公開⽇

フォルダ名

公開ファイル名称
（差し替えたPDFファイル名を朱書き）

ファイル数

差し替え(変更) 内容

【ファイル名称変更前】 [Ⅳ-7]【20180627-1-5】（免震棟⾮管理区域）⾝体汚染発⽣状況報告（H3005）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-7]【20180627-1-5】免震重要棟休憩所他(免震棟⾮管理区域⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018年5⽉)

2018年7⽉4⽇

Ⅳ.管理対象区域等への出⼊り管理に係わる測定
（定期測定）

4

【ファイル名称変更前】 [Ⅳ-8]【20180627-1-5】（構内休憩所）⾝体汚染発⽣状況報告①（H3005）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-8]【20180627-1-5】免震重要棟休憩所他(免震重要棟前プレハブ休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018年5⽉)
【ファイル名称変更前】 [Ⅳ-9]【20180627-1-5】（構内休憩所）⾝体汚染発⽣状況報告②（H3005）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-9]【20180627-1-5】構内休憩所他(企業棟休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018年5⽉)

・「携⾏品汚染発⽣件数」を表の最下部に追加し、合わ
せて様式を変更。
・今回のファイル差し替えに合わせ、ファイル名称を変更

【ファイル名称変更前】 [Ⅳ-10]【20180627-1-5】（構内休憩所）⾝体汚染発⽣状況報告③（H3005）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-10]【20180627-1-5】登録センター休憩所(⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018年5⽉)
[Ⅰ-13]【20180730-1-5】構内休憩所等_放射線管理⽉報①（H3006）
[Ⅰ-14]【20180730-1-5】構内休憩所等_放射線管理⽉報②（H3006）
[Ⅰ-15]【20180730-1-5】構内休憩所等_放射線管理⽉報③（H3006）
[Ⅰ-16]【20180730-1-5】構内休憩所等_放射線管理⽉報④（H3006）
[Ⅰ-17]【20180730-1-5】免震棟⾮管理区域_測定結果（H3006）

差し替え（変更）なし

[Ⅰ-18]【20180730-1-5】構外休憩所等_放射線管理⽉報（H3006）
[Ⅰ-19]【20180730-1-5】放射線測定に係る委託報告書（H3006）
Ⅰ.管理対象区域内・外の測定（定期測定）

15

[Ⅰ-21]【20180730-1-6】MP7,8遮へい壁外測定結果（平成30年7⽉分）
[Ⅰ-28]【20180730-1-5】局所排⾵機 維持確認記録①（H3006)

移動式給⽔所の記録を追加(1ページ⽬に追加)

[Ⅰ-29]【20180730-1-5】局所排⾵機 維持確認記録②（H3006)
[Ⅰ-30]【20180730-1-5】局所排⾵機 維持確認記録③（H3006)
[Ⅰ-40]【20180730-1-5】チェンジングエリア_放射線管理⽉報①（H3006）

2018年8⽉6⽇

[Ⅰ-41]【20180730-1-5】線量表⽰器 委託報告書(H3006)

差し替え（変更）なし

[Ⅰ-42]【20180730-1-5】連続ダストモニタ 委託報告書(H3006)
[Ⅰ-48]【20180730-1-5】構内専⽤⾞両における外部放射線に係る放射線測定記録（Ｈ3006）
【ファイル名称変更前】 [Ⅳ-7]【20180730-1-5】（免震棟⾮管理区域）⾝体汚染発⽣状況報告（H3006）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-7]【20180730-1-5】免震重要棟休憩所他(免震棟⾮管理区域⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018年6⽉)

Ⅳ.管理対象区域等への出⼊り管理に係わる測定
（定期測定）

4

【ファイル名称変更前】 [Ⅳ-8]【20180730-1-5】（構内休憩所）⾝体汚染発⽣状況報告①（H3006）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-8]【20180730-1-5】免震重要棟休憩所他(免震重要棟前プレハブ休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018年6⽉)
【ファイル名称変更前】 [Ⅳ-9]【20180730-1-5】（構内休憩所）⾝体汚染発⽣状況報告②（H3006）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-9]【20180730-1-5】構内休憩所他(企業棟休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018年6⽉)

・「携⾏品汚染発⽣件数」を表の最下部に追加し、合わ
せて様式を変更。
・今回のファイル差し替えに合わせ、ファイル名称を変更

【ファイル名称変更前】 [Ⅳ-10]【20180730-1-5】（構内休憩所）⾝体汚染発⽣状況報告③（H3006）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-10]【20180730-1-5】登録センター休憩所(⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018年6⽉)
[Ⅰ-13]【20180831-1-5】構内休憩所等_放射線管理⽉報①（H3007）
[Ⅰ-14]【20180831-1-5】構内休憩所等_放射線管理⽉報②（H3007）
[Ⅰ-15]【20180831-1-5】構内休憩所等_放射線管理⽉報③（H3007）
[Ⅰ-16]【20180831-1-5】構内休憩所等_放射線管理⽉報④（H3007）

