前回定例会（２月５日）以降の原子力規制庁の動き
令 和 ２ 年 ３ 月 ４ 日
柏崎刈羽原子力規制事務所
【原子力規制委員会】
２月２５日 第６６回原子力規制委員会 臨時会議
ＢＷＲプラントにおける原子炉格納容器の過圧破損防止対策に係る審査の進
め方について【特定重大事故等対処施設に係る審査のため非公開】
【柏崎刈羽原子力発電所 ６・７号炉 審査状況】
１月 ８日 新規制基準適合性審査に係る資料提出（７号機）
１月１０日 新規制基準適合性審査に係る資料提出（７号機）
１月１５日 新規制基準適合性審査に係る資料提出（７号機）
１月１６日 新規制基準適合性審査に係る資料提出（７号機）
１月１７日 新規制基準適合性審査に係る資料提出（７号機）（その１）～（その３）
１月２０日 新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）【７０】
新規制基準適合性審査に係る資料提出（７号機）
１月２１日 新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（６、７号機設置変更（有
毒ガス防護）【４】）
新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）【７１】
１月２２日 新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）【７２】
新規制基準適合性審査に係る資料提出（７号機）
新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）【７３】
１月２３日 新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）【７４】
新規制基準適合性審査に係る資料提出（７号機）（その１）～（その２）
新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）【７５】
１月２４日 新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）【７６】
新規制基準適合性審査に係る資料提出（７号機）（その１）～（その５）
１月２８日 新規制基準適合性審査に係る資料提出（７号機）
新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）【７７】
１月２９日 新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）【７８】
新規制基準適合性審査に係る資料提出（７号機）
新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）【７９】
１月３０日 新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）【８０】
新規制基準適合性審査に係る資料提出（７号機）（その１）～（その５）
新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）【８１】
新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）【８２】
１月３１日 新規制基準適合性審査に係る資料提出（７号機）
新規制基準適合性審査（特定重大事故等対処施設）に関する事業者ヒアリン
グ（６、７号炉）（４４）
新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）【８３】
２月 ４日 新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）【８４】
新規制基準適合性審査に係る資料提出（７号機）

２月

５日 新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）【８５】
新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）【８６】
新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）【８７】
新規制基準適合性審査に係る資料提出（７号機）
２月 ６日 新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）【８８】
２月 ７日 新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）【８９】
新規制基準適合性審査（特定重大事故等対処施設）に関する事業者ヒアリン
グ（６、７号炉）（４５）
新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）【９０】
新規制基準適合性審査に係る資料提出（７号機）
新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）【９１】
２月１０日 新規制基準適合性審査に係る資料提出（７号機）
２月１２日 新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）【９２】
２月１３日 新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）【９３】
新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）【９４】
２月１４日 新規制基準適合性審査に係る資料提出（７号機）（その１）～（その２）
新規制基準適合性審査（特定重大事故等対処施設）に関する事業者ヒアリン
グ（６、７号炉）（４６）
新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）【９５】
２月１７日 新規制基準適合性審査に係る資料提出（７号機）（その１）～（その２）
２月１８日 第８３６回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）【９６】
２月１９日 新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）【９７】
新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）【９８】
２月２０日 新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）【９９】
新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）
【１００】
新規制基準適合性審査に係る資料提出（７号機）（その１）～（その２）
２月２１日 新規制基準適合性審査（特定重大事故等対処施設）に関する事業者ヒアリン
グ（６、７号炉）（４７）
新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）
【１０１】
新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）
【１０２】
新規制基準適合性審査に係る資料提出（７号機）（その１）～（その３）
２月２６日 新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）
【１０３】
新規制基準適合性審査に係る資料提出（７号機）（その１）～（その５）
２月２７日 新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）
【１０４】
新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）
【１０５】
新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）
【１０６】
２月２８日 新規制基準適合性審査（特定重大事故等対処施設）に関する事業者ヒアリン
グ（６、７号炉）（４８）
新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）
【１０７】
新規制基準適合性審査に係る資料提出（７号機）（その１）～（その２）
３月 ２日 新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）
【１０８】
新規制基準適合性審査に係る資料提出（７号機）

