う。え、

これは明確になってる。

衛隊さんの高圧放水車を使うというふうに共通認識にしてましたが、えーそれを自衛隊さんの

を使うか、それともえー消防さんが持ってる他の機材を使うかというのは、現地の自衛隊さん

の指令官の判断ということになる。えぇその内容について、え、自衛隊さんのルートでは、あ

ぁ消防の別の機材を使うというふうに入ってますが、今現地からの来た情報では、えー自衛隊

の高圧車が先に出たということですから、これが指令官として自衛隊の高圧放水車を第１戦で

使うのか、それともバックアップとして使う為に出してるのか、これはまだ分かりません。従

って一番大事なことは、

とを明確にすることが必要なので、え、これを今えー確認している最中と。それによってえー

何らかの、その今回の状況の解明ができるようにしたいと思ってるってことですから、もうち

ょっと時間をくだ

はい。了解しました。そうすると、今の話ですと、

それは自衛隊さんの判断という、ちょっと奇妙だけどそういうかたちになるんですね？

吉田所長。すみません。武黒さん今ちょっと緊急の電話中になっちゃったんで、少しそのまま

お待ちください。すみません。

はい。 

福一●●？福島第一？

ちょっと待ってください。

福一さん？ケーブルの端末処理・・

●●探してます。ちょっとお待ちください。

福一さん？えーと、あのケーブルの端末処理にあたっていた作業員の皆さんは退避されました

か？確認・・ 
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その辺が全然調整がついてないんですが。

そうだね。そうだね。その通りだね。はい。よくわかりました。

極めて問題なんですが。はい。

あのー今本店○○で聞いている情報と発電所の情報と違うのと、発電所の情報は朝我々が確認

した情報と合っていると。この２つが明確な事実ですから、この点でえぇ至急確認をします。

もうちょっと待ってください。

勝俣会長は、今この部屋にお見えじゃない？

あ●●です。●●。二手に分かれた・・・通信手段を確保しておけば・・・・●●に連絡がと

れるので・・今Ｊビレッジを・・・うちのメンバーも連絡・・・・電話が繋がれない・・・情

報錯綜が続いている］ 

吉田さん。武黒です。 

すみません。もう混乱して訳が分からないです。

何とかその混乱を整理すべく、今努めてるところです。えーその中間的な状況です。だからま

だバックグラウンドとして聞いてください。

えーとまずこのオペレーションはあのー基本的に自衛隊さんの指揮下で行われるということに

なっている。そして、えぇその中で消防庁さんが３号についてのオペレーションを行う。え、

これは明確になってる。4 号についても、おー今朝の

衛隊さんの高圧放水車を使うというふうに共通認識にしてましたが、えーそれを自衛隊さんの

を使うか、それともえー消防さんが持ってる他の機材を使うかというのは、現地の自衛隊さん

の指令官の判断ということになる。えぇその内容について、え、自衛隊さんのルートでは、あ

別の機材を使うというふうに入ってますが、今現地からの来た情報では、えー自衛隊

の高圧車が先に出たということですから、これが指令官として自衛隊の高圧放水車を第１戦で

使うのか、それともバックアップとして使う為に出してるのか、これはまだ分かりません。従

って一番大事なことは、J ヴィレッジでの協議で具体的にどういう内容になってるかというこ

とを明確にすることが必要なので、え、これを今えー確認している最中と。それによってえー

何らかの、その今回の状況の解明ができるようにしたいと思ってるってことですから、もうち

ょっと時間をください。 

はい。了解しました。そうすると、今の話ですと、

それは自衛隊さんの判断という、ちょっと奇妙だけどそういうかたちになるんですね？

吉田所長。すみません。武黒さん今ちょっと緊急の電話中になっちゃったんで、少しそのまま

お待ちください。すみません。

福一●●？福島第一？ 

ちょっと待ってください。 

福一さん？ケーブルの端末処理・・

●●探してます。ちょっとお待ちください。

福一さん？えーと、あのケーブルの端末処理にあたっていた作業員の皆さんは退避されました
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発言内容

その辺が全然調整がついてないんですが。 

そうだね。そうだね。その通りだね。はい。よくわかりました。

極めて問題なんですが。はい。 

あのー今本店○○で聞いている情報と発電所の情報と違うのと、発電所の情報は朝我々が確認

した情報と合っていると。この２つが明確な事実ですから、この点でえぇ至急確認をします。

もうちょっと待ってください。 

勝俣会長は、今この部屋にお見えじゃない？

あ●●です。●●。二手に分かれた・・・通信手段を確保しておけば・・・・●●に連絡がと

れるので・・今Ｊビレッジを・・・うちのメンバーも連絡・・・・電話が繋がれない・・・情

すみません。もう混乱して訳が分からないです。

何とかその混乱を整理すべく、今努めてるところです。えーその中間的な状況です。だからま

だバックグラウンドとして聞いてください。

えーとまずこのオペレーションはあのー基本的に自衛隊さんの指揮下で行われるということに

なっている。そして、えぇその中で消防庁さんが３号についてのオペレーションを行う。え、

号についても、おー今朝の

衛隊さんの高圧放水車を使うというふうに共通認識にしてましたが、えーそれを自衛隊さんの

を使うか、それともえー消防さんが持ってる他の機材を使うかというのは、現地の自衛隊さん

の指令官の判断ということになる。えぇその内容について、え、自衛隊さんのルートでは、あ

別の機材を使うというふうに入ってますが、今現地からの来た情報では、えー自衛隊

の高圧車が先に出たということですから、これが指令官として自衛隊の高圧放水車を第１戦で

使うのか、それともバックアップとして使う為に出してるのか、これはまだ分かりません。従

ヴィレッジでの協議で具体的にどういう内容になってるかというこ

とを明確にすることが必要なので、え、これを今えー確認している最中と。それによってえー

何らかの、その今回の状況の解明ができるようにしたいと思ってるってことですから、もうち

はい。了解しました。そうすると、今の話ですと、

それは自衛隊さんの判断という、ちょっと奇妙だけどそういうかたちになるんですね？

吉田所長。すみません。武黒さん今ちょっと緊急の電話中になっちゃったんで、少しそのまま

お待ちください。すみません。 

 

福一さん？ケーブルの端末処理・・ 

●●探してます。ちょっとお待ちください。

福一さん？えーと、あのケーブルの端末処理にあたっていた作業員の皆さんは退避されました
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発言内容 

 

そうだね。そうだね。その通りだね。はい。よくわかりました。

あのー今本店○○で聞いている情報と発電所の情報と違うのと、発電所の情報は朝我々が確認

した情報と合っていると。この２つが明確な事実ですから、この点でえぇ至急確認をします。

勝俣会長は、今この部屋にお見えじゃない？ 

あ●●です。●●。二手に分かれた・・・通信手段を確保しておけば・・・・●●に連絡がと

れるので・・今Ｊビレッジを・・・うちのメンバーも連絡・・・・電話が繋がれない・・・情

すみません。もう混乱して訳が分からないです。 

何とかその混乱を整理すべく、今努めてるところです。えーその中間的な状況です。だからま

だバックグラウンドとして聞いてください。 

えーとまずこのオペレーションはあのー基本的に自衛隊さんの指揮下で行われるということに

なっている。そして、えぇその中で消防庁さんが３号についてのオペレーションを行う。え、

号についても、おー今朝の J ヴィレッジでの協議で、えー我々は自

衛隊さんの高圧放水車を使うというふうに共通認識にしてましたが、えーそれを自衛隊さんの

を使うか、それともえー消防さんが持ってる他の機材を使うかというのは、現地の自衛隊さん

の指令官の判断ということになる。えぇその内容について、え、自衛隊さんのルートでは、あ

別の機材を使うというふうに入ってますが、今現地からの来た情報では、えー自衛隊

の高圧車が先に出たということですから、これが指令官として自衛隊の高圧放水車を第１戦で

使うのか、それともバックアップとして使う為に出してるのか、これはまだ分かりません。従

ヴィレッジでの協議で具体的にどういう内容になってるかというこ

とを明確にすることが必要なので、え、これを今えー確認している最中と。それによってえー

何らかの、その今回の状況の解明ができるようにしたいと思ってるってことですから、もうち

はい。了解しました。そうすると、今の話ですと、4号機側を、万が一消防庁でやる場合は、

それは自衛隊さんの判断という、ちょっと奇妙だけどそういうかたちになるんですね？

吉田所長。すみません。武黒さん今ちょっと緊急の電話中になっちゃったんで、少しそのまま

●●探してます。ちょっとお待ちください。 

福一さん？えーと、あのケーブルの端末処理にあたっていた作業員の皆さんは退避されました
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そうだね。そうだね。その通りだね。はい。よくわかりました。 

あのー今本店○○で聞いている情報と発電所の情報と違うのと、発電所の情報は朝我々が確認

した情報と合っていると。この２つが明確な事実ですから、この点でえぇ至急確認をします。

あ●●です。●●。二手に分かれた・・・通信手段を確保しておけば・・・・●●に連絡がと

れるので・・今Ｊビレッジを・・・うちのメンバーも連絡・・・・電話が繋がれない・・・情

何とかその混乱を整理すべく、今努めてるところです。えーその中間的な状況です。だからま

えーとまずこのオペレーションはあのー基本的に自衛隊さんの指揮下で行われるということに

なっている。そして、えぇその中で消防庁さんが３号についてのオペレーションを行う。え、

ヴィレッジでの協議で、えー我々は自

衛隊さんの高圧放水車を使うというふうに共通認識にしてましたが、えーそれを自衛隊さんの

を使うか、それともえー消防さんが持ってる他の機材を使うかというのは、現地の自衛隊さん

の指令官の判断ということになる。えぇその内容について、え、自衛隊さんのルートでは、あ

別の機材を使うというふうに入ってますが、今現地からの来た情報では、えー自衛隊

の高圧車が先に出たということですから、これが指令官として自衛隊の高圧放水車を第１戦で

使うのか、それともバックアップとして使う為に出してるのか、これはまだ分かりません。従

ヴィレッジでの協議で具体的にどういう内容になってるかというこ

とを明確にすることが必要なので、え、これを今えー確認している最中と。それによってえー

何らかの、その今回の状況の解明ができるようにしたいと思ってるってことですから、もうち

号機側を、万が一消防庁でやる場合は、

それは自衛隊さんの判断という、ちょっと奇妙だけどそういうかたちになるんですね？

吉田所長。すみません。武黒さん今ちょっと緊急の電話中になっちゃったんで、少しそのまま

福一さん？えーと、あのケーブルの端末処理にあたっていた作業員の皆さんは退避されました
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退避してると聞いてます。

退避してますね？

はい。 

退避する前にあの端末の養生をした上で、えー退避されたということですね？その点確認させ

ていただきたいと思います。

えっとこちらのあの状況ですが、えー電源盤にケーブルは接続したんですが、メガリング設置

取り外しがまだできてないという状況ではありましたが、えーとそこはもうあの水を被っても

良いので、えーもう接続は終わってますんで、えー至急上がってくださいというふうに指示を

しています。 

わかりました。それでは、あのー

えーちょっと待ってください。待ってください、まだね、良いですか？今ちょっといろんな話

をね、立て込まさないようにしてください。電気の方については、一応終わったのを確認した

んで、後、退避のことを入れまして、えぇ私は

本部に電話しようと思ってます。そこで、本部の了解が得ればそれで進めます。

ットに。で、今問題は、消防庁の消火の後で、自衛

うことが繋がってないんで、今あの混乱してるということですから。スタート時刻に関しては、

一応 14 時を。それ以外のことを言わないでくださいね？お願いします。

はい。14 時。了解しました。

吉田さん？●●です。無理を承知で申し上げるんだけども。今、本店○○本部でですね、あの

相当二転三転の調整が続いています。今は

ホールド側でちょっと考えてください。また変わるかもしれないということを織り込んでくだ

さい。 

わかりました。だから、私の考え言っとかないと分かんないでしょ？

わかります。今、私達は共有しました。あの本部長に伝えるつもりです。

はい。 

それから退避のことについては、退避の完了の確認があったら、また教えてくださいね。お願

いしますね。 

オフサイトセンター●●？オフサイトセンター●●？

はい。●●です。

あ、福一の●●ですけど。

はい。 

えーと私のところに連絡をいただきたいんですが、あの、携帯で結構ですが。

えっとできれば、こちらから１Ｆが繋がらないんで、●●からお電話いただいて良いですか？

あぁ良いですよ。
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えっとできれば、こちらから１Ｆが繋がらないんで、●●からお電話いただいて良いですか？ 
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えーとこんなところで、こんな話して良いんでしょうかね？言います。●●です。

はい、わかりました。じゃ、ご連絡します。

この時間を利用して、本店○○安全グループさん？注水時間は何時間か評価できましたでしょ

うか？ 

えー福島吉田さん、第一吉田さん？

はい。福島第一吉田でございます。

えー大変混乱をあの掛けて、ご迷惑を掛けました。あのーいろいろと関係各方面え、十分に確

認させてもらいました。えぇそして今、えー全体的な状況と併せて確認致しましたので、えぇ

これが今日のオペレーション、これから申し上げることは今日のオペレーションであります。

まず第一に 3号については、従来と変わらず東京の消防によって、えー今有る機材を使ってえ

ー注入をしていただきます。これが

はい。 

2 点目。4号機については、えーこれとは別に、時間はまだ別にえー自衛隊のえー偵察用車両、

これは重装備の車両だそうですが、別途

偵察を行った結果あーとして、え、自衛隊の高圧放水車が使えるということが判明したならば、

自衛隊の高圧放水車による注水活動を行う。以上です。それ以外のことは、今後の運営につい

ては、あーまた別途、今日検討するということで、そのオプションの中にいろんなものも入り

得ますが、これはまだ今検討段階のことでありますので、一部情報が混乱をして大変みなさん

にご迷惑をお掛けしたことを、本部として大変申し訳なく思います。えぇ今申し上げたことが、

あのー自衛隊、消防、それからあー大臣、え、その他国の関係の方々も併せて、え、今確認し

た内容であります。え、これは

了解しました。

えー大変ご迷惑を掛けました。従って、既に

全てその注水作業との干渉はないようになったというふうに、こちらでは報告を受けてますの

で、えー後は現地の消防さんの準備が整えば、注水活動を開始していただくということになり

ます。 

すみません。あの屋外工事につきましては、まだ最終的な確認が入ってきておりませんので。

はい。 

あの全てが OK

します。 

はい。今の時点でまだ

すね？ 

そうです。安全退避。あの、作業自身は終わったのですが、え、その後の安全退避ができてい

るかどうかというところについて、今最終確認を行っております。

はい。承知しました。

確認できれば、注水するということで考えております。

え、あのもう消防さんの配置はあの可能だということですね？

もう完全に消防さんはスタンバっておられますので、時間を連絡すれば、即注水というかたち
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えーとこんなところで、こんな話して良いんでしょうかね？言います。●●です。

はい、わかりました。じゃ、ご連絡します。
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全てその注水作業との干渉はないようになったというふうに、こちらでは報告を受けてますの
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はい。今の時点でまだ 3 号の注水について、えぇできる状況の確認はできてないということで

そうです。安全退避。あの、作業自身は終わったのですが、え、その後の安全退避ができてい

るかどうかというところについて、今最終確認を行っております。

はい。承知しました。 

確認できれば、注水するということで考えております。

え、あのもう消防さんの配置はあの可能だということですね？

もう完全に消防さんはスタンバっておられますので、時間を連絡すれば、即注水というかたち
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発言内容

えーとこんなところで、こんな話して良いんでしょうかね？言います。●●です。

はい、わかりました。じゃ、ご連絡します。

この時間を利用して、本店○○安全グループさん？注水時間は何時間か評価できましたでしょ

えー福島吉田さん、第一吉田さん？ 

はい。福島第一吉田でございます。 

えー大変混乱をあの掛けて、ご迷惑を掛けました。あのーいろいろと関係各方面え、十分に確

認させてもらいました。えぇそして今、えー全体的な状況と併せて確認致しましたので、えぇ

これが今日のオペレーション、これから申し上げることは今日のオペレーションであります。

号については、従来と変わらず東京の消防によって、えー今有る機材を使ってえ

ー注入をしていただきます。これが 1点。これは何ら変更はありません。
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偵察を行った結果あーとして、え、自衛隊の高圧放水車が使えるということが判明したならば、

自衛隊の高圧放水車による注水活動を行う。以上です。それ以外のことは、今後の運営につい

ては、あーまた別途、今日検討するということで、そのオプションの中にいろんなものも入り

得ますが、これはまだ今検討段階のことでありますので、一部情報が混乱をして大変みなさん

迷惑をお掛けしたことを、本部として大変申し訳なく思います。えぇ今申し上げたことが、

あのー自衛隊、消防、それからあー大臣、え、その他国の関係の方々も併せて、え、今確認し

た内容であります。え、これは Jヴィレッジとも十分に連絡を取って確認した内容であります。

えー大変ご迷惑を掛けました。従って、既に 13

全てその注水作業との干渉はないようになったというふうに、こちらでは報告を受けてますの

で、えー後は現地の消防さんの準備が整えば、注水活動を開始していただくということになり

すみません。あの屋外工事につきましては、まだ最終的な確認が入ってきておりませんので。

ということではありませんので、そこだけはあの意識違いのないようにお願い致

号の注水について、えぇできる状況の確認はできてないということで

そうです。安全退避。あの、作業自身は終わったのですが、え、その後の安全退避ができてい

るかどうかというところについて、今最終確認を行っております。

確認できれば、注水するということで考えております。

え、あのもう消防さんの配置はあの可能だということですね？

もう完全に消防さんはスタンバっておられますので、時間を連絡すれば、即注水というかたち
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発言内容 

えーとこんなところで、こんな話して良いんでしょうかね？言います。●●です。

はい、わかりました。じゃ、ご連絡します。 

この時間を利用して、本店○○安全グループさん？注水時間は何時間か評価できましたでしょ

えー大変混乱をあの掛けて、ご迷惑を掛けました。あのーいろいろと関係各方面え、十分に確

認させてもらいました。えぇそして今、えー全体的な状況と併せて確認致しましたので、えぇ

これが今日のオペレーション、これから申し上げることは今日のオペレーションであります。

号については、従来と変わらず東京の消防によって、えー今有る機材を使ってえ

点。これは何ら変更はありません。

号機については、えーこれとは別に、時間はまだ別にえー自衛隊のえー偵察用車両、

ヴィレッジを出発してえー現地の偵察を行う。えぇ

偵察を行った結果あーとして、え、自衛隊の高圧放水車が使えるということが判明したならば、

自衛隊の高圧放水車による注水活動を行う。以上です。それ以外のことは、今後の運営につい

ては、あーまた別途、今日検討するということで、そのオプションの中にいろんなものも入り

得ますが、これはまだ今検討段階のことでありますので、一部情報が混乱をして大変みなさん

迷惑をお掛けしたことを、本部として大変申し訳なく思います。えぇ今申し上げたことが、

あのー自衛隊、消防、それからあー大臣、え、その他国の関係の方々も併せて、え、今確認し

ヴィレッジとも十分に連絡を取って確認した内容であります。

13 時半を過ぎており、現場の電源作業については、

全てその注水作業との干渉はないようになったというふうに、こちらでは報告を受けてますの

で、えー後は現地の消防さんの準備が整えば、注水活動を開始していただくということになり

すみません。あの屋外工事につきましては、まだ最終的な確認が入ってきておりませんので。

ということではありませんので、そこだけはあの意識違いのないようにお願い致

号の注水について、えぇできる状況の確認はできてないということで

そうです。安全退避。あの、作業自身は終わったのですが、え、その後の安全退避ができてい

るかどうかというところについて、今最終確認を行っております。

確認できれば、注水するということで考えております。 

え、あのもう消防さんの配置はあの可能だということですね？

もう完全に消防さんはスタンバっておられますので、時間を連絡すれば、即注水というかたち
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号機については、えーこれとは別に、時間はまだ別にえー自衛隊のえー偵察用車両、
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で移行してございます。

はい。それじゃ、今、現地で消防さんはスタンバっておられるので、現地での、おー注水が可

能かどうかの退避確認が終われば、えー現地の方で、えーそちらから

らに報告いただいて、こちらから

え、もも申し訳ないですが、じ時間が入るので私の方で安全確認をした時点で、私が注水開始

の指示を致します。

はい。わかりました。それでしてください。

はい。 

はい。お願いします。

えー3号機は、あー屋外工事については、え退避が終了したという連絡を

した。で、えーこれから私の方で注水開始の指示を現場のえー消防庁さんに伝えます。後は成

り行きで注水開始していただきます。あの連絡後、多分

うことでございましたので、多分

指示を致します。

承知、本店○○承知しました。

3 号機の注水が開始された時間を別途連絡してください。

了解しました。

サイト保安班よりモニタリング状況についてお知らせ致します。注入開始前の事務本館北側の

定点におきまして、

せん。中性子線量につきましては検出されておりません。えー風向ですが、西風４．３ｍ／ｓ

です。以上です。

●●さん？ 

はい。 

あのー光ファイバーの方の敷設で、あのー

ーことをやっていただいてると思うんですが、その見通しはどうでしょうか？

えと、あの明後日の

りますし、交換機の新設があるので、ちょっと今のところ明後日の予定です。

明後日までかかってしまう？はい。わかりました。

本店本店○○。現場より報告致します。

はい。どうぞ。

えー2時 55 分に、あっ

エンジンをかけて、

って、注水時期は

はい。えー13 時

ました。 

報告します。消防車両入構開始です。どうぞ。
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で移行してございます。 

はい。それじゃ、今、現地で消防さんはスタンバっておられるので、現地での、おー注水が可

能かどうかの退避確認が終われば、えー現地の方で、えーそちらから

らに報告いただいて、こちらから

え、もも申し訳ないですが、じ時間が入るので私の方で安全確認をした時点で、私が注水開始

の指示を致します。 

はい。わかりました。それでしてください。

はい。お願いします。 

号機は、あー屋外工事については、え退避が終了したという連絡を

した。で、えーこれから私の方で注水開始の指示を現場のえー消防庁さんに伝えます。後は成

り行きで注水開始していただきます。あの連絡後、多分

うことでございましたので、多分

指示を致します。 

承知、本店○○承知しました。

号機の注水が開始された時間を別途連絡してください。

了解しました。 

サイト保安班よりモニタリング状況についてお知らせ致します。注入開始前の事務本館北側の

定点におきまして、13 時 30 分現在、えー

せん。中性子線量につきましては検出されておりません。えー風向ですが、西風４．３ｍ／ｓ

です。以上です。 

あのー光ファイバーの方の敷設で、あのー

ーことをやっていただいてると思うんですが、その見通しはどうでしょうか？

えと、あの明後日の 21 日中にはという、そんな、あの３ｋｍ以上光ファイバーを張る必要があ

りますし、交換機の新設があるので、ちょっと今のところ明後日の予定です。

明後日までかかってしまう？はい。わかりました。

本店本店○○。現場より報告致します。

はい。どうぞ。 

分に、あっ 1 時 55

エンジンをかけて、1 時 55 分に正門に到着する予定で行くと。で、そのまま圧力が上がってい

って、注水時期は 2 時 05 分頃というふうに連絡が今入って参りました。以上です。

時 55 分にエンジンスタート。えぇ

報告します。消防車両入構開始です。どうぞ。

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容

はい。それじゃ、今、現地で消防さんはスタンバっておられるので、現地での、おー注水が可

能かどうかの退避確認が終われば、えー現地の方で、えーそちらから

らに報告いただいて、こちらから Go を掛けるということでよろしいですか？

え、もも申し訳ないですが、じ時間が入るので私の方で安全確認をした時点で、私が注水開始

はい。わかりました。それでしてください。

号機は、あー屋外工事については、え退避が終了したという連絡を

した。で、えーこれから私の方で注水開始の指示を現場のえー消防庁さんに伝えます。後は成

り行きで注水開始していただきます。あの連絡後、多分

うことでございましたので、多分 1 時 50 分頃には注水開始かと思いますが、今から注水開始の

承知、本店○○承知しました。 

号機の注水が開始された時間を別途連絡してください。

サイト保安班よりモニタリング状況についてお知らせ致します。注入開始前の事務本館北側の

分現在、えーγが３５２９

せん。中性子線量につきましては検出されておりません。えー風向ですが、西風４．３ｍ／ｓ

あのー光ファイバーの方の敷設で、あのーJヴィレッジとの通信連絡を改善しようというあの

ーことをやっていただいてると思うんですが、その見通しはどうでしょうか？

日中にはという、そんな、あの３ｋｍ以上光ファイバーを張る必要があ

りますし、交換機の新設があるので、ちょっと今のところ明後日の予定です。

明後日までかかってしまう？はい。わかりました。

本店本店○○。現場より報告致します。 

55 分にえーエンジンスタートっていいますか、消防隊はそのまま

分に正門に到着する予定で行くと。で、そのまま圧力が上がってい

分頃というふうに連絡が今入って参りました。以上です。

分にエンジンスタート。えぇ

報告します。消防車両入構開始です。どうぞ。

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容 

はい。それじゃ、今、現地で消防さんはスタンバっておられるので、現地での、おー注水が可

能かどうかの退避確認が終われば、えー現地の方で、えーそちらから

を掛けるということでよろしいですか？

え、もも申し訳ないですが、じ時間が入るので私の方で安全確認をした時点で、私が注水開始

はい。わかりました。それでしてください。 

号機は、あー屋外工事については、え退避が終了したという連絡を

した。で、えーこれから私の方で注水開始の指示を現場のえー消防庁さんに伝えます。後は成

り行きで注水開始していただきます。あの連絡後、多分 10 分後くらいに注水を開始できるとい

分頃には注水開始かと思いますが、今から注水開始の

号機の注水が開始された時間を別途連絡してください。 

サイト保安班よりモニタリング状況についてお知らせ致します。注入開始前の事務本館北側の

が３５２９μSv

せん。中性子線量につきましては検出されておりません。えー風向ですが、西風４．３ｍ／ｓ

ヴィレッジとの通信連絡を改善しようというあの

ーことをやっていただいてると思うんですが、その見通しはどうでしょうか？

日中にはという、そんな、あの３ｋｍ以上光ファイバーを張る必要があ

りますし、交換機の新設があるので、ちょっと今のところ明後日の予定です。

明後日までかかってしまう？はい。わかりました。 

分にえーエンジンスタートっていいますか、消防隊はそのまま

分に正門に到着する予定で行くと。で、そのまま圧力が上がってい

分頃というふうに連絡が今入って参りました。以上です。

分にエンジンスタート。えぇ 14 時 05 分頃注水開始になる見込み。了解し

報告します。消防車両入構開始です。どうぞ。 

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

はい。それじゃ、今、現地で消防さんはスタンバっておられるので、現地での、おー注水が可

能かどうかの退避確認が終われば、えー現地の方で、えーそちらから Go を掛けて、あの、こち

を掛けるということでよろしいですか？

え、もも申し訳ないですが、じ時間が入るので私の方で安全確認をした時点で、私が注水開始

号機は、あー屋外工事については、え退避が終了したという連絡を 13

した。で、えーこれから私の方で注水開始の指示を現場のえー消防庁さんに伝えます。後は成

分後くらいに注水を開始できるとい

分頃には注水開始かと思いますが、今から注水開始の

 

サイト保安班よりモニタリング状況についてお知らせ致します。注入開始前の事務本館北側の

Sv／ｈ。大きく変化はされておりま

せん。中性子線量につきましては検出されておりません。えー風向ですが、西風４．３ｍ／ｓ

ヴィレッジとの通信連絡を改善しようというあの

ーことをやっていただいてると思うんですが、その見通しはどうでしょうか？

日中にはという、そんな、あの３ｋｍ以上光ファイバーを張る必要があ

りますし、交換機の新設があるので、ちょっと今のところ明後日の予定です。

分にえーエンジンスタートっていいますか、消防隊はそのまま

分に正門に到着する予定で行くと。で、そのまま圧力が上がってい

分頃というふうに連絡が今入って参りました。以上です。

分頃注水開始になる見込み。了解し

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始） 

はい。それじゃ、今、現地で消防さんはスタンバっておられるので、現地での、おー注水が可

を掛けて、あの、こち

を掛けるということでよろしいですか？ 

え、もも申し訳ないですが、じ時間が入るので私の方で安全確認をした時点で、私が注水開始

13 時 40 分に受けま

した。で、えーこれから私の方で注水開始の指示を現場のえー消防庁さんに伝えます。後は成

分後くらいに注水を開始できるとい

分頃には注水開始かと思いますが、今から注水開始の

サイト保安班よりモニタリング状況についてお知らせ致します。注入開始前の事務本館北側の

／ｈ。大きく変化はされておりま

せん。中性子線量につきましては検出されておりません。えー風向ですが、西風４．３ｍ／ｓ

ヴィレッジとの通信連絡を改善しようというあの

ーことをやっていただいてると思うんですが、その見通しはどうでしょうか？ 

日中にはという、そんな、あの３ｋｍ以上光ファイバーを張る必要があ

りますし、交換機の新設があるので、ちょっと今のところ明後日の予定です。 

分にえーエンジンスタートっていいますか、消防隊はそのまま

分に正門に到着する予定で行くと。で、そのまま圧力が上がってい

分頃というふうに連絡が今入って参りました。以上です。 

分頃注水開始になる見込み。了解し

 

はい。それじゃ、今、現地で消防さんはスタンバっておられるので、現地での、おー注水が可

を掛けて、あの、こち

え、もも申し訳ないですが、じ時間が入るので私の方で安全確認をした時点で、私が注水開始

分に受けま

した。で、えーこれから私の方で注水開始の指示を現場のえー消防庁さんに伝えます。後は成

分後くらいに注水を開始できるとい

分頃には注水開始かと思いますが、今から注水開始の

サイト保安班よりモニタリング状況についてお知らせ致します。注入開始前の事務本館北側の

／ｈ。大きく変化はされておりま

せん。中性子線量につきましては検出されておりません。えー風向ですが、西風４．３ｍ／ｓ

ヴィレッジとの通信連絡を改善しようというあの

日中にはという、そんな、あの３ｋｍ以上光ファイバーを張る必要があ

分にえーエンジンスタートっていいますか、消防隊はそのまま

分に正門に到着する予定で行くと。で、そのまま圧力が上がってい

分頃注水開始になる見込み。了解し
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本店さん本店○○さん。えー正門に待機中の消防自動車がえ今度は入域しまして、

を致しまして、えー多分あの、送水状況を点検の為に入域するものと思われますが、入域した

という情報が入って参りました。

了解しました。

ところで本店○○さん？停止までの注入時間の連絡をお願い致します。

先ほど、今朝、確認しましたように、

7 時間注水、よろしいんですね？

はい。7時間です。

オーバーフローしないということですね？

えぇこれはあのー、これまでの経緯を踏まえて、本店○○側で評価した数値です。時間です。

わかりました。じゃ、

うことで予定しておきます。

はい。お願いします。万一何かその途中で異常があった場合には、あーまた直ちに対応します。

はい。 

保安班？…保安班？保安班？

はい。保安班です。

あのーこの注水に伴いまして、周辺線量の変化について、適宜報告をお願いします。

了解しました。確認します。

えー本店○○さん、本店○○さん？

はい。どうぞ。

残念な報告致します。現場確認に行っていた消防の方から、バッテリーが上がっておって、バ

ッテリー上がりで放水できずという報告が今上がって参りました。

はい。 

ちょっと今後の対応は、あーどうなるかちょっと見えませんが、事実としてそういう報告が上

がって参りました。以上です。

はい。わかりました。

ただ今の件は本店○○でも確認致します。

サイトの保安班よりえーモニタリングの状況についてお知らせ致します。

えー事務本館の北側にモニタリングカーを設置しまして確認したところ、３４４３、３４４３

μSv／ｈでございます。ニュートロンにつきましてはあー検出されておりません。

 （３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

  61 / 92 

本店さん本店○○さん。えー正門に待機中の消防自動車がえ今度は入域しまして、

を致しまして、えー多分あの、送水状況を点検の為に入域するものと思われますが、入域した

という情報が入って参りました。

了解しました。 

ところで本店○○さん？停止までの注入時間の連絡をお願い致します。

先ほど、今朝、確認しましたように、

時間注水、よろしいんですね？

時間です。 

オーバーフローしないということですね？

えぇこれはあのー、これまでの経緯を踏まえて、本店○○側で評価した数値です。時間です。

わかりました。じゃ、21 時に、本日

うことで予定しておきます。 

はい。お願いします。万一何かその途中で異常があった場合には、あーまた直ちに対応します。

保安班？…保安班？保安班？ 

はい。保安班です。 

あのーこの注水に伴いまして、周辺線量の変化について、適宜報告をお願いします。

了解しました。確認します。 

えー本店○○さん、本店○○さん？

はい。どうぞ。 

残念な報告致します。現場確認に行っていた消防の方から、バッテリーが上がっておって、バ

ッテリー上がりで放水できずという報告が今上がって参りました。

ちょっと今後の対応は、あーどうなるかちょっと見えませんが、事実としてそういう報告が上

がって参りました。以上です。

はい。わかりました。 

ただ今の件は本店○○でも確認致します。

サイトの保安班よりえーモニタリングの状況についてお知らせ致します。

えー事務本館の北側にモニタリングカーを設置しまして確認したところ、３４４３、３４４３

／ｈでございます。ニュートロンにつきましてはあー検出されておりません。

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容

本店さん本店○○さん。えー正門に待機中の消防自動車がえ今度は入域しまして、

を致しまして、えー多分あの、送水状況を点検の為に入域するものと思われますが、入域した

という情報が入って参りました。 

ところで本店○○さん？停止までの注入時間の連絡をお願い致します。

先ほど、今朝、確認しましたように、7時間です。７時間。

時間注水、よろしいんですね？ 

オーバーフローしないということですね？ 

えぇこれはあのー、これまでの経緯を踏まえて、本店○○側で評価した数値です。時間です。

時に、本日 21 時に

 

はい。お願いします。万一何かその途中で異常があった場合には、あーまた直ちに対応します。

 

あのーこの注水に伴いまして、周辺線量の変化について、適宜報告をお願いします。

 

えー本店○○さん、本店○○さん？ 

残念な報告致します。現場確認に行っていた消防の方から、バッテリーが上がっておって、バ

ッテリー上がりで放水できずという報告が今上がって参りました。

ちょっと今後の対応は、あーどうなるかちょっと見えませんが、事実としてそういう報告が上

がって参りました。以上です。 

ただ今の件は本店○○でも確認致します。 

サイトの保安班よりえーモニタリングの状況についてお知らせ致します。

えー事務本館の北側にモニタリングカーを設置しまして確認したところ、３４４３、３４４３

／ｈでございます。ニュートロンにつきましてはあー検出されておりません。

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容 

本店さん本店○○さん。えー正門に待機中の消防自動車がえ今度は入域しまして、

を致しまして、えー多分あの、送水状況を点検の為に入域するものと思われますが、入域した

ところで本店○○さん？停止までの注入時間の連絡をお願い致します。

時間です。７時間。

 

えぇこれはあのー、これまでの経緯を踏まえて、本店○○側で評価した数値です。時間です。

時に 3号機の使用済燃料プールについては、停止とい

はい。お願いします。万一何かその途中で異常があった場合には、あーまた直ちに対応します。

あのーこの注水に伴いまして、周辺線量の変化について、適宜報告をお願いします。

残念な報告致します。現場確認に行っていた消防の方から、バッテリーが上がっておって、バ

ッテリー上がりで放水できずという報告が今上がって参りました。

ちょっと今後の対応は、あーどうなるかちょっと見えませんが、事実としてそういう報告が上

 

サイトの保安班よりえーモニタリングの状況についてお知らせ致します。

えー事務本館の北側にモニタリングカーを設置しまして確認したところ、３４４３、３４４３

／ｈでございます。ニュートロンにつきましてはあー検出されておりません。
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本店さん本店○○さん。えー正門に待機中の消防自動車がえ今度は入域しまして、

