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１．技術的能力に係る審査基準への適合性について 

「原子力事業者の技術的能力に関する審査指針（平成 16 年５月 27 日，

原子力安全委員会決定）」（以下「技術的能力に係る審査指針」という。）

では，以下の指針が示されている。 

  

 ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料加工施設（ＭＯＸ燃料加工施設）

（以下「加工施設」という。）の技術的能力については，次の６項目に分

けて説明する。また，技術的能力に係る審査指針との対応を併せて示す。 

（１）組織   ⇔指針１ 設計及び工事のための組織 

指針５ 運転及び保守のための組織 

（２）技術者の確保 ⇔指針２ 設計及び工事に係る技術者の確保 

指針６ 運転及び保守に係る技術者の確保 

（３）経験   ⇔指針３ 設計及び工事の経験 

指針７ 運転及び保守の経験 

（４）品質保証活動 ⇔指針４ 設計及び工事に係る品質保証活動 

指針８ 運転及び保守に係る品質保証活動 

（５）教育・訓練 ⇔指針９ 技術者に対する教育・訓練 

（６）有資格者等の選任・配置 ⇔指針 10 有資格者等の選任・配置 

 

加工施設の設計及び工事並びに運転及び保守のための組織，技術者の確

保，経験，品質保証活動，技術者に対する教育及び訓練並びに有資格者等

の選任及び配置については次のとおりである。 
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１．１ 設計及び工事並びに運転及び保守のための組織 

（技術的能力に係る審査指針） 

指針１．設計及び工事のための組織 

事業者において、設計及び工事を適確に遂行するに足りる、役

割分担が明確化された組織が適切に構築されていること。 

【解説】 

1)「設計及び工事」の範囲は、当該事業の許可等に係る使用前

検査に合格するまでをいう。但し、廃棄の事業のうち廃棄物

埋設の事業については使用前検査の制度がないことから、当

該許可等に係る最初の廃棄体を受け入れ施設に受け入れる時

点より前をいう。 

2)「構築されている」には、設計及び工事の進捗に合わせて構

築する方針が適切に示されている場合を含む。 

 

指針５．運転及び保守のための組織 

事業者において、運転及び保守を適確に遂行するに足りる、役

割分担が明確化された組織が適切に構築されているか、又は構

築される方針が適切に示されていること。 

【解説】 

1)「運転及び保守」の範囲は、当該事業の許可等に係る使用前

検査に合格し、施設の使用を開始した後をいう。但し、廃棄

の事業のうち廃棄物埋設の事業については使用前検査の制度

がないことから、当該許可等に係る最初の廃棄体を受け入れ

施設に受け入れた時点以降をいう。 

2)「組織」には、施設の保安に関する事項を審議する委員会等
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を必要に応じて含むこと。 

 

本変更後における設計及び工事を適確に遂行するに足りる，役割分担が

明確化された組織を適切に構築していること，また，運転及び保守を適確

に遂行するに足りる，役割分担が明確化された組織を適切に構築すること

を以下に示す。 

 

平成31年２月１日現在におけるＭＯＸ燃料加工事業に関する組織は，第

１図に示すとおりである。各部室は，業務所掌に定めた役割分担に基づき，

加工施設の設計及び工事に係る業務を適確に行う。 

本変更後における加工施設の設計及び工事に係る業務の分掌を第１表に

示す。 
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第１図 組織図 

 

（

地域・広報本部

業務推進本部

経営企画本部

燃料製造事業部

東京⽀社

品質保証推進会議

濃縮事業部

埋設事業部

再処理事業部

技術本部

社⻑

監査役

品質・保安会議

安全・品質改⾰委員会

監査役業務部

監査室

カイゼン推進室

働き⽅改⾰本部

安全・品質本部

品質保証部

燃料製造計画部

 注：保安のために講ずべき措置が定まる前

燃料製造建設所

：加⼯施設の加⼯の事業に関係する部署）
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第１表 加工施設の設計及び工事に係る業務の分掌 

