
EL.32m

EL.10m

３号機

２号機

１号機

３号機DG燃料油貯油槽
（地下タンク）
タンク頂部

 (EL.10m)

電源車(1台）　保管場所(EL.32m)

可搬型消防ポンプ
配置場所（EL.5m）

総合事務所（免震構造）
（EL.10m）

屋外貯蔵所（軽油）　（EL.84ｍ）
＜離隔距離＞　斜面なし

消防自動車(2台）、ミニローリー(2台）、トラック(1台)
保管場所(EL.32ｍ）
＜離隔距離＞ 南側斜面：約20m

安全系遮断器
(EL.10m)

（主な機器・設備配置の高さ関係）
屋外貯蔵所（軽油）
海水ポンプモータ予備品

電源車、消防自動車、ホイールローダ、
ミニローリー、トラック、屋内貯蔵所（ガソリン）、
海水取水用水中ポンプ、可搬型消防ポンプ
屋外貯蔵所（重油）【EL.38m】

可搬型消防ポンプ
（原子炉建屋内）
ＤＧ燃料油貯油槽（地下タンク）

T.P.（＝EL．0m）

200m1000

復水タンク２号
(EL.32m)

消防自動車
配置場所
（EL.10m以下）

N

ホイールローダ(1台)
保管場所(EL.32ｍ）
＜離隔距離＞南側斜面：約20m

１号機DG燃料油貯油槽
（地下タンク）
タンク頂部 (EL.10m)

屋内貯蔵所（ガソリン）
（EL.32m）

EL．32m

EL．84m
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緊急安全対策に係る資機材配置図

２号機DG燃料油貯油槽（地下タンク）
タンク頂部 (EL.10m)

２号機使用済燃料
ピット(EL.32m)

電源車(2台) 保管場所(EL.32m)
＜離隔距離＞南側斜面：約20m

電源車(300kVA、1台)
保管場所(EL.32m)

海水ポンプモータ予備品
(１台／各プラント）
保管場所(EL.84m)

海水取水用水中ポンプ(28台)
保管場所(EL.32m)
＜離隔距離＞南側斜面：約20m

消防自動車(1台）
保管場所（EL.20m）

屋外貯蔵所（重油）
　（EL.38ｍ）

可搬型消防ポンプ
２台 (EL.32m)

可搬型消防ポンプ
２台 (EL.32m)

２次系純水
タンク２号(EL.32m)

ろ過水タンクA(EL.20m)

ろ過水タンクB(EL.20m)

脱塩水タンク１号
(EL.32m)

EL.20m

EL．20m

EL．10m

消防自動車

＜配置上の考慮事項＞
・想定外の事象を考慮して分散配置
・周辺設備からの波及的影響がない

ことを確認

可搬型消防ポンプ 4台
保管場所(EL.10m）

消防自動車配置場所
（EL.10m）
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