を致しまして、えー多分あの、送水状況を点検の為に入域するものと思われますが、入域した

ところで本店○○さん？停止までの注入時間の連絡をお願い致します。 

時間です。７時間。7時間。 

えぇこれはあのー、これまでの経緯を踏まえて、本店○○側で評価した数値です。時間です。

号機の使用済燃料プールについては、停止とい

はい。お願いします。万一何かその途中で異常があった場合には、あーまた直ちに対応します。

あのーこの注水に伴いまして、周辺線量の変化について、適宜報告をお願いします。

残念な報告致します。現場確認に行っていた消防の方から、バッテリーが上がっておって、バ

ッテリー上がりで放水できずという報告が今上がって参りました。 

ちょっと今後の対応は、あーどうなるかちょっと見えませんが、事実としてそういう報告が上

サイトの保安班よりえーモニタリングの状況についてお知らせ致します。3

えー事務本館の北側にモニタリングカーを設置しまして確認したところ、３４４３、３４４３

／ｈでございます。ニュートロンにつきましてはあー検出されておりません。

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始） 

本店さん本店○○さん。えー正門に待機中の消防自動車がえ今度は入域しまして、55 分に入域

を致しまして、えー多分あの、送水状況を点検の為に入域するものと思われますが、入域した

えぇこれはあのー、これまでの経緯を踏まえて、本店○○側で評価した数値です。時間です。

号機の使用済燃料プールについては、停止とい

はい。お願いします。万一何かその途中で異常があった場合には、あーまた直ちに対応します。

あのーこの注水に伴いまして、周辺線量の変化について、適宜報告をお願いします。 

残念な報告致します。現場確認に行っていた消防の方から、バッテリーが上がっておって、バ

ちょっと今後の対応は、あーどうなるかちょっと見えませんが、事実としてそういう報告が上

3月 19 日 14 時現在、

えー事務本館の北側にモニタリングカーを設置しまして確認したところ、３４４３、３４４３

／ｈでございます。ニュートロンにつきましてはあー検出されておりません。 

 

分に入域

を致しまして、えー多分あの、送水状況を点検の為に入域するものと思われますが、入域した

えぇこれはあのー、これまでの経緯を踏まえて、本店○○側で評価した数値です。時間です。 

号機の使用済燃料プールについては、停止とい

はい。お願いします。万一何かその途中で異常があった場合には、あーまた直ちに対応します。 

残念な報告致します。現場確認に行っていた消防の方から、バッテリーが上がっておって、バ

ちょっと今後の対応は、あーどうなるかちょっと見えませんが、事実としてそういう報告が上

時現在、

えー事務本館の北側にモニタリングカーを設置しまして確認したところ、３４４３、３４４３
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えー第一の吉田さん？本社です。本社海江田です。吉田さん？

はい。すみません。●●でございます。ちょっと吉田の方が・・●●が承ります。

はい。構いません。●●で。今のですね、あのー消防車のバッテリー切れですけども、何号車

とかそういう具体的なあのー名前がわかれば教えてください。本社に教えてください。

了解致しました。はい。確認致します。

よろしくどうぞ。

連絡です、連絡です。え、今ですね、現地の方から

いう連絡が入って参りました。

14 時 10 分放水開始という連絡ですね？はい。承知しました。

すみません。第一？

はい。第一でございます。

本店の海江田ですが。ということはバッテリーの問題が解消されたのか、或いはあのまだ問題

を抱えながら他の車が放水したということか、どっちなんですか？確認してください。

了解致しました。ちょっと状況がそこまで分かっておりませんので、情報が入り次第ご連絡致

します。 

はい。よろしくお願いします。

すみません。福島第一でございます。

はい。本社です。

今の状況なんですが、えっと原因は分かりませんが、問題は解決したということなので、えー

一過性の問題なのか何なのか、そのあたりはちょっと良くわからないというようなことだそう

です。 

その問題というのはバッテリーの問題ですね？

バッテリーがそもそも問題なんだろう、はい、と思いますが、あのそのあたりの情報がまだ細

かくは入ってきておりません。すみません。

そうですか。あのーバッテリーの問題が解消されたなら、それで良いですから。ただその点だ

け確認しておいてください。

了解致しました。

はい。有り難うございます。

あの本店○○通信班です、本店○○通信班です。お願いがあります。あの、みなさんのサポー

トお願いします。あの今、あの大臣からあのご指示がありまして、

あのーえ、福島第一のえー災害現場とえー

それもすぐに、できるだけ早くしようということで、あのドコモさんにえー移動用の携帯電話

の基地局を出してもらえるようにお願いをしてあります。で、まだあの詳細な返事は返ってき

ていないんですが、あの、そこドコモさんの携帯用の移動基地局をこのえー２０ｋｍの範囲の、

えー３０ｋｍですか？管理区域の中に入れてあげられる算段を整えたいと思っております。そ

の為のあのーサポートを是非お願いしたいと思います。あの、えーそれにあたって、えっと保
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えー第一の吉田さん？本社です。本社海江田です。吉田さん？

はい。すみません。●●でございます。ちょっと吉田の方が・・●●が承ります。

はい。構いません。●●で。今のですね、あのー消防車のバッテリー切れですけども、何号車

とかそういう具体的なあのー名前がわかれば教えてください。本社に教えてください。

了解致しました。はい。確認致します。

よろしくどうぞ。 

連絡です、連絡です。え、今ですね、現地の方から

いう連絡が入って参りました。

分放水開始という連絡ですね？はい。承知しました。

すみません。第一？ 

はい。第一でございます。 

本店の海江田ですが。ということはバッテリーの問題が解消されたのか、或いはあのまだ問題

を抱えながら他の車が放水したということか、どっちなんですか？確認してください。

了解致しました。ちょっと状況がそこまで分かっておりませんので、情報が入り次第ご連絡致

はい。よろしくお願いします。

すみません。福島第一でございます。

はい。本社です。 

今の状況なんですが、えっと原因は分かりませんが、問題は解決したということなので、えー

一過性の問題なのか何なのか、そのあたりはちょっと良くわからないというようなことだそう

その問題というのはバッテリーの問題ですね？

バッテリーがそもそも問題なんだろう、はい、と思いますが、あのそのあたりの情報がまだ細

かくは入ってきておりません。すみません。

そうですか。あのーバッテリーの問題が解消されたなら、それで良いですから。ただその点だ

け確認しておいてください。 

了解致しました。 

はい。有り難うございます。 

あの本店○○通信班です、本店○○通信班です。お願いがあります。あの、みなさんのサポー

トお願いします。あの今、あの大臣からあのご指示がありまして、

あのーえ、福島第一のえー災害現場とえー

それもすぐに、できるだけ早くしようということで、あのドコモさんにえー移動用の携帯電話

の基地局を出してもらえるようにお願いをしてあります。で、まだあの詳細な返事は返ってき

ていないんですが、あの、そこドコモさんの携帯用の移動基地局をこのえー２０ｋｍの範囲の、

３０ｋｍですか？管理区域の中に入れてあげられる算段を整えたいと思っております。そ

の為のあのーサポートを是非お願いしたいと思います。あの、えーそれにあたって、えっと保

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容

えー第一の吉田さん？本社です。本社海江田です。吉田さん？

はい。すみません。●●でございます。ちょっと吉田の方が・・●●が承ります。

はい。構いません。●●で。今のですね、あのー消防車のバッテリー切れですけども、何号車

とかそういう具体的なあのー名前がわかれば教えてください。本社に教えてください。

了解致しました。はい。確認致します。 

連絡です、連絡です。え、今ですね、現地の方から

いう連絡が入って参りました。 

分放水開始という連絡ですね？はい。承知しました。

 

本店の海江田ですが。ということはバッテリーの問題が解消されたのか、或いはあのまだ問題

を抱えながら他の車が放水したということか、どっちなんですか？確認してください。

了解致しました。ちょっと状況がそこまで分かっておりませんので、情報が入り次第ご連絡致

はい。よろしくお願いします。 

すみません。福島第一でございます。 

今の状況なんですが、えっと原因は分かりませんが、問題は解決したということなので、えー

一過性の問題なのか何なのか、そのあたりはちょっと良くわからないというようなことだそう

その問題というのはバッテリーの問題ですね？

バッテリーがそもそも問題なんだろう、はい、と思いますが、あのそのあたりの情報がまだ細

かくは入ってきておりません。すみません。

そうですか。あのーバッテリーの問題が解消されたなら、それで良いですから。ただその点だ

 

 

あの本店○○通信班です、本店○○通信班です。お願いがあります。あの、みなさんのサポー

トお願いします。あの今、あの大臣からあのご指示がありまして、

あのーえ、福島第一のえー災害現場とえーJヴィレッジの間の通信機能をもっと良くしよう、

それもすぐに、できるだけ早くしようということで、あのドコモさんにえー移動用の携帯電話

の基地局を出してもらえるようにお願いをしてあります。で、まだあの詳細な返事は返ってき

ていないんですが、あの、そこドコモさんの携帯用の移動基地局をこのえー２０ｋｍの範囲の、

３０ｋｍですか？管理区域の中に入れてあげられる算段を整えたいと思っております。そ

の為のあのーサポートを是非お願いしたいと思います。あの、えーそれにあたって、えっと保

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容 

えー第一の吉田さん？本社です。本社海江田です。吉田さん？

はい。すみません。●●でございます。ちょっと吉田の方が・・●●が承ります。

はい。構いません。●●で。今のですね、あのー消防車のバッテリー切れですけども、何号車

とかそういう具体的なあのー名前がわかれば教えてください。本社に教えてください。

連絡です、連絡です。え、今ですね、現地の方から 14 時 10

分放水開始という連絡ですね？はい。承知しました。

本店の海江田ですが。ということはバッテリーの問題が解消されたのか、或いはあのまだ問題

を抱えながら他の車が放水したということか、どっちなんですか？確認してください。

了解致しました。ちょっと状況がそこまで分かっておりませんので、情報が入り次第ご連絡致

今の状況なんですが、えっと原因は分かりませんが、問題は解決したということなので、えー

一過性の問題なのか何なのか、そのあたりはちょっと良くわからないというようなことだそう

その問題というのはバッテリーの問題ですね？ 

バッテリーがそもそも問題なんだろう、はい、と思いますが、あのそのあたりの情報がまだ細

かくは入ってきておりません。すみません。 

そうですか。あのーバッテリーの問題が解消されたなら、それで良いですから。ただその点だ

あの本店○○通信班です、本店○○通信班です。お願いがあります。あの、みなさんのサポー

トお願いします。あの今、あの大臣からあのご指示がありまして、

ヴィレッジの間の通信機能をもっと良くしよう、

それもすぐに、できるだけ早くしようということで、あのドコモさんにえー移動用の携帯電話

の基地局を出してもらえるようにお願いをしてあります。で、まだあの詳細な返事は返ってき

ていないんですが、あの、そこドコモさんの携帯用の移動基地局をこのえー２０ｋｍの範囲の、

３０ｋｍですか？管理区域の中に入れてあげられる算段を整えたいと思っております。そ

の為のあのーサポートを是非お願いしたいと思います。あの、えーそれにあたって、えっと保

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

えー第一の吉田さん？本社です。本社海江田です。吉田さん？ 

はい。すみません。●●でございます。ちょっと吉田の方が・・●●が承ります。

はい。構いません。●●で。今のですね、あのー消防車のバッテリー切れですけども、何号車

とかそういう具体的なあのー名前がわかれば教えてください。本社に教えてください。

10 分、14 時 10 分放水を開始したと

分放水開始という連絡ですね？はい。承知しました。 

本店の海江田ですが。ということはバッテリーの問題が解消されたのか、或いはあのまだ問題

を抱えながら他の車が放水したということか、どっちなんですか？確認してください。

了解致しました。ちょっと状況がそこまで分かっておりませんので、情報が入り次第ご連絡致

今の状況なんですが、えっと原因は分かりませんが、問題は解決したということなので、えー

一過性の問題なのか何なのか、そのあたりはちょっと良くわからないというようなことだそう

バッテリーがそもそも問題なんだろう、はい、と思いますが、あのそのあたりの情報がまだ細

そうですか。あのーバッテリーの問題が解消されたなら、それで良いですから。ただその点だ

あの本店○○通信班です、本店○○通信班です。お願いがあります。あの、みなさんのサポー

トお願いします。あの今、あの大臣からあのご指示がありまして、NTT ドコモさんにですね、

ヴィレッジの間の通信機能をもっと良くしよう、

それもすぐに、できるだけ早くしようということで、あのドコモさんにえー移動用の携帯電話

の基地局を出してもらえるようにお願いをしてあります。で、まだあの詳細な返事は返ってき

ていないんですが、あの、そこドコモさんの携帯用の移動基地局をこのえー２０ｋｍの範囲の、

３０ｋｍですか？管理区域の中に入れてあげられる算段を整えたいと思っております。そ

の為のあのーサポートを是非お願いしたいと思います。あの、えーそれにあたって、えっと保

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始） 

はい。すみません。●●でございます。ちょっと吉田の方が・・●●が承ります。 

はい。構いません。●●で。今のですね、あのー消防車のバッテリー切れですけども、何号車

とかそういう具体的なあのー名前がわかれば教えてください。本社に教えてください。 

分放水を開始したと

本店の海江田ですが。ということはバッテリーの問題が解消されたのか、或いはあのまだ問題

を抱えながら他の車が放水したということか、どっちなんですか？確認してください。 

了解致しました。ちょっと状況がそこまで分かっておりませんので、情報が入り次第ご連絡致

今の状況なんですが、えっと原因は分かりませんが、問題は解決したということなので、えー

一過性の問題なのか何なのか、そのあたりはちょっと良くわからないというようなことだそう

バッテリーがそもそも問題なんだろう、はい、と思いますが、あのそのあたりの情報がまだ細

そうですか。あのーバッテリーの問題が解消されたなら、それで良いですから。ただその点だ

あの本店○○通信班です、本店○○通信班です。お願いがあります。あの、みなさんのサポー

ドコモさんにですね、

ヴィレッジの間の通信機能をもっと良くしよう、

それもすぐに、できるだけ早くしようということで、あのドコモさんにえー移動用の携帯電話

の基地局を出してもらえるようにお願いをしてあります。で、まだあの詳細な返事は返ってき

ていないんですが、あの、そこドコモさんの携帯用の移動基地局をこのえー２０ｋｍの範囲の、

３０ｋｍですか？管理区域の中に入れてあげられる算段を整えたいと思っております。そ

の為のあのーサポートを是非お願いしたいと思います。あの、えーそれにあたって、えっと保
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安班ですか？そこにサポートをもらえばよろしいんでしょうか？

ちょっと今の話は、えーあの現地、具体的にはどんなサポートを・・

じゃ、ちょっと、もう一度、えと纏めましてお願い致します。

はい。そうしてください。

すみません。福島第一でございます。電話よろしいでしょうか？

どうぞ。 

よろしいですか？今現地の方から連絡が入りまして・・

ちょっと声が小さいので、もうちょっと・・

はい。今現地の方から連絡が入りました。え状況はですね、えー加圧するポンプが付いている

はしご車のエンジンが回っていない。従って、あのつまり圧力が足りない状態で放水をしてい

るという状況です。従って、射程距離、今、水の射程距離は短い状態になっていて、昨日とは

放水状況が異なっているという状況だということです。もしえーこの水圧を上げる為には、新

しいバッテリーが必要、ないしはブースターケーブルでえぇ電圧をかけてあげるという必要が

あるということでございます。え、至急今の状態で水が上手く掛かっているかどうかというこ

とを確認してくださいということで、現地の方の消防から指示がございましたので、えっと当

社の方でちょっと確認できるかどうかというのを今検討致します。以上です。

本社です。有り難うございました。今ここにあの消防の専門官が居ますので、相談をしてまた

連絡をします。どうぞ。

恐縮です。ちょっとあのバッテリー云々というところについては、我々の方では良くわかりま

せんので、ご指示をいただければ有り難いです。

本部了解です。

えーと本店○○さん？福島第一です。えーとあの自衛隊の方の動きが今

あの入ってきました。えーと

発する予定になってます。それで、えーとまあ、え

ー当社の案内人、それから放管員、えーそれとえ合流してですね、現地に向かうというような

情報が入っています。以上です。

えーと 14 時 30

偵察という活動だと思いますが、えーそういうあの状況報告了解しました。

本店○○本部内の情報共有です、本店○○本部内の情報共有です。先ほど通信復旧班から、早

急に通信を回復する為のサポートの申し出があって、今これから具体的なお願いを詰めてると

ころですが、一般的には

それから移動の、まあご案内にもあたりますけど、その福島第一側の方は特にえ

等々、中に入れるようにしてさしあげること。こういったことが考えられます。えー

ッジ、特に、保安班大変なんですけども、

があるぞということを

てが自分の手持ちであるかどうかをちょっと考えてみる。少し心の準備をお願いしたいと思い

ます。具体的にはご案内とか、ご説明とか、そういう業務になろうかと思われます。正式には

通信復旧班が纏めたものでもう一度ご依頼を致します。お願いします。

福島第一吉田でございますけど、併せてちょっと通信関係でお願いがですね、やはりあの今の

トランシーバーでは仕事を遂行する上でものすごくえー問題がありますのであの、トランシー

バーを配機していただいたには有り難いんですけども、もう少し、かなり高性能のトランシー

バーが他にないかな？という・・

はい。…はい。至急検討します。はい。わかりました。至急検討します。
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しいバッテリーが必要、ないしはブースターケーブルでえぇ電圧をかけてあげるという必要が

あるということでございます。え、至急今の状態で水が上手く掛かっているかどうかというこ

してくださいということで、現地の方の消防から指示がございましたので、えっと当

社の方でちょっと確認できるかどうかというのを今検討致します。以上です。

本社です。有り難うございました。今ここにあの消防の専門官が居ますので、相談をしてまた

連絡をします。どうぞ。 

恐縮です。ちょっとあのバッテリー云々というところについては、我々の方では良くわかりま

せんので、ご指示をいただければ有り難いです。

本部了解です。 

えーと本店○○さん？福島第一です。えーとあの自衛隊の方の動きが今

あの入ってきました。えーと

発する予定になってます。それで、えーとまあ、え

ー当社の案内人、それから放管員、えーそれとえ合流してですね、現地に向かうというような

情報が入っています。以上です。

30 分頃に自衛隊の化学消防車が出発して現地へ向かう。おそらくこれは先ほどの

偵察という活動だと思いますが、えーそういうあの状況報告了解しました。

本店○○本部内の情報共有です、本店○○本部内の情報共有です。先ほど通信復旧班から、早

急に通信を回復する為のサポートの申し出があって、今これから具体的なお願いを詰めてると

ころですが、一般的には NTT の方をご案内すること。現地で、現地の様子をお伝えすること。

それから移動の、まあご案内にもあたりますけど、その福島第一側の方は特にえ

等々、中に入れるようにしてさしあげること。こういったことが考えられます。えー

ッジ、特に、保安班大変なんですけども、

があるぞということを J ヴィレッジにお伝えする。また、みなさんの方ではそのご案内の手立

てが自分の手持ちであるかどうかをちょっと考えてみる。少し心の準備をお願いしたいと思い

ます。具体的にはご案内とか、ご説明とか、そういう業務になろうかと思われます。正式には

通信復旧班が纏めたものでもう一度ご依頼を致します。お願いします。

福島第一吉田でございますけど、併せてちょっと通信関係でお願いがですね、やはりあの今の

トランシーバーでは仕事を遂行する上でものすごくえー問題がありますのであの、トランシー

バーを配機していただいたには有り難いんですけども、もう少し、かなり高性能のトランシー

バーが他にないかな？という・・

はい。…はい。至急検討します。はい。わかりました。至急検討します。
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ます。具体的にはご案内とか、ご説明とか、そういう業務になろうかと思われます。正式には
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トランシーバーでは仕事を遂行する上でものすごくえー問題がありますのであの、トランシー

バーを配機していただいたには有り難いんですけども、もう少し、かなり高性能のトランシー
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等々、中に入れるようにしてさしあげること。こういったことが考えられます。えー
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社の方でちょっと確認できるかどうかというのを今検討致します。以上です。

本社です。有り難うございました。今ここにあの消防の専門官が居ますので、相談をしてまた
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●●？設備管理部の●●？お願いします。

１Ｆ●●？あ、吉田さん？

はい。●●でございます。

えぇ現状で、えぇ水は原子炉のプールに届いてると思えるかどうか、それは現地でわかります

か？ 

えと消防さんの位置からは良く見えないことですので、現場の方で少し位置を変えて見ること

ができるかどうかということを今検討して通信をしてもらってますが、え、ちょっと今何処ま

で伝わってるかというようなところでございます。

先ほどの話ですね？通信が悪い。はい。わかりました。

はい。 

えー１Ｆ吉田さん？

はい。吉田です。よしだです。

武黒です。今あの、えぇ先ほどのはしご車のバッテリーの不具合の件については、えーこちら

でも消防庁の方がえー具体的な対応を検討しておられます。えぇバッテリーを取り換えるか、

あージャンパー線を使うかといったことも含めて対応を検討しております。

はい。了解しました。

サイト保安班よりモニタリングの結果についてお知らせ致します。

１７μSv／ｈ。風向、北西の風３．４ｍ／ｓ。中性子検出されず。以上です。

γ、３３９６。風向、西風。風速４．６ｍ／ｓ。中性子については検出されておりません。以

上です。 

すみません。この会場に居るみなさんに是非協力願います。えー個人でブースターケーブルを

持ってる方、復旧班の●●までお願い致します。現在３号機の注水を行ってるんですが、当該

機器の２４Vが弱ってるということで、ブースターケーブルを探してます。中操にある？

相澤常務居られるか、●●どちらかお願い致します。

はい。相澤です。

えーとですね今、消防さんから、広野火力にある当社の高所放水車のバッテリーが、同じもの

で使えるのではないかというお話がありました。これを確認したいと思いますので、仕様を確

認していただけますか？

はい。すぐやります、すぐやります…。えっと、ちなみに何

すぐ連絡してもらいます。

すみません。１Ｆの方では、今２４

ルというようなオーダーが出ている模様です。

はい。有り難うございました。

はい。相澤です。
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のブースターケーブ

 

えぇ現状で、えぇ水は原子炉のプールに届いてると思えるかどうか、それは現地でわかります

えと消防さんの位置からは良く見えないことですので、現場の方で少し位置を変えて見ること

ができるかどうかということを今検討して通信をしてもらってますが、え、ちょっと今何処ま

武黒です。今あの、えぇ先ほどのはしご車のバッテリーの不具合の件については、えーこちら

でも消防庁の方がえー具体的な対応を検討しておられます。えぇバッテリーを取り換えるか、

、３４

分現在、

、３３９６。風向、西風。風速４．６ｍ／ｓ。中性子については検出されておりません。以

すみません。この会場に居るみなさんに是非協力願います。えー個人でブースターケーブルを

持ってる方、復旧班の●●までお願い致します。現在３号機の注水を行ってるんですが、当該

 

えーとですね今、消防さんから、広野火力にある当社の高所放水車のバッテリーが、同じもの

で使えるのではないかというお話がありました。これを確認したいと思いますので、仕様を確

のブースターケーブ
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すみません。まずはですね、ブースターケーブルを探して、今あの現場の方に持って行って、

それでどうかっていうのを確認しようというのを今のえー福島第一のステージです。はい。以

上です。 

はい。福島ではブースターケーブルが合ってるかどうかを確認しているところと。はい。

で、あの、あの消防車を持って行けば、一つの手としてあるんですが、えっと近くにバッテリ

ーがあれば、電圧が

ターケーブルを繋げば、それだけでもいけると思いますんで、一番良いのは何か、ちょっと今、

あのできるだけ、いろんなものを取り揃えてできるものからやると、そんな格好で進めたいと

思ってます。 

はい。 

あ、すみません、今現場の方から情報がありましたので、共有させていただきます。

はい。 

えっとー現場に居る消防車の方は

現場の消防は J

運転状態はそのままということですか？

ポンプは止まっています。

ポンプは停止。はい。

止めています。

はい。 

で、●●達は今あの、バッテリーをチャージする為にえーとー復旧操作にあたろうとしていま

す。 

えそれ一旦止めて、バッテリーをチャージして、再開しようってことですか？

そうです。 

はい。で、戻るということはどういうことなんでしょうか？

武黒さん。それを聞くのは酷でですね、どういうつもりかわかんない。事実しかわかりません

ので。 

わかりました。はい。なるだけなら現場で復旧したいと思いますので、思っていましたので、

ちょっとそういうことまで聞いてしまいました。失礼しました。

あの、戻るというのは人員が戻るという意味ですか？それとも車が戻るという意味ですか？

あ、人員です。

人員ですね？はい。

それと、えっと消防の方からその場で提案があったそうなんですが、えっとー同じ型式のポン

プがあるので、えとー東電の人にもえっと教育というか、多分訓練だと思うんですが、

 （３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始
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すみません。まずはですね、ブースターケーブルを探して、今あの現場の方に持って行って、

それでどうかっていうのを確認しようというのを今のえー福島第一のステージです。はい。以

はい。福島ではブースターケーブルが合ってるかどうかを確認しているところと。はい。

で、あの、あの消防車を持って行けば、一つの手としてあるんですが、えっと近くにバッテリ

ーがあれば、電圧が 2倍とか

ターケーブルを繋げば、それだけでもいけると思いますんで、一番良いのは何か、ちょっと今、

あのできるだけ、いろんなものを取り揃えてできるものからやると、そんな格好で進めたいと

 

あ、すみません、今現場の方から情報がありましたので、共有させていただきます。

えっとー現場に居る消防車の方は

Jヴィレッジに戻る。はい。

運転状態はそのままということですか？

ポンプは止まっています。 

ポンプは停止。はい。 

止めています。 

で、●●達は今あの、バッテリーをチャージする為にえーとー復旧操作にあたろうとしていま

えそれ一旦止めて、バッテリーをチャージして、再開しようってことですか？

はい。で、戻るということはどういうことなんでしょうか？

武黒さん。それを聞くのは酷でですね、どういうつもりかわかんない。事実しかわかりません

わかりました。はい。なるだけなら現場で復旧したいと思いますので、思っていましたので、

ちょっとそういうことまで聞いてしまいました。失礼しました。

あの、戻るというのは人員が戻るという意味ですか？それとも車が戻るという意味ですか？

あ、人員です。 

人員ですね？はい。 

それと、えっと消防の方からその場で提案があったそうなんですが、えっとー同じ型式のポン

プがあるので、えとー東電の人にもえっと教育というか、多分訓練だと思うんですが、

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容

すみません。まずはですね、ブースターケーブルを探して、今あの現場の方に持って行って、

それでどうかっていうのを確認しようというのを今のえー福島第一のステージです。はい。以

はい。福島ではブースターケーブルが合ってるかどうかを確認しているところと。はい。

で、あの、あの消防車を持って行けば、一つの手としてあるんですが、えっと近くにバッテリ

倍とか 3倍とかって整数倍だったら直列に繋いで、電圧を変えてブース

ターケーブルを繋げば、それだけでもいけると思いますんで、一番良いのは何か、ちょっと今、

あのできるだけ、いろんなものを取り揃えてできるものからやると、そんな格好で進めたいと

あ、すみません、今現場の方から情報がありましたので、共有させていただきます。

えっとー現場に居る消防車の方は J ヴィレッジの方にこれから戻ります。

ヴィレッジに戻る。はい。 

運転状態はそのままということですか？ 

 

で、●●達は今あの、バッテリーをチャージする為にえーとー復旧操作にあたろうとしていま

えそれ一旦止めて、バッテリーをチャージして、再開しようってことですか？

はい。で、戻るということはどういうことなんでしょうか？

武黒さん。それを聞くのは酷でですね、どういうつもりかわかんない。事実しかわかりません

わかりました。はい。なるだけなら現場で復旧したいと思いますので、思っていましたので、

ちょっとそういうことまで聞いてしまいました。失礼しました。

あの、戻るというのは人員が戻るという意味ですか？それとも車が戻るという意味ですか？

それと、えっと消防の方からその場で提案があったそうなんですが、えっとー同じ型式のポン

プがあるので、えとー東電の人にもえっと教育というか、多分訓練だと思うんですが、

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容 

すみません。まずはですね、ブースターケーブルを探して、今あの現場の方に持って行って、

それでどうかっていうのを確認しようというのを今のえー福島第一のステージです。はい。以

はい。福島ではブースターケーブルが合ってるかどうかを確認しているところと。はい。

で、あの、あの消防車を持って行けば、一つの手としてあるんですが、えっと近くにバッテリ

倍とかって整数倍だったら直列に繋いで、電圧を変えてブース

ターケーブルを繋げば、それだけでもいけると思いますんで、一番良いのは何か、ちょっと今、

あのできるだけ、いろんなものを取り揃えてできるものからやると、そんな格好で進めたいと

あ、すみません、今現場の方から情報がありましたので、共有させていただきます。

ヴィレッジの方にこれから戻ります。

 

で、●●達は今あの、バッテリーをチャージする為にえーとー復旧操作にあたろうとしていま

えそれ一旦止めて、バッテリーをチャージして、再開しようってことですか？

はい。で、戻るということはどういうことなんでしょうか？

武黒さん。それを聞くのは酷でですね、どういうつもりかわかんない。事実しかわかりません

わかりました。はい。なるだけなら現場で復旧したいと思いますので、思っていましたので、

ちょっとそういうことまで聞いてしまいました。失礼しました。

あの、戻るというのは人員が戻るという意味ですか？それとも車が戻るという意味ですか？

それと、えっと消防の方からその場で提案があったそうなんですが、えっとー同じ型式のポン

プがあるので、えとー東電の人にもえっと教育というか、多分訓練だと思うんですが、

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

すみません。まずはですね、ブースターケーブルを探して、今あの現場の方に持って行って、

それでどうかっていうのを確認しようというのを今のえー福島第一のステージです。はい。以

はい。福島ではブースターケーブルが合ってるかどうかを確認しているところと。はい。

で、あの、あの消防車を持って行けば、一つの手としてあるんですが、えっと近くにバッテリ

倍とかって整数倍だったら直列に繋いで、電圧を変えてブース

ターケーブルを繋げば、それだけでもいけると思いますんで、一番良いのは何か、ちょっと今、

あのできるだけ、いろんなものを取り揃えてできるものからやると、そんな格好で進めたいと

あ、すみません、今現場の方から情報がありましたので、共有させていただきます。

ヴィレッジの方にこれから戻ります。 

で、●●達は今あの、バッテリーをチャージする為にえーとー復旧操作にあたろうとしていま

えそれ一旦止めて、バッテリーをチャージして、再開しようってことですか？

はい。で、戻るということはどういうことなんでしょうか？ 

武黒さん。それを聞くのは酷でですね、どういうつもりかわかんない。事実しかわかりません

わかりました。はい。なるだけなら現場で復旧したいと思いますので、思っていましたので、

ちょっとそういうことまで聞いてしまいました。失礼しました。 

あの、戻るというのは人員が戻るという意味ですか？それとも車が戻るという意味ですか？

それと、えっと消防の方からその場で提案があったそうなんですが、えっとー同じ型式のポン

プがあるので、えとー東電の人にもえっと教育というか、多分訓練だと思うんですが、

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始） 

すみません。まずはですね、ブースターケーブルを探して、今あの現場の方に持って行って、

それでどうかっていうのを確認しようというのを今のえー福島第一のステージです。はい。以

はい。福島ではブースターケーブルが合ってるかどうかを確認しているところと。はい。

で、あの、あの消防車を持って行けば、一つの手としてあるんですが、えっと近くにバッテリ

倍とかって整数倍だったら直列に繋いで、電圧を変えてブース

ターケーブルを繋げば、それだけでもいけると思いますんで、一番良いのは何か、ちょっと今、

あのできるだけ、いろんなものを取り揃えてできるものからやると、そんな格好で進めたいと

あ、すみません、今現場の方から情報がありましたので、共有させていただきます。 

 

で、●●達は今あの、バッテリーをチャージする為にえーとー復旧操作にあたろうとしていま

えそれ一旦止めて、バッテリーをチャージして、再開しようってことですか？ 

武黒さん。それを聞くのは酷でですね、どういうつもりかわかんない。事実しかわかりません

わかりました。はい。なるだけなら現場で復旧したいと思いますので、思っていましたので、

あの、戻るというのは人員が戻るという意味ですか？それとも車が戻るという意味ですか？

それと、えっと消防の方からその場で提案があったそうなんですが、えっとー同じ型式のポン

プがあるので、えとー東電の人にもえっと教育というか、多分訓練だと思うんですが、J ヴィ

 

すみません。まずはですね、ブースターケーブルを探して、今あの現場の方に持って行って、

それでどうかっていうのを確認しようというのを今のえー福島第一のステージです。はい。以

はい。福島ではブースターケーブルが合ってるかどうかを確認しているところと。はい。 

で、あの、あの消防車を持って行けば、一つの手としてあるんですが、えっと近くにバッテリ

倍とかって整数倍だったら直列に繋いで、電圧を変えてブース

ターケーブルを繋げば、それだけでもいけると思いますんで、一番良いのは何か、ちょっと今、

あのできるだけ、いろんなものを取り揃えてできるものからやると、そんな格好で進めたいと

で、●●達は今あの、バッテリーをチャージする為にえーとー復旧操作にあたろうとしていま

武黒さん。それを聞くのは酷でですね、どういうつもりかわかんない。事実しかわかりません

わかりました。はい。なるだけなら現場で復旧したいと思いますので、思っていましたので、

あの、戻るというのは人員が戻るという意味ですか？それとも車が戻るという意味ですか？ 

それと、えっと消防の方からその場で提案があったそうなんですが、えっとー同じ型式のポン

ヴィ
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吉田所長
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吉田所長

相澤常務

吉田所長

相澤常務

吉田所長

相澤常務

吉田所長

相澤常務

吉田所長

相澤常務

テレビ会議 2011 年

 

発言者  

武黒フェロー  

 

武黒フェロー  

 

武黒フェロー  

海江田大臣  

吉田所長  

海江田大臣  

吉田所長  

相澤常務  

吉田所長  

相澤常務  

吉田所長  

相澤常務  

吉田所長  

相澤常務  

吉田所長  

相澤常務  

吉田所長  

相澤常務  

年 3月 19 日 

 

レッジでえー訓練できるんだけどもどうしますか？という提案があったそうです。で、えっと

ー、●●の方は、えっとーまずは人選をして送るかどうかえー本部と相談しますというふうに

答えているそうなんですが、えっとーその方向でよろしいでしょうか？

え、ちょっと、同じ型式のっていうのは、今

ね？ 

そうです。 

はい。それがあるので、それをその操作訓練を

その通りです。

はい。わかりました。ちょっと待ってください。

あの、今実はですね、

型式の同じのが向かっているんですよね？今そっちにね、

ヴィレッジから向かってるんですよ。そちらへ。四ツ倉から向かってるんです。そちらに。所

要時間が 40 分ですから、ですから、そこまで待ってもらって、そしてそこで、今言ったような

作業ができるならそれでやるのがベストですから。わかります？言ってることが。どうぞ。

あのわかります。あの今ですね、多分全員が帰った訳じ

●たちは直そうとしているんでしょ、だって…。

じゃ、こうしましょう。良いですか？

はい、ちょっとすみません。現場の状況がですね、全体が帰ったのか、一部が帰ったのかとい

うのが把握できないんで、もう一度確認致しますが。

吉田さん？相澤です。

はい。 

あれですか？あの広野の消防車もおそらく２４

２４Vのバッテリーってトラックに載ってるバッテリーだいたいそんなもんだと思うんですね。

すみません。２４

ます。１Ｆはね。

なるほど。 

で、その時に現場でですね、消防庁さんがその現場でリペアしようとしてらっしゃるのか、そ

れか帰ったチームと分離してリペアしようとされてるのかどうかが分かりません。そこが。と

いうことなんです。

わかりました。そうするとあれですね。あんまり、あっちから、こっちから沢山集まってきて

も捌ききれないですよね？

ええ。 

じゃ、今・・ 

ちょっとね・・・

１Ｆでやってることを見てた方が良い、見てたっていうか・・
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レッジでえー訓練できるんだけどもどうしますか？という提案があったそうです。で、えっと

ー、●●の方は、えっとーまずは人選をして送るかどうかえー本部と相談しますというふうに

答えているそうなんですが、えっとーその方向でよろしいでしょうか？

え、ちょっと、同じ型式のっていうのは、今

はい。それがあるので、それをその操作訓練を

その通りです。 

はい。わかりました。ちょっと待ってください。

あの、今実はですね、Jヴィレッジから大型の、この型式の合ったで良いんですね？消防庁？

型式の同じのが向かっているんですよね？今そっちにね、

ヴィレッジから向かってるんですよ。そちらへ。四ツ倉から向かってるんです。そちらに。所

分ですから、ですから、そこまで待ってもらって、そしてそこで、今言ったような

作業ができるならそれでやるのがベストですから。わかります？言ってることが。どうぞ。

あのわかります。あの今ですね、多分全員が帰った訳じ

●たちは直そうとしているんでしょ、だって…。

じゃ、こうしましょう。良いですか？

はい、ちょっとすみません。現場の状況がですね、全体が帰ったのか、一部が帰ったのかとい

うのが把握できないんで、もう一度確認致しますが。

吉田さん？相澤です。 

あれですか？あの広野の消防車もおそらく２４

のバッテリーってトラックに載ってるバッテリーだいたいそんなもんだと思うんですね。

すみません。２４V のバッテリーとえーブースターケーブルは、今探して現地に持って行って

ます。１Ｆはね。 

で、その時に現場でですね、消防庁さんがその現場でリペアしようとしてらっしゃるのか、そ

れか帰ったチームと分離してリペアしようとされてるのかどうかが分かりません。そこが。と

いうことなんです。 

わかりました。そうするとあれですね。あんまり、あっちから、こっちから沢山集まってきて

も捌ききれないですよね？ 

 