業務 燃料製造事業部 

 

 

 

施設の設計及び

工事 

 

 

 

設計 

 

燃料製造建設所 

 

工事 

 

燃料製造建設所 

 

※施設とは，加工施設を構成する構築物，系統及び機器等の総称をいう。 

 

（１）本変更後における加工施設の設計及び工事に係る業務は，第１図に

示す加工施設の加工の事業に関係する部署にて実施する。 

これらの組織は，補足説明資料１－１に示す「職制規程」で定めら

れた業務所掌に基づき，明確な役割分担の下で加工施設の設計及び工

事に係る業務を適確に実施する。 

運転及び保守に係る業務は，その業務を適確に遂行することができ

るよう，役割分担を明確にした製造部門，保守部門等を設置する方針

とする。 

 

（２）本変更後における設計及び工事の業務については，燃料製造事業部

の各部署が実施する。加工施設における施設の設計及び工事を第１表

のとおり分掌する。 

加工施設と既存施設（他事業との共用施設を含む）との繋ぎ込みに

関する既存施設の工事は，各所管設備担当部署が責任箇所として実施

する。 
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なお，他事業との共用施設に係る設計及び工事に関する業務の実施

主体，責任範囲は，それぞれの事業の担当部署の間で明確にし実施す

る。 

 

（３）本変更後における運転及び保守の業務については，燃料製造事業部

の各部署が実施する。職制規程及び「核原料物質，核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律」第50条第 1 項の規定に基づく再処理事業

所ＭＯＸ燃料加工施設保安規定（以下「保安規定」という。）に業務

所掌を定める。 

 

（４）地震，竜巻及び火山等の自然現象等による被害（以下「自然災害等」

という。），加工施設における重大事故に至るおそれがある事故（設

計基準事故を除く。）若しくは重大事故（以下「重大事故等」とい

う。），大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる加工施設の大規模な損壊（以下「大規模損壊」とい

う。）が発生した場合に対処するために必要な体制の整備については，

保安規定等において具体的に記載する方針とする。 

自然災害等，重大事故等及び大規模損壊の非常事態に際しては，適

確に対処するため，再処理事業部長（原子力防災管理者）を本部長と

した保安規定に基づく非常時対策組織及び事象の進展に応じて「原子

力災害対策特別措置法」第７条第１項の法に基づく再処理事業所再処

理事業部原子力事業者防災業務計画における原子力防災組織を構築し

対応できるよう，核燃料物質の取扱い開始までに体制を整備する。非

常時対策組織及び原子力防災組織の全体像を補足説明資料１－25に示

す。 
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自然災害等，重大事故等又は大規模損壊が発生した場合は，非常時

対策組織又は原子力防災組織の要員にて初動活動を行い，本部長の指

示の下，参集した要員が役割分担に応じて対処する。 

 

（５）加工施設の事業変更許可申請，保安規定の申請について，他事業等

の代表者を含む委員によって，全社的観点（他事業との整合性等）か

ら保安上の基本方針を審議する品質・保安会議（副社長（安全担当）

が議長）を設置する。また，加工施設の事業変更許可申請に関する事

項，保安規定の申請に関する事項，加工施設に係る設計及び工事並び

に保安に係る品質保証活動の実施状況及び改善の必要性の有無につい

ては，燃料製造事業部全体の観点から妥当性を審議する品質保証推進

会議（燃料製造事業部長が主査）を設置する。品質・保安会議及び品

質保証推進会議により必要な事項について審議するとともに，品質・

保安会議及び品質保証推進会議からの指示事項に対する実施状況及び

処置状況を監理する。保安のために講ずべき措置が定まった以降，委

員会（燃料製造事業部長が委員長を任命）を設置し，保安業務全体の

観点から保安に係る基本的な計画の妥当性は本委員会で審議するとと

もに，指示事項に対する実施状況及び処置状況を監理する。社長が行

う加工の事業に関する品質保証を補佐する業務は，安全・品質本部が

実施する。品質保証に係る内部監査は，監査室が実施する。また，品

質保証活動の実施状況を確認し，経営として評価，審議するため，安

全・品質改革委員会を設置する。 

品質・保安会議及び品質保証推進会議が実施する事項は，補足説明

資料１－２に示す社内規程「品質・保安会議規程」及び補足説明資料

１－14に示す社内規程「燃料製造事業部 内部コミュニケーション管
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理要領」のとおりである。平成 30 年度の品質・保安会議，品質保証