差し替え（変更）なし

[Ⅰ-17]【20180831-1-5】免震棟⾮管理区域_測定結果（H3007）
[Ⅰ-18]【20180831-1-5】構外休憩所等_放射線管理⽉報（H3007）
Ⅰ.管理対象区域内・外の測定（定期測定）

14

[Ⅰ-19]【20180831-1-5】放射線測定に係る委託報告書（H3007）
[Ⅰ-28]【20180831-1-5】局所排⾵機 維持確認記録①（H3007)

移動式給⽔所の記録を追加(1ページ⽬に追加)

[Ⅰ-29]【20180831-1-5】局所排⾵機 維持確認記録②（H3007)
[Ⅰ-30]【20180831-1-5】局所排⾵機 維持確認記録③（H3007)
[Ⅰ-40]【20180831-1-5】チェンジングエリア_放射線管理⽉報①（H3007）

2018年9⽉7⽇

[Ⅰ-41]【20180831-1-5】線量表⽰器 委託報告書(H3007)

差し替え（変更）なし

[Ⅰ-42]【20180831-1-5】連続ダストモニタ 委託報告書(H3007)
[Ⅰ-48]【20180831-1-5】構内専⽤⾞両における外部放射線に係る放射線測定記録（Ｈ3007）
【ファイル名称変更前】 [Ⅳ-7]【20180831-1-5】（免震棟⾮管理区域）⾝体汚染発⽣状況報告（H3007）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-7]【20180831-1-5】免震重要棟休憩所他(免震棟⾮管理区域⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018年7⽉)

Ⅳ.管理対象区域等への出⼊り管理に係わる測定
（定期測定）

4

【ファイル名称変更前】 [Ⅳ-8]【20180831-1-5】（構内休憩所）⾝体汚染発⽣状況報告①（H3007）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-8]【20180831-1-5】免震重要棟休憩所他(免震重要棟前プレハブ休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018年7⽉)
【ファイル名称変更前】 [Ⅳ-9]【20180831-1-5】（構内休憩所）⾝体汚染発⽣状況報告②（H3007）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-9]【20180831-1-5】構内休憩所他(企業棟休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018年7⽉)
【ファイル名称変更前】 [Ⅳ-10]【20180831-1-5】（構内休憩所）⾝体汚染発⽣状況報告③（H3007）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-10]【20180831-1-5】登録センター休憩所(⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018年7⽉)

・「携⾏品汚染発⽣件数」を表の最下部に追加し、合わ
せて様式を変更。
・今回のファイル差し替えに合わせ、ファイル名称を変更

公開⽇

フォルダ名

公開ファイル名称
（差し替えたPDFファイル名を朱書き）

ファイル数

[Ⅰ-13]【20180928-1-5】構内休憩所等_放射線管理⽉報①（H3008）

差し替え(変更) 内容
移動式給⽔⾞の情報を集約(2ページ⽬に追加)

[Ⅰ-14]【20180928-1-5】構内休憩所等_放射線管理⽉報②（H3008）
[Ⅰ-15]【20180928-1-5】構内休憩所等_放射線管理⽉報③（H3008）
[Ⅰ-16]【20180928-1-5】構内休憩所等_放射線管理⽉報④（H3008)
[Ⅰ-17]【20180928-1-5】免震棟⾮管理区域_測定結果（H3008）

差し替え（変更）なし

[Ⅰ-18]【20180928-1-5】構外休憩所等_放射線管理⽉報（H3008）
Ⅰ.管理対象区域内・外の測定（定期測定）

14

[Ⅰ-19]【20180928-1-5】放射線測定に係る委託報告書（H3008）
[Ⅰ-28]【20180928-1-5】局所排⾵機 維持確認記録①（H3008)

移動式給⽔所の記録を追加(1ページ⽬に追加)

[Ⅰ-29]【20180928-1-5】局所排⾵機 維持確認記録②（H3008)
[Ⅰ-30]【20180928-1-5】局所排⾵機 維持確認記録③（H3008)
[Ⅰ-40]【20180928-1-5】チェンジングエリア_放射線管理⽉報①（H3008）

2018年10⽉5⽇

[Ⅰ-41]【20180928-1-5】線量表⽰器 委託報告書(H3008)

差し替え（変更）なし

[Ⅰ-42]【20180928-1-5】連続ダストモニタ 委託報告書(H3008)
[Ⅰ-48]【20180928-1-5】構内専⽤⾞両における外部放射線に係る放射線測定記録（Ｈ3008）
【ファイル名称変更前】 [Ⅳ-7]【20180928-1-5】（免震棟⾮管理区域）⾝体汚染発⽣状況報告（H3008）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-7]【20180928-1-5】免震重要棟休憩所他(免震棟⾮管理区域⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018年8⽉)

Ⅳ.管理対象区域等への出⼊り管理に係わる測定
（定期測定）

4

【ファイル名称変更前】 [Ⅳ-8]【20180928-1-5】（構内休憩所）⾝体汚染発⽣状況報告①（H3008）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-8]【20180928-1-5】免震重要棟休憩所他(免震重要棟前プレハブ休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018年8⽉)
【ファイル名称変更前】 [Ⅳ-9]【20180928-1-5】（構内休憩所）⾝体汚染発⽣状況報告②（H3008）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-9]【20180928-1-5】構内休憩所他(企業棟休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018年8⽉)