ちょっとね・・・ 

１Ｆでやってることを見てた方が良い、見てたっていうか・・
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発言内容

レッジでえー訓練できるんだけどもどうしますか？という提案があったそうです。で、えっと

ー、●●の方は、えっとーまずは人選をして送るかどうかえー本部と相談しますというふうに

答えているそうなんですが、えっとーその方向でよろしいでしょうか？

え、ちょっと、同じ型式のっていうのは、今

はい。それがあるので、それをその操作訓練を

はい。わかりました。ちょっと待ってください。

ヴィレッジから大型の、この型式の合ったで良いんですね？消防庁？

型式の同じのが向かっているんですよね？今そっちにね、

ヴィレッジから向かってるんですよ。そちらへ。四ツ倉から向かってるんです。そちらに。所

分ですから、ですから、そこまで待ってもらって、そしてそこで、今言ったような

作業ができるならそれでやるのがベストですから。わかります？言ってることが。どうぞ。

あのわかります。あの今ですね、多分全員が帰った訳じ

●たちは直そうとしているんでしょ、だって…。

じゃ、こうしましょう。良いですか？ 

はい、ちょっとすみません。現場の状況がですね、全体が帰ったのか、一部が帰ったのかとい

うのが把握できないんで、もう一度確認致しますが。

あれですか？あの広野の消防車もおそらく２４

のバッテリーってトラックに載ってるバッテリーだいたいそんなもんだと思うんですね。

のバッテリーとえーブースターケーブルは、今探して現地に持って行って

で、その時に現場でですね、消防庁さんがその現場でリペアしようとしてらっしゃるのか、そ

れか帰ったチームと分離してリペアしようとされてるのかどうかが分かりません。そこが。と

わかりました。そうするとあれですね。あんまり、あっちから、こっちから沢山集まってきて
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ちょっと。すみません。あんまり憶測でやらないで、現場を確認してからやりたいと思います。

もう一度現場を確認させてください。

了解。了解。 

はい。了解。了解しました。

まず、まず確認した

はい。 

あの消防車は J

行ってない？はい。

行ってない。北門で待機してる。あ、すみません。正門で待機してるという状況ですから、ま

だ帰ったということではございません。

はい。帰ってない。放水は止まってる？放水は止まっている？

放水は止まってるよ。ちょっと待ってね、…ちょっと待ってね。

●●。円卓に来てください。●●。ブースターケーブル来ましたよ。

発電所吉田さん？

はい。吉田でございます。

えー先ほど申し上げたように、四ツ倉から同じ型式のバッテリーを積んだ車が今発電所に向か

っています。 

はい。 

えー40 分程で到着の見込みとなっています。え従ってえー、到着すればバッテリーを取り換え

てえー再開を試みるということになります。その前にそちらでえーブースターケーブル等によ

る対応が成功すれば、それはまた、さらに早いということになりますが、今、この２つという

ことがアプローチになっております。

はい。わかりました。

えぇ本店○○さん、本店○○さん？

はい。どうぞ。

えーと自衛隊の方の動きですけれども、えーと

出発しています。

はい。●●、●●？えー

ますが。 

はい。あのそういうことです。あの化学消防車

えー復旧班より、復旧班よりご報告致します。えー３号機注入中の補助ポンプのバッテリーが

上がった為、現在ポンプを止めております。えー２４

２４Vが無いので、１２
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はい。了解。了解しました。 

まず、まず確認した 1点目です。

Jヴィレッジ方面には行っておりません。
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だ帰ったということではございません。

はい。帰ってない。放水は止まってる？放水は止まっている？

放水は止まってるよ。ちょっと待ってね、…ちょっと待ってね。

●●。円卓に来てください。●●。ブースターケーブル来ましたよ。

発電所吉田さん？ 

はい。吉田でございます。 

えー先ほど申し上げたように、四ツ倉から同じ型式のバッテリーを積んだ車が今発電所に向か

 

分程で到着の見込みとなっています。え従ってえー、到着すればバッテリーを取り換え

てえー再開を試みるということになります。その前にそちらでえーブースターケーブル等によ

る対応が成功すれば、それはまた、さらに早いということになりますが、今、この２つという

ことがアプローチになっております。

はい。わかりました。 

えぇ本店○○さん、本店○○さん？

はい。どうぞ。 

えーと自衛隊の方の動きですけれども、えーと

出発しています。 

はい。●●、●●？えー14 時

はい。あのそういうことです。あの化学消防車

えー復旧班より、復旧班よりご報告致します。えー３号機注入中の補助ポンプのバッテリーが

上がった為、現在ポンプを止めております。えー２４

が無いので、１２Vを直列に繋いで、ブースターで繋いでえー再起動を図ります。その間、
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発言内容
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放水は止まってるよ。ちょっと待ってね、…ちょっと待ってね。

●●。円卓に来てください。●●。ブースターケーブル来ましたよ。

 

えー先ほど申し上げたように、四ツ倉から同じ型式のバッテリーを積んだ車が今発電所に向か

分程で到着の見込みとなっています。え従ってえー、到着すればバッテリーを取り換え

てえー再開を試みるということになります。その前にそちらでえーブースターケーブル等によ

る対応が成功すれば、それはまた、さらに早いということになりますが、今、この２つという

ことがアプローチになっております。 
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時 30 分に Jヴィレッジを自衛隊の化学防護車が出発したとなって

はい。あのそういうことです。あの化学消防車

えー復旧班より、復旧班よりご報告致します。えー３号機注入中の補助ポンプのバッテリーが
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る対応が成功すれば、それはまた、さらに早いということになりますが、今、この２つという

えーと自衛隊の方の動きですけれども、えーと 14 時 30 分。予定通りですね、
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ヴィレッジを

ヴィレッジを自衛隊の化学防護車が出発したとなって

えー復旧班より、復旧班よりご報告致します。えー３号機注入中の補助ポンプのバッテリーが

のバッテリーを交換したいんですが、

を直列に繋いで、ブースターで繋いでえー再起動を図ります。その間、
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官庁連絡班

武黒フェロー

官庁連絡班

吉田所長

 

吉田所長

 

吉田所長

 

 

吉田所長

 

吉田所長

 

吉田所長
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発言者  

 

吉田所長  

復旧班  

武黒フェロー  

官庁連絡班  

増田所長  

官庁連絡班  

武黒フェロー  

官庁連絡班  

吉田所長  

 

吉田所長  

 

吉田所長  

 

 

吉田所長  

 

吉田所長  

 

吉田所長  

 

年 3月 19 日 

 

今消防士の方のご要望で、えーちょっと免震棟で、まあ、おそらくマスクを取って休ませてく

れということなんで、えー休むことと致しました。その間うちの方でバッテリーを交換します。

えー本部長先ほどあのえ玄関の上で了解を得ました。

本店○○本部聞いてます。了解です。

じゃ、すみません。●●さん。

復旧班より報告致します。えー現場で働いた

ーとバッテリーの交換は保全部の電気関係の方と今対応してます。

はい。わかりました。本店○○わかりました。

２Ｆさん？あの本店○○の官庁連絡班の●●ですけれども。２Ｆさん？よろしいですか？

申し訳ありません。失礼しました。２Ｆです。

あ、あのすみません。あのえっと増田さん。

ど、本店○○側にも連絡入ってたんですけど、あのえっと本省の●●以下

えっとオフサイトセンターの方に行きたいという話しがあって・・・

ちょっとそういう話、個別で電話でしてくれないかな？今プレゼン中・・

はい。すみませんでした。

えーとすみません。本店○○さん？

はい。 

15 時 01 分。今度は自衛隊さんの消防車両

てる●●と合流して、えー現場の中に入ります。以上です。

はい。14 時 30

そうです。 

はい。 

１Ｆの吉田さん？すみません、確認させてください。入ったのは化学防護車ではないでしょう

か？それとも消防車でしょうか？

すみません。ちょっとそこの・・

化学消防車って聞いてますけれども。

聞いてんじゃなくて、実際に見た人が確認しなきゃならん。●●？車両はさ、化学消防車かど

うか確認してください。

こちらで連絡受けてるのは、偵察の為に化学防護車が

はい。まあ何れにしても確認してから連絡を致します。焦らないでください。焦らないでくだ

さい。 

はい。お願いします。
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今消防士の方のご要望で、えーちょっと免震棟で、まあ、おそらくマスクを取って休ませてく

れということなんで、えー休むことと致しました。その間うちの方でバッテリーを交換します。

えー本部長先ほどあのえ玄関の上で了解を得ました。

○本部聞いてます。了解です。

じゃ、すみません。●●さん。

復旧班より報告致します。えー現場で働いた

ーとバッテリーの交換は保全部の電気関係の方と今対応してます。

はい。わかりました。本店○○わかりました。

２Ｆさん？あの本店○○の官庁連絡班の●●ですけれども。２Ｆさん？よろしいですか？

申し訳ありません。失礼しました。２Ｆです。

あ、あのすみません。あのえっと増田さん。

ど、本店○○側にも連絡入ってたんですけど、あのえっと本省の●●以下

えっとオフサイトセンターの方に行きたいという話しがあって・・・

ちょっとそういう話、個別で電話でしてくれないかな？今プレゼン中・・

はい。すみませんでした。 

えーとすみません。本店○○さん？

分。今度は自衛隊さんの消防車両

てる●●と合流して、えー現場の中に入ります。以上です。

30 分、Jヴィレッジ出発した車ですね？

１Ｆの吉田さん？すみません、確認させてください。入ったのは化学防護車ではないでしょう

か？それとも消防車でしょうか？

すみません。ちょっとそこの・・

化学消防車って聞いてますけれども。

聞いてんじゃなくて、実際に見た人が確認しなきゃならん。●●？車両はさ、化学消防車かど

うか確認してください。 

こちらで連絡受けてるのは、偵察の為に化学防護車が

はい。まあ何れにしても確認してから連絡を致します。焦らないでください。焦らないでくだ

はい。お願いします。 

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容

今消防士の方のご要望で、えーちょっと免震棟で、まあ、おそらくマスクを取って休ませてく

れということなんで、えー休むことと致しました。その間うちの方でバッテリーを交換します。

えー本部長先ほどあのえ玄関の上で了解を得ました。

○本部聞いてます。了解です。 

じゃ、すみません。●●さん。18 人来るんで受け入れ態勢をよろしく。

復旧班より報告致します。えー現場で働いた

ーとバッテリーの交換は保全部の電気関係の方と今対応してます。

はい。わかりました。本店○○わかりました。

２Ｆさん？あの本店○○の官庁連絡班の●●ですけれども。２Ｆさん？よろしいですか？

申し訳ありません。失礼しました。２Ｆです。

あ、あのすみません。あのえっと増田さん。

ど、本店○○側にも連絡入ってたんですけど、あのえっと本省の●●以下

えっとオフサイトセンターの方に行きたいという話しがあって・・・

ちょっとそういう話、個別で電話でしてくれないかな？今プレゼン中・・

 

えーとすみません。本店○○さん？ 

分。今度は自衛隊さんの消防車両 2台がですね、正門到着です。そこで私共から行っ

てる●●と合流して、えー現場の中に入ります。以上です。

ヴィレッジ出発した車ですね？

１Ｆの吉田さん？すみません、確認させてください。入ったのは化学防護車ではないでしょう

か？それとも消防車でしょうか？ 

すみません。ちょっとそこの・・ 

化学消防車って聞いてますけれども。 

聞いてんじゃなくて、実際に見た人が確認しなきゃならん。●●？車両はさ、化学消防車かど

こちらで連絡受けてるのは、偵察の為に化学防護車が

はい。まあ何れにしても確認してから連絡を致します。焦らないでください。焦らないでくだ

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容 

今消防士の方のご要望で、えーちょっと免震棟で、まあ、おそらくマスクを取って休ませてく

れということなんで、えー休むことと致しました。その間うちの方でバッテリーを交換します。

えー本部長先ほどあのえ玄関の上で了解を得ました。 

人来るんで受け入れ態勢をよろしく。

復旧班より報告致します。えー現場で働いた 18 名の消防士の方、えー免震棟に着きました。え

ーとバッテリーの交換は保全部の電気関係の方と今対応してます。

はい。わかりました。本店○○わかりました。 

２Ｆさん？あの本店○○の官庁連絡班の●●ですけれども。２Ｆさん？よろしいですか？

申し訳ありません。失礼しました。２Ｆです。 

あ、あのすみません。あのえっと増田さん。Jヴィレッジに居る●●から連絡入ったんですけ

ど、本店○○側にも連絡入ってたんですけど、あのえっと本省の●●以下

えっとオフサイトセンターの方に行きたいという話しがあって・・・

ちょっとそういう話、個別で電話でしてくれないかな？今プレゼン中・・

台がですね、正門到着です。そこで私共から行っ

てる●●と合流して、えー現場の中に入ります。以上です。

ヴィレッジ出発した車ですね？ 

１Ｆの吉田さん？すみません、確認させてください。入ったのは化学防護車ではないでしょう

聞いてんじゃなくて、実際に見た人が確認しなきゃならん。●●？車両はさ、化学消防車かど

こちらで連絡受けてるのは、偵察の為に化学防護車が 2台っていうふうにお伺いしているので。

はい。まあ何れにしても確認してから連絡を致します。焦らないでください。焦らないでくだ

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

今消防士の方のご要望で、えーちょっと免震棟で、まあ、おそらくマスクを取って休ませてく

れということなんで、えー休むことと致しました。その間うちの方でバッテリーを交換します。

人来るんで受け入れ態勢をよろしく。 

名の消防士の方、えー免震棟に着きました。え

ーとバッテリーの交換は保全部の電気関係の方と今対応してます。 

２Ｆさん？あの本店○○の官庁連絡班の●●ですけれども。２Ｆさん？よろしいですか？

ヴィレッジに居る●●から連絡入ったんですけ

ど、本店○○側にも連絡入ってたんですけど、あのえっと本省の●●以下

えっとオフサイトセンターの方に行きたいという話しがあって・・・ 

ちょっとそういう話、個別で電話でしてくれないかな？今プレゼン中・・ 

台がですね、正門到着です。そこで私共から行っ

てる●●と合流して、えー現場の中に入ります。以上です。 

１Ｆの吉田さん？すみません、確認させてください。入ったのは化学防護車ではないでしょう

聞いてんじゃなくて、実際に見た人が確認しなきゃならん。●●？車両はさ、化学消防車かど

台っていうふうにお伺いしているので。

はい。まあ何れにしても確認してから連絡を致します。焦らないでください。焦らないでくだ

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始） 

今消防士の方のご要望で、えーちょっと免震棟で、まあ、おそらくマスクを取って休ませてく

れということなんで、えー休むことと致しました。その間うちの方でバッテリーを交換します。

 

名の消防士の方、えー免震棟に着きました。え

２Ｆさん？あの本店○○の官庁連絡班の●●ですけれども。２Ｆさん？よろしいですか？

ヴィレッジに居る●●から連絡入ったんですけ

ど、本店○○側にも連絡入ってたんですけど、あのえっと本省の●●以下 2名がですね、あの

 

台がですね、正門到着です。そこで私共から行っ

１Ｆの吉田さん？すみません、確認させてください。入ったのは化学防護車ではないでしょう

聞いてんじゃなくて、実際に見た人が確認しなきゃならん。●●？車両はさ、化学消防車かど

台っていうふうにお伺いしているので。

はい。まあ何れにしても確認してから連絡を致します。焦らないでください。焦らないでくだ

 

今消防士の方のご要望で、えーちょっと免震棟で、まあ、おそらくマスクを取って休ませてく

れということなんで、えー休むことと致しました。その間うちの方でバッテリーを交換します。

名の消防士の方、えー免震棟に着きました。え

２Ｆさん？あの本店○○の官庁連絡班の●●ですけれども。２Ｆさん？よろしいですか？ 

ヴィレッジに居る●●から連絡入ったんですけ

名がですね、あの

台がですね、正門到着です。そこで私共から行っ

１Ｆの吉田さん？すみません、確認させてください。入ったのは化学防護車ではないでしょう

聞いてんじゃなくて、実際に見た人が確認しなきゃならん。●●？車両はさ、化学消防車かど

台っていうふうにお伺いしているので。 

はい。まあ何れにしても確認してから連絡を致します。焦らないでください。焦らないでくだ
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本店 
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本店 
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１Ｆ 

本店 
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本店 

１Ｆ 

本店 

１Ｆ 
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本店 
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吉田所長

武黒フェロー

吉田所長

武黒フェロー

 

武黒フェロー

武黒フェロー

 

武黒フェロー

 

 

武黒フェロー

 

海江田大臣

 

海江田大臣

 

武黒フェロー

 

 

武黒フェロー

 

テレビ会議 2011 年

 

発言者  

吉田所長  

武黒フェロー  

吉田所長  

武黒フェロー  

 

武黒フェロー  

武黒フェロー  

 

武黒フェロー  

 

 

武黒フェロー  

 

海江田大臣  

 

海江田大臣  

 

武黒フェロー  

 

 

武黒フェロー  

 

年 3月 19 日 

 

えー今あの、今度はまた消防ですが、消防庁の方、今まで消火してらっしゃった方達が、えー

今あーー免震重要棟の入口に入って参りました。

はい。えーと消防庁の方、免震棟。了解しました。

えー自衛隊の、すみません。また自衛隊の話になるんで混乱しないでください。自衛隊の北門

に着いた車両は、偵察の為の

はい。偵察車。

有り難うございました。

●●。●●。 

１Ｆ吉田さん？

●●です。吉田所長は今、消防のみなさんと打ち合わせ・・・

良いです。はい。間もなくあの四ツ倉からバッテリーを積んだ車が着く時間になりますので、

えー正門を通過したら連絡ください。

了解致しました。

すみません。本部さん？ちょっと教えてください。どんな車で来られるかお分かりでしょうか？

はい。ちょっと待ってください。今消防に確認します。

よろしくお願いします。

１Ｆの●●？海江田ですが。あともう一つだけちょっとお願いがあります。

はい。●●でございます。

今消防の車の状況がどんな状況にあるのかということを、ちょっとあの確認してください。お

願いします。消防車です。消防車がどんな状況か確認してください。

わかりました。

●●？四ツ倉からの車は赤いライトバンです。赤いライトバン。

赤いライトバンですか？はい。わかりました。

福島第一の●●ですけども、今の注水活動の状況を簡単にご説明します。

はい。お願いします。

はい。、えっと

るブースターポンプ。それからえ、実際に注入するはしご車。この

べくえ、操作を始めました。えーその結果、えーはしご車の方のバッテリーがどうも上がって

いる様子で、えー起動ができませんでした。ただし、海側のブースターポンプは正常起動した

為、結果として海側のブースターポンプのみで放水されてる状態になってます。ですから、え

ー放水量或いは、射程距離も十分ではありません。この状態で今はえぇ続いて放置してありま

す。えぇそれに対しましては、おそらくバッテリーの上がりだと思っておりますので、えー急

遽バッテリーの用意をしておりますが、えー当方にありましたバッテリー、１２

ーしか手元に今ございませんでしたので、えーそれをまあ直列に繋いで何とか２４
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えー今あの、今度はまた消防ですが、消防庁の方、今まで消火してらっしゃった方達が、えー

今あーー免震重要棟の入口に入って参りました。

はい。えーと消防庁の方、免震棟。了解しました。

えー自衛隊の、すみません。また自衛隊の話になるんで混乱しないでください。自衛隊の北門

に着いた車両は、偵察の為の

はい。偵察車。 

有り難うございました。 

 

１Ｆ吉田さん？ 

●●です。吉田所長は今、消防のみなさんと打ち合わせ・・・

良いです。はい。間もなくあの四ツ倉からバッテリーを積んだ車が着く時間になりますので、

えー正門を通過したら連絡ください。

了解致しました。 

すみません。本部さん？ちょっと教えてください。どんな車で来られるかお分かりでしょうか？

はい。ちょっと待ってください。今消防に確認します。

よろしくお願いします。 

１Ｆの●●？海江田ですが。あともう一つだけちょっとお願いがあります。

はい。●●でございます。 

今消防の車の状況がどんな状況にあるのかということを、ちょっとあの確認してください。お

願いします。消防車です。消防車がどんな状況か確認してください。

わかりました。 

●●？四ツ倉からの車は赤いライトバンです。赤いライトバン。

赤いライトバンですか？はい。わかりました。

福島第一の●●ですけども、今の注水活動の状況を簡単にご説明します。

はい。お願いします。 

はい。、えっと 1 時 55 分に入構してからですね、えぇ現場の作業を始めました。えー海側にあ

るブースターポンプ。それからえ、実際に注入するはしご車。この

べくえ、操作を始めました。えーその結果、えーはしご車の方のバッテリーがどうも上がって

いる様子で、えー起動ができませんでした。ただし、海側のブースターポンプは正常起動した

為、結果として海側のブースターポンプのみで放水されてる状態になってます。ですから、え

ー放水量或いは、射程距離も十分ではありません。この状態で今はえぇ続いて放置してありま

ぇそれに対しましては、おそらくバッテリーの上がりだと思っておりますので、えー急

遽バッテリーの用意をしておりますが、えー当方にありましたバッテリー、１２

ーしか手元に今ございませんでしたので、えーそれをまあ直列に繋いで何とか２４

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容

えー今あの、今度はまた消防ですが、消防庁の方、今まで消火してらっしゃった方達が、えー

今あーー免震重要棟の入口に入って参りました。

はい。えーと消防庁の方、免震棟。了解しました。

えー自衛隊の、すみません。また自衛隊の話になるんで混乱しないでください。自衛隊の北門

に着いた車両は、偵察の為の 2両ということでございます。

●●です。吉田所長は今、消防のみなさんと打ち合わせ・・・

良いです。はい。間もなくあの四ツ倉からバッテリーを積んだ車が着く時間になりますので、

えー正門を通過したら連絡ください。 

すみません。本部さん？ちょっと教えてください。どんな車で来られるかお分かりでしょうか？

はい。ちょっと待ってください。今消防に確認します。

１Ｆの●●？海江田ですが。あともう一つだけちょっとお願いがあります。

 

今消防の車の状況がどんな状況にあるのかということを、ちょっとあの確認してください。お

願いします。消防車です。消防車がどんな状況か確認してください。

●●？四ツ倉からの車は赤いライトバンです。赤いライトバン。

赤いライトバンですか？はい。わかりました。

福島第一の●●ですけども、今の注水活動の状況を簡単にご説明します。

分に入構してからですね、えぇ現場の作業を始めました。えー海側にあ

るブースターポンプ。それからえ、実際に注入するはしご車。この

べくえ、操作を始めました。えーその結果、えーはしご車の方のバッテリーがどうも上がって

いる様子で、えー起動ができませんでした。ただし、海側のブースターポンプは正常起動した

為、結果として海側のブースターポンプのみで放水されてる状態になってます。ですから、え

ー放水量或いは、射程距離も十分ではありません。この状態で今はえぇ続いて放置してありま

ぇそれに対しましては、おそらくバッテリーの上がりだと思っておりますので、えー急

遽バッテリーの用意をしておりますが、えー当方にありましたバッテリー、１２

ーしか手元に今ございませんでしたので、えーそれをまあ直列に繋いで何とか２４

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容 

えー今あの、今度はまた消防ですが、消防庁の方、今まで消火してらっしゃった方達が、えー

今あーー免震重要棟の入口に入って参りました。 

はい。えーと消防庁の方、免震棟。了解しました。 

えー自衛隊の、すみません。また自衛隊の話になるんで混乱しないでください。自衛隊の北門

両ということでございます。

●●です。吉田所長は今、消防のみなさんと打ち合わせ・・・

良いです。はい。間もなくあの四ツ倉からバッテリーを積んだ車が着く時間になりますので、

すみません。本部さん？ちょっと教えてください。どんな車で来られるかお分かりでしょうか？

はい。ちょっと待ってください。今消防に確認します。 

１Ｆの●●？海江田ですが。あともう一つだけちょっとお願いがあります。

今消防の車の状況がどんな状況にあるのかということを、ちょっとあの確認してください。お

願いします。消防車です。消防車がどんな状況か確認してください。

●●？四ツ倉からの車は赤いライトバンです。赤いライトバン。

赤いライトバンですか？はい。わかりました。 

福島第一の●●ですけども、今の注水活動の状況を簡単にご説明します。

分に入構してからですね、えぇ現場の作業を始めました。えー海側にあ

るブースターポンプ。それからえ、実際に注入するはしご車。この

べくえ、操作を始めました。えーその結果、えーはしご車の方のバッテリーがどうも上がって

いる様子で、えー起動ができませんでした。ただし、海側のブースターポンプは正常起動した

為、結果として海側のブースターポンプのみで放水されてる状態になってます。ですから、え

ー放水量或いは、射程距離も十分ではありません。この状態で今はえぇ続いて放置してありま

ぇそれに対しましては、おそらくバッテリーの上がりだと思っておりますので、えー急

遽バッテリーの用意をしておりますが、えー当方にありましたバッテリー、１２

ーしか手元に今ございませんでしたので、えーそれをまあ直列に繋いで何とか２４

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

えー今あの、今度はまた消防ですが、消防庁の方、今まで消火してらっしゃった方達が、えー

えー自衛隊の、すみません。また自衛隊の話になるんで混乱しないでください。自衛隊の北門

両ということでございます。 

●●です。吉田所長は今、消防のみなさんと打ち合わせ・・・ 

良いです。はい。間もなくあの四ツ倉からバッテリーを積んだ車が着く時間になりますので、

すみません。本部さん？ちょっと教えてください。どんな車で来られるかお分かりでしょうか？

１Ｆの●●？海江田ですが。あともう一つだけちょっとお願いがあります。

今消防の車の状況がどんな状況にあるのかということを、ちょっとあの確認してください。お

願いします。消防車です。消防車がどんな状況か確認してください。 

●●？四ツ倉からの車は赤いライトバンです。赤いライトバン。 

福島第一の●●ですけども、今の注水活動の状況を簡単にご説明します。 

分に入構してからですね、えぇ現場の作業を始めました。えー海側にあ

るブースターポンプ。それからえ、実際に注入するはしご車。この 2台を同時にえー起動する

べくえ、操作を始めました。えーその結果、えーはしご車の方のバッテリーがどうも上がって

いる様子で、えー起動ができませんでした。ただし、海側のブースターポンプは正常起動した

為、結果として海側のブースターポンプのみで放水されてる状態になってます。ですから、え

ー放水量或いは、射程距離も十分ではありません。この状態で今はえぇ続いて放置してありま

ぇそれに対しましては、おそらくバッテリーの上がりだと思っておりますので、えー急

遽バッテリーの用意をしておりますが、えー当方にありましたバッテリー、１２

ーしか手元に今ございませんでしたので、えーそれをまあ直列に繋いで何とか２４

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始） 

えー今あの、今度はまた消防ですが、消防庁の方、今まで消火してらっしゃった方達が、えー

えー自衛隊の、すみません。また自衛隊の話になるんで混乱しないでください。自衛隊の北門

良いです。はい。間もなくあの四ツ倉からバッテリーを積んだ車が着く時間になりますので、

すみません。本部さん？ちょっと教えてください。どんな車で来られるかお分かりでしょうか？

１Ｆの●●？海江田ですが。あともう一つだけちょっとお願いがあります。 

今消防の車の状況がどんな状況にあるのかということを、ちょっとあの確認してください。お

 

分に入構してからですね、えぇ現場の作業を始めました。えー海側にあ

台を同時にえー起動する

べくえ、操作を始めました。えーその結果、えーはしご車の方のバッテリーがどうも上がって

いる様子で、えー起動ができませんでした。ただし、海側のブースターポンプは正常起動した

為、結果として海側のブースターポンプのみで放水されてる状態になってます。ですから、え

ー放水量或いは、射程距離も十分ではありません。この状態で今はえぇ続いて放置してありま

ぇそれに対しましては、おそらくバッテリーの上がりだと思っておりますので、えー急

遽バッテリーの用意をしておりますが、えー当方にありましたバッテリー、１２V のバッテリ

ーしか手元に今ございませんでしたので、えーそれをまあ直列に繋いで何とか２４Vのスペッ

 

えー今あの、今度はまた消防ですが、消防庁の方、今まで消火してらっしゃった方達が、えー

えー自衛隊の、すみません。また自衛隊の話になるんで混乱しないでください。自衛隊の北門

良いです。はい。間もなくあの四ツ倉からバッテリーを積んだ車が着く時間になりますので、

すみません。本部さん？ちょっと教えてください。どんな車で来られるかお分かりでしょうか？ 

今消防の車の状況がどんな状況にあるのかということを、ちょっとあの確認してください。お

分に入構してからですね、えぇ現場の作業を始めました。えー海側にあ

台を同時にえー起動する

べくえ、操作を始めました。えーその結果、えーはしご車の方のバッテリーがどうも上がって

いる様子で、えー起動ができませんでした。ただし、海側のブースターポンプは正常起動した

為、結果として海側のブースターポンプのみで放水されてる状態になってます。ですから、え

ー放水量或いは、射程距離も十分ではありません。この状態で今はえぇ続いて放置してありま

ぇそれに対しましては、おそらくバッテリーの上がりだと思っておりますので、えー急
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クに近づけないかというトライを今やろうとしている、或いはやり始めたくらいのところでご

ざいます。えー他方で２４

もえ、バッテリーを入手次第、もう一度えーチャージをして、エンジンをかけてみて、起動で

きればえ、昨日

が、一度ここの緊急対策室に今上がってきてもらいました。え、それで我々の活動状況をご報

告して、えーその状況によって、えぇ必要があれば再度現場に入っていただきます。そこのと

ころはこれからお話をしたいと思います。状況は以上です。

はい。わかりました。一方、あのご承知のように四ツ倉からえ、同じ型式のバッテリーを積ん

だ車、赤いライトバンだそうですが、えー既に

到着する頃だと思います。その両方のどちらかより早くできる方で対応していただければとい

うふうに思います。

はい。了解しました。

現場の方の状況です。

2 台が入構されました。

先導車というと紛らわしいので、今回は偵察が目的となっております。従って、偵察車とうふ

うに言ってください。

了解しました。じゃ、偵察車ということであのお話致します。

えー１Ｆの●●？

はい。●●です。

先ほどあの、ちょっとあの今のバッテリーの話と違いますが、あの今訓練の話が、

ジで訓練をするから要員を出さないかというお話があったということですね？

はい。そのように聞いております。

はい。あの件ですが、今調べましたらえー、南明興産で例の米軍の高圧放水車の訓練を受けた

方 3 名が今２Ｆにいます。で、この方達はあの今の

とが可能です。

はい、わかりました。えっとその旨オファーさせていただいてよろしいですか

ですから、時間、日時を指定していただければ、あーこちらから南明興産の

ジに向かっていただくように致しますので、えーその点を明確にしていただければ対応できま

す。 

了解致しました。その旨、そうしましたら消防さんの方へお伝えを致します。

はい。よろしくお願いします。

えー本部さん？本部どうぞ。福島第一吉田です。

はい。どうぞ。

えっと今ですね、あの消防さんと話をしてます●●からも伝わってると思いますけども、あの

基本的には我々、例えばバッテリーをかけるだとかあのということもこちらでやるということ

で、極力我々でやるということで進んでます。それと、よろしいですか？あの、えー今ありま

したですね、訓練の件なんですけども、これはもう既に手配していただいたということでよろ

しいですか？ 

はい。南明興産の

 （３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始
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クに近づけないかというトライを今やろうとしている、或いはやり始めたくらいのところでご

ざいます。えー他方で２４Vバッテリーの手配の話もあると聞いておりますので、何れにして

もえ、バッテリーを入手次第、もう一度えーチャージをして、エンジンをかけてみて、起動で

きればえ、昨日の状態には戻せると思います。一方、あの消防署の方々には申し訳ないんです

が、一度ここの緊急対策室に今上がってきてもらいました。え、それで我々の活動状況をご報

告して、えーその状況によって、えぇ必要があれば再度現場に入っていただきます。そこのと

ころはこれからお話をしたいと思います。状況は以上です。

はい。わかりました。一方、あのご承知のように四ツ倉からえ、同じ型式のバッテリーを積ん

だ車、赤いライトバンだそうですが、えー既に

る頃だと思います。その両方のどちらかより早くできる方で対応していただければとい

うふうに思います。 

はい。了解しました。 

現場の方の状況です。15 時 21

台が入構されました。 

先導車というと紛らわしいので、今回は偵察が目的となっております。従って、偵察車とうふ

うに言ってください。 

了解しました。じゃ、偵察車ということであのお話致します。

えー１Ｆの●●？ 

はい。●●です。 

先ほどあの、ちょっとあの今のバッテリーの話と違いますが、あの今訓練の話が、

ジで訓練をするから要員を出さないかというお話があったということですね？

はい。そのように聞いております。

はい。あの件ですが、今調べましたらえー、南明興産で例の米軍の高圧放水車の訓練を受けた

名が今２Ｆにいます。で、この方達はあの今の

とが可能です。 

はい、わかりました。えっとその旨オファーさせていただいてよろしいですか

ですから、時間、日時を指定していただければ、あーこちらから南明興産の

ジに向かっていただくように致しますので、えーその点を明確にしていただければ対応できま

了解致しました。その旨、そうしましたら消防さんの方へお伝えを致します。

はい。よろしくお願いします。

えー本部さん？本部どうぞ。福島第一吉田です。

はい。どうぞ。 

えっと今ですね、あの消防さんと話をしてます●●からも伝わってると思いますけども、あの

基本的には我々、例えばバッテリーをかけるだとかあのということもこちらでやるということ

で、極力我々でやるということで進んでます。それと、よろしいですか？あの、えー今ありま

したですね、訓練の件なんですけども、これはもう既に手配していただいたということでよろ

 

はい。南明興産の 3 名にはこちらから連絡して訓練できることが確認済みですから、あとは・・

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容

クに近づけないかというトライを今やろうとしている、或いはやり始めたくらいのところでご

バッテリーの手配の話もあると聞いておりますので、何れにして

もえ、バッテリーを入手次第、もう一度えーチャージをして、エンジンをかけてみて、起動で

の状態には戻せると思います。一方、あの消防署の方々には申し訳ないんです

が、一度ここの緊急対策室に今上がってきてもらいました。え、それで我々の活動状況をご報

告して、えーその状況によって、えぇ必要があれば再度現場に入っていただきます。そこのと

ころはこれからお話をしたいと思います。状況は以上です。

はい。わかりました。一方、あのご承知のように四ツ倉からえ、同じ型式のバッテリーを積ん

だ車、赤いライトバンだそうですが、えー既に

る頃だと思います。その両方のどちらかより早くできる方で対応していただければとい

21 分頃、15 時 21

先導車というと紛らわしいので、今回は偵察が目的となっております。従って、偵察車とうふ

了解しました。じゃ、偵察車ということであのお話致します。

先ほどあの、ちょっとあの今のバッテリーの話と違いますが、あの今訓練の話が、

ジで訓練をするから要員を出さないかというお話があったということですね？

はい。そのように聞いております。 

はい。あの件ですが、今調べましたらえー、南明興産で例の米軍の高圧放水車の訓練を受けた

名が今２Ｆにいます。で、この方達はあの今の

はい、わかりました。えっとその旨オファーさせていただいてよろしいですか

ですから、時間、日時を指定していただければ、あーこちらから南明興産の

ジに向かっていただくように致しますので、えーその点を明確にしていただければ対応できま

了解致しました。その旨、そうしましたら消防さんの方へお伝えを致します。

はい。よろしくお願いします。 

えー本部さん？本部どうぞ。福島第一吉田です。

えっと今ですね、あの消防さんと話をしてます●●からも伝わってると思いますけども、あの

基本的には我々、例えばバッテリーをかけるだとかあのということもこちらでやるということ

で、極力我々でやるということで進んでます。それと、よろしいですか？あの、えー今ありま

したですね、訓練の件なんですけども、これはもう既に手配していただいたということでよろ

名にはこちらから連絡して訓練できることが確認済みですから、あとは・・
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発言内容 