推進会議の開催実績を補足説明資料１－15に示す。 

安全・品質改革委員会が実施する事項は，補足説明資料１－17に示

す社内規程「安全・品質改革委員会規程」のとおりである。 

【補足説明資料１－１】 

【補足説明資料１－２】 

【補足説明資料１－14】 

【補足説明資料１－15】 

【補足説明資料１－17】 

【補足説明資料１－25】 

 

〔運転及び保守のための組織の詳細化については，再処理事業所再処理事

業変更許可申請書の補正内容との横並びを考慮し，検討中。〕 
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１．２ 設計及び工事並びに運転及び保守に係る技術者の確保 

（技術的能力に係る審査指針） 

指針２．設計及び工事に係る技術者の確保 

事業者において、設計及び工事を行うために必要となる専門知

識及び技術・技能を有する技術者が適切に確保されていること。 

【解説】 

1)「専門知識」には、原子炉主任技術者、核燃料取扱主任者、

放射線取扱主任者、ボイラー・タービン主任技術者、電気主

任技術者、技術士等の当該事業等に関連のある国家資格等で

要求される知識を必要に応じて含む。 

2)「確保されている」には、設計及び工事の進捗に合わせて確

保する方針が適切に示されている場合を含む。 

 

指針６．運転及び保守に係る技術者の確保 

事業者において、運転及び保守を行うために必要となる専門知

識及び技術・技能を有する技術者が適切に確保されているか、

又は確保する方針が適切に示されていること。 

【解説】 

「専門知識」には、原子炉主任技術者、核燃料取扱主任者、

放射線取扱主任者、ボイラー・タービン主任技術者、電気主

任技術者、技術士等の当該事業等に関連のある国家資格等で

要求される知識を必要に応じて含む。 

 

本変更後における設計及び工事を行うために必要となる専門知識，技術

及び技能を有する技術者を適切に確保していること，また，運転及び保守
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を行うために必要となる専門知識，技術及び技能を有する技術者を適切に

確保する方針であることを以下に示す。 

 

（１）技術者数 

平成31年２月１日現在，加工施設の設計及び工事に従事する技術者

を358人確保している（補足説明資料１－４）。これらの加工の事業に

係る技術者の専攻の内訳は，電気，機械，金属，原子力，化学等であ

り，事業の遂行に必要な分野を網羅している。技術者の専攻別内訳を

第２表に示す。 

 

第２表 技術者の専攻別内訳 

（単位：人） 

専攻 電気 機械 金属 原子力 化学 物理 土木 建築 その他 合計 

技術者数 54 72 ９ 43 40 ５ 17 20 98 358 

 

このため，現状で工事管理に適切な人数を確保していると考えられ

るが，今後の設計及び工事並びに運転及び保守の状況も勘案した上で，

各工程において必要な技術者を確保する。 

運転及び保守に係る技術者の確保については，設計及び工事に係る

技術者の一部に加え，核燃料物質を取り扱う施設の運転及び保守の経

験のある国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「ＪＡＥＡ」

という。），国内ウラン加工メーカ等から技術者を受け入れるほか，

当社の他事業に係る組織との連携を図るとともに採用者を育成するこ

とにより逐次増強を図る方針とする。なお，核燃料物質の取扱い開始
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時には350名程度の要員を確保する。また，重大事故等対処設備の設置

が計画されていることから，その取扱いに必要な技術者も確保する。 

また，過去10年間における採用人数の実績を補足説明資料１－３に

示す。 

 