・「携⾏品汚染発⽣件数」を表の最下部に追加し、合わ
せて様式を変更。
・今回のファイル差し替えに合わせ、ファイル名称を変更

【ファイル名称変更前】 [Ⅳ-10]【20180928-1-5】（構内休憩所）⾝体汚染発⽣状況報告③（H3008）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-10]【20180928-1-5】登録センター休憩所(⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018年8⽉)
[Ⅰ-13]【20181031-1-5】構内休憩所等_放射線管理⽉報①（H3009）
[Ⅰ-14]【20181031-1-5】構内休憩所等_放射線管理⽉報②（H3009）
[Ⅰ-15]【20181031-1-5】構内休憩所等_放射線管理⽉報③（H3009）
[Ⅰ-16]【20181031-1-5】構内休憩所等_放射線管理⽉報④（H3009）

差し替え（変更）なし

[Ⅰ-17]【20181031-1-5】免震棟⾮管理区域_測定結果（H3009）
[Ⅰ-18]【20181031-1-5】構外休憩所等_放射線管理⽉報（H3009）
Ⅰ.管理対象区域内・外の測定（定期測定）

14

[Ⅰ-19]【20181031-1-5】放射線測定に係る委託報告書（H3009）
[Ⅰ-28]【20181031-1-5】局所排⾵機 維持確認記録①（H3009）

移動式給⽔所の記録を追加(1ページ⽬に追加)

[Ⅰ-29]【20181031-1-5】局所排⾵機 維持確認記録②（H3009）
[Ⅰ-30]【20181031-1-5】局所排⾵機 維持確認記録③（H3009）
[Ⅰ-40]【20181031-1-5】チェンジングエリア_放射線管理⽉報①（H3009）

2018年11⽉7⽇

[Ⅰ-41]【20181031-1-5】線量表⽰器 委託報告書(H3009)

差し替え（変更）なし

[Ⅰ-42]【20181031-1-5】連続ダストモニタ 委託報告書(H3009)
[Ⅰ-48]【20181031-1-5】構内専⽤⾞両における外部放射線に係る放射線測定記録（Ｈ3009）
【ファイル名称変更前】 [Ⅳ-7]【20181031-1-5】（免震棟⾮管理区域）⾝体汚染発⽣状況報告（H3009）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-7]【20181031-1-5】免震重要棟休憩所他(免震棟⾮管理区域⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018年9⽉)

Ⅳ.管理対象区域等への出⼊り管理に係わる測定
（定期測定）

4

【ファイル名称変更前】 [Ⅳ-8]【20181031-1-5】（構内休憩所）⾝体汚染発⽣状況報告①（H3009）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-8]【20181031-1-5】免震重要棟休憩所他(免震重要棟前プレハブ休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018年9⽉)
【ファイル名称変更前】 [Ⅳ-9]【20181031-1-5】（構内休憩所）⾝体汚染発⽣状況報告②（H3009）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-9]【20181031-1-5】構内休憩所他(企業棟休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018H9⽉)

・「携⾏品汚染発⽣件数」を表の最下部に追加し、合わ
せて様式を変更。
・今回のファイル差し替えに合わせ、ファイル名称を変更

【ファイル名称変更前】 [Ⅳ-10]【20181031-1-5】（構内休憩所）⾝体汚染発⽣状況報告③（H3009）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-10]【20181031-1-5】登録センター休憩所(⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018年9⽉)
【ファイル名称変更前】 [Ⅳ-7]【20181129-1-5】（免震棟⾮管理区域）⾝体汚染発⽣状況報告（H3010）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-7]【20181129-1-5】免震重要棟休憩所他(免震棟⾮管理区域⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018年10⽉)

2018年12⽉6⽇

Ⅳ.管理対象区域等への出⼊り管理に係わる測定
（定期測定）

4

【ファイル名称変更前】 [Ⅳ-8]【20181129-1-5】（構内休憩所）⾝体汚染発⽣状況報告①（H3010）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-8]【20181129-1-5】免震重要棟休憩所他(免震重要棟前プレハブ休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018年10⽉)
【ファイル名称変更前】 [Ⅳ-9]【20181129-1-5】（構内休憩所）⾝体汚染発⽣状況報告②（H3010）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-9]【20181129-1-5】構内休憩所他(企業棟休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018年10⽉)
【ファイル名称変更前】 [Ⅳ-10]【20181129-1-5】（構内休憩所）⾝体汚染発⽣状況報告③（H3010）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-10]【20181129-1-5】登録センター休憩所(⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018年10⽉)