クに近づけないかというトライを今やろうとしている、或いはやり始めたくらいのところでご

バッテリーの手配の話もあると聞いておりますので、何れにして

もえ、バッテリーを入手次第、もう一度えーチャージをして、エンジンをかけてみて、起動で

の状態には戻せると思います。一方、あの消防署の方々には申し訳ないんです

が、一度ここの緊急対策室に今上がってきてもらいました。え、それで我々の活動状況をご報

告して、えーその状況によって、えぇ必要があれば再度現場に入っていただきます。そこのと

ころはこれからお話をしたいと思います。状況は以上です。

はい。わかりました。一方、あのご承知のように四ツ倉からえ、同じ型式のバッテリーを積ん

だ車、赤いライトバンだそうですが、えー既に 45 分くらい前に出発してますので、えそろそろ

る頃だと思います。その両方のどちらかより早くできる方で対応していただければとい

21 分頃、今度は自衛隊ですが、自衛隊の方の先導車

先導車というと紛らわしいので、今回は偵察が目的となっております。従って、偵察車とうふ

了解しました。じゃ、偵察車ということであのお話致します。

先ほどあの、ちょっとあの今のバッテリーの話と違いますが、あの今訓練の話が、

ジで訓練をするから要員を出さないかというお話があったということですね？

はい。あの件ですが、今調べましたらえー、南明興産で例の米軍の高圧放水車の訓練を受けた

名が今２Ｆにいます。で、この方達はあの今の Jヴィレッジでの消防庁の訓練を受けるこ

はい、わかりました。えっとその旨オファーさせていただいてよろしいですか

ですから、時間、日時を指定していただければ、あーこちらから南明興産の

ジに向かっていただくように致しますので、えーその点を明確にしていただければ対応できま

了解致しました。その旨、そうしましたら消防さんの方へお伝えを致します。

えー本部さん？本部どうぞ。福島第一吉田です。 

えっと今ですね、あの消防さんと話をしてます●●からも伝わってると思いますけども、あの

基本的には我々、例えばバッテリーをかけるだとかあのということもこちらでやるということ

で、極力我々でやるということで進んでます。それと、よろしいですか？あの、えー今ありま

したですね、訓練の件なんですけども、これはもう既に手配していただいたということでよろ

名にはこちらから連絡して訓練できることが確認済みですから、あとは・・

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

クに近づけないかというトライを今やろうとしている、或いはやり始めたくらいのところでご

バッテリーの手配の話もあると聞いておりますので、何れにして

もえ、バッテリーを入手次第、もう一度えーチャージをして、エンジンをかけてみて、起動で

の状態には戻せると思います。一方、あの消防署の方々には申し訳ないんです

が、一度ここの緊急対策室に今上がってきてもらいました。え、それで我々の活動状況をご報

告して、えーその状況によって、えぇ必要があれば再度現場に入っていただきます。そこのと

ころはこれからお話をしたいと思います。状況は以上です。 

はい。わかりました。一方、あのご承知のように四ツ倉からえ、同じ型式のバッテリーを積ん

分くらい前に出発してますので、えそろそろ

る頃だと思います。その両方のどちらかより早くできる方で対応していただければとい

分頃、今度は自衛隊ですが、自衛隊の方の先導車

先導車というと紛らわしいので、今回は偵察が目的となっております。従って、偵察車とうふ

了解しました。じゃ、偵察車ということであのお話致します。 

先ほどあの、ちょっとあの今のバッテリーの話と違いますが、あの今訓練の話が、

ジで訓練をするから要員を出さないかというお話があったということですね？

はい。あの件ですが、今調べましたらえー、南明興産で例の米軍の高圧放水車の訓練を受けた

ヴィレッジでの消防庁の訓練を受けるこ

はい、わかりました。えっとその旨オファーさせていただいてよろしいですか

ですから、時間、日時を指定していただければ、あーこちらから南明興産の

ジに向かっていただくように致しますので、えーその点を明確にしていただければ対応できま

了解致しました。その旨、そうしましたら消防さんの方へお伝えを致します。

えっと今ですね、あの消防さんと話をしてます●●からも伝わってると思いますけども、あの

基本的には我々、例えばバッテリーをかけるだとかあのということもこちらでやるということ

で、極力我々でやるということで進んでます。それと、よろしいですか？あの、えー今ありま

したですね、訓練の件なんですけども、これはもう既に手配していただいたということでよろ

名にはこちらから連絡して訓練できることが確認済みですから、あとは・・

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始） 

クに近づけないかというトライを今やろうとしている、或いはやり始めたくらいのところでご

バッテリーの手配の話もあると聞いておりますので、何れにして

もえ、バッテリーを入手次第、もう一度えーチャージをして、エンジンをかけてみて、起動で

の状態には戻せると思います。一方、あの消防署の方々には申し訳ないんです

が、一度ここの緊急対策室に今上がってきてもらいました。え、それで我々の活動状況をご報

告して、えーその状況によって、えぇ必要があれば再度現場に入っていただきます。そこのと

はい。わかりました。一方、あのご承知のように四ツ倉からえ、同じ型式のバッテリーを積ん

分くらい前に出発してますので、えそろそろ

る頃だと思います。その両方のどちらかより早くできる方で対応していただければとい

分頃、今度は自衛隊ですが、自衛隊の方の先導車

先導車というと紛らわしいので、今回は偵察が目的となっております。従って、偵察車とうふ

先ほどあの、ちょっとあの今のバッテリーの話と違いますが、あの今訓練の話が、Jヴィレッ

ジで訓練をするから要員を出さないかというお話があったということですね？ 

はい。あの件ですが、今調べましたらえー、南明興産で例の米軍の高圧放水車の訓練を受けた

ヴィレッジでの消防庁の訓練を受けるこ

はい、わかりました。えっとその旨オファーさせていただいてよろしいですか 

ですから、時間、日時を指定していただければ、あーこちらから南明興産の 3名に Jヴィレッ

ジに向かっていただくように致しますので、えーその点を明確にしていただければ対応できま

了解致しました。その旨、そうしましたら消防さんの方へお伝えを致します。 

えっと今ですね、あの消防さんと話をしてます●●からも伝わってると思いますけども、あの

基本的には我々、例えばバッテリーをかけるだとかあのということもこちらでやるということ

で、極力我々でやるということで進んでます。それと、よろしいですか？あの、えー今ありま

したですね、訓練の件なんですけども、これはもう既に手配していただいたということでよろ

名にはこちらから連絡して訓練できることが確認済みですから、あとは・・

 

クに近づけないかというトライを今やろうとしている、或いはやり始めたくらいのところでご

バッテリーの手配の話もあると聞いておりますので、何れにして

もえ、バッテリーを入手次第、もう一度えーチャージをして、エンジンをかけてみて、起動で

の状態には戻せると思います。一方、あの消防署の方々には申し訳ないんです

が、一度ここの緊急対策室に今上がってきてもらいました。え、それで我々の活動状況をご報

告して、えーその状況によって、えぇ必要があれば再度現場に入っていただきます。そこのと

はい。わかりました。一方、あのご承知のように四ツ倉からえ、同じ型式のバッテリーを積ん

分くらい前に出発してますので、えそろそろ

る頃だと思います。その両方のどちらかより早くできる方で対応していただければとい

分頃、今度は自衛隊ですが、自衛隊の方の先導車

先導車というと紛らわしいので、今回は偵察が目的となっております。従って、偵察車とうふ

ヴィレッ

はい。あの件ですが、今調べましたらえー、南明興産で例の米軍の高圧放水車の訓練を受けた

ヴィレッジでの消防庁の訓練を受けるこ

ヴィレッ

ジに向かっていただくように致しますので、えーその点を明確にしていただければ対応できま

えっと今ですね、あの消防さんと話をしてます●●からも伝わってると思いますけども、あの

基本的には我々、例えばバッテリーをかけるだとかあのということもこちらでやるということ

で、極力我々でやるということで進んでます。それと、よろしいですか？あの、えー今ありま

したですね、訓練の件なんですけども、これはもう既に手配していただいたということでよろ

名にはこちらから連絡して訓練できることが確認済みですから、あとは・・ 
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確認済みですね？

済みです。はい。従って、後は日時を決めれば、その

だきます。 

で、その方は今日いらっしゃる訳ですね？

確認とれてます。いや、２Ｆに居ます。２Ｆに居ます。

２Ｆに居る？はい。わかりました。じゃ、その方達に時間と場所をご連絡すればってことで・・・

はい。場所は J

わかりました。

本店○○本部さん？１Ｆ●●です。

はい。どうぞ。

はい。今ですね、消防庁の方と例の訓練の話をさせていただきました。えー

はい。 

1 点はですね、やはり、いろんな系統で情報をやりとりしてしまうと混乱するので、この訓練

についても、いつもそちらの方の本部さんとえー消防の通常のライン、いつも情報を色々やり

とりしていただきてるラインで、具体的にいつ、どこどこでやりましょうということを決めて

いただいた方が良いだろうと。というご判断が１点です。

はい。その方が良いと思います。

それからですね、えっと消防の方は基本的に今の退避エリアよりも外で訓練を行いたい。従っ

て、Jヴィレッジはその中なので、

うふうに考えておられるようなあのかたちでございました。以上でよろしくお願い致します。

わかりました。その

よろしくお願い致します。

はい。 

●●。建設班？あの今朝、ちょっと●●さんにお願いしましたが、発電所内の瓦礫撤去後の写

真をあの用意してほしいと言ったんですが、あの昨日の段階である程度の物が有ったと思うの

で、今有る物をちょっと持って来て、あの細野補佐官にお見せ願えませんか？

えー本店○○さん？福島第一です。あの自衛隊の方の偵察の件ですけれども、えーと偵察が終

了してですね、えぇ今日のところはえぇ

J ヴィレッジに戻るということですね？

はい。そうです。

はい。あの我々もその予定だと聞いております。で、その上であのえー

るかどうかの判断になると。えー我々は極力その判断で４号の放水をされることを期待してる

訳です。 
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確認済みですね？ 

済みです。はい。従って、後は日時を決めれば、その

で、その方は今日いらっしゃる訳ですね？

確認とれてます。いや、２Ｆに居ます。２Ｆに居ます。

２Ｆに居る？はい。わかりました。じゃ、その方達に時間と場所をご連絡すればってことで・・・

Jヴィレッジですから、後は時間を、日時を指定するだけです。

わかりました。 

本店○○本部さん？１Ｆ●●です。

はい。どうぞ。 

はい。今ですね、消防庁の方と例の訓練の話をさせていただきました。えー

点はですね、やはり、いろんな系統で情報をやりとりしてしまうと混乱するので、この訓練

についても、いつもそちらの方の本部さんとえー消防の通常のライン、いつも情報を色々やり

とりしていただきてるラインで、具体的にいつ、どこどこでやりましょうということを決めて

いただいた方が良いだろうと。というご判断が１点です。

はい。その方が良いと思います。

それからですね、えっと消防の方は基本的に今の退避エリアよりも外で訓練を行いたい。従っ

ヴィレッジはその中なので、

うふうに考えておられるようなあのかたちでございました。以上でよろしくお願い致します。

わかりました。その 2点を踏まえて、今後はあの東京の消防の方と調整を致します。

よろしくお願い致します。 

●●。建設班？あの今朝、ちょっと●●さんにお願いしましたが、発電所内の瓦礫撤去後の写

真をあの用意してほしいと言ったんですが、あの昨日の段階である程度の物が有ったと思うの

で、今有る物をちょっと持って来て、あの細野補佐官にお見せ願えませんか？

えー本店○○さん？福島第一です。あの自衛隊の方の偵察の件ですけれども、えーと偵察が終

了してですね、えぇ今日のところはえぇ

ヴィレッジに戻るということですね？

はい。そうです。 

はい。あの我々もその予定だと聞いております。で、その上であのえー

るかどうかの判断になると。えー我々は極力その判断で４号の放水をされることを期待してる

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容

済みです。はい。従って、後は日時を決めれば、その

で、その方は今日いらっしゃる訳ですね？Jヴィレッジに。

確認とれてます。いや、２Ｆに居ます。２Ｆに居ます。

２Ｆに居る？はい。わかりました。じゃ、その方達に時間と場所をご連絡すればってことで・・・

ヴィレッジですから、後は時間を、日時を指定するだけです。

本店○○本部さん？１Ｆ●●です。 

はい。今ですね、消防庁の方と例の訓練の話をさせていただきました。えー

点はですね、やはり、いろんな系統で情報をやりとりしてしまうと混乱するので、この訓練

についても、いつもそちらの方の本部さんとえー消防の通常のライン、いつも情報を色々やり

とりしていただきてるラインで、具体的にいつ、どこどこでやりましょうということを決めて

いただいた方が良いだろうと。というご判断が１点です。

はい。その方が良いと思います。 

それからですね、えっと消防の方は基本的に今の退避エリアよりも外で訓練を行いたい。従っ

ヴィレッジはその中なので、J ヴィレッジを使うことに関してはあまりよろしくないとい

うふうに考えておられるようなあのかたちでございました。以上でよろしくお願い致します。

点を踏まえて、今後はあの東京の消防の方と調整を致します。

 

●●。建設班？あの今朝、ちょっと●●さんにお願いしましたが、発電所内の瓦礫撤去後の写

真をあの用意してほしいと言ったんですが、あの昨日の段階である程度の物が有ったと思うの

で、今有る物をちょっと持って来て、あの細野補佐官にお見せ願えませんか？

えー本店○○さん？福島第一です。あの自衛隊の方の偵察の件ですけれども、えーと偵察が終

了してですね、えぇ今日のところはえぇ Jヴィレッジの方に戻るという連絡が入りました。

ヴィレッジに戻るということですね？ 

はい。あの我々もその予定だと聞いております。で、その上であのえー

るかどうかの判断になると。えー我々は極力その判断で４号の放水をされることを期待してる

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容 

済みです。はい。従って、後は日時を決めれば、その 3 名の方に

ヴィレッジに。

確認とれてます。いや、２Ｆに居ます。２Ｆに居ます。 

２Ｆに居る？はい。わかりました。じゃ、その方達に時間と場所をご連絡すればってことで・・・

ヴィレッジですから、後は時間を、日時を指定するだけです。

はい。今ですね、消防庁の方と例の訓練の話をさせていただきました。えー

点はですね、やはり、いろんな系統で情報をやりとりしてしまうと混乱するので、この訓練

についても、いつもそちらの方の本部さんとえー消防の通常のライン、いつも情報を色々やり

とりしていただきてるラインで、具体的にいつ、どこどこでやりましょうということを決めて

いただいた方が良いだろうと。というご判断が１点です。 

それからですね、えっと消防の方は基本的に今の退避エリアよりも外で訓練を行いたい。従っ

ヴィレッジを使うことに関してはあまりよろしくないとい

うふうに考えておられるようなあのかたちでございました。以上でよろしくお願い致します。

点を踏まえて、今後はあの東京の消防の方と調整を致します。

●●。建設班？あの今朝、ちょっと●●さんにお願いしましたが、発電所内の瓦礫撤去後の写

真をあの用意してほしいと言ったんですが、あの昨日の段階である程度の物が有ったと思うの

で、今有る物をちょっと持って来て、あの細野補佐官にお見せ願えませんか？

えー本店○○さん？福島第一です。あの自衛隊の方の偵察の件ですけれども、えーと偵察が終

ヴィレッジの方に戻るという連絡が入りました。

はい。あの我々もその予定だと聞いております。で、その上であのえー

るかどうかの判断になると。えー我々は極力その判断で４号の放水をされることを期待してる

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

名の方に J ヴィレッジに向かっていた

ヴィレッジに。 

２Ｆに居る？はい。わかりました。じゃ、その方達に時間と場所をご連絡すればってことで・・・

ヴィレッジですから、後は時間を、日時を指定するだけです。

はい。今ですね、消防庁の方と例の訓練の話をさせていただきました。えー

点はですね、やはり、いろんな系統で情報をやりとりしてしまうと混乱するので、この訓練

についても、いつもそちらの方の本部さんとえー消防の通常のライン、いつも情報を色々やり

とりしていただきてるラインで、具体的にいつ、どこどこでやりましょうということを決めて

 

それからですね、えっと消防の方は基本的に今の退避エリアよりも外で訓練を行いたい。従っ

ヴィレッジを使うことに関してはあまりよろしくないとい

うふうに考えておられるようなあのかたちでございました。以上でよろしくお願い致します。

点を踏まえて、今後はあの東京の消防の方と調整を致します。

●●。建設班？あの今朝、ちょっと●●さんにお願いしましたが、発電所内の瓦礫撤去後の写

真をあの用意してほしいと言ったんですが、あの昨日の段階である程度の物が有ったと思うの

で、今有る物をちょっと持って来て、あの細野補佐官にお見せ願えませんか？

えー本店○○さん？福島第一です。あの自衛隊の方の偵察の件ですけれども、えーと偵察が終

ヴィレッジの方に戻るという連絡が入りました。

はい。あの我々もその予定だと聞いております。で、その上であのえー4 号の方の放水にかか

るかどうかの判断になると。えー我々は極力その判断で４号の放水をされることを期待してる

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始） 

ヴィレッジに向かっていた

２Ｆに居る？はい。わかりました。じゃ、その方達に時間と場所をご連絡すればってことで・・・

ヴィレッジですから、後は時間を、日時を指定するだけです。 

はい。今ですね、消防庁の方と例の訓練の話をさせていただきました。えー2点ございます。

点はですね、やはり、いろんな系統で情報をやりとりしてしまうと混乱するので、この訓練

についても、いつもそちらの方の本部さんとえー消防の通常のライン、いつも情報を色々やり

とりしていただきてるラインで、具体的にいつ、どこどこでやりましょうということを決めて

それからですね、えっと消防の方は基本的に今の退避エリアよりも外で訓練を行いたい。従っ

ヴィレッジを使うことに関してはあまりよろしくないとい

うふうに考えておられるようなあのかたちでございました。以上でよろしくお願い致します。
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はい。了解しました。

えー、正確データはさらにまあ分析、解析をしなければなりませんが、暫定的なあの分析では、

１号炉から４号炉までの表面汚染はいずれも…

１Ｆ、１Ｆ？ 

はい。１Ｆ吉田でございます。

はい。今ですね、えーと四ツ倉からのバッテリーを積んだ車の状況が消防さんから入りました。

えー実際はですね、バッテリーチャージ、新しい、その、型式の同じバッテリーを取り換える

為に、J ヴィレッジに寄って、防護衣を着て、えー、それから現地に向かうということなので、

ま今これから J

かかるということになります。それからすると、これから先は私の推測ですが、今現地でやっ

ていただいている、えーバッテリーチャージの方が時間的には早いんじゃないかなというふう

に思います。 

はい。まあ、最後のバックアップをそちらに取っとくと。こういうポジションだと思いますの

で。 

はい。そういうふうにして進めるのが良いと思います。

はい。わかりました。

えー保安班からお願いします。また、下の出入り管理所の込み合いがかなりひどくなりました。

お手数でも、手の空いている方、協力をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。ま

た１０ｔ車の、えー資材運搬車が来てるようです。また協力お願い致します。

えー保安班より協力をお願いします。下の出入り管理所であの物品がかなり溜まっていて、上

まで上げたいということですので、是非協力の程お願い致します。

本店○○本部さん？お願いします。１Ｆ●●です。本店○○本部さん聞こえますか？

はい。どうぞ。

はい。16 時 25

の業務車にバッテリーを積み換えているところでございます。以上です。

はい。 

え福島第一の●●？

はい。●●です。

えーっとねぇ今、消防さんといろいろとあの今後の見通しの相談をしてたんですが、ま、いろ

んなケースが考えられるので確定的なことは言えないんですが、少なくともあのブースターポ

ンプの方はもう

はい。そうですね。

えー従って、そろそろ燃料の補給を考える時期に来てます。

はい。 

これは、当初の計画に無かった追加的なあの補給になる訳です。
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はい。 

えー従って、今用意してある５００ｋℓを順番に使えば良いだけなんですが、言いたいのは、最

後に 1回分の２５５ｋℓがあの足りなくなる可能性があります。

はい。 

1 回入っちゃったので。従って、それを今から今晩のその注入作業に向けて、軽油の補充が可

能かどうかってことです。２５０ℓの軽油の補充が、発電所の手持ちとしてあるかどうかってこ

とですが、如何でしょう？

２５０ｋℓではなくて２５０ℓですよね？

いやいや。ｋℓじゃないの？だって・・ごめんなさい。２５５ℓ。ごめんなさい、ごめんなさい。

ｋℓだとまず不可能です。

２５５ℓで良いです。すみません。ドラム缶

えっと多分これ何とかなると思いますが、確認・・

はい。確認してください。

あ、大丈夫だということです。

大丈夫？大丈夫ね？

可能です。 

はい。間違いありませんね？わかりました。有り難う。

はい。 

そうすると、この後何時になるかわからないけど、バッテリー交換後にえー実際に、そのメイ

ンのポンプを動かして注入始めて、

えーオペレーションは可能になるということ。燃料の上では可能になるということになります。

えー従って、それをベースに検討を続けます。

了解しました。えー武黒さんすみません。ちょっと

ですが？ 

はい。 

今も 7時間の連続給水ということになりますが、現地の方でですね、えっと例えば

な計装電源を、今生かしている仮設のあの電源があるんですけども。

はい。 

これは今 5時間おきに燃料をえーと補給しないとえー駄目らしいんですね。で、

は物がある物もあります。

はい。 

えー従って、7
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えー従って、今用意してある５００ｋℓを順番に使えば良いだけなんですが、言いたいのは、最

回分の２５５ｋℓがあの足りなくなる可能性があります。

回入っちゃったので。従って、それを今から今晩のその注入作業に向けて、軽油の補充が可

能かどうかってことです。２５０ℓの軽油の補充が、発電所の手持ちとしてあるかどうかってこ

とですが、如何でしょう？ 

２５０ｋℓではなくて２５０ℓですよね？

いやいや。ｋℓじゃないの？だって・・ごめんなさい。２５５ℓ。ごめんなさい、ごめんなさい。

ｋℓだとまず不可能です。 

２５５ℓで良いです。すみません。ドラム缶

えっと多分これ何とかなると思いますが、確認・・

はい。確認してください。 

あ、大丈夫だということです。

大丈夫？大丈夫ね？ 

はい。間違いありませんね？わかりました。有り難う。

そうすると、この後何時になるかわからないけど、バッテリー交換後にえー実際に、そのメイ

ンのポンプを動かして注入始めて、

えーオペレーションは可能になるということ。燃料の上では可能になるということになります。

えー従って、それをベースに検討を続けます。

了解しました。えー武黒さんすみません。ちょっと

時間の連続給水ということになりますが、現地の方でですね、えっと例えば

な計装電源を、今生かしている仮設のあの電源があるんですけども。

時間おきに燃料をえーと補給しないとえー駄目らしいんですね。で、

は物がある物もあります。 

7 時間てことになりますとアクセスができないので、えっと

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容

えー従って、今用意してある５００ｋℓを順番に使えば良いだけなんですが、言いたいのは、最

回分の２５５ｋℓがあの足りなくなる可能性があります。

回入っちゃったので。従って、それを今から今晩のその注入作業に向けて、軽油の補充が可

能かどうかってことです。２５０ℓの軽油の補充が、発電所の手持ちとしてあるかどうかってこ

 

２５０ｋℓではなくて２５０ℓですよね？ 

いやいや。ｋℓじゃないの？だって・・ごめんなさい。２５５ℓ。ごめんなさい、ごめんなさい。

２５５ℓで良いです。すみません。ドラム缶

えっと多分これ何とかなると思いますが、確認・・

 

あ、大丈夫だということです。 

はい。間違いありませんね？わかりました。有り難う。

そうすると、この後何時になるかわからないけど、バッテリー交換後にえー実際に、そのメイ

ンのポンプを動かして注入始めて、7時間、途中

えーオペレーションは可能になるということ。燃料の上では可能になるということになります。

えー従って、それをベースに検討を続けます。

了解しました。えー武黒さんすみません。ちょっと

時間の連続給水ということになりますが、現地の方でですね、えっと例えば

な計装電源を、今生かしている仮設のあの電源があるんですけども。

時間おきに燃料をえーと補給しないとえー駄目らしいんですね。で、

 

時間てことになりますとアクセスができないので、えっと

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容 

えー従って、今用意してある５００ｋℓを順番に使えば良いだけなんですが、言いたいのは、最

回分の２５５ｋℓがあの足りなくなる可能性があります。

回入っちゃったので。従って、それを今から今晩のその注入作業に向けて、軽油の補充が可

能かどうかってことです。２５０ℓの軽油の補充が、発電所の手持ちとしてあるかどうかってこ

いやいや。ｋℓじゃないの？だって・・ごめんなさい。２５５ℓ。ごめんなさい、ごめんなさい。

1本ちょうどだね。

えっと多分これ何とかなると思いますが、確認・・ 

はい。間違いありませんね？わかりました。有り難う。 

そうすると、この後何時になるかわからないけど、バッテリー交換後にえー実際に、そのメイ

時間、途中 1 回ないし

えーオペレーションは可能になるということ。燃料の上では可能になるということになります。

えー従って、それをベースに検討を続けます。 

了解しました。えー武黒さんすみません。ちょっと 1点だけ情報としてお聞きいただきたいん

時間の連続給水ということになりますが、現地の方でですね、えっと例えば

な計装電源を、今生かしている仮設のあの電源があるんですけども。

時間おきに燃料をえーと補給しないとえー駄目らしいんですね。で、

時間てことになりますとアクセスができないので、えっと

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

えー従って、今用意してある５００ｋℓを順番に使えば良いだけなんですが、言いたいのは、最

回分の２５５ｋℓがあの足りなくなる可能性があります。 

回入っちゃったので。従って、それを今から今晩のその注入作業に向けて、軽油の補充が可

能かどうかってことです。２５０ℓの軽油の補充が、発電所の手持ちとしてあるかどうかってこ

いやいや。ｋℓじゃないの？だって・・ごめんなさい。２５５ℓ。ごめんなさい、ごめんなさい。

本ちょうどだね。 

そうすると、この後何時になるかわからないけど、バッテリー交換後にえー実際に、そのメイ

回ないし 2回の給油ってことを挟んでも、

えーオペレーションは可能になるということ。燃料の上では可能になるということになります。

点だけ情報としてお聞きいただきたいん

時間の連続給水ということになりますが、現地の方でですね、えっと例えば

な計装電源を、今生かしている仮設のあの電源があるんですけども。 

時間おきに燃料をえーと補給しないとえー駄目らしいんですね。で、

時間てことになりますとアクセスができないので、えっと 2

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始） 

えー従って、今用意してある５００ｋℓを順番に使えば良いだけなんですが、言いたいのは、最

回入っちゃったので。従って、それを今から今晩のその注入作業に向けて、軽油の補充が可

能かどうかってことです。２５０ℓの軽油の補充が、発電所の手持ちとしてあるかどうかってこ

いやいや。ｋℓじゃないの？だって・・ごめんなさい。２５５ℓ。ごめんなさい、ごめんなさい。

そうすると、この後何時になるかわからないけど、バッテリー交換後にえー実際に、そのメイ

回の給油ってことを挟んでも、

えーオペレーションは可能になるということ。燃料の上では可能になるということになります。

点だけ情報としてお聞きいただきたいん

時間の連続給水ということになりますが、現地の方でですね、えっと例えば CAMS のよう

時間おきに燃料をえーと補給しないとえー駄目らしいんですね。で、3 号機にこれ

2時間程止まってし

 

えー従って、今用意してある５００ｋℓを順番に使えば良いだけなんですが、言いたいのは、最

回入っちゃったので。従って、それを今から今晩のその注入作業に向けて、軽油の補充が可

能かどうかってことです。２５０ℓの軽油の補充が、発電所の手持ちとしてあるかどうかってこ

いやいや。ｋℓじゃないの？だって・・ごめんなさい。２５５ℓ。ごめんなさい、ごめんなさい。 

そうすると、この後何時になるかわからないけど、バッテリー交換後にえー実際に、そのメイ

回の給油ってことを挟んでも、

えーオペレーションは可能になるということ。燃料の上では可能になるということになります。

点だけ情報としてお聞きいただきたいん
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号機にこれ
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まうと。計装が止まってしまうのは、ホットになる可能性があるという状況なので・・・

これは、アクセスはね？原子炉建屋の中へのアクセスってことですか？

いえ。あの外側です。

外側のどこ？ 

タービン建屋の海側ですかね。

タービン建屋の海側だったら、あの注入と・・・

問題ないと思います。

はい。そこは発電所で判断すれば良いと思います。

はい。そう致します。

はい。お願いします。

よろしくお願いします。

本店○○に報告します。消防ポンプのエンジンでございますけども、バッテリーをチャージし

まして、え、4

はい。有り難うございました。これは、ブースターポンプは起動してましたので、あの本体側

のエンジン起動ということで良いですね？

はい。これちょっとそこがすみません。そこが私、仕組みがちょっと理解できてないので。

はい。私の知ってるかぎり、ブースターポンプがあって、そしてホースを介してタンデムにメ

インのポンプがあると。

はい。なるほど。

そのメインのポンプが今止まってたから、あの水の勢いが足んなくて、十分届かないという事

態でしたので、えーバッテリーが届いてメインのポンプのエンジンがスタートすれば、圧が高

くなって水が届くということなので、えー従ってメインのポンプが動いたかどうかってことは、

今回の一番の関心事なので、そこを聞きました。

はい。それでこれからですね、消防の方があの現場の方を見に行くということで、そういう対

応になっております。

はい。じゃ、それでですね、実際注水されてるかどうかということを、まあちょっと暗くなっ

てきましたがえー目視で確認していただいて、一番良い注入状況で安定するということを是非

あの確定していただきたいと思います。

はい。わかりました。

それから後、先ほど申し上げましたが、えーもうブースターポンプは

いてますから、えーガス欠対応も考える必要があるというふうに思います。

はい。あのえー消防車の後ろにタンクローリーをそのまま置いてございますので、いつでも給

油可能な状態になってます。
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まうと。計装が止まってしまうのは、ホットになる可能性があるという状況なので・・・

これは、アクセスはね？原子炉建屋の中へのアクセスってことですか？

いえ。あの外側です。 

 

タービン建屋の海側ですかね。

タービン建屋の海側だったら、あの注入と・・・

問題ないと思います。 

はい。そこは発電所で判断すれば良いと思います。

はい。そう致します。 

はい。お願いします。 

よろしくお願いします。 

本店○○に報告します。消防ポンプのエンジンでございますけども、バッテリーをチャージし

4時 46 分頃あのエンジン起動という連絡があの現場から入って参りました。

はい。有り難うございました。これは、ブースターポンプは起動してましたので、あの本体側

のエンジン起動ということで良いですね？

はい。これちょっとそこがすみません。そこが私、仕組みがちょっと理解できてないので。

はい。私の知ってるかぎり、ブースターポンプがあって、そしてホースを介してタンデムにメ

インのポンプがあると。 

はい。なるほど。 

そのメインのポンプが今止まってたから、あの水の勢いが足んなくて、十分届かないという事

態でしたので、えーバッテリーが届いてメインのポンプのエンジンがスタートすれば、圧が高

くなって水が届くということなので、えー従ってメインのポンプが動いたかどうかってことは、

今回の一番の関心事なので、そこを聞きました。

はい。それでこれからですね、消防の方があの現場の方を見に行くということで、そういう対

応になっております。 

はい。じゃ、それでですね、実際注水されてるかどうかということを、まあちょっと暗くなっ

てきましたがえー目視で確認していただいて、一番良い注入状況で安定するということを是非

あの確定していただきたいと思います。

はい。わかりました。 

それから後、先ほど申し上げましたが、えーもうブースターポンプは

いてますから、えーガス欠対応も考える必要があるというふうに思います。

はい。あのえー消防車の後ろにタンクローリーをそのまま置いてございますので、いつでも給

油可能な状態になってます。 

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容

まうと。計装が止まってしまうのは、ホットになる可能性があるという状況なので・・・

これは、アクセスはね？原子炉建屋の中へのアクセスってことですか？

タービン建屋の海側ですかね。 

タービン建屋の海側だったら、あの注入と・・・

はい。そこは発電所で判断すれば良いと思います。

本店○○に報告します。消防ポンプのエンジンでございますけども、バッテリーをチャージし

分頃あのエンジン起動という連絡があの現場から入って参りました。

はい。有り難うございました。これは、ブースターポンプは起動してましたので、あの本体側

のエンジン起動ということで良いですね？ 

はい。これちょっとそこがすみません。そこが私、仕組みがちょっと理解できてないので。

はい。私の知ってるかぎり、ブースターポンプがあって、そしてホースを介してタンデムにメ

そのメインのポンプが今止まってたから、あの水の勢いが足んなくて、十分届かないという事

態でしたので、えーバッテリーが届いてメインのポンプのエンジンがスタートすれば、圧が高

くなって水が届くということなので、えー従ってメインのポンプが動いたかどうかってことは、

今回の一番の関心事なので、そこを聞きました。

はい。それでこれからですね、消防の方があの現場の方を見に行くということで、そういう対

はい。じゃ、それでですね、実際注水されてるかどうかということを、まあちょっと暗くなっ

てきましたがえー目視で確認していただいて、一番良い注入状況で安定するということを是非

あの確定していただきたいと思います。 

それから後、先ほど申し上げましたが、えーもうブースターポンプは

いてますから、えーガス欠対応も考える必要があるというふうに思います。

はい。あのえー消防車の後ろにタンクローリーをそのまま置いてございますので、いつでも給

 

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容 

まうと。計装が止まってしまうのは、ホットになる可能性があるという状況なので・・・

これは、アクセスはね？原子炉建屋の中へのアクセスってことですか？

タービン建屋の海側だったら、あの注入と・・・ 

はい。そこは発電所で判断すれば良いと思います。 

本店○○に報告します。消防ポンプのエンジンでございますけども、バッテリーをチャージし

分頃あのエンジン起動という連絡があの現場から入って参りました。

はい。有り難うございました。これは、ブースターポンプは起動してましたので、あの本体側

 

はい。これちょっとそこがすみません。そこが私、仕組みがちょっと理解できてないので。

はい。私の知ってるかぎり、ブースターポンプがあって、そしてホースを介してタンデムにメ

そのメインのポンプが今止まってたから、あの水の勢いが足んなくて、十分届かないという事

態でしたので、えーバッテリーが届いてメインのポンプのエンジンがスタートすれば、圧が高

くなって水が届くということなので、えー従ってメインのポンプが動いたかどうかってことは、

今回の一番の関心事なので、そこを聞きました。 

はい。それでこれからですね、消防の方があの現場の方を見に行くということで、そういう対

はい。じゃ、それでですね、実際注水されてるかどうかということを、まあちょっと暗くなっ

てきましたがえー目視で確認していただいて、一番良い注入状況で安定するということを是非

それから後、先ほど申し上げましたが、えーもうブースターポンプは

いてますから、えーガス欠対応も考える必要があるというふうに思います。

はい。あのえー消防車の後ろにタンクローリーをそのまま置いてございますので、いつでも給
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まうと。計装が止まってしまうのは、ホットになる可能性があるという状況なので・・・

これは、アクセスはね？原子炉建屋の中へのアクセスってことですか？ 

本店○○に報告します。消防ポンプのエンジンでございますけども、バッテリーをチャージし

分頃あのエンジン起動という連絡があの現場から入って参りました。

はい。有り難うございました。これは、ブースターポンプは起動してましたので、あの本体側

はい。これちょっとそこがすみません。そこが私、仕組みがちょっと理解できてないので。

はい。私の知ってるかぎり、ブースターポンプがあって、そしてホースを介してタンデムにメ

そのメインのポンプが今止まってたから、あの水の勢いが足んなくて、十分届かないという事

態でしたので、えーバッテリーが届いてメインのポンプのエンジンがスタートすれば、圧が高

くなって水が届くということなので、えー従ってメインのポンプが動いたかどうかってことは、

はい。それでこれからですね、消防の方があの現場の方を見に行くということで、そういう対

はい。じゃ、それでですね、実際注水されてるかどうかということを、まあちょっと暗くなっ

てきましたがえー目視で確認していただいて、一番良い注入状況で安定するということを是非

それから後、先ほど申し上げましたが、えーもうブースターポンプは 2 時間半、

いてますから、えーガス欠対応も考える必要があるというふうに思います。

はい。あのえー消防車の後ろにタンクローリーをそのまま置いてございますので、いつでも給
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まうと。計装が止まってしまうのは、ホットになる可能性があるという状況なので・・・