（２）在籍技術者の原子力関係業務従事年数 

平成31年２月１日現在における在籍特別管理職（課長以上）及びそ

れ以外の在籍技術者の原子力関係業務従事年数は，第３表のとおりで

ある。 

 

第３表 技術者の原子力関係業務従事年数 

（単位：人） 
 

１年未満 
１年以上 

５年未満 

５年以上 

10年未満 

10年以上 

20年未満 
20年以上 合計 

技術者の原子力関
係業務平均従事年

数 

 

特別管

理職 

 

０ ３ １ 13 59 76 25 年 

 

技術者 

 

24 76 90 49 43 282 10 年 

 

合計 

 

24 79 91 62 102 358 13 年 

 

  

年数 

区分 
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（３）有資格者数 

平成31年２月１日現在における国家資格取得者数は，第４表のとお

りである。 

 

第４表 技術者の国家資格取得者数 

（単位：人） 

国家資格名称 取得者数 

核燃料取扱主任者 16 

第１種放射線取扱主任者 32 

 

核燃料取扱主任者，第１種放射線取扱主任者の資格を有する人数の

至近５年間の実績を補足説明資料１－27に示す。上記資格の有資格者

数の５年間の推移としては同程度の人数を継続して確保している。 

放射線取扱主任者は，放射性同位元素を取扱う事業所ごとに選任す

ることが定められており，主任者を１人以上とその代理者１人以上を

選任することから，第１種放射線取扱主任者の必要人数は２人であり，

必要人数の有資格者を確保している。 

自然災害等，重大事故等及び大規模損壊への対応について検討した

結果，大型自動車運転免許等の資格を必要とする重機等の操作が必要

であるため，必要な資格を抽出し，その有資格者を確保する。加工施

設における自然災害等，重大事故等及び大規模損壊の対応に必要な大

型自動車等を運転する資格を有する技術者を延べ150人確保する。その

内訳を補足説明資料１－28に示す。 
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（４）配置 

業務の各工程に応じて上記の技術者及び有資格者を必要な人数配置

する。配置の考え方を補足説明資料１－４に示す。技術者については，

今後想定する設計及び工事並びに運転及び保守の状況も勘案した上で，

採用，教育及び訓練を行うことにより継続的に確保するとともに，有

資格者についても，各種資格取得を奨励することにより必要な数の資

格取得者を確保していく。 

 

以上のことから，設計及び工事に必要な技術者及び有資格者を確保して

いる。 

今後とも設計及び工事並びに運転及び保守，自然災害等，重大事故等及

び大規模損壊の対応を適切に行うための技術者を確保し，円滑，かつ，確

実な業務遂行を図るため，必要な教育及び訓練を行うとともに，採用を通

じ，必要な技術者及び有資格者を継続的に確保し，配置する。 

【補足説明資料１－３】 

【補足説明資料１－４】 

【補足説明資料１－27】 

【補足説明資料１－28】 
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１．３ 設計及び工事並びに運転及び保守の経験 

（技術的能力に係る審査指針） 

指針３．設計及び工事の経験 

事業者において、当該事業等に係る同等又は類似の施設の設計

及び工事の経験が十分に具備されていること。 

【解説】 

「経験が十分に具備されていること」には、当該事業等に係

る国内外の同等又は類似の施設への技術者派遣や関連施設で

の研修を通して、経験及び技術が十分に獲得されているか、

又は設計及び工事の進捗に合わせて獲得する方針が適切に示

されていることを含む。 

 

指針７．運転及び保守の経験 

事業者において、当該事業等に係る同等又は類似の施設の運転

及び保守の経験が十分に具備されているか、又は経験を獲得す

る方針が適切に示されていること。 

【解説】 

「経験が十分に具備されている」には、当該事業等に係る国

内外の同等又は類似の施設への技術者派遣や関連施設での研

修を通して、経験及び技術が十分に獲得されていることを含

む。 

 