・「携⾏品汚染発⽣件数」を表の最下部に追加し、合わ
せて様式を変更。
・今回のファイル差し替えに合わせ、ファイル名称を変更

公開⽇

フォルダ名

公開ファイル名称
（差し替えたPDFファイル名を朱書き）

ファイル数

差し替え(変更) 内容

【ファイル名称変更前】 [Ⅳ-7]【20181220-1-5】（免震棟⾮管理区域）⾝体汚染発⽣状況報告（H3011）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-7]【20181220-1-5】免震重要棟休憩所他(免震棟⾮管理区域⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018年11⽉)

2018年12⽉28⽇

Ⅳ.管理対象区域等への出⼊り管理に係わる測定
（定期測定）

4

【ファイル名称変更前】 [Ⅳ-8]【20181220-1-5】（構内休憩所）⾝体汚染発⽣状況報告①（H3011）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-8]【20181220-1-5】免震重要棟休憩所他(免震重要棟前プレハブ休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018年11⽉)
【ファイル名称変更前】 [Ⅳ-9]【20181220-1-5】（構内休憩所）⾝体汚染発⽣状況報告②（H3011）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-9]【20181220-1-5】構内休憩所他(企業棟休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018年11⽉)

・「携⾏品汚染発⽣件数」を表の最下部に追加し、合わ
せて様式を変更。
・今回のファイル差し替えに合わせ、ファイル名称を変更

【ファイル名称変更前】 [Ⅳ-10]【20181220-1-5】（構内休憩所）⾝体汚染発⽣状況報告③（H3011）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-10]【20181220-1-5】登録センター休憩所(⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018年11⽉)
【ファイル名称変更前】 [Ⅳ-7]【20190129-1-5】（免震棟⾮管理区域）⾝体汚染発⽣状況報告（H3012）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-7]【20190129-1-5】免震重要棟休憩所他(免震棟⾮管理区域⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018年12⽉)

2019年2⽉5⽇

Ⅳ.管理対象区域等への出⼊り管理に係わる測定
（定期測定）

4

【ファイル名称変更前】 [Ⅳ-8]【20190129-1-5】（構内休憩所）⾝体汚染発⽣状況報告①（H3012）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-8]【20190129-1-5】免震重要棟休憩所他(免震重要棟前プレハブ休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018年12⽉)
【ファイル名称変更前】 [[Ⅳ-9]【20190129-1-5】（構内休憩所）⾝体汚染発⽣状況報告②（H3012）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-9]【20190129-1-5】構内休憩所他(企業棟休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018年12⽉)

・「携⾏品汚染発⽣件数」を表の最下部に追加し、合わ
せて様式を変更。
・今回のファイル差し替えに合わせ、ファイル名称を変更

【ファイル名称変更前】 [[Ⅳ-10]【20190129-1-5】（構内休憩所）⾝体汚染発⽣状況報告③（H3012）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-10]【20190129-1-5】登録センター休憩所(⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2018年12⽉)
[Ⅳ-1]【20190225-1-1】⾝体汚染発⽣状況報告（⼊退域管理施設）1⽉
[Ⅳ-2]【20190225-1-1】携⾏品汚染発⽣状況報告（⼊退域管理施設）1⽉
[Ⅳ-3]【20190225-1-1】管理対象区域の出⼊箇所に係る報告 1⽉ 1／4
[Ⅳ-3]【20190225-2-1】管理対象区域の出⼊箇所に係る報告 1⽉ 2／4
[Ⅳ-3]【20190225-3-1】管理対象区域の出⼊箇所に係る報告 1⽉ 3／4

差し替え（変更）なし

[Ⅳ-3]【20190225-4-1】管理対象区域の出⼊箇所に係る報告 1⽉ 4／4
[Ⅳ-5]【20190225-1-1】⾞両汚染部位記録シート 1⽉
[Ⅳ-6]【20190225-1-1】１Ｆ持出物品確認申請書・確認書 1⽉

2019年3⽉4⽇

Ⅳ.管理対象区域等への出⼊り管理に係わる測定
（定期測定）
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【ファイル名称変更前】 [[Ⅳ-7]【20190225-1-5】（免震棟⾮管理区域）⾝体汚染発⽣状況報告（H3101）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-7]【20190225-1-5】免震重要棟休憩所他(免震棟⾮管理区域⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年1⽉)
【ファイル名称変更前】 [[Ⅳ-8]【20190225-1-5】（構内休憩所）⾝体汚染発⽣状況報告①（H3101）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-8]【20190225-1-5】免震重要棟休憩所他(免震重要棟前プレハブ休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年1⽉)
【ファイル名称変更前】 [[Ⅳ-9]【20190225-1-5】（構内休憩所）⾝体汚染発⽣状況報告②（H3101）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-9]【20190225-1-5】構内休憩所他(企業棟休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年1⽉)

・「携⾏品汚染発⽣件数」を表の最下部に追加し、合わ
せて様式を変更。
・今回のファイル差し替えに合わせ、ファイル名称を変更

【ファイル名称変更前】 [[Ⅳ-10]【20190225-1-5】（構内休憩所）⾝体汚染発⽣状況報告③（H3101）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-10]【20190225-1-5】登録センター休憩所(⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年1⽉)
[Ⅳ-11]【20190225-1-1】⾝体汚染発⽣状況報告（雑固体廃棄物焼却設備建屋）1⽉
[Ⅳ-12]【20190225-1-1】携⾏品汚染発⽣状況報告（雑固体廃棄物焼却設備建屋）1⽉