本店○○に報告します。消防ポンプのエンジンでございますけども、バッテリーをチャージし

分頃あのエンジン起動という連絡があの現場から入って参りました。

はい。有り難うございました。これは、ブースターポンプは起動してましたので、あの本体側

はい。これちょっとそこがすみません。そこが私、仕組みがちょっと理解できてないので。

はい。私の知ってるかぎり、ブースターポンプがあって、そしてホースを介してタンデムにメ

そのメインのポンプが今止まってたから、あの水の勢いが足んなくて、十分届かないという事

態でしたので、えーバッテリーが届いてメインのポンプのエンジンがスタートすれば、圧が高

くなって水が届くということなので、えー従ってメインのポンプが動いたかどうかってことは、

はい。それでこれからですね、消防の方があの現場の方を見に行くということで、そういう対

はい。じゃ、それでですね、実際注水されてるかどうかということを、まあちょっと暗くなっ

てきましたがえー目視で確認していただいて、一番良い注入状況で安定するということを是非

時間半、3 時間近く動

いてますから、えーガス欠対応も考える必要があるというふうに思います。 

はい。あのえー消防車の後ろにタンクローリーをそのまま置いてございますので、いつでも給

 

まうと。計装が止まってしまうのは、ホットになる可能性があるという状況なので・・・ 

本店○○に報告します。消防ポンプのエンジンでございますけども、バッテリーをチャージし

分頃あのエンジン起動という連絡があの現場から入って参りました。 

はい。有り難うございました。これは、ブースターポンプは起動してましたので、あの本体側

はい。これちょっとそこがすみません。そこが私、仕組みがちょっと理解できてないので。 

はい。私の知ってるかぎり、ブースターポンプがあって、そしてホースを介してタンデムにメ

そのメインのポンプが今止まってたから、あの水の勢いが足んなくて、十分届かないという事

態でしたので、えーバッテリーが届いてメインのポンプのエンジンがスタートすれば、圧が高

くなって水が届くということなので、えー従ってメインのポンプが動いたかどうかってことは、

はい。それでこれからですね、消防の方があの現場の方を見に行くということで、そういう対

はい。じゃ、それでですね、実際注水されてるかどうかということを、まあちょっと暗くなっ

てきましたがえー目視で確認していただいて、一番良い注入状況で安定するということを是非

時間近く動

はい。あのえー消防車の後ろにタンクローリーをそのまま置いてございますので、いつでも給
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はい。両方とも？ブースターポンプ側も？え、元だけで良いんですか？まあ良いや。はい。後

で。任せます。

はいはい。 

●●さん？ 

はい。●●でございます。

あのーま、5時頃、今加圧したと、あのエンジンスタートしたってことなので、実際にまあ加

圧してえーまあそれなりに水が出る状況を、仮に今

すると、プールに水を入れるというのは目的ですから、ま、これからここを基点にすると、

時間ってことは深夜の

はい。 

深夜の 0 時までこの注水作業が続くってことを、現地の消防の方は、あーきちんと認識してお

られるでしょうか？ということを認識していただくようにお願いします。

確認致します。はい。

説明してください。はい。お願いします。

はい。 

本店○○本部？サイトからお伝えします。

はい。 

えーとまずですね、状況から言いますと、先ほど言いましたようにあのメインポンプはあの起

動しましたが、えーこれがですね、今後調整が行ってまずあの現時点ではあのアイドリング状

態になってます。

はい。 

で、消防署の職員の方が行かれまして、これから出力を上げてくというステップにかかられま

すので、水の勢いが変わらないのはまだこの時点では当然のことのようでございます。

はい。 

で、先ほどの燃料の補給ですけども、おっしゃったように当該の部分の補給と、それから給水

の部分、物揚げ場の部分、両方にタンクローリーが置いてあります。両方補給してあります。

これも問題ございません。

はい。わかりました。

後は調整していただければ、水の勢いが増すものだと思っております。

はい。従って後は、

改めてご理解いただくようにお願いします。

はい。すみません。参考までにちょっとあれなんですけど、今日は消防の方は

終わられたら、引き上げられるんですよね？
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はい。両方とも？ブースターポンプ側も？え、元だけで良いんですか？まあ良いや。はい。後

で。任せます。 

はい。●●でございます。 

時頃、今加圧したと、あのエンジンスタートしたってことなので、実際にまあ加

圧してえーまあそれなりに水が出る状況を、仮に今

すると、プールに水を入れるというのは目的ですから、ま、これからここを基点にすると、

時間ってことは深夜の 0 時になる訳です。

時までこの注水作業が続くってことを、現地の消防の方は、あーきちんと認識してお

られるでしょうか？ということを認識していただくようにお願いします。

確認致します。はい。 

説明してください。はい。お願いします。

本店○○本部？サイトからお伝えします。

えーとまずですね、状況から言いますと、先ほど言いましたようにあのメインポンプはあの起

動しましたが、えーこれがですね、今後調整が行ってまずあの現時点ではあのアイドリング状

態になってます。 

で、消防署の職員の方が行かれまして、これから出力を上げてくというステップにかかられま

すので、水の勢いが変わらないのはまだこの時点では当然のことのようでございます。

で、先ほどの燃料の補給ですけども、おっしゃったように当該の部分の補給と、それから給水

の部分、物揚げ場の部分、両方にタンクローリーが置いてあります。両方補給してあります。

これも問題ございません。 

はい。わかりました。 

後は調整していただければ、水の勢いが増すものだと思っております。

はい。従って後は、7時間だということを消防の方に、本チャンの注水

改めてご理解いただくようにお願いします。

はい。すみません。参考までにちょっとあれなんですけど、今日は消防の方は

終わられたら、引き上げられるんですよね？
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発言内容

はい。両方とも？ブースターポンプ側も？え、元だけで良いんですか？まあ良いや。はい。後

 

時頃、今加圧したと、あのエンジンスタートしたってことなので、実際にまあ加

圧してえーまあそれなりに水が出る状況を、仮に今

すると、プールに水を入れるというのは目的ですから、ま、これからここを基点にすると、

時になる訳です。 

時までこの注水作業が続くってことを、現地の消防の方は、あーきちんと認識してお

られるでしょうか？ということを認識していただくようにお願いします。

説明してください。はい。お願いします。 

本店○○本部？サイトからお伝えします。 

えーとまずですね、状況から言いますと、先ほど言いましたようにあのメインポンプはあの起

動しましたが、えーこれがですね、今後調整が行ってまずあの現時点ではあのアイドリング状

で、消防署の職員の方が行かれまして、これから出力を上げてくというステップにかかられま

すので、水の勢いが変わらないのはまだこの時点では当然のことのようでございます。

で、先ほどの燃料の補給ですけども、おっしゃったように当該の部分の補給と、それから給水

の部分、物揚げ場の部分、両方にタンクローリーが置いてあります。両方補給してあります。

 

後は調整していただければ、水の勢いが増すものだと思っております。

時間だということを消防の方に、本チャンの注水

改めてご理解いただくようにお願いします。

はい。すみません。参考までにちょっとあれなんですけど、今日は消防の方は

終わられたら、引き上げられるんですよね？

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容 

はい。両方とも？ブースターポンプ側も？え、元だけで良いんですか？まあ良いや。はい。後

時頃、今加圧したと、あのエンジンスタートしたってことなので、実際にまあ加

圧してえーまあそれなりに水が出る状況を、仮に今 4 時 52 分ですから

すると、プールに水を入れるというのは目的ですから、ま、これからここを基点にすると、

 

時までこの注水作業が続くってことを、現地の消防の方は、あーきちんと認識してお

られるでしょうか？ということを認識していただくようにお願いします。

 

 

えーとまずですね、状況から言いますと、先ほど言いましたようにあのメインポンプはあの起

動しましたが、えーこれがですね、今後調整が行ってまずあの現時点ではあのアイドリング状

で、消防署の職員の方が行かれまして、これから出力を上げてくというステップにかかられま

すので、水の勢いが変わらないのはまだこの時点では当然のことのようでございます。

で、先ほどの燃料の補給ですけども、おっしゃったように当該の部分の補給と、それから給水

の部分、物揚げ場の部分、両方にタンクローリーが置いてあります。両方補給してあります。

後は調整していただければ、水の勢いが増すものだと思っております。

時間だということを消防の方に、本チャンの注水

改めてご理解いただくようにお願いします。 

はい。すみません。参考までにちょっとあれなんですけど、今日は消防の方は

終わられたら、引き上げられるんですよね？ 

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

はい。両方とも？ブースターポンプ側も？え、元だけで良いんですか？まあ良いや。はい。後

時頃、今加圧したと、あのエンジンスタートしたってことなので、実際にまあ加

分ですから 5 時としましょう。そう

すると、プールに水を入れるというのは目的ですから、ま、これからここを基点にすると、

時までこの注水作業が続くってことを、現地の消防の方は、あーきちんと認識してお

られるでしょうか？ということを認識していただくようにお願いします。 

えーとまずですね、状況から言いますと、先ほど言いましたようにあのメインポンプはあの起

動しましたが、えーこれがですね、今後調整が行ってまずあの現時点ではあのアイドリング状

で、消防署の職員の方が行かれまして、これから出力を上げてくというステップにかかられま

すので、水の勢いが変わらないのはまだこの時点では当然のことのようでございます。

で、先ほどの燃料の補給ですけども、おっしゃったように当該の部分の補給と、それから給水

の部分、物揚げ場の部分、両方にタンクローリーが置いてあります。両方補給してあります。

後は調整していただければ、水の勢いが増すものだと思っております。 

時間だということを消防の方に、本チャンの注水 7時間だということを

はい。すみません。参考までにちょっとあれなんですけど、今日は消防の方は

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始） 

はい。両方とも？ブースターポンプ側も？え、元だけで良いんですか？まあ良いや。はい。後

時頃、今加圧したと、あのエンジンスタートしたってことなので、実際にまあ加

時としましょう。そう

すると、プールに水を入れるというのは目的ですから、ま、これからここを基点にすると、

時までこの注水作業が続くってことを、現地の消防の方は、あーきちんと認識してお

 

えーとまずですね、状況から言いますと、先ほど言いましたようにあのメインポンプはあの起

動しましたが、えーこれがですね、今後調整が行ってまずあの現時点ではあのアイドリング状

で、消防署の職員の方が行かれまして、これから出力を上げてくというステップにかかられま

すので、水の勢いが変わらないのはまだこの時点では当然のことのようでございます。 

で、先ほどの燃料の補給ですけども、おっしゃったように当該の部分の補給と、それから給水

の部分、物揚げ場の部分、両方にタンクローリーが置いてあります。両方補給してあります。

時間だということを

はい。すみません。参考までにちょっとあれなんですけど、今日は消防の方は 7 時間の給水が

 

はい。両方とも？ブースターポンプ側も？え、元だけで良いんですか？まあ良いや。はい。後

時頃、今加圧したと、あのエンジンスタートしたってことなので、実際にまあ加

時としましょう。そう

すると、プールに水を入れるというのは目的ですから、ま、これからここを基点にすると、7

時までこの注水作業が続くってことを、現地の消防の方は、あーきちんと認識してお

えーとまずですね、状況から言いますと、先ほど言いましたようにあのメインポンプはあの起

動しましたが、えーこれがですね、今後調整が行ってまずあの現時点ではあのアイドリング状

で、消防署の職員の方が行かれまして、これから出力を上げてくというステップにかかられま

 

で、先ほどの燃料の補給ですけども、おっしゃったように当該の部分の補給と、それから給水

の部分、物揚げ場の部分、両方にタンクローリーが置いてあります。両方補給してあります。

時間だということを

時間の給水が
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はい。もちろん。ただし、私の承知してる、もう

途中もちろん不要な時間帯は、また緊対室に上がってこられるのは当然ですが、

たから帰られるということで理解してますので、もう一度そこは改めて状況は変化がありまし

たから、確認を致して連絡します。

あの、すみません。何故聞きたかったって、もう一つありました訓練の話はそこでどういうふ

うに・・ 

これはちょっと別立てで検討しますから、また改めて連絡します。

そういうことですね？わかりました。はい。わかりました。

吉田所長。すみません。本店○○ですが、ちょっとよろしいですか？吉田所長。今の訓練のお

話。 

はい。ちょっと吉田が外しましたんで、●●が聞きます。はい。

すみません。訓練の話。今、火力部さんと私の方で調整をかけてますので、後で火力部の方か

ら、じゃ、●●にご連絡差し上げます。

光栄でございます。

すみません。簡単な話ですので、こちらからよりを取ってご連絡申し上げます。

はい。わかりました。

じゃ、発話をどうぞ。お願いします。５：２８：１８

はい。よろしいでしょうか？今、こちらの消防の方に、東京消防庁の●●に確認致しました。

時まで放水を続けるということを認識していただきました。そのかわり明日の計画において、

そこらへんのところを勘案していただけるとありがたいというお話でした。以上です。

本店○○本部さん？今の●●の件よろしいでしょうか？

はい。了解しました。

建設班？建設班？お願いします。…建設班？お願いします。

本店○○本部さん、本店○○本部さん？１Ｆ●●ですが。

はい。 

現地の動きです。

レスキュー隊が

はい。これはあれですか？目的は注水状況の確認ですか？

はい。今バッテリーを繋いで新しいかたちにしているので、そちらの方の対応だと思います。

はい。わかりました。

すみません。本店○○本部さん？１Ｆ●●です。

はい。 
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はい。もちろん。ただし、私の承知してる、もう

途中もちろん不要な時間帯は、また緊対室に上がってこられるのは当然ですが、

たから帰られるということで理解してますので、もう一度そこは改めて状況は変化がありまし

たから、確認を致して連絡します。

あの、すみません。何故聞きたかったって、もう一つありました訓練の話はそこでどういうふ

これはちょっと別立てで検討しますから、また改めて連絡します。

そういうことですね？わかりました。はい。わかりました。

吉田所長。すみません。本店○○ですが、ちょっとよろしいですか？吉田所長。今の訓練のお

はい。ちょっと吉田が外しましたんで、●●が聞きます。はい。

すみません。訓練の話。今、火力部さんと私の方で調整をかけてますので、後で火力部の方か

ら、じゃ、●●にご連絡差し上げます。

光栄でございます。 

すみません。簡単な話ですので、こちらからよりを取ってご連絡申し上げます。

はい。わかりました。 

じゃ、発話をどうぞ。お願いします。５：２８：１８

はい。よろしいでしょうか？今、こちらの消防の方に、東京消防庁の●●に確認致しました。

時まで放水を続けるということを認識していただきました。そのかわり明日の計画において、

そこらへんのところを勘案していただけるとありがたいというお話でした。以上です。

本店○○本部さん？今の●●の件よろしいでしょうか？

はい。了解しました。 

建設班？建設班？お願いします。…建設班？お願いします。

本店○○本部さん、本店○○本部さん？１Ｆ●●ですが。

現地の動きです。17 時 10 分頃、ハイパーレスキュー隊の

レスキュー隊が 2 名の方が現地に向かわれました。以上です。

はい。これはあれですか？目的は注水状況の確認ですか？

はい。今バッテリーを繋いで新しいかたちにしているので、そちらの方の対応だと思います。

はい。わかりました。 

すみません。本店○○本部さん？１Ｆ●●です。

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容

はい。もちろん。ただし、私の承知してる、もう

途中もちろん不要な時間帯は、また緊対室に上がってこられるのは当然ですが、

たから帰られるということで理解してますので、もう一度そこは改めて状況は変化がありまし

たから、確認を致して連絡します。 

あの、すみません。何故聞きたかったって、もう一つありました訓練の話はそこでどういうふ

これはちょっと別立てで検討しますから、また改めて連絡します。

そういうことですね？わかりました。はい。わかりました。

吉田所長。すみません。本店○○ですが、ちょっとよろしいですか？吉田所長。今の訓練のお

はい。ちょっと吉田が外しましたんで、●●が聞きます。はい。

すみません。訓練の話。今、火力部さんと私の方で調整をかけてますので、後で火力部の方か

ら、じゃ、●●にご連絡差し上げます。 

すみません。簡単な話ですので、こちらからよりを取ってご連絡申し上げます。

じゃ、発話をどうぞ。お願いします。５：２８：１８

はい。よろしいでしょうか？今、こちらの消防の方に、東京消防庁の●●に確認致しました。

時まで放水を続けるということを認識していただきました。そのかわり明日の計画において、

そこらへんのところを勘案していただけるとありがたいというお話でした。以上です。

本店○○本部さん？今の●●の件よろしいでしょうか？

建設班？建設班？お願いします。…建設班？お願いします。

本店○○本部さん、本店○○本部さん？１Ｆ●●ですが。

分頃、ハイパーレスキュー隊の

名の方が現地に向かわれました。以上です。

はい。これはあれですか？目的は注水状況の確認ですか？

はい。今バッテリーを繋いで新しいかたちにしているので、そちらの方の対応だと思います。

すみません。本店○○本部さん？１Ｆ●●です。

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容 

はい。もちろん。ただし、私の承知してる、もう 1 回、消防庁のこちらの方にも確認しますが、

途中もちろん不要な時間帯は、また緊対室に上がってこられるのは当然ですが、

たから帰られるということで理解してますので、もう一度そこは改めて状況は変化がありまし

あの、すみません。何故聞きたかったって、もう一つありました訓練の話はそこでどういうふ

これはちょっと別立てで検討しますから、また改めて連絡します。

そういうことですね？わかりました。はい。わかりました。

吉田所長。すみません。本店○○ですが、ちょっとよろしいですか？吉田所長。今の訓練のお

はい。ちょっと吉田が外しましたんで、●●が聞きます。はい。

すみません。訓練の話。今、火力部さんと私の方で調整をかけてますので、後で火力部の方か

すみません。簡単な話ですので、こちらからよりを取ってご連絡申し上げます。

じゃ、発話をどうぞ。お願いします。５：２８：１８ 

はい。よろしいでしょうか？今、こちらの消防の方に、東京消防庁の●●に確認致しました。

時まで放水を続けるということを認識していただきました。そのかわり明日の計画において、

そこらへんのところを勘案していただけるとありがたいというお話でした。以上です。

本店○○本部さん？今の●●の件よろしいでしょうか？ 

建設班？建設班？お願いします。…建設班？お願いします。

本店○○本部さん、本店○○本部さん？１Ｆ●●ですが。 

分頃、ハイパーレスキュー隊の 2

名の方が現地に向かわれました。以上です。

はい。これはあれですか？目的は注水状況の確認ですか？ 

はい。今バッテリーを繋いで新しいかたちにしているので、そちらの方の対応だと思います。

すみません。本店○○本部さん？１Ｆ●●です。 

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

回、消防庁のこちらの方にも確認しますが、

途中もちろん不要な時間帯は、また緊対室に上がってこられるのは当然ですが、

たから帰られるということで理解してますので、もう一度そこは改めて状況は変化がありまし

あの、すみません。何故聞きたかったって、もう一つありました訓練の話はそこでどういうふ

これはちょっと別立てで検討しますから、また改めて連絡します。 

そういうことですね？わかりました。はい。わかりました。 

吉田所長。すみません。本店○○ですが、ちょっとよろしいですか？吉田所長。今の訓練のお

はい。ちょっと吉田が外しましたんで、●●が聞きます。はい。 

すみません。訓練の話。今、火力部さんと私の方で調整をかけてますので、後で火力部の方か

すみません。簡単な話ですので、こちらからよりを取ってご連絡申し上げます。

はい。よろしいでしょうか？今、こちらの消防の方に、東京消防庁の●●に確認致しました。

時まで放水を続けるということを認識していただきました。そのかわり明日の計画において、

そこらへんのところを勘案していただけるとありがたいというお話でした。以上です。

建設班？建設班？お願いします。…建設班？お願いします。 

 

2 名の方が現地に向かわれました。

名の方が現地に向かわれました。以上です。 

 

はい。今バッテリーを繋いで新しいかたちにしているので、そちらの方の対応だと思います。

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始） 

回、消防庁のこちらの方にも確認しますが、

途中もちろん不要な時間帯は、また緊対室に上がってこられるのは当然ですが、7 時間終了し

たから帰られるということで理解してますので、もう一度そこは改めて状況は変化がありまし

あの、すみません。何故聞きたかったって、もう一つありました訓練の話はそこでどういうふ

吉田所長。すみません。本店○○ですが、ちょっとよろしいですか？吉田所長。今の訓練のお

すみません。訓練の話。今、火力部さんと私の方で調整をかけてますので、後で火力部の方か

すみません。簡単な話ですので、こちらからよりを取ってご連絡申し上げます。 

はい。よろしいでしょうか？今、こちらの消防の方に、東京消防庁の●●に確認致しました。

時まで放水を続けるということを認識していただきました。そのかわり明日の計画において、

そこらへんのところを勘案していただけるとありがたいというお話でした。以上です。 

名の方が現地に向かわれました。

はい。今バッテリーを繋いで新しいかたちにしているので、そちらの方の対応だと思います。

 

回、消防庁のこちらの方にも確認しますが、

時間終了し

たから帰られるということで理解してますので、もう一度そこは改めて状況は変化がありまし

あの、すみません。何故聞きたかったって、もう一つありました訓練の話はそこでどういうふ

吉田所長。すみません。本店○○ですが、ちょっとよろしいですか？吉田所長。今の訓練のお

すみません。訓練の話。今、火力部さんと私の方で調整をかけてますので、後で火力部の方か

はい。よろしいでしょうか？今、こちらの消防の方に、東京消防庁の●●に確認致しました。0

時まで放水を続けるということを認識していただきました。そのかわり明日の計画において、

 

名の方が現地に向かわれました。

はい。今バッテリーを繋いで新しいかたちにしているので、そちらの方の対応だと思います。 
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吉田所長  

年 3月 19 日 

 

現場の方の状況です。

はい。どうぞ。

現在ですね、先ほど現場の方に行かれたハイパーレスキュー隊の

これから圧力を具体的に上げて放水を開始する作業に入るというふうに聞いております。

はい。以上ですね？

はい。以上です。

はい。ご苦労さまです。是非続けて、その後の経緯について良く状況把握に努めてください。

了解致しました。●●？●●？線量のお話、ちょっと頼みますね？

お知らせ致します。

定にしてあります。

風向、風速ですが、西風５．７ｍでございます。

すみません。本店○○本部さん？

はい。どうぞ。

１Ｆですが、こちらの消防隊の、ハイパーレスキュー隊のみなさんは、現在いわきの方からで

すね、いわきの体育館に控えておられる

す。で、この 12

りませんが、入れ替えを行われるということだそうです。で、●●。この方は継続して残られ

るというような態勢を今考えておられるという情報が入りました。以上です。

はい。わかりました。その入れ替えの時期というのは、今から移動となると時期はいつ頃にな

るんでしょうか？今夜の何時頃になるんでしょうか？

はい。すみません。

良くないですから、

わかった、Jヴィレッジで装備のとか何かあるんじゃないんですか？それは

機になるんですか？わかりました。まあ大体その時期だから、

すね？で、それでまた発電所に入ってきていただいて、実際の入れ替えになると。こういうふ

うなイメージでいるんでしょうかね？まあ、それは今後また分かり次第教えてください。

わかりました。

サイト保安班よりご連絡致します。本日

γですが、３０５１

ついては検出はございませんでした。

ちょっとしばらく離れてましたんで、ちょっと状況を整理しておきます。

はい。お願いします。

福島第一吉田でございます。まず消防の方々につきまして、今お話をして参りまして、●●、

●●さんという方が

ただけると。他の方はもうお戻りになられるということで進んでます。ほんで、

がですね、正常というか、元に戻ったということで、一応目安としては午前

ということなんで、その午前
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現場の方の状況です。 

はい。どうぞ。 

現在ですね、先ほど現場の方に行かれたハイパーレスキュー隊の

これから圧力を具体的に上げて放水を開始する作業に入るというふうに聞いております。

はい。以上ですね？ 

はい。以上です。 

はい。ご苦労さまです。是非続けて、その後の経緯について良く状況把握に努めてください。

了解致しました。●●？●●？線量のお話、ちょっと頼みますね？

お知らせ致します。3月 19 日

定にしてあります。γですけども、３０７８

風向、風速ですが、西風５．７ｍでございます。

すみません。本店○○本部さん？

はい。どうぞ。 

１Ｆですが、こちらの消防隊の、ハイパーレスキュー隊のみなさんは、現在いわきの方からで

すね、いわきの体育館に控えておられる

12 名の方と、今こちらにおられる

りませんが、入れ替えを行われるということだそうです。で、●●。この方は継続して残られ

るというような態勢を今考えておられるという情報が入りました。以上です。

はい。わかりました。その入れ替えの時期というのは、今から移動となると時期はいつ頃にな

るんでしょうか？今夜の何時頃になるんでしょうか？

はい。すみません。17 時 45 分に出たということですので、いわきの方ですと今道もそんなに

良くないですから、1時間半程度は必要になるんじゃないかと思います。

ヴィレッジで装備のとか何かあるんじゃないんですか？それは

機になるんですか？わかりました。まあ大体その時期だから、

すね？で、それでまた発電所に入ってきていただいて、実際の入れ替えになると。こういうふ

うなイメージでいるんでしょうかね？まあ、それは今後また分かり次第教えてください。

わかりました。 

サイト保安班よりご連絡致します。本日

ですが、３０５１μSv／ｈ。風向・風速でございますが、西風３．３ｍ／ｓ。中性子の方に

ついては検出はございませんでした。

ちょっとしばらく離れてましたんで、ちょっと状況を整理しておきます。

はい。お願いします。 

福島第一吉田でございます。まず消防の方々につきまして、今お話をして参りまして、●●、

●●さんという方が 1人残っていただける、次の部隊と合流するということなんで、残ってい

ただけると。他の方はもうお戻りになられるということで進んでます。ほんで、

がですね、正常というか、元に戻ったということで、一応目安としては午前

ということなんで、その午前

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容

現在ですね、先ほど現場の方に行かれたハイパーレスキュー隊の

これから圧力を具体的に上げて放水を開始する作業に入るというふうに聞いております。

はい。ご苦労さまです。是非続けて、その後の経緯について良く状況把握に努めてください。

了解致しました。●●？●●？線量のお話、ちょっと頼みますね？

日 17 時のモニタリング結果です。場所については事務本館北側固

ですけども、３０７８

風向、風速ですが、西風５．７ｍでございます。

すみません。本店○○本部さん？ 

１Ｆですが、こちらの消防隊の、ハイパーレスキュー隊のみなさんは、現在いわきの方からで

すね、いわきの体育館に控えておられる 12 名の方がこちらに向かわれるということになりま

名の方と、今こちらにおられる

りませんが、入れ替えを行われるということだそうです。で、●●。この方は継続して残られ

るというような態勢を今考えておられるという情報が入りました。以上です。

はい。わかりました。その入れ替えの時期というのは、今から移動となると時期はいつ頃にな

るんでしょうか？今夜の何時頃になるんでしょうか？

分に出たということですので、いわきの方ですと今道もそんなに

時間半程度は必要になるんじゃないかと思います。

ヴィレッジで装備のとか何かあるんじゃないんですか？それは

機になるんですか？わかりました。まあ大体その時期だから、

すね？で、それでまた発電所に入ってきていただいて、実際の入れ替えになると。こういうふ

うなイメージでいるんでしょうかね？まあ、それは今後また分かり次第教えてください。

サイト保安班よりご連絡致します。本日 17 時

／ｈ。風向・風速でございますが、西風３．３ｍ／ｓ。中性子の方に

ついては検出はございませんでした。 

ちょっとしばらく離れてましたんで、ちょっと状況を整理しておきます。

福島第一吉田でございます。まず消防の方々につきまして、今お話をして参りまして、●●、

人残っていただける、次の部隊と合流するということなんで、残ってい

ただけると。他の方はもうお戻りになられるということで進んでます。ほんで、

がですね、正常というか、元に戻ったということで、一応目安としては午前

ということなんで、その午前 1時 30 分を目途にオペレーションを終了します。

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容 

現在ですね、先ほど現場の方に行かれたハイパーレスキュー隊の

これから圧力を具体的に上げて放水を開始する作業に入るというふうに聞いております。

はい。ご苦労さまです。是非続けて、その後の経緯について良く状況把握に努めてください。

了解致しました。●●？●●？線量のお話、ちょっと頼みますね？

時のモニタリング結果です。場所については事務本館北側固

ですけども、３０７８μSv／ｈ。中性子については検出ございません。

風向、風速ですが、西風５．７ｍでございます。 

１Ｆですが、こちらの消防隊の、ハイパーレスキュー隊のみなさんは、現在いわきの方からで

名の方がこちらに向かわれるということになりま

名の方と、今こちらにおられる 18 名の内、

りませんが、入れ替えを行われるということだそうです。で、●●。この方は継続して残られ

るというような態勢を今考えておられるという情報が入りました。以上です。

はい。わかりました。その入れ替えの時期というのは、今から移動となると時期はいつ頃にな

るんでしょうか？今夜の何時頃になるんでしょうか？ 

分に出たということですので、いわきの方ですと今道もそんなに

時間半程度は必要になるんじゃないかと思います。

ヴィレッジで装備のとか何かあるんじゃないんですか？それは

機になるんですか？わかりました。まあ大体その時期だから、

すね？で、それでまた発電所に入ってきていただいて、実際の入れ替えになると。こういうふ

うなイメージでいるんでしょうかね？まあ、それは今後また分かり次第教えてください。

時 30 分現在のモニタリングの結果でございます。

／ｈ。風向・風速でございますが、西風３．３ｍ／ｓ。中性子の方に

ちょっとしばらく離れてましたんで、ちょっと状況を整理しておきます。

福島第一吉田でございます。まず消防の方々につきまして、今お話をして参りまして、●●、

人残っていただける、次の部隊と合流するということなんで、残ってい

ただけると。他の方はもうお戻りになられるということで進んでます。ほんで、

がですね、正常というか、元に戻ったということで、一応目安としては午前

分を目途にオペレーションを終了します。

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

現在ですね、先ほど現場の方に行かれたハイパーレスキュー隊の 2 名の方が現地に到着されて、

これから圧力を具体的に上げて放水を開始する作業に入るというふうに聞いております。

はい。ご苦労さまです。是非続けて、その後の経緯について良く状況把握に努めてください。

了解致しました。●●？●●？線量のお話、ちょっと頼みますね？ 

時のモニタリング結果です。場所については事務本館北側固

／ｈ。中性子については検出ございません。

１Ｆですが、こちらの消防隊の、ハイパーレスキュー隊のみなさんは、現在いわきの方からで

名の方がこちらに向かわれるということになりま

名の内、18 名の中の、ちょっと何名かわか

りませんが、入れ替えを行われるということだそうです。で、●●。この方は継続して残られ

るというような態勢を今考えておられるという情報が入りました。以上です。

はい。わかりました。その入れ替えの時期というのは、今から移動となると時期はいつ頃にな

分に出たということですので、いわきの方ですと今道もそんなに

時間半程度は必要になるんじゃないかと思います。 

ヴィレッジで装備のとか何かあるんじゃないんですか？それは

機になるんですか？わかりました。まあ大体その時期だから、19 時から 20

すね？で、それでまた発電所に入ってきていただいて、実際の入れ替えになると。こういうふ

うなイメージでいるんでしょうかね？まあ、それは今後また分かり次第教えてください。

分現在のモニタリングの結果でございます。

／ｈ。風向・風速でございますが、西風３．３ｍ／ｓ。中性子の方に

ちょっとしばらく離れてましたんで、ちょっと状況を整理しておきます。 

福島第一吉田でございます。まず消防の方々につきまして、今お話をして参りまして、●●、

人残っていただける、次の部隊と合流するということなんで、残ってい

ただけると。他の方はもうお戻りになられるということで進んでます。ほんで、

がですね、正常というか、元に戻ったということで、一応目安としては午前

分を目途にオペレーションを終了します。

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始） 

名の方が現地に到着されて、

これから圧力を具体的に上げて放水を開始する作業に入るというふうに聞いております。

はい。ご苦労さまです。是非続けて、その後の経緯について良く状況把握に努めてください。

時のモニタリング結果です。場所については事務本館北側固

／ｈ。中性子については検出ございません。

１Ｆですが、こちらの消防隊の、ハイパーレスキュー隊のみなさんは、現在いわきの方からで

名の方がこちらに向かわれるということになりま

名の中の、ちょっと何名かわか

りませんが、入れ替えを行われるということだそうです。で、●●。この方は継続して残られ

るというような態勢を今考えておられるという情報が入りました。以上です。 

はい。わかりました。その入れ替えの時期というのは、今から移動となると時期はいつ頃にな

分に出たということですので、いわきの方ですと今道もそんなに

 

ヴィレッジで装備のとか何かあるんじゃないんですか？それは Jヴィレッジで待

20 時頃ということで

すね？で、それでまた発電所に入ってきていただいて、実際の入れ替えになると。こういうふ

うなイメージでいるんでしょうかね？まあ、それは今後また分かり次第教えてください。

分現在のモニタリングの結果でございます。

／ｈ。風向・風速でございますが、西風３．３ｍ／ｓ。中性子の方に

 

福島第一吉田でございます。まず消防の方々につきまして、今お話をして参りまして、●●、

人残っていただける、次の部隊と合流するということなんで、残ってい

ただけると。他の方はもうお戻りになられるということで進んでます。ほんで、5 時半に水流

がですね、正常というか、元に戻ったということで、一応目安としては午前 1時 30 分が 7

分を目途にオペレーションを終了します。 

 

名の方が現地に到着されて、

これから圧力を具体的に上げて放水を開始する作業に入るというふうに聞いております。 

はい。ご苦労さまです。是非続けて、その後の経緯について良く状況把握に努めてください。 

時のモニタリング結果です。場所については事務本館北側固

／ｈ。中性子については検出ございません。

１Ｆですが、こちらの消防隊の、ハイパーレスキュー隊のみなさんは、現在いわきの方からで

名の方がこちらに向かわれるということになりま

名の中の、ちょっと何名かわか

りませんが、入れ替えを行われるということだそうです。で、●●。この方は継続して残られ

はい。わかりました。その入れ替えの時期というのは、今から移動となると時期はいつ頃にな

分に出たということですので、いわきの方ですと今道もそんなに

ヴィレッジで待

時頃ということで

すね？で、それでまた発電所に入ってきていただいて、実際の入れ替えになると。こういうふ

うなイメージでいるんでしょうかね？まあ、それは今後また分かり次第教えてください。 

分現在のモニタリングの結果でございます。

／ｈ。風向・風速でございますが、西風３．３ｍ／ｓ。中性子の方に

福島第一吉田でございます。まず消防の方々につきまして、今お話をして参りまして、●●、

人残っていただける、次の部隊と合流するということなんで、残ってい

時半に水流

7 時間
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はい。 

ただしですね、消防署さんは、あの、装置をそのままあそこに置いて行っていただける訳で。

はい。 

ちょっと私、そこも聞いてなかったんですけども、セッティングしたまま全部あの装置はここ

に置いて行かれると。

はい。今の時点ではそういう考えだと思っております。

はい。で、今後、適宜ですね、我々の方で動かして水を出すということができるようにすると。

こういう話だというのが初めてわかりましてですね、すみません。ちょっとそういう話で・・

あの、その後、適宜我々の方で動かしてということは、まだ私共の方では確認しておりません。

あ、そうですか。わかりました。

はい。ただし、ただし、ある程度の習熟を経た上で、その、そういったスイッチを

る操作は有り得べしというには理解してます。

はい。わかりました。

それから、今の話からすると消防の方は何れにしろ、この状態が定常な状態になったというこ

とで、1 時半までは、

るかはその状況においてということだけど、居ていただけると。そしてそのエンジンを停止す

るところはやっていただいて、それから本体は、機械は残して、要員は撤収すると。こういう

ことですね？ 

はい。要員撤収。そういう段取りです。

はい。わかりました。

それからあの。良いですか？併せて自衛隊の方なんですが、自衛隊さんの方についても、もう

一度道路の確認に来られるということで、●●を今指名しまして、土木グループを同行させま

してですね、道の点検に行くということで、清掃を、撤去すべきエリアをちゃんと指示しても

らいまして、私共の土木グループの方が、まあ朝までといいますか、午前中の早い時期までに

ですね、当該の

午前中早い時期というか、今回の注水は午前

だけ早くやっていただいて、自衛隊さんの注水はですね、

給に 1回帰らなきゃいけない。前後の時間入れると

になりますから、合計

いうことをこちらでは考えています。

最初に自衛隊さん入られるのは

5 時半？いやいや、だから今が

あ、すみません。申し訳ない。ちょっと私が聞きたいのはですね、今日の話ではなくて、明日

自衛隊さんがこのエリアに入られるのは・・

いやいや。明日の朝

だということです。

明日の朝の午前
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ただしですね、消防署さんは、あの、装置をそのままあそこに置いて行っていただける訳で。