本変更後における同等又は類似の施設の設計及び工事の経験を十分に具

備していること，また，運転及び保守については，設計及び工事の経験に

加え，運転及び保守の経験を具備する方針であることを以下に示す。 
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（１）当社は，平成22年に加工の事業の許可を受け，これまでに加工施設

の設計及び工事を行ってきた経験を有している。また，加工施設の運

転及び保守の経験については，ＪＡＥＡ核燃料サイクル工学研究所プ

ルトニウム燃料技術開発センター等の国内外の原子力施設における運

転及び保守に係る研修により経験を継続的に蓄積しており，今後も積

み上げていく。 

なお，平成31年２月１日現在における在籍技術者のうち，国内外の

主な機関への研修及び社内研修で原子力技術を修得した者は，第５表

に示すとおりである。 

 

第５表 機関別研修者数 

（単位：人） 

 
研 修 機 関 

 

 
研修者数 

 

国 

内 

日本原子力研究開発機構 

（上記のうち核燃料サイクル工学研究所プルト

ニウム燃料技術開発センター） 

原子燃料工業株式会社熊取事業所，東海事業所 

78 

（52） 

 

30 

合 計 108 

海 

外 

Ｏｒａｎｏ Ｃｙｃｌｅ社ＭＥＬＯＸ工場 ４ 

合 計 ４ 

社 

内 

再処理施設 32 

合 計 32 
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（２）当社は，運転及び保守を適確に行い，安全の確保を図るため，運転

及び保守に係る技術者に対して，設計及び工事に携わった技術者との

緊密な連携により，運転及び保守に必要な情報を共有させる。 

 

（３）当社は，安全の確保を図るため，運転及び保守に係る技術者に対し

て，作動試験等を通じ，運転及び保守に必要な経験を取得させる。 

 

（４）さらに，当社は，国内外の関連施設との情報交換，トラブル対応に

関する情報収集及び活用により，設計及び工事並びに運転及び保守の

経験を継続的に蓄積しており，今後も積み上げていく（補足説明資料

１－26）。 

 

（５）情報連絡及び連携 

ａ．電力会社及びＪＡＥＡ等諸機関との連絡を密にし，人的及び技術

的な協力を適宜得る。 

ｂ．加工施設の保守に当たっては，設計及び工事に携わった者の協力

を得る。なお，必要に応じて技術協力先から所要の情報の提供を

受ける。 

ｃ．再処理施設及び廃棄物管理施設を担当する技術者と連携を図る。 

 

（６）新規制基準の施行を踏まえ，下記のような自然災害等対策，重大事

故等対策及び大規模損壊対策について検討し，基本設計等を実施して

いる。また，これらの対策を運用する体制，手順についても整備して

いく。 

ａ．自然災害等対策 
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地震：地震による加速度によって作用する地震力に対する設計，安

全機能を有する施設の耐震設計に用いる地震力の算定，安全

機能を有する施設の耐震設計における荷重の組み合わせと許

容限界の考慮による設計について検討し，基本設計を実施し

た。 

津波：耐震重要施設が設置された敷地の状況及び津波に係る既往知

見を踏まえた津波の到達可能性について検討した。 

竜巻：最大風速 100m/s の竜巻による風圧力，気圧差及び飛来物の

衝突による荷重を組み合わせた設計竜巻荷重及びその他竜巻

以外の自然現象による荷重等を適切に組み合わせた設計荷重

（竜巻）に対して，建物・構築物による防護対策について検

討し，基本設計を実施した。 

火山：敷地内で想定される降下火砕物による，構造物への静的負荷

に対して安全余裕を有する設計，換気系等については想定さ

れる気中降下火砕物濃度においても，閉塞しないよう降下火

砕物が容易に侵入しにくい設計及び閉塞しないような対策に

ついて検討し，基本設計を実施した。 

外部火災：外部火災として，森林火災，近隣工場等の火災及び爆発，

航空機落下による火災及び敷地内の危険物タンク等の火災及

び爆発を想定した。これらの火災源からの熱影響により，建

屋表面温度等を許容温度以下とする設計について検討し，基

本設計を実施した。また，森林火災については，火炎の延焼

防止を目的として評価上必要とされる防火帯を算出した。 

内部火災：安全機能を有する構築物，系統及び機器を火災から防護

するための火災の発生防止，早期の火災検知及び消火並びに
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火災の影響軽減を考慮した火災防護に関して検討し，基本設