３月

３日 新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（７号炉工事計画）
【１０９】

【規制法令及び通達に係る文書】
２月１４日 柏崎刈羽原子力発電所第 1 号機の使用前検査申請書に係る変更の内容を説明
する書類を受理
２月２１日 柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉の設置変更許可申請書の一部補正を受
理
２月２７日 福島第二原子力発電所及び柏崎刈羽原子力発電所の原子炉施設保安規定変更
認可申請書を受理
原子炉施設保安規定の変更を認可
【被規制者との面談】
１月１７日 福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所及び柏崎刈羽原子力発電所の
原子力事業者防災業務計画の修正の検討について
２月 ６日 柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請（高経年化技術評価
等）に関する事業者ヒアリング（２号炉（４）、５号炉（１１））
２月 ７日 新検査制度施行に向けた設置許可品証届出に係る事前聴取（１）
２月１３日 柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請（５号炉の高経年化
技術評価等）に関する事業者ヒアリング（１２）
２月１４日 新検査制度施行に向けた設置許可品証届出に係る事前聴取（２）
２月１７日 新検査制度における使用前事業者検査予定の情報提示方法等に係る面談
２月２１日 新検査制度施行に向けた設置許可品証届出に係る事前聴取（３）
２月２５日 原子力発電所構内における医療体制について
実用発電用原子炉の EAL について
２月２７日 柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請（２号炉の高経年化
技術評価等）に関する事業者ヒアリング（５）
新検査制度施行に向けた設置許可品証届出に係る事前聴取に係る資料提出
（その１）～（その２）
２月２８日 新検査制度施行に向けた保安規定変更認可申請等に係るヒアリング（１）
検査制度見直しに関する東京電力ホールディングス(株)との試運用に関する
面談
３月 ２日 柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請（２号炉の高経年化
技術評価等）に関する事業者ヒアリング（６）
【その他・公開会合】
なし
【柏崎刈羽原子力規制事務所】
１月２９日 原子力事業者防災業務計画の修正内容に関する説明について
２月 ５日 令和元年度第３回保安検査の実施（柏崎刈羽原子力発電所）
【放射線モニタリング情報】
原子力規制委員会は、放射線モニタリング情報を「原子力規制委員会ホームページ」
（ https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/new/list-1.html ）にて発表

直近の主な更新情報は以下のとおり
① 各都道府県のモニタリングポスト近傍の地上１m 高さの空間線量
＜令和２年３月３日版＞（令和２年３月１日測定分）
https://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/15000/14038/24/192_20200301_2020030
3.pdf
② 福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果
＜令和２年３月３日版＞（試料採取日：令和２年２月２３日～２月２９日）
https://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/15000/14048/24/278_4_20200303.pdf
以

上

前回定例会（３月４日）以降の原子力規制庁の動き
令 和 ２ 年 ４ 月 ８ 日
柏崎刈羽原子力規制事務所

【原子力規制委員会】
３月１２日 第７０回原子力規制委員会 臨時会議
ＢＷＲプラントにおける原子炉格納容器の過圧破損防止対策に係る審査の進
め方について【特定重大事故等対処施設に係る審査のため非公開】
３月３０日 第７５回原子力規制委員会 臨時会議
緊急時活動レベル（EAL）の見直しの今後の進め方について
４月 １日 第１回原子力規制委員会
（議題１）新たな検査制度（原子力規制検査）の本格運用について
（議題３）原子力発電所の新規制基準適合性審査の状況について
４月 ８日 第２回原子力規制委員会
東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所６号炉及び７号炉
の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査の結果の案の取りまとめに
ついて（案）
－有毒ガス防護に係る規制の新設を踏まえた変更－

【柏崎刈羽原子力発電所

６・７号炉 審査状況】

３月

４日 新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング(７号炉工事計画)【１１０】
新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング(７号炉工事計画)【１１１】
新規制基準適合性審査に係る資料提出（柏崎刈羽７号機）
新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング(７号炉工事計画)【１１２】
３月 ５日 第８４４回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合【非公開】
新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング(７号炉工事計画)【１１３】
３月 ６日 新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング(７号炉工事計画)【１１４】
新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング(７号炉工事計画)【１１５】
新規制基準適合性審査に係る資料提出（７号機）（その１）～（その８）
３月１３日 新規制基準適合性審査（特定重大事故等対処施設）に関する事業者ヒアリン
グ（６、７号炉）（５０）
３月１６日 新規制基準適合性審査（特定重大事故等対処施設）に関する事業者ヒアリン
グ（６、７号炉）（５１）
３月１９日 第８５１回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合【非公開】
新規制基準適合性審査（特定重大事故等対処施設）に関する事業者ヒアリン
グ（６、７号炉）（５２）
３月２６日 第８５４回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合

【規制法令及び通達に係る文書】
３月３０日 柏崎刈羽原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可申請書の補正書を受理
４月 １日 福島第二原子力発電所、柏崎刈羽原子力発電所及び東通原子力発電所の原子
炉設置許可に係る届出を受理
柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉の設置変更許可申請書の一部補正を受理

【被規制者との面談】
３月

５日 新規制基準適合性審査（特定重大事故等対処施設）への対応について（柏崎
刈羽６、７号炉設置許可）
実用発電用原子炉の EAL について
３月１７日 柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請（２号炉の高経年化
技術評価等）に関する事業者ヒアリング（７）

【その他・公開会合】
なし

【柏崎刈羽原子力規制事務所】
１月１６日～３月２３日 令和元年度第４回保安検査
４月１日～ 原子力規制検査の本格運用
【放射線モニタリング情報】
原子力規制委員会は、放射線モニタリング情報を「原子力規制委員会ホームページ」
（ https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/new/list-1.html ）にて発表
直近の主な更新情報は以下のとおり
① 各都道府県のモニタリングポスト近傍の地上１m 高さの空間線量
＜令和２年４月７日版＞（令和２年４月５日測定分）
https://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/15000/14106/24/192_20200405_2020040
7.pdf
② 福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果
＜令和２年４月７日版＞（試料採取日：令和２年３月２９日～４月４日）
https://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/15000/14125/24/278_4_20200407.pdf
以

上