ちょっと私、そこも聞いてなかったんですけども、セッティングしたまま全部あの装置はここ

に置いて行かれると。 

はい。今の時点ではそういう考えだと思っております。

はい。で、今後、適宜ですね、我々の方で動かして水を出すということができるようにすると。

こういう話だというのが初めてわかりましてですね、すみません。ちょっとそういう話で・・

あの、その後、適宜我々の方で動かしてということは、まだ私共の方では確認しておりません。

あ、そうですか。わかりました。

はい。ただし、ただし、ある程度の習熟を経た上で、その、そういったスイッチを

る操作は有り得べしというには理解してます。

はい。わかりました。 

それから、今の話からすると消防の方は何れにしろ、この状態が定常な状態になったというこ

時半までは、7 時間の間は、新しい方が現地に居られると。場所はともかく、どこにあ

るかはその状況においてということだけど、居ていただけると。そしてそのエンジンを停止す

るところはやっていただいて、それから本体は、機械は残して、要員は撤収すると。こういう

 

はい。要員撤収。そういう段取りです。

はい。わかりました。 

それからあの。良いですか？併せて自衛隊の方なんですが、自衛隊さんの方についても、もう

一度道路の確認に来られるということで、●●を今指名しまして、土木グループを同行させま

してですね、道の点検に行くということで、清掃を、撤去すべきエリアをちゃんと指示しても

らいまして、私共の土木グループの方が、まあ朝までといいますか、午前中の早い時期までに

ですね、当該の 4 号機へのアクセスルートを整備すると。こういったかたちで今・・

午前中早い時期というか、今回の注水は午前

だけ早くやっていただいて、自衛隊さんの注水はですね、

回帰らなきゃいけない。前後の時間入れると

になりますから、合計 2 回注水しても

いうことをこちらでは考えています。

最初に自衛隊さん入られるのは

時半？いやいや、だから今が

あ、すみません。申し訳ない。ちょっと私が聞きたいのはですね、今日の話ではなくて、明日

自衛隊さんがこのエリアに入られるのは・・

いやいや。明日の朝 5時までの時間枠しかないから、今晩から明日の朝の

だということです。 

明日の朝の午前 5 時は何で決まってんでしたっけ？

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容

ただしですね、消防署さんは、あの、装置をそのままあそこに置いて行っていただける訳で。

ちょっと私、そこも聞いてなかったんですけども、セッティングしたまま全部あの装置はここ

はい。今の時点ではそういう考えだと思っております。

はい。で、今後、適宜ですね、我々の方で動かして水を出すということができるようにすると。

こういう話だというのが初めてわかりましてですね、すみません。ちょっとそういう話で・・

あの、その後、適宜我々の方で動かしてということは、まだ私共の方では確認しておりません。

あ、そうですか。わかりました。 

はい。ただし、ただし、ある程度の習熟を経た上で、その、そういったスイッチを

る操作は有り得べしというには理解してます。

それから、今の話からすると消防の方は何れにしろ、この状態が定常な状態になったというこ

時間の間は、新しい方が現地に居られると。場所はともかく、どこにあ

るかはその状況においてということだけど、居ていただけると。そしてそのエンジンを停止す

るところはやっていただいて、それから本体は、機械は残して、要員は撤収すると。こういう

はい。要員撤収。そういう段取りです。 

それからあの。良いですか？併せて自衛隊の方なんですが、自衛隊さんの方についても、もう

一度道路の確認に来られるということで、●●を今指名しまして、土木グループを同行させま

してですね、道の点検に行くということで、清掃を、撤去すべきエリアをちゃんと指示しても

らいまして、私共の土木グループの方が、まあ朝までといいますか、午前中の早い時期までに

号機へのアクセスルートを整備すると。こういったかたちで今・・

午前中早い時期というか、今回の注水は午前

だけ早くやっていただいて、自衛隊さんの注水はですね、

回帰らなきゃいけない。前後の時間入れると

回注水しても 5 時間なんで、そんなことを頭に入れて作業を進めると

いうことをこちらでは考えています。 

最初に自衛隊さん入られるのは 5 時過ぎっていうか、

時半？いやいや、だから今が 6 時ですから、現地偵察が

あ、すみません。申し訳ない。ちょっと私が聞きたいのはですね、今日の話ではなくて、明日

自衛隊さんがこのエリアに入られるのは・・

時までの時間枠しかないから、今晩から明日の朝の

時は何で決まってんでしたっけ？

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容 

ただしですね、消防署さんは、あの、装置をそのままあそこに置いて行っていただける訳で。

ちょっと私、そこも聞いてなかったんですけども、セッティングしたまま全部あの装置はここ

はい。今の時点ではそういう考えだと思っております。 

はい。で、今後、適宜ですね、我々の方で動かして水を出すということができるようにすると。

こういう話だというのが初めてわかりましてですね、すみません。ちょっとそういう話で・・

あの、その後、適宜我々の方で動かしてということは、まだ私共の方では確認しておりません。

はい。ただし、ただし、ある程度の習熟を経た上で、その、そういったスイッチを

る操作は有り得べしというには理解してます。 

それから、今の話からすると消防の方は何れにしろ、この状態が定常な状態になったというこ

時間の間は、新しい方が現地に居られると。場所はともかく、どこにあ

るかはその状況においてということだけど、居ていただけると。そしてそのエンジンを停止す

るところはやっていただいて、それから本体は、機械は残して、要員は撤収すると。こういう

それからあの。良いですか？併せて自衛隊の方なんですが、自衛隊さんの方についても、もう

一度道路の確認に来られるということで、●●を今指名しまして、土木グループを同行させま

してですね、道の点検に行くということで、清掃を、撤去すべきエリアをちゃんと指示しても

らいまして、私共の土木グループの方が、まあ朝までといいますか、午前中の早い時期までに

号機へのアクセスルートを整備すると。こういったかたちで今・・

午前中早い時期というか、今回の注水は午前 5時までしか時間枠が無いので、その作業をなる

だけ早くやっていただいて、自衛隊さんの注水はですね、1

回帰らなきゃいけない。前後の時間入れると 3時間必要ですから、次の注水は

時間なんで、そんなことを頭に入れて作業を進めると

時過ぎっていうか、5時半ですか？

時ですから、現地偵察が 7

あ、すみません。申し訳ない。ちょっと私が聞きたいのはですね、今日の話ではなくて、明日

自衛隊さんがこのエリアに入られるのは・・ 

時までの時間枠しかないから、今晩から明日の朝の

時は何で決まってんでしたっけ？ 
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ただしですね、消防署さんは、あの、装置をそのままあそこに置いて行っていただける訳で。

ちょっと私、そこも聞いてなかったんですけども、セッティングしたまま全部あの装置はここ

はい。で、今後、適宜ですね、我々の方で動かして水を出すということができるようにすると。

こういう話だというのが初めてわかりましてですね、すみません。ちょっとそういう話で・・

あの、その後、適宜我々の方で動かしてということは、まだ私共の方では確認しておりません。

はい。ただし、ただし、ある程度の習熟を経た上で、その、そういったスイッチを

それから、今の話からすると消防の方は何れにしろ、この状態が定常な状態になったというこ

時間の間は、新しい方が現地に居られると。場所はともかく、どこにあ

るかはその状況においてということだけど、居ていただけると。そしてそのエンジンを停止す

るところはやっていただいて、それから本体は、機械は残して、要員は撤収すると。こういう

それからあの。良いですか？併せて自衛隊の方なんですが、自衛隊さんの方についても、もう

一度道路の確認に来られるということで、●●を今指名しまして、土木グループを同行させま

してですね、道の点検に行くということで、清掃を、撤去すべきエリアをちゃんと指示しても

らいまして、私共の土木グループの方が、まあ朝までといいますか、午前中の早い時期までに

号機へのアクセスルートを整備すると。こういったかたちで今・・

時までしか時間枠が無いので、その作業をなる

1回 1 時間とすると、その後水を補

時間必要ですから、次の注水は

時間なんで、そんなことを頭に入れて作業を進めると

時半ですか？ 

7 時頃になりますね？

あ、すみません。申し訳ない。ちょっと私が聞きたいのはですね、今日の話ではなくて、明日

時までの時間枠しかないから、今晩から明日の朝の
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ただしですね、消防署さんは、あの、装置をそのままあそこに置いて行っていただける訳で。

ちょっと私、そこも聞いてなかったんですけども、セッティングしたまま全部あの装置はここ

はい。で、今後、適宜ですね、我々の方で動かして水を出すということができるようにすると。

こういう話だというのが初めてわかりましてですね、すみません。ちょっとそういう話で・・

あの、その後、適宜我々の方で動かしてということは、まだ私共の方では確認しておりません。

はい。ただし、ただし、ある程度の習熟を経た上で、その、そういったスイッチを ON・OFF

それから、今の話からすると消防の方は何れにしろ、この状態が定常な状態になったというこ

時間の間は、新しい方が現地に居られると。場所はともかく、どこにあ

るかはその状況においてということだけど、居ていただけると。そしてそのエンジンを停止す

るところはやっていただいて、それから本体は、機械は残して、要員は撤収すると。こういう

それからあの。良いですか？併せて自衛隊の方なんですが、自衛隊さんの方についても、もう

一度道路の確認に来られるということで、●●を今指名しまして、土木グループを同行させま

してですね、道の点検に行くということで、清掃を、撤去すべきエリアをちゃんと指示しても

らいまして、私共の土木グループの方が、まあ朝までといいますか、午前中の早い時期までに

号機へのアクセスルートを整備すると。こういったかたちで今・・ 

時までしか時間枠が無いので、その作業をなる

時間とすると、その後水を補

時間必要ですから、次の注水は 3 時間後

時間なんで、そんなことを頭に入れて作業を進めると

時頃になりますね？ 

あ、すみません。申し訳ない。ちょっと私が聞きたいのはですね、今日の話ではなくて、明日

時までの時間枠しかないから、今晩から明日の朝の 5時までの間の作業

 

ただしですね、消防署さんは、あの、装置をそのままあそこに置いて行っていただける訳で。 

ちょっと私、そこも聞いてなかったんですけども、セッティングしたまま全部あの装置はここ

はい。で、今後、適宜ですね、我々の方で動かして水を出すということができるようにすると。

こういう話だというのが初めてわかりましてですね、すみません。ちょっとそういう話で・・ 

あの、その後、適宜我々の方で動かしてということは、まだ私共の方では確認しておりません。 

OFF す

それから、今の話からすると消防の方は何れにしろ、この状態が定常な状態になったというこ

時間の間は、新しい方が現地に居られると。場所はともかく、どこにあ

るかはその状況においてということだけど、居ていただけると。そしてそのエンジンを停止す

るところはやっていただいて、それから本体は、機械は残して、要員は撤収すると。こういう

それからあの。良いですか？併せて自衛隊の方なんですが、自衛隊さんの方についても、もう

一度道路の確認に来られるということで、●●を今指名しまして、土木グループを同行させま

してですね、道の点検に行くということで、清掃を、撤去すべきエリアをちゃんと指示しても

らいまして、私共の土木グループの方が、まあ朝までといいますか、午前中の早い時期までに

時までしか時間枠が無いので、その作業をなる

時間とすると、その後水を補

時間後

時間なんで、そんなことを頭に入れて作業を進めると

あ、すみません。申し訳ない。ちょっと私が聞きたいのはですね、今日の話ではなくて、明日

時までの間の作業
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午前 5時以降は、原子力の方の内線工事で屋外部分があると。

内線工事ね？はい。

屋外部分があるということです。ちょうどそこの部分で屋外のケーブル敷きがあるということ

です。 

わかりました。ちょっと若干ですね、しんどいのはですね、まあしんどいんだけどやれってお

っしゃるんだけども、要するに

ります。 

はい。 

で、結構ここの風向きによって、飛散する部分が、ちょっとこの道の部分は、場合によっては

ここのエリアで、ちょっといやらしいなというところがあるんでですね、ちょっとその辺は・・

自衛隊さんのルートはね？その

あ、それは存じ上げてる上で、水の飛沫等々、その土木工事に関わる部分がありますので。

あ、なるほど。

関係しないこともないので、そこら辺の安全を図りつつ、そういうことになりますと・・

はい。 

できれば放水終わってからやった方が良いんですが、それだと

んでということを申し上げただけでございます。

はい。わかりました。良くわかりました。

と、1時半ではなくて

0 時半？ 

はい。 

じゃ、私、1時半と申し上げたんですが、ちょっともう一度確認してもらいます。

あの、5時半から

すみません。もう頭が・・廻っていないんで

はい。そうでしょう。お疲れのところでしょうから、そういうことで統一したいと思います。

じゃ、0 時 30 分までということにします。

はい。 

資材班から報告です。自衛隊さんの方に運んでいただいております投光機

15 分ほど前に

保安班の代表の方、本部へ来てください。保安班の代表の方。

 （３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始
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時以降は、原子力の方の内線工事で屋外部分があると。

内線工事ね？はい。 

屋外部分があるということです。ちょうどそこの部分で屋外のケーブル敷きがあるということ

わかりました。ちょっと若干ですね、しんどいのはですね、まあしんどいんだけどやれってお

っしゃるんだけども、要するに

で、結構ここの風向きによって、飛散する部分が、ちょっとこの道の部分は、場合によっては

ここのエリアで、ちょっといやらしいなというところがあるんでですね、ちょっとその辺は・・

自衛隊さんのルートはね？その

あ、それは存じ上げてる上で、水の飛沫等々、その土木工事に関わる部分がありますので。

あ、なるほど。 

関係しないこともないので、そこら辺の安全を図りつつ、そういうことになりますと・・

できれば放水終わってからやった方が良いんですが、それだと

んでということを申し上げただけでございます。

はい。わかりました。良くわかりました。

時半ではなくて 0 時半というふうになっております。

時半と申し上げたんですが、ちょっともう一度確認してもらいます。

時半から 7 時間ということになると、

すみません。もう頭が・・廻っていないんで

はい。そうでしょう。お疲れのところでしょうから、そういうことで統一したいと思います。

分までということにします。

資材班から報告です。自衛隊さんの方に運んでいただいております投光機

分ほど前に Jヴィレッジを出発してこちらの方に向かっております。以上でございます。

保安班の代表の方、本部へ来てください。保安班の代表の方。

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容

時以降は、原子力の方の内線工事で屋外部分があると。

屋外部分があるということです。ちょうどそこの部分で屋外のケーブル敷きがあるということ

わかりました。ちょっと若干ですね、しんどいのはですね、まあしんどいんだけどやれってお

っしゃるんだけども、要するに 3 号機の送水がちょっと時間を予定オーバーして

で、結構ここの風向きによって、飛散する部分が、ちょっとこの道の部分は、場合によっては

ここのエリアで、ちょっといやらしいなというところがあるんでですね、ちょっとその辺は・・

自衛隊さんのルートはね？その 3 号への放水と全く違う、ずっと、あの・・

あ、それは存じ上げてる上で、水の飛沫等々、その土木工事に関わる部分がありますので。

関係しないこともないので、そこら辺の安全を図りつつ、そういうことになりますと・・

できれば放水終わってからやった方が良いんですが、それだと

んでということを申し上げただけでございます。

はい。わかりました。良くわかりました。3号の消防は、今手元に入りました情報によります

時半というふうになっております。

時半と申し上げたんですが、ちょっともう一度確認してもらいます。

時間ということになると、

すみません。もう頭が・・廻っていないんで

はい。そうでしょう。お疲れのところでしょうから、そういうことで統一したいと思います。

分までということにします。 

資材班から報告です。自衛隊さんの方に運んでいただいております投光機

ヴィレッジを出発してこちらの方に向かっております。以上でございます。

保安班の代表の方、本部へ来てください。保安班の代表の方。

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容 

時以降は、原子力の方の内線工事で屋外部分があると。

屋外部分があるということです。ちょうどそこの部分で屋外のケーブル敷きがあるということ

わかりました。ちょっと若干ですね、しんどいのはですね、まあしんどいんだけどやれってお

号機の送水がちょっと時間を予定オーバーして

で、結構ここの風向きによって、飛散する部分が、ちょっとこの道の部分は、場合によっては

ここのエリアで、ちょっといやらしいなというところがあるんでですね、ちょっとその辺は・・

号への放水と全く違う、ずっと、あの・・

あ、それは存じ上げてる上で、水の飛沫等々、その土木工事に関わる部分がありますので。

関係しないこともないので、そこら辺の安全を図りつつ、そういうことになりますと・・

できれば放水終わってからやった方が良いんですが、それだと

んでということを申し上げただけでございます。 

号の消防は、今手元に入りました情報によります

時半というふうになっております。

時半と申し上げたんですが、ちょっともう一度確認してもらいます。

時間ということになると、0 時半ということになります。

すみません。もう頭が・・廻っていないんで 

はい。そうでしょう。お疲れのところでしょうから、そういうことで統一したいと思います。

 

資材班から報告です。自衛隊さんの方に運んでいただいております投光機

ヴィレッジを出発してこちらの方に向かっております。以上でございます。

保安班の代表の方、本部へ来てください。保安班の代表の方。

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

時以降は、原子力の方の内線工事で屋外部分があると。 

屋外部分があるということです。ちょうどそこの部分で屋外のケーブル敷きがあるということ

わかりました。ちょっと若干ですね、しんどいのはですね、まあしんどいんだけどやれってお

号機の送水がちょっと時間を予定オーバーして

で、結構ここの風向きによって、飛散する部分が、ちょっとこの道の部分は、場合によっては

ここのエリアで、ちょっといやらしいなというところがあるんでですね、ちょっとその辺は・・

号への放水と全く違う、ずっと、あの・・

あ、それは存じ上げてる上で、水の飛沫等々、その土木工事に関わる部分がありますので。

関係しないこともないので、そこら辺の安全を図りつつ、そういうことになりますと・・

できれば放水終わってからやった方が良いんですが、それだと 3 時間半くらいしか時間が無い

号の消防は、今手元に入りました情報によります

時半というふうになっております。 

時半と申し上げたんですが、ちょっともう一度確認してもらいます。

時半ということになります。

はい。そうでしょう。お疲れのところでしょうから、そういうことで統一したいと思います。

資材班から報告です。自衛隊さんの方に運んでいただいております投光機 25

ヴィレッジを出発してこちらの方に向かっております。以上でございます。

保安班の代表の方、本部へ来てください。保安班の代表の方。 

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始） 

屋外部分があるということです。ちょうどそこの部分で屋外のケーブル敷きがあるということ

わかりました。ちょっと若干ですね、しんどいのはですね、まあしんどいんだけどやれってお

号機の送水がちょっと時間を予定オーバーして 1 時半までや

で、結構ここの風向きによって、飛散する部分が、ちょっとこの道の部分は、場合によっては

ここのエリアで、ちょっといやらしいなというところがあるんでですね、ちょっとその辺は・・

号への放水と全く違う、ずっと、あの・・ 

あ、それは存じ上げてる上で、水の飛沫等々、その土木工事に関わる部分がありますので。

関係しないこともないので、そこら辺の安全を図りつつ、そういうことになりますと・・

時間半くらいしか時間が無い

号の消防は、今手元に入りました情報によります

時半と申し上げたんですが、ちょっともう一度確認してもらいます。 

時半ということになります。 

はい。そうでしょう。お疲れのところでしょうから、そういうことで統一したいと思います。

25 台ですが、今から

ヴィレッジを出発してこちらの方に向かっております。以上でございます。

 

屋外部分があるということです。ちょうどそこの部分で屋外のケーブル敷きがあるということ

わかりました。ちょっと若干ですね、しんどいのはですね、まあしんどいんだけどやれってお

時半までや

で、結構ここの風向きによって、飛散する部分が、ちょっとこの道の部分は、場合によっては

ここのエリアで、ちょっといやらしいなというところがあるんでですね、ちょっとその辺は・・ 

あ、それは存じ上げてる上で、水の飛沫等々、その土木工事に関わる部分がありますので。 

関係しないこともないので、そこら辺の安全を図りつつ、そういうことになりますと・・ 

時間半くらいしか時間が無い

号の消防は、今手元に入りました情報によります

はい。そうでしょう。お疲れのところでしょうから、そういうことで統一したいと思います。 

台ですが、今から

ヴィレッジを出発してこちらの方に向かっております。以上でございます。 
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はい。サイト保安班です。

いや、本店保安班：○○に頼みました。すみません。

失礼しました。

サイト保安班よりモニタリングの結果についてお知らせ致します。

すが、３０２０

が、西風３．６ｍ／ｓです。以上です。

了解しました。

本部に報告致します。福島第一吉田です。

はい。どうぞ。お願いします。

只今ですね、たった今、消防庁の

れからこちらの免震重要棟を出発、というかこれから、新装備を着けるところなんですが、新

装備を着けて出て行くという段階でございます。それから、新たな部隊はもう既に■■■（０

６：４７：４５）から出て、そろそろ

で、そこに今迎えの、当社の社員を派遣して、誘導して、福島第一に来ていただくと。こうい

う手筈になってございます。以上です。

はい。わかりました。そうしたら新しい交代要員が来るのは、遅くても

ええ。8時前にはいらっしゃると思います。はい。

その間は●●1

はい。そうです。

はい。わかりました。

で、今の時間を使いまして給油の時間のレクチャーだとか、いくつかそういう意味でレクチャ

ーを受けております。

はい。わかりました。

後、あの、ちょっと気になってます、例のあの、トレーニングの件は、それはそれで動いてる

とみていてよろしいでしょうか？

ええ。ちょっとこれはですね、良くいろいろな状況を考えてという方が良いと思ってますので、

今こちらで引き取って検討をしていくということにしてまして、すぐにどうこうという話には

ならないので、また改めて連絡させてもらいます。

はい。 

サイト保安班から連絡致します。モニタリング状況です。

μSv／ｈ。中性子については変化ございません。風向きですが、西風です。４．１ｍ／ｓ。変

化ございません。以上です。

福島も緊急地震速報が出ています。…今東京揺れが来ました。

福島、だいたい揺れが治まりましたが、かなり長いこと揺れてました。

 （３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始
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はい。サイト保安班です。 

いや、本店保安班：○○に頼みました。すみません。

失礼しました。 

サイト保安班よりモニタリングの結果についてお知らせ致します。

すが、３０２０μSv／ｈ。中性子につきましては検出はありません。風向・風速でございます

が、西風３．６ｍ／ｓです。以上です。

了解しました。 

本部に報告致します。福島第一吉田です。

はい。どうぞ。お願いします。

只今ですね、たった今、消防庁の

れからこちらの免震重要棟を出発、というかこれから、新装備を着けるところなんですが、新

装備を着けて出て行くという段階でございます。それから、新たな部隊はもう既に■■■（０

６：４７：４５）から出て、そろそろ

で、そこに今迎えの、当社の社員を派遣して、誘導して、福島第一に来ていただくと。こうい

う手筈になってございます。以上です。

はい。わかりました。そうしたら新しい交代要員が来るのは、遅くても

時前にはいらっしゃると思います。はい。

1人になると。こういうことですね？

はい。そうです。 

はい。わかりました。 

で、今の時間を使いまして給油の時間のレクチャーだとか、いくつかそういう意味でレクチャ

ーを受けております。 

はい。わかりました。 

後、あの、ちょっと気になってます、例のあの、トレーニングの件は、それはそれで動いてる

とみていてよろしいでしょうか？

ええ。ちょっとこれはですね、良くいろいろな状況を考えてという方が良いと思ってますので、

今こちらで引き取って検討をしていくということにしてまして、すぐにどうこうという話には

ならないので、また改めて連絡させてもらいます。

サイト保安班から連絡致します。モニタリング状況です。

／ｈ。中性子については変化ございません。風向きですが、西風です。４．１ｍ／ｓ。変

化ございません。以上です。 

福島も緊急地震速報が出ています。…今東京揺れが来ました。

福島、だいたい揺れが治まりましたが、かなり長いこと揺れてました。
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発言内容

 

いや、本店保安班：○○に頼みました。すみません。

サイト保安班よりモニタリングの結果についてお知らせ致します。
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はい。どうぞ。お願いします。 

只今ですね、たった今、消防庁の 1 人、●●さんだけを残してそれ以外のメンバーの方が、こ

れからこちらの免震重要棟を出発、というかこれから、新装備を着けるところなんですが、新

装備を着けて出て行くという段階でございます。それから、新たな部隊はもう既に■■■（０

６：４７：４５）から出て、そろそろ J ヴィレッジに着かれるか、着かれたところということ

で、そこに今迎えの、当社の社員を派遣して、誘導して、福島第一に来ていただくと。こうい

う手筈になってございます。以上です。 

はい。わかりました。そうしたら新しい交代要員が来るのは、遅くても

時前にはいらっしゃると思います。はい。

人になると。こういうことですね？

で、今の時間を使いまして給油の時間のレクチャーだとか、いくつかそういう意味でレクチャ

後、あの、ちょっと気になってます、例のあの、トレーニングの件は、それはそれで動いてる

とみていてよろしいでしょうか？ 

ええ。ちょっとこれはですね、良くいろいろな状況を考えてという方が良いと思ってますので、

今こちらで引き取って検討をしていくということにしてまして、すぐにどうこうという話には

ならないので、また改めて連絡させてもらいます。

サイト保安班から連絡致します。モニタリング状況です。

／ｈ。中性子については変化ございません。風向きですが、西風です。４．１ｍ／ｓ。変
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れからこちらの免震重要棟を出発、というかこれから、新装備を着けるところなんですが、新

装備を着けて出て行くという段階でございます。それから、新たな部隊はもう既に■■■（０

ヴィレッジに着かれるか、着かれたところということ

で、そこに今迎えの、当社の社員を派遣して、誘導して、福島第一に来ていただくと。こうい

はい。わかりました。そうしたら新しい交代要員が来るのは、遅くても

時前にはいらっしゃると思います。はい。 

人になると。こういうことですね？ 

で、今の時間を使いまして給油の時間のレクチャーだとか、いくつかそういう意味でレクチャ

後、あの、ちょっと気になってます、例のあの、トレーニングの件は、それはそれで動いてる

ええ。ちょっとこれはですね、良くいろいろな状況を考えてという方が良いと思ってますので、

今こちらで引き取って検討をしていくということにしてまして、すぐにどうこうという話には

ならないので、また改めて連絡させてもらいます。 

サイト保安班から連絡致します。モニタリング状況です。3
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福島、だいたい揺れが治まりましたが、かなり長いこと揺れてました。
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サイト保安班よりモニタリングの結果についてお知らせ致します。3月 19

／ｈ。中性子につきましては検出はありません。風向・風速でございます

人、●●さんだけを残してそれ以外のメンバーの方が、こ

れからこちらの免震重要棟を出発、というかこれから、新装備を着けるところなんですが、新

装備を着けて出て行くという段階でございます。それから、新たな部隊はもう既に■■■（０

ヴィレッジに着かれるか、着かれたところということ

で、そこに今迎えの、当社の社員を派遣して、誘導して、福島第一に来ていただくと。こうい

はい。わかりました。そうしたら新しい交代要員が来るのは、遅くても 8時前後くらいだと。

で、今の時間を使いまして給油の時間のレクチャーだとか、いくつかそういう意味でレクチャ

後、あの、ちょっと気になってます、例のあの、トレーニングの件は、それはそれで動いてる

ええ。ちょっとこれはですね、良くいろいろな状況を考えてという方が良いと思ってますので、

今こちらで引き取って検討をしていくということにしてまして、すぐにどうこうという話には
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れからこちらの免震重要棟を出発、というかこれから、新装備を着けるところなんですが、新

装備を着けて出て行くという段階でございます。それから、新たな部隊はもう既に■■■（０

ヴィレッジに着かれるか、着かれたところということ

で、そこに今迎えの、当社の社員を派遣して、誘導して、福島第一に来ていただくと。こうい

時前後くらいだと。

で、今の時間を使いまして給油の時間のレクチャーだとか、いくつかそういう意味でレクチャ

後、あの、ちょっと気になってます、例のあの、トレーニングの件は、それはそれで動いてる

ええ。ちょっとこれはですね、良くいろいろな状況を考えてという方が良いと思ってますので、

今こちらで引き取って検討をしていくということにしてまして、すぐにどうこうという話には

30 分現在。２９９８
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ヴィレッジに着かれるか、着かれたところということ

で、そこに今迎えの、当社の社員を派遣して、誘導して、福島第一に来ていただくと。こうい

時前後くらいだと。 

で、今の時間を使いまして給油の時間のレクチャーだとか、いくつかそういう意味でレクチャ

後、あの、ちょっと気になってます、例のあの、トレーニングの件は、それはそれで動いてる

ええ。ちょっとこれはですね、良くいろいろな状況を考えてという方が良いと思ってますので、

今こちらで引き取って検討をしていくということにしてまして、すぐにどうこうという話には

分現在。２９９８
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年 3月 19 日 

 

福島どうですか？

福島揺れ治まりました。

給電班からご報告致します。今の地震による基幹系統の発電機等のトリップはございません。

以上です。 

すみません。通報班からですけども、今の地震で県の方がですね、プラントの状況どうですか？

という気にされてるので、特にあの、５・６の方は人が居るんで、状況がわかったら教えてく

ださいとのことですので、情報いただければと思います。

５・６については特段異常ありません。プラントのパラメータに変化ありません。以上です。

わかりました。じゃ、５・６の方は監視をして異常無かったということでお伝えしておきます。

福島第一通報班の●●すが、本店○○本部さん聞こえますでしょうか？

はい。本店○○聞こえます。

福島第一の通報班の●●です。私のところにですね、東電工業さんの方から、福島第一の方に

ステンレス製のタンク２基をですね、運んでほしいと。で、降ろすにあたっては１・４号機の

ところにということで依頼が来てるということで、ただし、本当にそこに置けるのか？という

ことと、そこに置いてって良いのか？というところが明確にちょっとわからないということで

したので、もし、あの、で、発注元はですね、原子力設備管理部さんの名前で東電工業さんの

方に依頼が入ってるってことですので、その置く場所等についてもう一度確認いただいて、東

電工業さんの方にご指示いただければと思いますが、お願いをしてよろしいでしょうか？

復旧班の方でよろしいでしょうか？

確認します。 

はい。お願いします。

よろしくお願いします。

本店○○さん？…本店○○さん？１Ｆです。

はい。お願いします。

自衛隊でですね、２回目に偵察に来た方、只今

中での、その、いろんな話し合いの状況については、戻ってからまたレポートしたいと思いま

す。 

はい。了解しました。

１Ｆ？あの今の自衛隊の偵察車というのは、今あの、１Ｆの正面ゲートを出て、

に向かってるっていうことで良いですか？

はい。そうでございます。

はい。 

中身については、対応した人間が戻ったらレポートします。
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という気にされてるので、特にあの、５・６の方は人が居るんで、状況がわかったら教えてく

ださいとのことですので、情報いただければと思います。

５・６については特段異常ありません。プラントのパラメータに変化ありません。以上です。

わかりました。じゃ、５・６の方は監視をして異常無かったということでお伝えしておきます。

福島第一通報班の●●すが、本店○○本部さん聞こえますでしょうか？

はい。本店○○聞こえます。 

福島第一の通報班の●●です。私のところにですね、東電工業さんの方から、福島第一の方に

ステンレス製のタンク２基をですね、運んでほしいと。で、降ろすにあたっては１・４号機の

ところにということで依頼が来てるということで、ただし、本当にそこに置けるのか？という

ことと、そこに置いてって良いのか？というところが明確にちょっとわからないということで

したので、もし、あの、で、発注元はですね、原子力設備管理部さんの名前で東電工業さんの

方に依頼が入ってるってことですので、その置く場所等についてもう一度確認いただいて、東

んの方にご指示いただければと思いますが、お願いをしてよろしいでしょうか？

復旧班の方でよろしいでしょうか？

 

はい。お願いします。 

よろしくお願いします。 

本店○○さん？…本店○○さん？１Ｆです。

はい。お願いします。 

自衛隊でですね、２回目に偵察に来た方、只今

中での、その、いろんな話し合いの状況については、戻ってからまたレポートしたいと思いま

はい。了解しました。 

１Ｆ？あの今の自衛隊の偵察車というのは、今あの、１Ｆの正面ゲートを出て、

に向かってるっていうことで良いですか？

はい。そうでございます。 

中身については、対応した人間が戻ったらレポートします。
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発言内容

給電班からご報告致します。今の地震による基幹系統の発電機等のトリップはございません。

すみません。通報班からですけども、今の地震で県の方がですね、プラントの状況どうですか？

という気にされてるので、特にあの、５・６の方は人が居るんで、状況がわかったら教えてく

ださいとのことですので、情報いただければと思います。

５・６については特段異常ありません。プラントのパラメータに変化ありません。以上です。

わかりました。じゃ、５・６の方は監視をして異常無かったということでお伝えしておきます。

福島第一通報班の●●すが、本店○○本部さん聞こえますでしょうか？

 

福島第一の通報班の●●です。私のところにですね、東電工業さんの方から、福島第一の方に

ステンレス製のタンク２基をですね、運んでほしいと。で、降ろすにあたっては１・４号機の

ところにということで依頼が来てるということで、ただし、本当にそこに置けるのか？という

ことと、そこに置いてって良いのか？というところが明確にちょっとわからないということで

したので、もし、あの、で、発注元はですね、原子力設備管理部さんの名前で東電工業さんの

方に依頼が入ってるってことですので、その置く場所等についてもう一度確認いただいて、東

んの方にご指示いただければと思いますが、お願いをしてよろしいでしょうか？

復旧班の方でよろしいでしょうか？ 

本店○○さん？…本店○○さん？１Ｆです。

自衛隊でですね、２回目に偵察に来た方、只今

中での、その、いろんな話し合いの状況については、戻ってからまたレポートしたいと思いま

１Ｆ？あの今の自衛隊の偵察車というのは、今あの、１Ｆの正面ゲートを出て、

に向かってるっていうことで良いですか？ 

 

中身については、対応した人間が戻ったらレポートします。
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発言内容 

給電班からご報告致します。今の地震による基幹系統の発電機等のトリップはございません。

すみません。通報班からですけども、今の地震で県の方がですね、プラントの状況どうですか？

という気にされてるので、特にあの、５・６の方は人が居るんで、状況がわかったら教えてく

ださいとのことですので、情報いただければと思います。 

５・６については特段異常ありません。プラントのパラメータに変化ありません。以上です。

わかりました。じゃ、５・６の方は監視をして異常無かったということでお伝えしておきます。

福島第一通報班の●●すが、本店○○本部さん聞こえますでしょうか？

福島第一の通報班の●●です。私のところにですね、東電工業さんの方から、福島第一の方に

ステンレス製のタンク２基をですね、運んでほしいと。で、降ろすにあたっては１・４号機の

ところにということで依頼が来てるということで、ただし、本当にそこに置けるのか？という

ことと、そこに置いてって良いのか？というところが明確にちょっとわからないということで

したので、もし、あの、で、発注元はですね、原子力設備管理部さんの名前で東電工業さんの

方に依頼が入ってるってことですので、その置く場所等についてもう一度確認いただいて、東

んの方にご指示いただければと思いますが、お願いをしてよろしいでしょうか？

本店○○さん？…本店○○さん？１Ｆです。 

自衛隊でですね、２回目に偵察に来た方、只今 J ヴィレッジに戻ったという情報が入りました。

中での、その、いろんな話し合いの状況については、戻ってからまたレポートしたいと思いま

１Ｆ？あの今の自衛隊の偵察車というのは、今あの、１Ｆの正面ゲートを出て、

 

中身については、対応した人間が戻ったらレポートします。
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ところにということで依頼が来てるということで、ただし、本当にそこに置けるのか？という

ことと、そこに置いてって良いのか？というところが明確にちょっとわからないということで

したので、もし、あの、で、発注元はですね、原子力設備管理部さんの名前で東電工業さんの

方に依頼が入ってるってことですので、その置く場所等についてもう一度確認いただいて、東

んの方にご指示いただければと思いますが、お願いをしてよろしいでしょうか？

ヴィレッジに戻ったという情報が入りました。

中での、その、いろんな話し合いの状況については、戻ってからまたレポートしたいと思いま

１Ｆ？あの今の自衛隊の偵察車というのは、今あの、１Ｆの正面ゲートを出て、

中身については、対応した人間が戻ったらレポートします。 
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給電班からご報告致します。今の地震による基幹系統の発電機等のトリップはございません。