計を実施した。 

溢水：溢水源として発生要因別に分類した溢水を想定し，防護対象

設備が設置される区画を溢水防護区画として設定し，没水，

被水及び蒸気の影響評価を行い，対策について検討し，基本

設計を実施した。 

ｂ．重大事故等対策 

重大事故等が発生した場合に，加工施設内において重大事故等対

処設備である物的資源を活用し早期に重大事故等を収束させる対応

について検討し，基本設計を実施した。 

ｃ．大規模損壊対策 

大規模損壊が発生した場合に，加工施設内において人的資源，設

計基準事故に対処するための設備，重大事故等対処設備等の物的資

源及びその時点で得られる加工施設内外の情報を活用し様々な事態

において柔軟に対応することについて検討し，基本設計を実施した。 

ｄ．再処理事業所（再処理施設，廃棄物管理施設，加工施設）の原子

力防災組織の方針 

・再処理施設，廃棄物管理施設，加工施設は同一の事業所内にあり，

施設としても工程が連続していることから，防災業務計画を一本

化する。 

・具体的には，再処理施設，廃棄物管理施設，加工施設の原子力防

災組織を一体化させ，再処理事業所として一つの組織として運用

する。 

・原子力防災組織の本部長（原子力防災管理者）は再処理事業部長

とする。本部長は，原子力防災組織を統括し，支援組織の対策活



1-19 

動の指揮を執る。 

・実施組織は統括当直長が実施責任者として，再処理施設，廃棄物

管理施設，加工施設に係る対策活動の指揮を執る。 

 

（７）設計及び工事並びに運転及び保守の経験として，当社で発生したト

ラブル情報や国内外のトラブルに関する経験や知識についても継続的

に積み上げている。これらの情報は全て社内関係箇所へ周知されるが，

そのうち，予防処置に関する情報として扱う必要があるものは，社内

規程に基づき必要な活動を行っている。なお，当社で発生したトラブ

ル情報のうち，燃料製造事業部内で発生したトラブル情報の予防処置

は，「燃料製造事業部 不適合管理要領」に基づき実施している。 

「全社品質保証計画書」（以下「品質マニュアル」という。）（補

足説明資料１－５）に予防処置の基本的事項について規定し，具体的

な予防処置の方法については，「水平展開検討会運営要則」（補足説

明資料１－６）に規定しており，以下に基本的なフローを示す。 

なお，水平展開の仕組みについては，令和２年４月１日施行の新検

査制度に向けて改善を検討している。 

ａ．情報入手 

(ａ) 水平展開検討会事務局は，トラブル情報等を入手し，関係箇

所に情報提供する。  

ｂ．情報の検討 

(ａ) 水平展開検討会事務局は，入手した情報について，安全・品

質本部品質保証部長を主査とする水平展開検討会で情報共有を図

る。 

(ｂ) 水平展開検討会は，入手した情報を検討し，水平展開調査の
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要否を検討する。 

ｃ．水平展開調査 

(ａ) 品質保証部長は，水平展開要となった案件の予防処置の必要

性について，燃料製造事業部内外で発生した不適合等の事象内容

の情報共有を実施する会議体で審議する。 

(ｂ) 上記の会議体で，各部及び所の長は，予防処置の必要性につ

いて助言を受ける。 

(ｃ) 各部及び所は，助言の内容を踏まえ，事象の重要度を考慮し

た調査（設備範囲，調査期限等）を実施した後，予防処置の必要

性を評価し，その結果について本会議体で審議を受ける。 

ｄ．処置の実施 

(ａ) 各部及び所の長は，予防処置が必要と判断した場合は，「燃

料製造事業部 不適合管理要領」に基づき処置を行う。 

(ｂ) 品質保証部長は，水平展開調査及び予防処置の実施状況を水

平展開検討会に報告する。 

平成30年度及び直近の水平展開検討会の開催実績を補足説明資

料１－７に示す。 

 