差し替え（変更）なし

【ファイル名称変更前】 [[Ⅳ-7]【20190325-1-5】（免震棟⾮管理区域）⾝体汚染発⽣状況報告（H3102）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-7]【20190325-1-5】免震重要棟休憩所他(免震棟⾮管理区域⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年2⽉)

2019年4⽉1⽇

Ⅳ.管理対象区域等への出⼊り管理に係わる測定
（定期測定）

4

【ファイル名称変更前】 [[Ⅳ-8]【20190325-1-5】（構内休憩所）⾝体汚染発⽣状況報告①（H3102）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-8]【20190325-1-5】免震重要棟休憩所他(免震重要棟前プレハブ休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年2⽉)
【ファイル名称変更前】 [[Ⅳ-9]【20190325-1-5】（構内休憩所）⾝体汚染発⽣状況報告②（H3102）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-9]【20190325-1-5】構内休憩所他(企業棟休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年2⽉)
【ファイル名称変更前】 [[Ⅳ-10]【20190325-1-5】（構内休憩所）⾝体汚染発⽣状況報告③（H3102）
【ファイル名称変更後】 [Ⅳ-10]【20190325-1-5】登録センター休憩所(⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年2⽉)

・「携⾏品汚染発⽣件数」を表の最下部に追加し、合わ
せて様式を変更。
・今回のファイル差し替えに合わせ、ファイル名称を変更

公開⽇

フォルダ名

公開ファイル名称
（差し替えたPDFファイル名を朱書き）

ファイル数

差し替え(変更) 内容

[Ⅳ-1]【20190424-1-1】⾝体汚染発⽣状況報告（⼊退域管理施設）3⽉
[Ⅳ-2]【20190424-1-1】携⾏品汚染発⽣状況報告（⼊退域管理施設）3⽉
[Ⅳ-3]【20190424-1-1】管理対象区域の出⼊箇所に係る報告 3⽉１／４
[Ⅳ-3]【20190424-2-1】管理対象区域の出⼊箇所に係る報告 3⽉２／４
[Ⅳ-3]【20190424-1-1】管理対象区域の出⼊箇所に係る報告 3⽉３／４

差し替え（変更）なし

[Ⅳ-3]【20190424-1-1】管理対象区域の出⼊箇所に係る報告 3⽉４／４

2019年5⽉9⽇

Ⅳ.管理対象区域等への出⼊り管理に係わる測定
（定期測定）
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[Ⅳ-5]【20190424-1-1】⾞両汚染部位記録シート 3⽉
[Ⅳ-6]【20190424-1-1】１Ｆ持出物品確認申請書・確認書 3⽉
[Ⅳ-7]【20190424-1-5】免震重要棟休憩所他(免震棟⾮管理区域⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報（2019年3⽉）
[Ⅳ-8]【20190424-1-5】免震重要棟休憩所他(免震重要棟前プレハブ休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報（2019年3⽉）
[Ⅳ-9]【20190424-1-5】構内休憩所他(企業棟休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報（2019年3⽉）
[Ⅳ-10]【20190424-1-5】登録センター休憩所(⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報（2019年3⽉）
[Ⅳ-11]【20190424-1-1】⾝体汚染発⽣状況報告（雑固体廃棄物焼却設備建屋）3⽉
[Ⅳ-12]【20190424-1-1】携⾏品汚染発⽣状況報告（雑固体廃棄物焼却設備建屋）3⽉
[Ⅳ-7]【20190522-1-5】免震重要棟休憩所他(免震棟⾮管理区域⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年4⽉)

2019年5⽉29⽇

Ⅳ.管理対象区域等への出⼊り管理に係わる測定
（定期測定）

4

[Ⅳ-8]【20190522-1-5】免震重要棟休憩所他(免震重要棟前プレハブ休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年4⽉)
[Ⅳ-9]【20190522-1-5】構内休憩所他(企業棟休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年4⽉)
[Ⅳ-10]【20190522-1-5】登録センター休憩所(⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年4⽉)
[Ⅳ-7]【20190627-1-5】免震重要棟休憩所他(免震棟⾮管理区域⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年5⽉)

2019年7⽉4⽇

Ⅳ.管理対象区域等への出⼊り管理に係わる測定
（定期測定）

4

[Ⅳ-8]【20190627-1-5】免震重要棟休憩所他(免震重要棟前プレハブ休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年5⽉)
[Ⅳ-9]【20190627-1-5】構内休憩所他(企業棟休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年5⽉)
[Ⅳ-10]【20190627-1-5】登録センター休憩所(⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年5⽉)