すみません。通報班からですけども、今の地震で県の方がですね、プラントの状況どうですか？

という気にされてるので、特にあの、５・６の方は人が居るんで、状況がわかったら教えてく

５・６については特段異常ありません。プラントのパラメータに変化ありません。以上です。

わかりました。じゃ、５・６の方は監視をして異常無かったということでお伝えしておきます。

福島第一の通報班の●●です。私のところにですね、東電工業さんの方から、福島第一の方に

ステンレス製のタンク２基をですね、運んでほしいと。で、降ろすにあたっては１・４号機の

ところにということで依頼が来てるということで、ただし、本当にそこに置けるのか？という

ことと、そこに置いてって良いのか？というところが明確にちょっとわからないということで

したので、もし、あの、で、発注元はですね、原子力設備管理部さんの名前で東電工業さんの

方に依頼が入ってるってことですので、その置く場所等についてもう一度確認いただいて、東

んの方にご指示いただければと思いますが、お願いをしてよろしいでしょうか？

ヴィレッジに戻ったという情報が入りました。

中での、その、いろんな話し合いの状況については、戻ってからまたレポートしたいと思いま

１Ｆ？あの今の自衛隊の偵察車というのは、今あの、１Ｆの正面ゲートを出て、J ヴィレッジ

 

給電班からご報告致します。今の地震による基幹系統の発電機等のトリップはございません。

すみません。通報班からですけども、今の地震で県の方がですね、プラントの状況どうですか？
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ステンレス製のタンク２基をですね、運んでほしいと。で、降ろすにあたっては１・４号機の

ところにということで依頼が来てるということで、ただし、本当にそこに置けるのか？という

ことと、そこに置いてって良いのか？というところが明確にちょっとわからないということで

したので、もし、あの、で、発注元はですね、原子力設備管理部さんの名前で東電工業さんの

方に依頼が入ってるってことですので、その置く場所等についてもう一度確認いただいて、東

んの方にご指示いただければと思いますが、お願いをしてよろしいでしょうか？ 

ヴィレッジに戻ったという情報が入りました。

中での、その、いろんな話し合いの状況については、戻ってからまたレポートしたいと思いま
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武黒フェロー  

年 3月 19 日 

 

お願いします。

サイト保安班からモニタリングについて情報をお知らせします。１９時３０分現在、ガンマで

すが２９５７μ

m/sec でざいます。以上です。

すいません、福島第一復旧班、●●でございますが本店聞こえますでしょうか？

本店聞こえております。

すいません、一つご相談事項があるんですが。あの、配電の方々がですね、一緒に付設しまし

た今Ｐ／Ｃ４Ｄの電源に使用してる電源車が止まってしまいました。我々悪戦苦闘して再起動

を試みているんですが、なかなか非常に再起動が難しい状況にあり、Ｐ／Ｃの４Ｄがまた失わ

れている状況にあります。つきましては当初付設にご協力いただいた配電の方にご協力をいた

だきたいのですが、ちょっと本店さんを通じてご相談いただけないでしょうか？

配電班ですけども、４Ｄの高圧発電車が故障停止していると、いうような状況として理解でよ

ろしいでしょうか？

はい。その通りですけども、おそらく燃料切れだと思うんですが、我々燃料の扱いがあまり親

しくなくて、なかなか再起動しない状況にあります。

そうですか、じゃあ至急、燃料のタンクは空を示してるんですか？それは。

そのようでございます。

ちょっとうちの方で確認させますんで。

よろしくお願いします。大変感謝いたします。

はい、分かりました。

●●。 

本店さん、こちら福島第一です。

本店本部聞こえています。

福島第一ですけども、今日自衛隊の件で２回目の視察をやっていましたけども、先程終了しま

してですね、結果からするとあまり細かい指摘等はなくて、現場を、概要を見たということで

終了してます。それでこれだけですと、明日までに何が出来るかって見えないということもあ

って、今日、J

ので、そこの場に１Ｆの●●と、それから現場を見てきた人間に参加してもらおうと思ってま

す。 

特に大きな課題があったとかそういったことではないという報

まあ、そこがよく見えなかったということですね。要は全体的な所しか見なくて、具体的なこ

こが悪いとかそう言う話は出なかったと、そういうことであります。

はい、分かりました。お疲れさまでした。

はい。 

福島第二の増田さん。

 （３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始
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お願いします。 

サイト保安班からモニタリングについて情報をお知らせします。１９時３０分現在、ガンマで

μSv/ｈ、中性子については依然検出されておりません。風向ですが西風２．８

でざいます。以上です。

すいません、福島第一復旧班、●●でございますが本店聞こえますでしょうか？

本店聞こえております。 

すいません、一つご相談事項があるんですが。あの、配電の方々がですね、一緒に付設しまし

た今Ｐ／Ｃ４Ｄの電源に使用してる電源車が止まってしまいました。我々悪戦苦闘して再起動

を試みているんですが、なかなか非常に再起動が難しい状況にあり、Ｐ／Ｃの４Ｄがまた失わ

れている状況にあります。つきましては当初付設にご協力いただいた配電の方にご協力をいた

だきたいのですが、ちょっと本店さんを通じてご相談いただけないでしょうか？

配電班ですけども、４Ｄの高圧発電車が故障停止していると、いうような状況として理解でよ

ろしいでしょうか？ 

はい。その通りですけども、おそらく燃料切れだと思うんですが、我々燃料の扱いがあまり親

しくなくて、なかなか再起動しない状況にあります。

そうですか、じゃあ至急、燃料のタンクは空を示してるんですか？それは。

そのようでございます。 

ちょっとうちの方で確認させますんで。

よろしくお願いします。大変感謝いたします。

はい、分かりました。 

本店さん、こちら福島第一です。

本店本部聞こえています。 

福島第一ですけども、今日自衛隊の件で２回目の視察をやっていましたけども、先程終了しま

してですね、結果からするとあまり細かい指摘等はなくて、現場を、概要を見たということで

終了してます。それでこれだけですと、明日までに何が出来るかって見えないということもあ

Jヴィレッジで消防と自衛隊とそれから東電の３者会議が１０時から行われます

ので、そこの場に１Ｆの●●と、それから現場を見てきた人間に参加してもらおうと思ってま

特に大きな課題があったとかそういったことではないという報

まあ、そこがよく見えなかったということですね。要は全体的な所しか見なくて、具体的なこ

こが悪いとかそう言う話は出なかったと、そういうことであります。

はい、分かりました。お疲れさまでした。

福島第二の増田さん。 

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容

サイト保安班からモニタリングについて情報をお知らせします。１９時３０分現在、ガンマで

ｈ、中性子については依然検出されておりません。風向ですが西風２．８

でざいます。以上です。 

すいません、福島第一復旧班、●●でございますが本店聞こえますでしょうか？

すいません、一つご相談事項があるんですが。あの、配電の方々がですね、一緒に付設しまし

た今Ｐ／Ｃ４Ｄの電源に使用してる電源車が止まってしまいました。我々悪戦苦闘して再起動

を試みているんですが、なかなか非常に再起動が難しい状況にあり、Ｐ／Ｃの４Ｄがまた失わ

れている状況にあります。つきましては当初付設にご協力いただいた配電の方にご協力をいた

だきたいのですが、ちょっと本店さんを通じてご相談いただけないでしょうか？

配電班ですけども、４Ｄの高圧発電車が故障停止していると、いうような状況として理解でよ

はい。その通りですけども、おそらく燃料切れだと思うんですが、我々燃料の扱いがあまり親

しくなくて、なかなか再起動しない状況にあります。

そうですか、じゃあ至急、燃料のタンクは空を示してるんですか？それは。

ちょっとうちの方で確認させますんで。 

よろしくお願いします。大変感謝いたします。

本店さん、こちら福島第一です。 

 

福島第一ですけども、今日自衛隊の件で２回目の視察をやっていましたけども、先程終了しま

してですね、結果からするとあまり細かい指摘等はなくて、現場を、概要を見たということで

終了してます。それでこれだけですと、明日までに何が出来るかって見えないということもあ

ヴィレッジで消防と自衛隊とそれから東電の３者会議が１０時から行われます

ので、そこの場に１Ｆの●●と、それから現場を見てきた人間に参加してもらおうと思ってま

特に大きな課題があったとかそういったことではないという報

まあ、そこがよく見えなかったということですね。要は全体的な所しか見なくて、具体的なこ

こが悪いとかそう言う話は出なかったと、そういうことであります。

はい、分かりました。お疲れさまでした。 

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容 

サイト保安班からモニタリングについて情報をお知らせします。１９時３０分現在、ガンマで

ｈ、中性子については依然検出されておりません。風向ですが西風２．８

すいません、福島第一復旧班、●●でございますが本店聞こえますでしょうか？

すいません、一つご相談事項があるんですが。あの、配電の方々がですね、一緒に付設しまし

た今Ｐ／Ｃ４Ｄの電源に使用してる電源車が止まってしまいました。我々悪戦苦闘して再起動

を試みているんですが、なかなか非常に再起動が難しい状況にあり、Ｐ／Ｃの４Ｄがまた失わ

れている状況にあります。つきましては当初付設にご協力いただいた配電の方にご協力をいた

だきたいのですが、ちょっと本店さんを通じてご相談いただけないでしょうか？

配電班ですけども、４Ｄの高圧発電車が故障停止していると、いうような状況として理解でよ

はい。その通りですけども、おそらく燃料切れだと思うんですが、我々燃料の扱いがあまり親

しくなくて、なかなか再起動しない状況にあります。 

そうですか、じゃあ至急、燃料のタンクは空を示してるんですか？それは。

よろしくお願いします。大変感謝いたします。 

福島第一ですけども、今日自衛隊の件で２回目の視察をやっていましたけども、先程終了しま

してですね、結果からするとあまり細かい指摘等はなくて、現場を、概要を見たということで

終了してます。それでこれだけですと、明日までに何が出来るかって見えないということもあ

ヴィレッジで消防と自衛隊とそれから東電の３者会議が１０時から行われます

ので、そこの場に１Ｆの●●と、それから現場を見てきた人間に参加してもらおうと思ってま

特に大きな課題があったとかそういったことではないという報

まあ、そこがよく見えなかったということですね。要は全体的な所しか見なくて、具体的なこ

こが悪いとかそう言う話は出なかったと、そういうことであります。
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サイト保安班からモニタリングについて情報をお知らせします。１９時３０分現在、ガンマで

ｈ、中性子については依然検出されておりません。風向ですが西風２．８

すいません、福島第一復旧班、●●でございますが本店聞こえますでしょうか？

すいません、一つご相談事項があるんですが。あの、配電の方々がですね、一緒に付設しまし

た今Ｐ／Ｃ４Ｄの電源に使用してる電源車が止まってしまいました。我々悪戦苦闘して再起動

を試みているんですが、なかなか非常に再起動が難しい状況にあり、Ｐ／Ｃの４Ｄがまた失わ

れている状況にあります。つきましては当初付設にご協力いただいた配電の方にご協力をいた

だきたいのですが、ちょっと本店さんを通じてご相談いただけないでしょうか？

配電班ですけども、４Ｄの高圧発電車が故障停止していると、いうような状況として理解でよ

はい。その通りですけども、おそらく燃料切れだと思うんですが、我々燃料の扱いがあまり親

そうですか、じゃあ至急、燃料のタンクは空を示してるんですか？それは。

福島第一ですけども、今日自衛隊の件で２回目の視察をやっていましたけども、先程終了しま

してですね、結果からするとあまり細かい指摘等はなくて、現場を、概要を見たということで

終了してます。それでこれだけですと、明日までに何が出来るかって見えないということもあ

ヴィレッジで消防と自衛隊とそれから東電の３者会議が１０時から行われます

ので、そこの場に１Ｆの●●と、それから現場を見てきた人間に参加してもらおうと思ってま

特に大きな課題があったとかそういったことではないという報告ですね。 

まあ、そこがよく見えなかったということですね。要は全体的な所しか見なくて、具体的なこ

こが悪いとかそう言う話は出なかったと、そういうことであります。 

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始） 

サイト保安班からモニタリングについて情報をお知らせします。１９時３０分現在、ガンマで

ｈ、中性子については依然検出されておりません。風向ですが西風２．８

すいません、福島第一復旧班、●●でございますが本店聞こえますでしょうか？ 

すいません、一つご相談事項があるんですが。あの、配電の方々がですね、一緒に付設しまし

た今Ｐ／Ｃ４Ｄの電源に使用してる電源車が止まってしまいました。我々悪戦苦闘して再起動

を試みているんですが、なかなか非常に再起動が難しい状況にあり、Ｐ／Ｃの４Ｄがまた失わ

れている状況にあります。つきましては当初付設にご協力いただいた配電の方にご協力をいた

だきたいのですが、ちょっと本店さんを通じてご相談いただけないでしょうか？ 

配電班ですけども、４Ｄの高圧発電車が故障停止していると、いうような状況として理解でよ

はい。その通りですけども、おそらく燃料切れだと思うんですが、我々燃料の扱いがあまり親

そうですか、じゃあ至急、燃料のタンクは空を示してるんですか？それは。 

福島第一ですけども、今日自衛隊の件で２回目の視察をやっていましたけども、先程終了しま

してですね、結果からするとあまり細かい指摘等はなくて、現場を、概要を見たということで

終了してます。それでこれだけですと、明日までに何が出来るかって見えないということもあ

ヴィレッジで消防と自衛隊とそれから東電の３者会議が１０時から行われます

ので、そこの場に１Ｆの●●と、それから現場を見てきた人間に参加してもらおうと思ってま
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た今Ｐ／Ｃ４Ｄの電源に使用してる電源車が止まってしまいました。我々悪戦苦闘して再起動

を試みているんですが、なかなか非常に再起動が難しい状況にあり、Ｐ／Ｃの４Ｄがまた失わ

れている状況にあります。つきましては当初付設にご協力いただいた配電の方にご協力をいた

配電班ですけども、４Ｄの高圧発電車が故障停止していると、いうような状況として理解でよ

はい。その通りですけども、おそらく燃料切れだと思うんですが、我々燃料の扱いがあまり親
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してですね、結果からするとあまり細かい指摘等はなくて、現場を、概要を見たということで

終了してます。それでこれだけですと、明日までに何が出来るかって見えないということもあ

ヴィレッジで消防と自衛隊とそれから東電の３者会議が１０時から行われます

ので、そこの場に１Ｆの●●と、それから現場を見てきた人間に参加してもらおうと思ってま

まあ、そこがよく見えなかったということですね。要は全体的な所しか見なくて、具体的なこ
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武黒フェロー

吉田所長

テレビ会議 2011 年

 

発言者  

増田所長  

武黒フェロー  

増田所長  

武黒フェロー  

増田所長  

保安班  

 

技術班  

 

 

 

武黒フェロー  
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失礼しました、増田です。

●●に連絡ください。

ちょっとお待ちください。ちょっと音大きくして。ちょっと聞き取れなかったんでもう一度お

願いできますか？

●●電話ください。

すいません、分かりました。

サイト保安班より連絡いたします。２０時３０分現在のモニタリング結果でございます。ガン

マですが２８９１

でございます。

了解しました。

技術班ですけども、２件程情報提供、１Ｆ所内ですけどもさせてください。先程各ユニットの

炉心損傷割合についての経過についてお手元の方に配布させていただいてます。１号について

ですね、最新のデータで特定をしているところがあったので、評価をさせていただきました。

結論から申しますと、ＣＡＭＳのデ－タがですね、若干ここ３日程Ｄ／Ｗの方のＣＡＭＳのデ

ータがおかしいのかなという部分もありまして、補正を行った結果今のところ安定してるんじ

ゃないかなというふうに考えているところです。もう少し今後様子を見たいと思います。２号、

３号については大きく変動はないというふうに見てます。よろしくお願いします。

２２時１４分、１号ＲＨＲ（Ｂ）起動しました。

はい、２２時１４分、１号ＲＨＲ（Ｂ）復帰ですね、はい。

福島第一●●です。ほんとにありがとうございました。

●●、●●か峰松さん探してくれない？ちょっと１人来てくれ。

１Ｆさん聞こえますか？

はい、福島第一聞こえます。

本店本部です。随分お待たせをしますけど４５分を目途にですね、全体会議を行いたいと思い

ます。こちら今、資料作成中なんで、これをお送りし、また書画カメラを活用しての会議なの

でちょっと心づもりお願いします。よろしくお願いします。

分かりました。書類は情報班を通じて流れて来るということでいいですね。

そうですね、ＦＡＸでお送りしたいと思います。

分かりました。じゃあ情報班

お願いします。

今、消防庁の会見やっておりますんで、これ終わり次第始めます。

福島、始めたいと思います。福島第一、聞こえますか？

福島第一、聞こえます。
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それから１枚、２２時４４分の４号機放水、及びケーブル設置スケジュールという紙届いてま

すか？ 

はい、届いてます。

ちょっと書画カメラに渡してください。今日はこれからですね、これまで３号機についてはあ

と１時間半程まだ注水が継続される予定でありますが、今後４号機についてどうするかという

事を、これまでの状況を踏まえてこちらで色々と各方面、お集まりいただいて議論した結果が

今配られてるスケジュールになっております。私から簡単に申し上げますと、今日はこの後日

付が変わって０時３０分まで消防庁の放水が行われます。そして一旦そこで撤収された後、本

来自衛隊がその後放水をしていただく予定だったんですが自衛隊の車両が非常に長い車両が１

号機、第一の南側の道路を通り抜けるには３回ほど自衛隊さんには現場偵察をしていただきま

したが、まだもう少し確認する必要があるという事がありましたので、夜が明けて明るくなっ

てから行動に移っていただくということで、６時から１２時までを自衛隊さんの放水時間とい

うふうに枠取りをしてあります。自衛隊さんの放水については可能な限り放水をしていただく

という事で、１回放水してから次に放水するまで給水の時間等が必要となっておりますので、

できるだけ多くということなので１２時か場合によっては少しさらに時間が延長されるという

こともあり得ると

みが必要となっておりますのでその為の現地調査を明日の午後１８時までの予定でしていただ

く。そしてその間に出来れば消防庁さんには、３号でこれまで放水をしていただいております

が、これを４号側に振り向けるという為の準備も合わせてこの時間帯にしていただく、という

ことによって１８時から２１日の朝８時までの時間、放水が可能となる時間を確保すると。一

方ケーブル引きについては、現調の後、実際のケーブル引きの準備をしておいて実際の放水が

終わり次第現地でケーブル

ます。この後は引込まれてしまいますと、屋外作業が無くなりますから放水作業が今後継続さ

れても屋内の電源復旧工事との干渉はなくなるということなので、明日いっぱいが放水作業と

内線工事、電源復旧工事との干渉があるので、こうした形で全体の作業を進めていくようにし

たいというのが本店本部で大臣も含めた関係各位の協議による結果であります。こうしたこと

で明日は早朝、今日はまだ０時３０分まで放水作業は継続されますが、一旦休んだ後、明日は

早朝からという作業がずっと続くと

は大体量的には４時間程度の注水時間を確保出来れば十分であるという風に考えておりますの

で、１８時から８時の間でこれが行われればこのスケジュールが成立するという事になります。

全体、このスケジュールについての説明は以上ですが、何か補足していただくことがありまし

たら、関係の方からお願い致します。よろしいでしょうか？特になければ福島第一の方でご意

見ご質問あればお願いします。

はい、一点質問はですね、ハイパー放水は別のポンプを持って来るんですよね。ポンプという

か放水車を。３号機のセットは消防隊さんの今の考えでは、このまま付けっぱなしだというこ

とですから。 

確かにそう言う事も考えられるんですが、今の時点でハイパー放水が可能な機材は、今３号機

にあるものだけが確認されています。もう一式あったんですが、これは不調だという風に聞い

ております。その他に大阪とかその他の消防庁から今後これらの機材も含めた部隊が到着する

可能性は確認されてはいるんですが・・

こういった機材も含めて対応をしていただけるのかどうか、これはまだ私どもでは確認できて

おりません。従って明日の段階で実際に確実に使えるものは、今３号機で使っている物という

ことになります。

はい、そうしますと段取り替えがかなりあると思われます。３号機と４号機とですね。

はい。従ってこの段取り替えの時間帯はですね、１２時から１８時と書いたのは、この時間帯

だけじゃなくて、ハイパー放水の可能な時間が十数時間ありますから、この時間の中に食い込

んでも実際にハイパー放水は４時間あれば終わるという事であれば、このスケジュールという

のが成立可能ではないかと。これは紙の上での話しですが。そういう事で考えています。

はい。 

実際現場から見るとどうかという事はご意見いただきたいと思います。

今の取水ラインだけを使っておいてですね、それで延長分のホースがあるのかどうか分からな

いですけど、結構長いラインになりますので、ちょっと今の取水路からのラインだと物理的に

難しいかな。そうすると海水取るところを４号の南側のところにありますので、４号機からと

って４号機に出すって言うんだったら全く段取り換えになります。確かに放送にありました様

にいったん決められますとホースの引くのは極めて速いっていうのは昨日よく分かりましたん
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事を、これまでの状況を踏まえてこちらで色々と各方面、お集まりいただいて議論した結果が

今配られてるスケジュールになっております。私から簡単に申し上げますと、今日はこの後日

付が変わって０時３０分まで消防庁の放水が行われます。そして一旦そこで撤収された後、本

来自衛隊がその後放水をしていただく予定だったんですが自衛隊の車両が非常に長い車両が１

一の南側の道路を通り抜けるには３回ほど自衛隊さんには現場偵察をしていただきま

したが、まだもう少し確認する必要があるという事がありましたので、夜が明けて明るくなっ

てから行動に移っていただくということで、６時から１２時までを自衛隊さんの放水時間とい

うふうに枠取りをしてあります。自衛隊さんの放水については可能な限り放水をしていただく

という事で、１回放水してから次に放水するまで給水の時間等が必要となっておりますので、

できるだけ多くということなので１２時か場合によっては少しさらに時間が延長されるという

こともあり得ると思っています。そしてその後、３，４号の内線工事の為のケーブルの引き込

みが必要となっておりますのでその為の現地調査を明日の午後１８時までの予定でしていただ

く。そしてその間に出来れば消防庁さんには、３号でこれまで放水をしていただいております

が、これを４号側に振り向けるという為の準備も合わせてこの時間帯にしていただく、という

ことによって１８時から２１日の朝８時までの時間、放水が可能となる時間を確保すると。一

方ケーブル引きについては、現調の後、実際のケーブル引きの準備をしておいて実際の放水が

終わり次第現地でケーブル引きが可能となる。このケーブル引きの時間は８時間と見込まれて

ます。この後は引込まれてしまいますと、屋外作業が無くなりますから放水作業が今後継続さ

れても屋内の電源復旧工事との干渉はなくなるということなので、明日いっぱいが放水作業と

内線工事、電源復旧工事との干渉があるので、こうした形で全体の作業を進めていくようにし

たいというのが本店本部で大臣も含めた関係各位の協議による結果であります。こうしたこと

で明日は早朝、今日はまだ０時３０分まで放水作業は継続されますが、一旦休んだ後、明日は

早朝からという作業がずっと続くと

は大体量的には４時間程度の注水時間を確保出来れば十分であるという風に考えておりますの

で、１８時から８時の間でこれが行われればこのスケジュールが成立するという事になります。

全体、このスケジュールについての説明は以上ですが、何か補足していただくことがありまし

たら、関係の方からお願い致します。よろしいでしょうか？特になければ福島第一の方でご意

見ご質問あればお願いします。

はい、一点質問はですね、ハイパー放水は別のポンプを持って来るんですよね。ポンプという

か放水車を。３号機のセットは消防隊さんの今の考えでは、このまま付けっぱなしだというこ

 

確かにそう言う事も考えられるんですが、今の時点でハイパー放水が可能な機材は、今３号機

にあるものだけが確認されています。もう一式あったんですが、これは不調だという風に聞い

ております。その他に大阪とかその他の消防庁から今後これらの機材も含めた部隊が到着する

可能性は確認されてはいるんですが・・

こういった機材も含めて対応をしていただけるのかどうか、これはまだ私どもでは確認できて

おりません。従って明日の段階で実際に確実に使えるものは、今３号機で使っている物という

ことになります。 

はい、そうしますと段取り替えがかなりあると思われます。３号機と４号機とですね。
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のが成立可能ではないかと。これは紙の上での話しですが。そういう事で考えています。

実際現場から見るとどうかという事はご意見いただきたいと思います。
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いですけど、結構長いラインになりますので、ちょっと今の取水路からのラインだと物理的に

難しいかな。そうすると海水取るところを４号の南側のところにありますので、４号機からと

って４号機に出すって言うんだったら全く段取り換えになります。確かに放送にありました様

にいったん決められますとホースの引くのは極めて速いっていうのは昨日よく分かりましたん
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いですけど、結構長いラインになりますので、ちょっと今の取水路からのラインだと物理的に

難しいかな。そうすると海水取るところを４号の南側のところにありますので、４号機からと

って４号機に出すって言うんだったら全く段取り換えになります。確かに放送にありました様

にいったん決められますとホースの引くのは極めて速いっていうのは昨日よく分かりましたん
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それから１枚、２２時４４分の４号機放水、及びケーブル設置スケジュールという紙届いてま

ちょっと書画カメラに渡してください。今日はこれからですね、これまで３号機についてはあ

と１時間半程まだ注水が継続される予定でありますが、今後４号機についてどうするかという

事を、これまでの状況を踏まえてこちらで色々と各方面、お集まりいただいて議論した結果が

今配られてるスケジュールになっております。私から簡単に申し上げますと、今日はこの後日

付が変わって０時３０分まで消防庁の放水が行われます。そして一旦そこで撤収された後、本

来自衛隊がその後放水をしていただく予定だったんですが自衛隊の車両が非常に長い車両が１

一の南側の道路を通り抜けるには３回ほど自衛隊さんには現場偵察をしていただきま

したが、まだもう少し確認する必要があるという事がありましたので、夜が明けて明るくなっ

てから行動に移っていただくということで、６時から１２時までを自衛隊さんの放水時間とい

うふうに枠取りをしてあります。自衛隊さんの放水については可能な限り放水をしていただく

という事で、１回放水してから次に放水するまで給水の時間等が必要となっておりますので、

できるだけ多くということなので１２時か場合によっては少しさらに時間が延長されるという

思っています。そしてその後、３，４号の内線工事の為のケーブルの引き込

みが必要となっておりますのでその為の現地調査を明日の午後１８時までの予定でしていただ

く。そしてその間に出来れば消防庁さんには、３号でこれまで放水をしていただいております

が、これを４号側に振り向けるという為の準備も合わせてこの時間帯にしていただく、という

ことによって１８時から２１日の朝８時までの時間、放水が可能となる時間を確保すると。一

方ケーブル引きについては、現調の後、実際のケーブル引きの準備をしておいて実際の放水が

引きが可能となる。このケーブル引きの時間は８時間と見込まれて

ます。この後は引込まれてしまいますと、屋外作業が無くなりますから放水作業が今後継続さ

れても屋内の電源復旧工事との干渉はなくなるということなので、明日いっぱいが放水作業と

内線工事、電源復旧工事との干渉があるので、こうした形で全体の作業を進めていくようにし
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こういった機材も含めて対応をしていただけるのかどうか、これはまだ私どもでは確認できて

おりません。従って明日の段階で実際に確実に使えるものは、今３号機で使っている物という

はい、そうしますと段取り替えがかなりあると思われます。３号機と４号機とですね。 
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で、そこはすごい期待してるんですけども、段取り替えの検討だとかそこに時間がかか

うんですね。そうすると４号機に今の装置をそのまま平行移動してやるという事はかなりこの

時間帯で仕上げる事は困難な部分があるなと思うのは昨日、今日一緒に見てて思う事でござい

ます。従ってそこはちょっとネックだろうと。

なるほど、はい。

もの凄く長い、結構長く引き回していただいてますんでね。あとプラスの余裕がどれくらいあ

るのかなということなんですけどね。

なるほど。確かにその点は非常に重要な現実的な事だろうと思います。消防の方からご意見を

いただければと思います。

消防庁から発言します。

今、現３号機対応している遠距離送水を延長してＬＰ、屈折放水投車を４号の所に部署して、

放水する事を考えております。水利部署をすると、それだけ今おっしゃられた通り作業が凄い

困難になるという事を踏まえて水利部署、水はそのまま使うことを継続する事を考えておりま

す。 

良く分かりました。それだと非常に可能性は高いと思います。それは整った段取りかどうかっ

ていうのは、私共分かりませんが、少なくともホースを引き直すよりは全然速いと思いますの

で、それが可能であればよろしくお願いしたいと思います。それともう一点ありまして、今５

時半から３号機放水してるんですが、実は徐々に放水の口が下に下りてきています。有効な放

水量が今どれくらい確保出来ているか現場である感覚で確認してるんですが、ちょっとＲ／Ｂ

壁側の方にかかり勝手になってますので、実は交代の方が来られたときに我々も勉強し

放水口を上に上げて有効な放水量を確保するような修正措置を加えたいということでは現場で

は考えております。ただ、まだ交代の方がいらっしゃってないので、いつになるかっていうの

はちょっとポイント。それと今そういう状況ですから１２時半に終わると当初予定してたんで

すが、もうちょっと延ばした方がいいのかなと、そういう事も考えています。

そうですね。それは良く現場で状況を見て判断していただいてよろしいかと思います。他にど

なたか何かこの点に、スケジュールの成立性、あるいは実行するにあたっての留意点等でご意

見ありませんでしょうか？復旧班の方では、何かこの点について補充する事ありますか？

特にございません。

それじゃあ、他に何か無ければ。

海江田です。ほんとに今日も一日、お疲れ様でございました。明日の４号機の放水のオペレー

ションですが、皆さんご案内の通り、ご承知の通り、この４号機にここ数日放水、つまり水を

入れていない状況が続いております。その意味では明日、水を必ず入れるという事が今の原子

炉を何とかして封じ込めるという意味からも大変重要なオペレーションでございますので、本

当に疲労の極みだと思います。特にＦ１の、１Ｆの皆様方、大変お疲れだろうと思います。し

かし是非、明日の４号炉に対する放水を成功させるように、本当に最後の力を振り絞っていた

だきたいと思います。以上でございます。よろしくどうぞ、お願い申し上げます。

はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

今の大臣の言葉を全員で胸に刻んで、また明日からの活動を、今日、これからも含めて取り組

んでいただきたいと思います。どうか皆さん、よろしくお願いします。

はい、よろしくお願いします。

それでは一旦ブレイクします。ご苦労さまでした。

福島第一さん、聞こえますか？

はい、聞こえます。
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で、それが可能であればよろしくお願いしたいと思います。それともう一点ありまして、今５
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そうですね。それは良く現場で状況を見て判断していただいてよろしいかと思います。他にど
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すみません。今武黒さんからは１１時半からまた１５分で区切ってラップアップをしようとそ

ういう話がありましたので、準備の方お願いします。よろしくお願いします。

はい、よろしくお願いします。

ちょっと連絡が遅れました。２２時３１分にＤ／Ｗ圧力高、２号機ですけどクリアしました。

２号機の D/W 圧力高２２時３１分クリアです。

はい、お疲れ様でした。

１Ｆさん、よろしいでしょうか？

はい、どうぞ。

２Ｆさん、よろしいでしょうか？

はい、２ＦＯＫです。

いいですか、皆さん。それでは今日のこれまでの作業のラップアップと、明日との何か主なク

リティカルとなっているスケジュールとの干渉あるいはその他重要な課題等ありましたらここ

で共有したいと思います。まず今日の作業ですが、注水作業については先程協議した通りだと

思いますので、電源の復旧作業を中心にまず進めたいと思いますので、工務からお願いします。

はい、工務班でございます。進捗をご報告させていただきます。まず５，６号の所内電源の復

旧工事、２つございまして、１つは５０万の新福島変電所の主変４号変圧器の改修工事。これ

は昨日終了した物でございますけども、本日１８時２６分、使用開始いたしました。これによ

りまして今後工事が終わりますと、福島第一の５，６号の所内電源用変圧器として運用すると

いうことと、今、主変変圧器が３号の１つしかなかったところが、今度４号が入って２バンク

の併用運用という事になります。それでかなり信頼度は上がるだろうという風に思ってまして、

福一だけでなくて福島第二さんの所内電源線、岩井戸線の供給に対する信頼度も上がるんだろ

うというふうに考えています。それから夜ノ森線の２号線の改修工事、Ｎｏ．２７当該箇所の

迂回工事でございますが、伐採にかなり難航してまして離隔確保の為に木を切らなくちゃいけ

ないんですが、一応それについては１５時７分に終了いたしております。送電線の本体工事の

進捗につきましては、予想よりも進捗が遅くてですね、理由は基礎の所が液状化で大分地盤が

悪いということで、少し基礎を補強しようということでブロックを基礎の周りに配置をして安

定化を図るとい

これが明日に残ってございます。ですから終わりの見通しでございますが、当初１２時という

ふうに読んでおりましたけれども、ちょっと余裕をみて１５時までということで作業停止いた

だこうということで給電所さんと調整をさせていただいております。一応１５時目標というこ

とでやります。ただ１つ心配な事は明日の天気予報がですね、夕方から雨ということで、今の

防護服ですと雨が降ると仕事が出来ないという風に聞いております。雨に強いタイプの、アノ

ラックタイプっていうん

も２、３時間位かなっていうものをちょっと高所作業で着るのも、ということなので明日はな

るべく、作業員も疲れているので朝一からＧＯってのはなかなか行きづらいんですけど、それ

でも可能な範囲で朝早く初めて雨が降る前に終わらせたいというのが今の考えです。ただ万が

一雨が降ってきて、作業中断になって翌日となると、２１日も予報があまり良くないというこ

とで、心配させるような事ばかり申し上げて申し訳ないんですけど、実態としてそういうリス

クがあるというところをご承知い

大変ご苦労をいただいております。ありがとうございます。それでは配電班、お願いします。

配電ですけども今日、朝方の工事は完了しまして工事的な物は今、発生しておりません。現在

は高圧発電車対応、今３カ所で対応しています。３，４号機の電源確保で一つ。５号機の海水

の汲み上げポンプの対応を今やっています。先程６号機のポンプ対応も出来たという事で今、

対応は終わっております。高圧については今３カ所でございます。あと低圧につきましては、

除洗対応の浄化ポンプ、これの電源対応を継続しております。更に電通さんの屋外の無線回路

ですか、そこの発電機対応、これも継続してます。ですから高圧３カ所、低圧２カ所という対

応しておりまして、先程４号機の発電機が壊れたということでその取り替えも先程完了してま

す。この辺の発電機の不具合対応を中心に今対応させていただいてるという状況でございます。
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るべく、作業員も疲れているので朝一からＧＯってのはなかなか行きづらいんですけど、それ