・「携⾏品汚染発⽣件数」を表の最下部に追加し、合わ
せて様式を変更。
・今回のファイル差し替えに合わせ、ファイル名称を変更
差し替え（変更）なし
・「携⾏品汚染発⽣件数」を表の最下部に追加し、合わ
せて様式を変更。
・今回のファイル差し替えに合わせ、ファイル名称を変更
・「携⾏品汚染発⽣件数」を表の最下部に追加し、合わ
せて様式を変更。
・Ⅳ-8についてはハンドフットクロスモニタの測定記録を追加
・今回のファイル差し替えに合わせ、ファイル名称を変更

[Ⅰ-7]【20190725-1-1】⼊退域管理棟放射線測定記録 6⽉
[Ⅰ-8]【20190725-1-1】構外駐⾞場及び周辺の放射線管理記録 6⽉
[Ⅰ-9]【20190725-1-1】構外駐⾞⾞両スクリーニング記録 6⽉
[Ⅰ-11]【20190725-1-1】⼤型休憩所内放射線測定記録 6⽉
[Ⅰ-12]【20190725-1-1】放射性同位元素による放射線の量の測定結果報告書 6⽉
[Ⅰ-13]【20190725-1-5】免震重要棟休憩所他の放射線管理業務⽉報(2019年6⽉)
[Ⅰ-14]【20190725-1-5】構内休憩所他の放射線管理業務⽉報(2019年6⽉)

差し替え（変更）なし

[Ⅰ-15]【20190725-1-5】登録センター休憩所の放射線管理業務⽉報(2019年6⽉)
[Ⅰ-16]【20190725-1-5】放射線サーベイ記録(構内休憩所)(2019年6⽉)
Ⅰ.管理対象区域内・外の測定（定期測定）

19

[Ⅰ-17]【20190725-1-5】免震重要棟休憩所他(⾮管理区域)の放射線管理業務⽉報(2019年6⽉)
[Ⅰ-18]【20190725-1-5】免震重要棟休憩所他(構外休憩所・新事務本館)の放射線管理業務⽉報(2019年6⽉)
[Ⅰ-19]【20190725-1-5】屋外放射線環境の監視他業務⽉報(2019年6⽉)
[Ⅰ-28]【20190725-1-5】免震重要棟休憩所他(局所排⾵機)の放射線管理業務⽉報(2019年6⽉)

移動式給⽔所の記録を追加(1ページ⽬に追加)

[Ⅰ-29]【20190725-1-5】構内休憩所他(局所排⾵機)の放射線管理業務⽉報(2019年6⽉)
[Ⅰ-30]【20190725-1-5】登録センター休憩所(局所排⾵機)放射線管理業務⽉報(2019年6⽉)

2019年8⽉1⽇

[Ⅰ-40]【20190725-1-5】チェンジングエリア放射線測定業務(2019年6⽉)
[Ⅰ-41]【20190725-1-5】構内線量表⽰器測定記録(2019年6⽉)

差し替え（変更）なし

[Ⅰ-42]【20190725-1-5】構内連続ダストモニタ測定記録(2019年6⽉)
[Ⅰ-48]【20190725-1-5】構内⾞両の放射線測定業務(2019年6⽉)
[Ⅳ-1]【20190725-1-1】⾝体汚染発⽣状況報告（⼊退域管理施設）6⽉
[Ⅳ-2]【20190725-1-1】携⾏品汚染発⽣状況報告（⼊退域管理施設）6⽉
[Ⅳ-3]【20190725-1-1】管理対象区域の出⼊箇所に係る報告 ６⽉１／２
[Ⅳ-3]【20190725-2-1】管理対象区域の出⼊箇所に係る報告 ６⽉２／２

差し替え（変更）なし

[Ⅳ-5]【20190725-1-1】⾞両汚染部位記録シート 6⽉
Ⅳ.管理対象区域等への出⼊り管理に係わる測定
（定期測定）

12

[Ⅳ-6]【20190725-1-1】１Ｆ持出物品確認申請書・確認書 6⽉
[Ⅳ-7]【20190725-1-5】免震重要棟休憩所他(免震棟⾮管理区域⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年6⽉)
[Ⅳ-8]【20190725-1-5】免震重要棟休憩所他(免震重要棟前プレハブ休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年6⽉)
[Ⅳ-9]【20190725-1-5】構内休憩所他(企業棟休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年6⽉)
[Ⅳ-10]【20190725-1-5】登録センター休憩所(⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年6⽉)
[Ⅳ-11]【20190725-1-1】⾝体汚染発⽣状況報告（雑固体廃棄物焼却設備建屋）6⽉
[Ⅳ-12]【20190725-1-1】携⾏品汚染発⽣状況報告（雑固体廃棄物焼却設備建屋）6⽉

・「携⾏品汚染発⽣件数」を表の最下部に追加し、合わ
せて様式を変更。
・Ⅳ-8についてはハンドフットクロスモニタの測定記録を追加
・今回のファイル差し替えに合わせ、ファイル名称を変更
差し替え（変更）なし