でも可能な範囲で朝早く初めて雨が降る前に終わらせたいというのが今の考えです。ただ万が

一雨が降ってきて、作業中断になって翌日となると、２１日も予報があまり良くないというこ

とで、心配させるような事ばかり申し上げて申し訳ないんですけど、実態としてそういうリス

クがあるというところをご承知い

大変ご苦労をいただいております。ありがとうございます。それでは配電班、お願いします。

配電ですけども今日、朝方の工事は完了しまして工事的な物は今、発生しておりません。現在

は高圧発電車対応、今３カ所で対応しています。３，４号機の電源確保で一つ。５号機の海水

の汲み上げポンプの対応を今やっています。先程６号機のポンプ対応も出来たという事で今、

対応は終わっております。高圧については今３カ所でございます。あと低圧につきましては、

除洗対応の浄化ポンプ、これの電源対応を継続しております。更に電通さんの屋外の無線回路

ですか、そこの発電機対応、これも継続してます。ですから高圧３カ所、低圧２カ所という対

りまして、先程４号機の発電機が壊れたということでその取り替えも先程完了してま

す。この辺の発電機の不具合対応を中心に今対応させていただいてるという状況でございます。

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容

すみません。今武黒さんからは１１時半からまた１５分で区切ってラップアップをしようとそ

ういう話がありましたので、準備の方お願いします。よろしくお願いします。

はい、よろしくお願いします。 

ちょっと連絡が遅れました。２２時３１分にＤ／Ｗ圧力高、２号機ですけどクリアしました。

圧力高２２時３１分クリアです。

１Ｆさん、よろしいでしょうか？ 

２Ｆさん、よろしいでしょうか？ 

いいですか、皆さん。それでは今日のこれまでの作業のラップアップと、明日との何か主なク

リティカルとなっているスケジュールとの干渉あるいはその他重要な課題等ありましたらここ

で共有したいと思います。まず今日の作業ですが、注水作業については先程協議した通りだと

思いますので、電源の復旧作業を中心にまず進めたいと思いますので、工務からお願いします。

はい、工務班でございます。進捗をご報告させていただきます。まず５，６号の所内電源の復

旧工事、２つございまして、１つは５０万の新福島変電所の主変４号変圧器の改修工事。これ

は昨日終了した物でございますけども、本日１８時２６分、使用開始いたしました。これによ

りまして今後工事が終わりますと、福島第一の５，６号の所内電源用変圧器として運用すると

いうことと、今、主変変圧器が３号の１つしかなかったところが、今度４号が入って２バンク

の併用運用という事になります。それでかなり信頼度は上がるだろうという風に思ってまして、

けでなくて福島第二さんの所内電源線、岩井戸線の供給に対する信頼度も上がるんだろ

うというふうに考えています。それから夜ノ森線の２号線の改修工事、Ｎｏ．２７当該箇所の

迂回工事でございますが、伐採にかなり難航してまして離隔確保の為に木を切らなくちゃいけ

ないんですが、一応それについては１５時７分に終了いたしております。送電線の本体工事の

進捗につきましては、予想よりも進捗が遅くてですね、理由は基礎の所が液状化で大分地盤が

悪いということで、少し基礎を補強しようということでブロックを基礎の周りに配置をして安

う仕事を追加してやったということで、電線の架線工事と鉄塔への支線付け、

これが明日に残ってございます。ですから終わりの見通しでございますが、当初１２時という

ふうに読んでおりましたけれども、ちょっと余裕をみて１５時までということで作業停止いた

だこうということで給電所さんと調整をさせていただいております。一応１５時目標というこ

とでやります。ただ１つ心配な事は明日の天気予報がですね、夕方から雨ということで、今の

防護服ですと雨が降ると仕事が出来ないという風に聞いております。雨に強いタイプの、アノ

ですか、そういのがあるらしいんですけど非常に重装備で地上作業で

も２、３時間位かなっていうものをちょっと高所作業で着るのも、ということなので明日はな

るべく、作業員も疲れているので朝一からＧＯってのはなかなか行きづらいんですけど、それ

でも可能な範囲で朝早く初めて雨が降る前に終わらせたいというのが今の考えです。ただ万が

一雨が降ってきて、作業中断になって翌日となると、２１日も予報があまり良くないというこ

とで、心配させるような事ばかり申し上げて申し訳ないんですけど、実態としてそういうリス

クがあるというところをご承知いただければと思います。以上でございます。

大変ご苦労をいただいております。ありがとうございます。それでは配電班、お願いします。

配電ですけども今日、朝方の工事は完了しまして工事的な物は今、発生しておりません。現在

は高圧発電車対応、今３カ所で対応しています。３，４号機の電源確保で一つ。５号機の海水

の汲み上げポンプの対応を今やっています。先程６号機のポンプ対応も出来たという事で今、

対応は終わっております。高圧については今３カ所でございます。あと低圧につきましては、

除洗対応の浄化ポンプ、これの電源対応を継続しております。更に電通さんの屋外の無線回路

ですか、そこの発電機対応、これも継続してます。ですから高圧３カ所、低圧２カ所という対

りまして、先程４号機の発電機が壊れたということでその取り替えも先程完了してま

す。この辺の発電機の不具合対応を中心に今対応させていただいてるという状況でございます。

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

発言内容 

すみません。今武黒さんからは１１時半からまた１５分で区切ってラップアップをしようとそ

ういう話がありましたので、準備の方お願いします。よろしくお願いします。

ちょっと連絡が遅れました。２２時３１分にＤ／Ｗ圧力高、２号機ですけどクリアしました。

圧力高２２時３１分クリアです。 

いいですか、皆さん。それでは今日のこれまでの作業のラップアップと、明日との何か主なク

リティカルとなっているスケジュールとの干渉あるいはその他重要な課題等ありましたらここ

で共有したいと思います。まず今日の作業ですが、注水作業については先程協議した通りだと

思いますので、電源の復旧作業を中心にまず進めたいと思いますので、工務からお願いします。

はい、工務班でございます。進捗をご報告させていただきます。まず５，６号の所内電源の復

旧工事、２つございまして、１つは５０万の新福島変電所の主変４号変圧器の改修工事。これ

は昨日終了した物でございますけども、本日１８時２６分、使用開始いたしました。これによ

りまして今後工事が終わりますと、福島第一の５，６号の所内電源用変圧器として運用すると

いうことと、今、主変変圧器が３号の１つしかなかったところが、今度４号が入って２バンク

の併用運用という事になります。それでかなり信頼度は上がるだろうという風に思ってまして、

けでなくて福島第二さんの所内電源線、岩井戸線の供給に対する信頼度も上がるんだろ

うというふうに考えています。それから夜ノ森線の２号線の改修工事、Ｎｏ．２７当該箇所の

迂回工事でございますが、伐採にかなり難航してまして離隔確保の為に木を切らなくちゃいけ

ないんですが、一応それについては１５時７分に終了いたしております。送電線の本体工事の

進捗につきましては、予想よりも進捗が遅くてですね、理由は基礎の所が液状化で大分地盤が

悪いということで、少し基礎を補強しようということでブロックを基礎の周りに配置をして安

う仕事を追加してやったということで、電線の架線工事と鉄塔への支線付け、

これが明日に残ってございます。ですから終わりの見通しでございますが、当初１２時という

ふうに読んでおりましたけれども、ちょっと余裕をみて１５時までということで作業停止いた

だこうということで給電所さんと調整をさせていただいております。一応１５時目標というこ

とでやります。ただ１つ心配な事は明日の天気予報がですね、夕方から雨ということで、今の

防護服ですと雨が降ると仕事が出来ないという風に聞いております。雨に強いタイプの、アノ

ですか、そういのがあるらしいんですけど非常に重装備で地上作業で

も２、３時間位かなっていうものをちょっと高所作業で着るのも、ということなので明日はな

るべく、作業員も疲れているので朝一からＧＯってのはなかなか行きづらいんですけど、それ

でも可能な範囲で朝早く初めて雨が降る前に終わらせたいというのが今の考えです。ただ万が

一雨が降ってきて、作業中断になって翌日となると、２１日も予報があまり良くないというこ

とで、心配させるような事ばかり申し上げて申し訳ないんですけど、実態としてそういうリス

ただければと思います。以上でございます。

大変ご苦労をいただいております。ありがとうございます。それでは配電班、お願いします。

配電ですけども今日、朝方の工事は完了しまして工事的な物は今、発生しておりません。現在

は高圧発電車対応、今３カ所で対応しています。３，４号機の電源確保で一つ。５号機の海水

の汲み上げポンプの対応を今やっています。先程６号機のポンプ対応も出来たという事で今、

対応は終わっております。高圧については今３カ所でございます。あと低圧につきましては、

除洗対応の浄化ポンプ、これの電源対応を継続しております。更に電通さんの屋外の無線回路

ですか、そこの発電機対応、これも継続してます。ですから高圧３カ所、低圧２カ所という対

りまして、先程４号機の発電機が壊れたということでその取り替えも先程完了してま

す。この辺の発電機の不具合対応を中心に今対応させていただいてるという状況でございます。

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始

 

すみません。今武黒さんからは１１時半からまた１５分で区切ってラップアップをしようとそ

ういう話がありましたので、準備の方お願いします。よろしくお願いします。

ちょっと連絡が遅れました。２２時３１分にＤ／Ｗ圧力高、２号機ですけどクリアしました。

いいですか、皆さん。それでは今日のこれまでの作業のラップアップと、明日との何か主なク

リティカルとなっているスケジュールとの干渉あるいはその他重要な課題等ありましたらここ

で共有したいと思います。まず今日の作業ですが、注水作業については先程協議した通りだと

思いますので、電源の復旧作業を中心にまず進めたいと思いますので、工務からお願いします。

はい、工務班でございます。進捗をご報告させていただきます。まず５，６号の所内電源の復

旧工事、２つございまして、１つは５０万の新福島変電所の主変４号変圧器の改修工事。これ

は昨日終了した物でございますけども、本日１８時２６分、使用開始いたしました。これによ

りまして今後工事が終わりますと、福島第一の５，６号の所内電源用変圧器として運用すると

いうことと、今、主変変圧器が３号の１つしかなかったところが、今度４号が入って２バンク

の併用運用という事になります。それでかなり信頼度は上がるだろうという風に思ってまして、

けでなくて福島第二さんの所内電源線、岩井戸線の供給に対する信頼度も上がるんだろ

うというふうに考えています。それから夜ノ森線の２号線の改修工事、Ｎｏ．２７当該箇所の

迂回工事でございますが、伐採にかなり難航してまして離隔確保の為に木を切らなくちゃいけ

ないんですが、一応それについては１５時７分に終了いたしております。送電線の本体工事の

進捗につきましては、予想よりも進捗が遅くてですね、理由は基礎の所が液状化で大分地盤が

悪いということで、少し基礎を補強しようということでブロックを基礎の周りに配置をして安

う仕事を追加してやったということで、電線の架線工事と鉄塔への支線付け、

これが明日に残ってございます。ですから終わりの見通しでございますが、当初１２時という

ふうに読んでおりましたけれども、ちょっと余裕をみて１５時までということで作業停止いた

だこうということで給電所さんと調整をさせていただいております。一応１５時目標というこ

とでやります。ただ１つ心配な事は明日の天気予報がですね、夕方から雨ということで、今の

防護服ですと雨が降ると仕事が出来ないという風に聞いております。雨に強いタイプの、アノ

ですか、そういのがあるらしいんですけど非常に重装備で地上作業で

も２、３時間位かなっていうものをちょっと高所作業で着るのも、ということなので明日はな

るべく、作業員も疲れているので朝一からＧＯってのはなかなか行きづらいんですけど、それ

でも可能な範囲で朝早く初めて雨が降る前に終わらせたいというのが今の考えです。ただ万が

一雨が降ってきて、作業中断になって翌日となると、２１日も予報があまり良くないというこ

とで、心配させるような事ばかり申し上げて申し訳ないんですけど、実態としてそういうリス

ただければと思います。以上でございます。

大変ご苦労をいただいております。ありがとうございます。それでは配電班、お願いします。

配電ですけども今日、朝方の工事は完了しまして工事的な物は今、発生しておりません。現在

は高圧発電車対応、今３カ所で対応しています。３，４号機の電源確保で一つ。５号機の海水

の汲み上げポンプの対応を今やっています。先程６号機のポンプ対応も出来たという事で今、

対応は終わっております。高圧については今３カ所でございます。あと低圧につきましては、

除洗対応の浄化ポンプ、これの電源対応を継続しております。更に電通さんの屋外の無線回路

ですか、そこの発電機対応、これも継続してます。ですから高圧３カ所、低圧２カ所という対

りまして、先程４号機の発電機が壊れたということでその取り替えも先程完了してま

す。この辺の発電機の不具合対応を中心に今対応させていただいてるという状況でございます。
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はい、ありがとうございました。それでは５，６号の火力さんの方。

５，６号機のＲＨＲ系統でございますけど、５号機につきましては５時に復旧して温度も下が

ってきております。６号機につきましては先程２２時１０分にポンプの方、運転をスタートい

たしましたということで、非常に厳しい作業環境の中、サイトの皆さん、東芝の皆さんに本当

に頑張っていただきまして感謝いたします。以上でございます。

はい、ありがとうございます。いよいよ５，６号の方は本格的な復旧になってきてるというふ

うに思います。それでは電源関係の復旧で内線に関わる原子力の方お願いします。

はい、１，２号、３，４号、５，６号の順番でご報告をいたします。まず１，２号の関係でご

ざいますけれども、東北原子力線から第８番目まで持ってくるケーブルの引き作業が、本日昼

頃までに終了しまして結線まで終了していただいたという報告いただいております。健全性確

認の作業がまだ終了していないので、明日健全性確認という事でいよいよＰ／Ｃの方に電気を

送るということになります。

明日の何時頃になりますか？

明日の５時からの作業です。

朝５時？ 

はい、からの作業で健全性確認をして終わろうという事です。

そうすると１号の方の電源の実際それを使って、生かしていく作業っていうのは、明日の午後

からと思って良いですか？

はい、メガチェックですとか、ライン（４：０８：５１）の形成とかいうのは順次なので、速

くてそれくらいになるんではないか、ちょっと私、そこら辺の事よく分かってませんけどもそ

れくらいのタイミングで非常に順次にはいっていくと思います。それから３，４号関係であり

ますけれども、これにつきましては後ほど話しがあると思いますけども、放水のスケジュール

との調整ということで、ケーブルの現地調査ということで明日の１２時から１８時までの時間

を使いましてＰ／Ｃの４Ｄまでの引き込みについてのチェックをいたします。そのあとハイパ

ー放水ということで、２１日の８時まで放水をいただく事になっておりまして、２１日の８時

からケーブル引きということで。これについては配電部のご指導もいただきながらこの引き込

みについての段取りを今検討してるという状況にあります。３号４号につきましてはプールへ

の注水を優先するということで３号４号について、この週末については集中的な放水をお願い

いただくというふうな方針としているというところでございます。

そうすると３号４号の方は１，２号のような状況になるのはいつごろ、何日になります？

２２日位からになると思います。それから５，６号の電源復旧チームでありますけども、先程

ご紹介いただきましたように、６号のＤ／Ｇの負荷を元にＲＨＲのインサービス等々大変なご

努力をいただきまして、進捗して参っているわけでありますけども、夜ノ森線の１号機からの

引き込みということで、本日５ＳＡの１、２から６Ａの２Ｂに繋ぎ込む作業をしていたわけで

すけど、なかなかメガチェックというところが上手くいっておりませんでしたけども、どうも

見込みがたちそうだという報告を先程受けました。本日、今やっておりますけれども今後引き

込みをして接続をさせるっていうことで明日の朝まで頑張ると報告いただいておりますけれど

も、明日の朝までにきちっといけるかどうかってところは、現場のご努力次第という事であま

り無理をなさらないでやっていただければいいかなというふうに思っております。以上でござ

います。 

はい、ありがとうございました。何か今以上の点でご意見、ご質問等ありますか？その他色々

朝の段階から色々と変化もあったと思いますが、全体で他の班も含めまして、特記事項ありま

したらお願いいたします。

工事関係ではないんですけども、情報ということで。今日、複数の皆さんが防衛省の方との打

ち合わせをお持ちになられています。その中で今後の綿密に連絡をとりながら、この活動を進

めていくという合意に至ってる訳でありますけども、その中で話題として上ったのが２つあり

ます。１つはヘリコプター、無人ヘリコプターでの撮影をしますか、その活動です。これにつ

きましては伺いましたところ、無人ヘリコプターというのは２つあってですね、新品が。これ
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ざいますけれども、東北原子力線から第８番目まで持ってくるケーブルの引き作業が、本日昼

頃までに終了しまして結線まで終了していただいたという報告いただいております。健全性確

認の作業がまだ終了していないので、明日健全性確認という事でいよいよＰ／Ｃの方に電気を

 

 

 

はい、からの作業で健全性確認をして終わろうという事です。

そうすると１号の方の電源の実際それを使って、生かしていく作業っていうのは、明日の午後

 

はい、メガチェックですとか、ライン（４：０８：５１）の形成とかいうのは順次なので、速

くてそれくらいになるんではないか、ちょっと私、そこら辺の事よく分かってませんけどもそ

れくらいのタイミングで非常に順次にはいっていくと思います。それから３，４号関係であり

ますけれども、これにつきましては後ほど話しがあると思いますけども、放水のスケジュール

との調整ということで、ケーブルの現地調査ということで明日の１２時から１８時までの時間

を使いましてＰ／Ｃの４Ｄまでの引き込みについてのチェックをいたします。そのあとハイパ

いうことで、２１日の８時まで放水をいただく事になっておりまして、２１日の８時

からケーブル引きということで。これについては配電部のご指導もいただきながらこの引き込

みについての段取りを今検討してるという状況にあります。３号４号につきましてはプールへ

の注水を優先するということで３号４号について、この週末については集中的な放水をお願い

いただくというふうな方針としているというところでございます。

そうすると３号４号の方は１，２号のような状況になるのはいつごろ、何日になります？

２２日位からになると思います。それから５，６号の電源復旧チームでありますけども、先程

ご紹介いただきましたように、６号のＤ／Ｇの負荷を元にＲＨＲのインサービス等々大変なご

努力をいただきまして、進捗して参っているわけでありますけども、夜ノ森線の１号機からの

引き込みということで、本日５ＳＡの１、２から６Ａの２Ｂに繋ぎ込む作業をしていたわけで

すけど、なかなかメガチェックというところが上手くいっておりませんでしたけども、どうも

見込みがたちそうだという報告を先程受けました。本日、今やっておりますけれども今後引き

て接続をさせるっていうことで明日の朝まで頑張ると報告いただいておりますけれど

も、明日の朝までにきちっといけるかどうかってところは、現場のご努力次第という事であま

り無理をなさらないでやっていただければいいかなというふうに思っております。以上でござ

はい、ありがとうございました。何か今以上の点でご意見、ご質問等ありますか？その他色々

朝の段階から色々と変化もあったと思いますが、全体で他の班も含めまして、特記事項ありま

 

工事関係ではないんですけども、情報ということで。今日、複数の皆さんが防衛省の方との打

ち合わせをお持ちになられています。その中で今後の綿密に連絡をとりながら、この活動を進

めていくという合意に至ってる訳でありますけども、その中で話題として上ったのが２つあり

ます。１つはヘリコプター、無人ヘリコプターでの撮影をしますか、その活動です。これにつ

きましては伺いましたところ、無人ヘリコプターというのは２つあってですね、新品が。これ

３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始
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工事関係ではないんですけども、情報ということで。今日、複数の皆さんが防衛省の方との打

ち合わせをお持ちになられています。その中で今後の綿密に連絡をとりながら、この活動を進

めていくという合意に至ってる訳でありますけども、その中で話題として上ったのが２つあり
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は使えるんだけども、これで画像が撮れないかといったお話を差し上げましたところ、使える

んだけれどもフルプログラムですから器用な動きができないということなのであまり発電所の

側での観察には向かないだろうと。但し、イラン戦争の時に使ったヤマハのヘリコプターって

いうのはなかなか優れもので、これは自由に動くので、今１基まだ故障中の物があるけども、

故障中の物じゃなくて同じ型式の物を早速手配をいただいて、発電所の側を撮影するような段

取りに入っていただくと。

いつ実際撮影可能ですか？

これはまだ、入手してからでありますので。

ヤマハの無人ヘリなんですけれど、明日の朝ヤマハの工場出まして、一度操作の方は自衛隊さ

んの方にお願いしまして、明日の午後訓練して、早ければ翌日、明後日撮影に行きたいんです

けど、ただちょっと問題は自衛隊さんの方に操縦していただくんですけど、その人が、なかな

かちょっと明日の午後に集まれるかどうかっていうのがちょっと微妙なところでして、そこで

集まれば明後日は可能です。

そうすると最速で２１日、場合によっては一日延びるかもしれない。

それで一日延びるとですね、やはりちょっと非常に今、プールの状態が気になってますので、

今のヘリとは別に民間の無人ヘリ持っている所あたりまして、もっと高度５００ｍ以上のとこ

ろで飛ばす無人ヘリで、かなりズームアップして撮るところが明日の午前中飛んでもらえると

いうところで手はずが整いましたので、まずこちらで画像だけを撮ってですね、その後ヤマハ

のヘリで撮るという２段構えでやろうかなというふうに考えてます。

今日は私の方からですね、既に防衛大臣に要請はしてありますので、かなり前向きには考えて

くれてると思いますが、明日の朝、再度要請をして出来るだけ速く実現できるように後押しは

しますので。 

ありがとうございます。

それからもう一点、今、放水関係、注水関係でポンプ、送水車で色々ご苦労いただいておりま

すけれども、同じような機能を持っている物で、コンクリートの打設装置というのがございま

して、これについてどうだろうかとご相談申し上げましたところ、なかなかいいんじゃないか

ってことで早速に現地に送り込もうという段取りになりましたが、残念ながら今日は運び出す

寸前にギアボックスが調子悪くなっちゃったものですから、他の型式の物を現地に送り込む段

取りでご指導いただきまして進めているところだと理解しております。この装置で必ずしも決

めて良いわけではないんですけども、上手く稼働できるような可能性があるとすれば非常に有

効に使えるのかなといったことで、検討を積極的に進めて参りたいと思っています。

実際にはいつ、どこで使う？

本当は明日くらいから現地で４号ですとか３号ですとかに使いたいと思ってたんですけどまだ

ちょっと工程は。

正確にはですね、一度トラブルで止まったようなんですけども、そのものがもう一回動き出し

ましたので。代替機ではなくて、元々予定していた物がこちらに向かっています。

そうですか。大変失礼しました。

ターゲットなんですが、色んな方にご相談をしてるんですが、むしろこちらはですね、１号機

２号機の上手く穴に差し込むような形での放水が可能になる可能性がありますので、そちらを

ターゲットにしたいと思います。ですからこれが出来るだけ早く届くに超したことはないんで

すが、これが届く前に３号機４号機の問題は出来るだけ解決に近い形にしておいてですね、そ

して１号機２号機も電線の配置などである程度良い形にしていた上でこちらで更に冷却を試み

ると。そういう役割を担ってもらえることが出来れば良いのではないかと思います。

我々が直接操作できるということですよね、これ。

いや、オペレーションについては相当難しくて。
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オペレーションは誰になるんですか？

これについては専門の東電工業さん、教育をしないといけない。協力企業さんに教育を受けて

いただいてということになります。

これが最大の問題でして、インストラクターが直接乗ってですね、今向ってます。現場でイン

ストラクターにしっかり教えてもらえるだけのオペレーター候補を連れて行っていただかなけ

ればならないので、そこは是非東京電力の皆さん、責任を持ってやっていただきたいと思いま

す。もちろん国としてのフォローはいたしますが、直接のオペレーターは是非皆さんの方で確

保していただきますようにお願い申しあげます。

その見通しは立っていますか。

途中で割り込んですいません。●●さん、そのオペレーター候補は既にあげて発注してあるん

だよね？ 

はい。既に候補を選出していただいてます。

それはそちらに任せておけばいいんですよね。また明日来たとたんで誰かいませんかって話し

になりませんよね。

本店の方で手配をかけていて、この車、小名浜のコールセンターに一旦着いた後にですね、そ

こで向こうの技術者から教育を受けてそれで１Ｆに入って行くような段取りで今調整をしてお

ります。 

はい、よろしくお願いします。

当方以上です。

他に何か全体で共有すべき重要な課題、何かありませんか？はい、どうぞ。給電班。

給電班からご報告します。本日の需要。１９時で２９８２万

定ですが、３１００万

定ということでございます。以上です。

はい、ありがとうございました。他には？

すいません、４号の放水の件なんですが、先程お話の後、消防さんからですね、２０日、明日

の夕刻からの４号放水に向けて、あるいは投光器等が必要になる可能性があるので、その辺を

相談させていただいて設置方ご配慮いただきたいという話がありましたので、有効かつ無駄の

ない照明の設置について少しすりあわせていただきたいというふうに思います。具体的には又

後ほどということで。

これは発電所では既に何回か現場で実際に投光器などを使用して準備もある程度は整ってると

は思うんですが、更にこれを拡

すいません、そこについては手持ちの投光器で照らす範囲については実績があるんですが、拡

充するっていう事は投光器が足りない可能性があるんじゃないかと思って、●●君どう？

資材班ですけども、投光器については明日ですね２５かもしくは最大で５０個届く可能性があ

ります。 

届く？ 

はい。 
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の夕刻からの４号放水に向けて、あるいは投光器等が必要になる可能性があるので、その辺を

相談させていただいて設置方ご配慮いただきたいという話がありましたので、有効かつ無駄の
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じゃあ消防さんの方から具体的に今の時点でご意見ありましたらお願いいたします。マイクを

使っていただけますでしょうか？

現場の安全管理の観点から、夜間作業という事が強いられてきます。それなので、照明体制を

万全を図っていただきたいということが現地の方から話が入ってきていますので、お願いした

ものでございます。あわせて建屋の方もですね、２面、照明を当てていただければそちらの方

も狙うときに真っ暗の中で闇雲にやるよりも精度が上がるということで、これもリクエストが

きておりますのでご手配の方、よろしくお願いします。

これは発電所の方で色々と投光器を活用してやっていただくという事になるんですが、そちら

の方はどうでしょうか？発電所。

既に今までも何回か投光器は３号４号のところについては設置しておりますから、大体の要領

は把握してるんですけども、追加っていった時にどういう使い方をするかだとか、電源の所チ

ェックしなくちゃいけないな。

投光器も発電機になりますと、ガソリンのほうも当然必要になりますので、そこら辺を万全を

整えないと、いくら投光器を入れても駄目だということになりますので資材の方、よろしくお

願いします。 

了解いたしました。

一つだけ関連するとあれですね、１８時から放水開始になってますんですが、基本的には一度

セットしたらずっと流しっぱなしということなので、無駄のないかつ効率的な投光器の使い方

っていうのをちょっと工夫したら良いんじゃないかというふうに思います。よろしくお願いし

ます。 

それはおっしゃる通りだと思います。

その他何かございませんか？はいどうぞ。

これ今、原子力安全委員会からきた注意喚起の文章でございます。防災業務従事者の安定ヨウ

素剤の過剰な服用に対する注意喚起ということで、防災業務従事者が現場で作業する場合にお

いては、安定ヨウ素剤の服用に関して以下の事項について周知、徹底願いますということで、

一点目が防災業務従事者に対する服用については、頻度は一日一回、容量は初日に二錠、ヨウ

素カリウム１００ミリグラム。二日目以降は一錠。ヨウ素カリウム５０ミリグラム。二点目、

過剰に服用しても有効性は変わらず、健康に重大な副作用を招く恐れもあることから、容量は

厳守願います。という文章が出てございます。念のため各所にＦＡＸを送りたいと思います。

以上でございます。

よろしいですか。１Ｆを支援してる本店の●●ですが、通信手段の改善を是非お願いします。

今屋外のＰＨＳがダウンしてまして、この免震棟と現場のやりとり、特に放水云々といったよ

うなところですね、トランシーバーでやっております。ただこのトランシーバーが非常に性能

が悪くてですね、確認に非常に時間がかかります。何回も何回もやっています。ですから、よ

り性能の良いトランシーバーを準備していただくか、あ

を是非復旧していただきたいと思います。よろしくお願いします。

はい、この点、通信さん。

今手持ちの物を今回かき集めて参りましたので、そんなに多数出る売れる機械ではないので、

探しますが性能が良い物があるかどうか、そこはトライはしてみます。ＰＨＳの基地局も直ぐ

には出来ないんですが、ＰＨＳを延長して延ばしていくような装置がこれから電源が生きてく

ると、拡大できますのでそれにあわせて外もカバー出来ないかということを考えてみます。津

波で多分外にあったような物は全て流されていると思いますので、そこをまた新たに作業■■

■（運用？）（４：２５：２７）に合わせて付けていくという事を計画的に考えないといけな

いと思っておりますので、そこは皆さんの作業に合わせて出来るだけ早く考えていきたいとは

思っております。

今のところ作業箇所は屋外もね、かなり限られているのでそこは早めに重点配備していただく
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ということでどうかというふうに思っておりますけれども。

その件に関しまして、内藤常務から話がありまして、性能の良い、これがそうか分かりません

けれども２キロ離れてもちゃんとキャッチできるトランシーバーをひとまず５セット入手した

ので、今日、●●さんに持って帰ってもらってますので試しに使ってみて貰って、もし良けれ

ば追加でって事になろうかと思いますけど、試験運用お願いしたいと思います。

はい、了解です。

建設班、どうぞ。

建設復旧班です。今２Ｆの近くで、６号線が２カ所大きな段差ができていて迂回を強いられて

るということですが、今日中に官邸の方から東京電力に原子力特別措置法に基づいて、うちで

その道路直しても良いというお許しが出るということ、段取り付けていただきましたので明日

中にそこのところ直すように努力します。そうすると１ＦからＪヴィレッジ行くときにもう少

し通りやすくなるはずですので。

よろしくお願いします。その他。

保安班からです。１Ｆ、２Ｆからの入退域手順なんですが、今回特に変わりましたのが車につ

いて少しずつですが台数は少ないんですが、Ｊヴィレッジまで一旦車についてお戻りいただく

と、汚染のサーベを行いましてお戻りいただくという事を少しずつ始めております。またこの

後実績踏まえて台数を増やしていきたいというふうに考えているところでございます。また、

２点目でございます。２点目といたしましては、お手元にこちらのグラフあるかと思います。

こちらのグラフなんですが、皆様にご心配をおかけいたしました装備品でございます。こちら

の方にありますのが、チャコールマスク、タイベック、ゴム手袋、オーバーシューズでありま

すがこれらのうち一番厳しい物はチャコールでございます。チャコール、いわゆるマスクなん

ですが、マスクについてのグラフだと思っていただければと思います。こちらの方見ていただ

きまして、２２日の日が一番厳しくなっておりまして、その後マスクにつきまして輸入品が５

０００という非常におっきな数字が入ってくるという予定となっておりまして、これによって

比較的運用にゆとりが出てくるという事が期待できております。ただ、輸入品でございますの

で、入手時期が多

ふうに考えてございます。

まだ実際物が届くまで数日かかりますし、その間厳しい状況もあると思いますので、機動的に

対応をしていただきたいと思います。

またその次なんですが、こちらの方お手元にあるかと思うんですが、こちらの方の表の。

こちらじゃ分かんないよ、発電所は。

すいません。［マイク外：これ、映していただくことはできますでしょうか。ない？］すいま

せん、こちら方の表の方なんですが、保安班におきまして他電力さんのご支援をいただきまし

て発電所から、福島第一原子力発電所から２０キロから３０キロの範囲についてサーベイを行

ってございます。こちらの方、見ていただきますと各地点とも方向によりまして測定結果にば

らつきはありますが徐々に徐々に下がっていると。風向き等の影響もあると思いますが、決し

て上がっていないという状況になってるということが最近の状況になってございます。また後

ろのページなんですが、見ていただきますとこちらの方、モニタリングポストの付近、正門付

近、西門付近なんですがグラフを示してございます。黒丸が西門付近でございまして、こちら

の方も変動はございますが、低下傾向という事が見れるかと思っております。また、事務本館、

この■■■（４：３０：１８）の方、主に集水作業を行うとき、事務本館北付近でサーベイを

行っているんですが、こちらにつきましても低下傾向が見えてるというところで風向等による

影響も大きいかと思うんですが、上昇傾向とはなっていないという事が今現時点の結果でござ

います。以上で

はい。それじゃ、はい、工務班。

今の保安班の最初のご報告の中で、車両の搬出が徐々に始まったということなんですけども、

是非、大至急車を除染とかサーベイして出せるような事にしていただきたいなというふうに思

っています。と言いますのは、工事会社さんが持ち込んだ重機ですとか車両類、これが足止め

を食らってしまうとですね、その次の仕事の予定のところに影響を与えるということで、かな

り今工事会社さんの方から心配の声が出されています。工務の仕事そろそろ終わりで段々出て

行く断面になりますので、是非ですね、早く出せるようにという事です。なかなか噂が広がっ
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し通りやすくなるはずですので。

よろしくお願いします。その他。

保安班からです。１Ｆ、２Ｆからの入退域手順なんですが、今回特に変わりましたのが車につ

いて少しずつですが台数は少ないんですが、Ｊヴィレッジまで一旦車についてお戻りいただく

と、汚染のサーベを行いましてお戻りいただくという事を少しずつ始めております。またこの

後実績踏まえて台数を増やしていきたいというふうに考えているところでございます。また、

２点目でございます。２点目といたしましては、お手元にこちらのグラフあるかと思います。

こちらのグラフなんですが、皆様にご心配をおかけいたしました装備品でございます。こちら

りますのが、チャコールマスク、タイベック、ゴム手袋、オーバーシューズでありま

すがこれらのうち一番厳しい物はチャコールでございます。チャコール、いわゆるマスクなん

ですが、マスクについてのグラフだと思っていただければと思います。こちらの方見ていただ

きまして、２２日の日が一番厳しくなっておりまして、その後マスクにつきまして輸入品が５

０００という非常におっきな数字が入ってくるという予定となっておりまして、これによって

比較的運用にゆとりが出てくるという事が期待できております。ただ、輸入品でございますの

で、入手時期が多少ずれるという恐れはありますので、引き続き大切に使っていきたいという

ふうに考えてございます。 

まだ実際物が届くまで数日かかりますし、その間厳しい状況もあると思いますので、機動的に

対応をしていただきたいと思います。

またその次なんですが、こちらの方お手元にあるかと思うんですが、こちらの方の表の。

こちらじゃ分かんないよ、発電所は。

すいません。［マイク外：これ、映していただくことはできますでしょうか。ない？］すいま

せん、こちら方の表の方なんですが、保安班におきまして他電力さんのご支援をいただきまし

て発電所から、福島第一原子力発電所から２０キロから３０キロの範囲についてサーベイを行

ってございます。こちらの方、見ていただきますと各地点とも方向によりまして測定結果にば

らつきはありますが徐々に徐々に下がっていると。風向き等の影響もあると思いますが、決し

て上がっていないという状況になってるということが最近の状況になってございます。また後

ジなんですが、見ていただきますとこちらの方、モニタリングポストの付近、正門付

近、西門付近なんですがグラフを示してございます。黒丸が西門付近でございまして、こちら

の方も変動はございますが、低下傾向という事が見れるかと思っております。また、事務本館、

この■■■（４：３０：１８）の方、主に集水作業を行うとき、事務本館北付近でサーベイを

行っているんですが、こちらにつきましても低下傾向が見えてるというところで風向等による

影響も大きいかと思うんですが、上昇傾向とはなっていないという事が今現時点の結果でござ

います。以上です。 

はい。それじゃ、はい、工務班。

今の保安班の最初のご報告の中で、車両の搬出が徐々に始まったということなんですけども、

是非、大至急車を除染とかサーベイして出せるような事にしていただきたいなというふうに思

っています。と言いますのは、工事会社さんが持ち込んだ重機ですとか車両類、これが足止め

を食らってしまうとですね、その次の仕事の予定のところに影響を与えるということで、かな

り今工事会社さんの方から心配の声が出されています。工務の仕事そろそろ終わりで段々出て

行く断面になりますので、是非ですね、早く出せるようにという事です。なかなか噂が広がっ
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少ずれるという恐れはありますので、引き続き大切に使っていきたいという

まだ実際物が届くまで数日かかりますし、その間厳しい状況もあると思いますので、機動的に

またその次なんですが、こちらの方お手元にあるかと思うんですが、こちらの方の表の。

すいません。［マイク外：これ、映していただくことはできますでしょうか。ない？］すいま

せん、こちら方の表の方なんですが、保安班におきまして他電力さんのご支援をいただきまし

て発電所から、福島第一原子力発電所から２０キロから３０キロの範囲についてサーベイを行

ってございます。こちらの方、見ていただきますと各地点とも方向によりまして測定結果にば

らつきはありますが徐々に徐々に下がっていると。風向き等の影響もあると思いますが、決し

て上がっていないという状況になってるということが最近の状況になってございます。また後

ジなんですが、見ていただきますとこちらの方、モニタリングポストの付近、正門付

近、西門付近なんですがグラフを示してございます。黒丸が西門付近でございまして、こちら

の方も変動はございますが、低下傾向という事が見れるかと思っております。また、事務本館、

この■■■（４：３０：１８）の方、主に集水作業を行うとき、事務本館北付近でサーベイを

行っているんですが、こちらにつきましても低下傾向が見えてるというところで風向等による

影響も大きいかと思うんですが、上昇傾向とはなっていないという事が今現時点の結果でござ

今の保安班の最初のご報告の中で、車両の搬出が徐々に始まったということなんですけども、

是非、大至急車を除染とかサーベイして出せるような事にしていただきたいなというふうに思

っています。と言いますのは、工事会社さんが持ち込んだ重機ですとか車両類、これが足止め

を食らってしまうとですね、その次の仕事の予定のところに影響を与えるということで、かな

り今工事会社さんの方から心配の声が出されています。工務の仕事そろそろ終わりで段々出て

行く断面になりますので、是非ですね、早く出せるようにという事です。なかなか噂が広がっ
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ちゃうとですね、これから例えば新福島変電所に入ってくる車とかですね、そういうのに対し

て工事会社さんが嫌がって来なくなってしまうという実態が大いに予想されますのでそこは是

非お願いしたいと思います。以上です。

大体こういう物って渋滞しがちなんだよね、いつもね。その点、ちゃんと対応は出来るように

なってますか？

こちらの方、我々としては法律を守りながらしっかりやっていきたいと思ってございますので、

できる限り努力してまいりたいというところでございます。

ちょっとさ、それだけじゃ答えにならないから、また次回までにもう少し詰めてください。実

態を踏まえて。

 （３号機へのハイパーレスキュー隊による放水開始
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