公開⽇

フォルダ名

公開ファイル名称
（差し替えたPDFファイル名を朱書き）

ファイル数

差し替え(変更) 内容

[Ⅰ-4]【20190829-1-2】区画・エリア管理に係る委託報告書【7⽉分】
[Ⅰ-13]【20190829-1-5】免震重要棟休憩所他の放射線管理業務⽉報(2019年7⽉)
[Ⅰ-14]【20190829-1-5】構内休憩所他の放射線管理業務⽉報(2019年7⽉)
[Ⅰ-15]【20190829-1-5】登録センター休憩所の放射線管理業務⽉報(2019年7⽉)
[Ⅰ-16]【20190829-1-5】放射線サーベイ記録(構内休憩所)(2019年7⽉)

差し替え（変更）なし

[Ⅰ-17]【20190829-1-5】免震重要棟休憩所他(⾮管理区域)の放射線管理業務⽉報(2019年7⽉)
[Ⅰ-18]【20190829-1-5】免震重要棟休憩所他(構外休憩所・新事務本館)の放射線管理業務⽉報(2019年7⽉)
[Ⅰ-19]【20190829-1-5】屋外放射線環境の監視他業務⽉報(2019年7⽉)
Ⅰ.管理対象区域内・外の測定（定期測定）

17

[Ⅰ-28]【20190829-1-5】免震重要棟休憩所他(局所排⾵機)の放射線管理業務⽉報(2019年7⽉)

移動式給⽔所の記録を追加(1ページ⽬に追加)

[Ⅰ-29]【20190829-1-5】構内休憩所他(局所排⾵機)の放射線管理業務⽉報(2019年7⽉)

2019年9⽉5⽇

[Ⅰ-30]【20190829-1-5】登録センター休憩所(局所排⾵機)放射線管理業務⽉報(2019年7⽉)
[Ⅰ-32]【20190829-1-31】3号機オペレーティングフロアの空気中の放射性物質濃度測定結果
[Ⅰ-40]【20190829-1-5】チェンジングエリア放射線測定業務(2019年7⽉)
[Ⅰ-41]【20190829-1-5】構内線量表⽰器測定記録(2019年7⽉)

差し替え（変更）なし

[Ⅰ-42]【20190829-1-5】構内連続ダストモニタ測定記録(2019年7⽉)
[Ⅰ-48]【20190829-1-5】業務⾞両の放射線測定業務(2019年7⽉)
[Ⅰ-52]【20190829-1-5】個⼈靴移動可能エリアの維持確認記録
[Ⅳ-7]【20190829-1-5】免震重要棟休憩所他(免震棟⾮管理区域⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年7⽉)
Ⅳ.管理対象区域等への出⼊り管理に係わる測定
（定期測定）

4

[Ⅳ-8]【20190829-1-5】免震重要棟休憩所他(免震重要棟前プレハブ休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年7⽉)
[Ⅳ-9]【20190829-1-5】構内休憩所他(企業棟休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年7⽉)
[Ⅳ-10]【20190829-1-5】登録センター休憩所(⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年7⽉)

・「携⾏品汚染発⽣件数」を表の最下部に追加し、合わ
せて様式を変更。
・Ⅳ-8についてはハンドフットクロスモニタの測定記録を追加
・今回のファイル差し替えに合わせ、ファイル名称を変更

公開⽇

フォルダ名

公開ファイル名称
（差し替えたPDFファイル名を朱書き）

ファイル数

差し替え(変更) 内容

[Ⅰ-13]【20190920-1-5】免震重要棟休憩所他の放射線管理業務⽉報(2019年8⽉)
[Ⅰ-14]【20190920-1-5】構内休憩所他の放射線管理業務⽉報(2019年8⽉)
[Ⅰ-15]【20190920-1-5】登録センター休憩所の放射線管理業務⽉報(2019年8⽉)
[Ⅰ-16]【20190920-1-5】放射線サーベイ記録(構内休憩所)(2019年8⽉)

差し替え（変更）なし

[Ⅰ-17]【20190920-1-5】免震重要棟休憩所他(⾮管理区域)の放射線管理業務⽉報(2019年8⽉)
[Ⅰ-18]【20190920-1-5】免震重要棟休憩所他(構外休憩所・新事務本館)の放射線管理業務⽉報(2019年8⽉)
Ⅰ.管理対象区域内・外の測定（定期測定）

14

[Ⅰ-19]【20190920-1-5】屋外放射線環境の監視他業務⽉報(2019年8⽉)
[Ⅰ-28]【20190920-1-5】免震重要棟休憩所他(局所排⾵機)の放射線管理業務⽉報(2019年8⽉)

移動式給⽔所の記録を追加(1ページ⽬に追加)

[Ⅰ-29]【20190920-1-5】構内休憩所他(局所排⾵機)の放射線管理業務⽉報(2019年8⽉)

2019年9⽉30⽇

[Ⅰ-30]【20190920-1-5】登録センター休憩所(局所排⾵機)放射線管理業務⽉報(2019年8⽉)
[Ⅰ-40]【20190920-1-5】チェンジングエリア放射線測定業務(2019年8⽉)
[Ⅰ-41]【20190920-1-5】構内線量表⽰器測定記録(2019年8⽉)

差し替え（変更）なし

[Ⅰ-42]【20190920-1-5】構内連続ダストモニタ測定記録(2019年8⽉)
[Ⅰ-48]【20190920-1-5】業務⾞両の放射線測定業務(2019年8⽉)
[Ⅳ-7]【20190920-1-5】免震重要棟休憩所他(免震棟⾮管理区域⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年8⽉)
Ⅳ.管理対象区域等への出⼊り管理に係わる測定
（定期測定）

4

[Ⅳ-8]【20190920-1-5】免震重要棟休憩所他(免震重要棟前プレハブ休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年8⽉)
[Ⅳ-9]【20190920-1-5】構内休憩所他(企業棟休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年8⽉)
[Ⅳ-10]【20190920-1-5】登録センター休憩所(⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年8⽉)

・「携⾏品汚染発⽣件数」を表の最下部に追加し、合わ
せて様式を変更。
・Ⅳ-8についてはハンドフットクロスモニタの測定記録を追加
・今回のファイル差し替えに合わせ、ファイル名称を変更

[Ⅰ-13]【20191031-1-5】免震重要棟休憩所他の放射線管理業務⽉報(2019年9⽉)
[Ⅰ-14]【20191031-1-5】構内休憩所他の放射線管理業務⽉報(2019年9⽉)
[Ⅰ-15]【20191031-1-5】登録センター休憩所の放射線管理業務⽉報(2019年9⽉)
[Ⅰ-16]【20191031-1-5】放射線サーベイ記録(構内休憩所)(2019年9⽉)

差し替え（変更）なし

[Ⅰ-17]【20191031-1-5】免震重要棟休憩所他(⾮管理区域)の放射線管理業務⽉報(2019年9⽉)
[Ⅰ-18]【20191031-1-5】免震重要棟休憩所他(構外休憩所・新事務本館)の放射線管理業務⽉報(2019年9⽉)
[Ⅰ-19]【20191031-1-5】屋外放射線環境の監視他業務⽉報(2019年9⽉)
[Ⅰ-28]【20191031-1-5】免震重要棟休憩所他(局所排⾵機)の放射線管理業務⽉報(2019年9⽉)
Ⅰ.管理対象区域内・外の測定（定期測定）

17

移動式給⽔所の記録を追加(1ページ⽬に追加)

[Ⅰ-29]【20191031-1-5】構内休憩所他(局所排⾵機)の放射線管理業務⽉報(2019年9⽉)
[Ⅰ-30]【20191031-1-5】登録センター休憩所(局所排⾵機)放射線管理業務⽉報(2019年9⽉)

2019年11⽉8⽇

[Ⅰ-31]【20191031-1-12】1号機オペレーティングフロアの空気中の放射性物質濃度測定結果
[Ⅰ-32]【20191031-1-31】3号機オペレーティングフロアの空気中の放射性物質濃度測定結果
[Ⅰ-40]【20191031-1-5】チェンジングエリア放射線測定業務(2019年9⽉)

差し替え（変更）なし

[Ⅰ-41]【20191031-1-5】構内線量表⽰器測定記録(2019年9⽉)
[Ⅰ-42]【20191031-1-5】構内連続ダストモニタ測定記録(2019年9⽉)
[Ⅰ-48]【20191031-1-5】業務⾞両の放射線測定業務(2019年9⽉)
[Ⅰ-52]【20191031-1-5】個⼈靴移動可能エリアの維持確認記録
[Ⅳ-7]【20191031-1-5】免震重要棟休憩所他(免震棟⾮管理区域⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年9⽉)
Ⅳ.管理対象区域等への出⼊り管理に係わる測定
（定期測定）

4

[Ⅳ-8]【20191031-1-5】免震重要棟休憩所他(免震重要棟前プレハブ休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年9⽉)
[Ⅳ-9]【20191031-1-5】構内休憩所他(企業棟休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年9⽉)
[Ⅳ-10]【20191031-1-5】登録センター休憩所(⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年9⽉)
[Ⅳ-7]【20191129-1-5】免震重要棟休憩所他(免震棟⾮管理区域⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年10⽉)

2019年12⽉6⽇

Ⅳ.管理対象区域等への出⼊り管理に係わる測定
（定期測定）

4

[Ⅳ-8]【20191129-1-5】免震重要棟休憩所他(免震重要棟前プレハブ休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年10⽉)
[Ⅳ-9]【20191129-1-5】構内休憩所他(企業棟休憩所⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年10⽉)
[Ⅳ-10]【20191129-1-5】登録センター休憩所(⾝体汚染発⽣状況)の放射線管理業務⽉報(2019年10⽉)

・「携⾏品汚染発⽣件数」を表の最下部に追加し、合わ
せて様式を変更。
・Ⅳ-8についてはハンドフットクロスモニタの測定記録を追加
・今回のファイル差し替えに合わせ、ファイル名称を変更
・「携⾏品汚染発⽣件数」を表の最下部に追加し、合わ
せて様式を変更。
・Ⅳ-8についてはハンドフットクロスモニタの測定記録を追加
・今回のファイル差し替えに合わせ、ファイル名称を変更