（８）当社は，従来から国内外の原子力施設からトラブル情報の入手，情

報交換を行っている。その中で，必要な場合は技術者の派遣を行って

いる。過去３年間の国外の原子力関係諸施設への派遣実績を補足説明

資料１－８に示す。平成29年度以降は，海外情報の入手と調査が必要

な場合に適宜派遣の検討を行う。 

 

以上のとおり，設計及び工事の経験を十分に有しており，今後も継続的
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に技術者を確保するため技術の継承を実施し経験を積み上げていく。また，

運転及び保守についても継続的に技術者を確保するため，技術の継承を実

施し経験を積み上げていく。また，設計思想や建設経験の継承により確保

した技術者の資質維持，向上を図るため，個人のこれまでの略歴等が含ま

れる人事情報を活用し，プラントの設計，施工及び建設に携わった者，並

びに不具合対応経験者を検索できるようにしている。 

【補足説明資料１－５】 

【補足説明資料１－６】 

【補足説明資料１－７】 

【補足説明資料１－８】 

【補足説明資料１－26】 
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１．４ 設計及び工事並びに運転及び保守に係る品質保証活動 

（技術的能力に係る審査指針） 

指針４．設計及び工事に係る品質保証活動 

事業者において、設計及び工事を適確に遂行するために必要な

品質保証活動を行う体制が適切に構築されていること。 

【解説】 

1)「構築されている」には、設計及び工事の進捗に合わせて構

築する方針が適切に示されている場合を含む。 

2)「品質保証活動」には、設計及び工事における安全を確保す

るための最高責任者の方針を定め、品質保証計画に基づき活

動の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、監査を含む

評価によって継続的な改善が図られる仕組みを含むこと。ま

た、それらの活動が文書化され、管理される仕組みを含むこ

と。 

3)「体制」には、品質保証活動の取組みの総合的な審議を行う

委員会等を必要に応じて含むこと。 

 

指針８．運転及び保守に係る品質保証活動 

事業者において、運転及び保守を適確に遂行するために必要な

品質保証活動を行う体制が適切に構築されているか、又は構築

される方針が適切に示されていること。 

【解説】 

1)「品質保証活動」には、運転及び保守における安全を確保す

るための最高責任者の方針を定め、品質保証計画に基づき活

動の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、監査を含む
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評価によって継続的な改善が図られる仕組みを含むこと。ま

た、それらの活動が文書化され、管理される仕組みを含むこ

と。 

2)「体制」には、品質保証活動の取組みの総合的な審議を行う

委員会等を必要に応じて含むこと。 

 

本変更後における設計及び工事を適確に遂行するために必要な品質保証

活動を行う体制を適切に構築していること，また，運転及び保守について

も，適確に遂行するために必要な品質保証活動を行う体制を構築する方針

であることを以下に示す。 

 

加工施設の設計及び工事並びに運転及び保守の各段階における品質保証

活動に関して，「原子力発電所における安全のための品質保証規程（ＪＥ

ＡＣ4111－2009）」（以下「ＪＥＡＣ4111-2009」という。）及び「加工

施設に係る加工事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査

のための組織の技術基準に関する規則（平成25年原子力規制委員会規則第

18号）」（以下「品証技術基準規則」という。）に基づき，安全文化の醸

成活動並びに関係法令及び保安規定の遵守に対する意識向上を図るための

活動を含めた品質マネジメントシステムを確立，実施，維持するとともに，

有効性を継続的に改善する。また，品質マネジメントシステムを品質保証

計画として定めるとともに，品質マニュアルとして文書化する。 

当社は，文書化された品質マニュアルに基づき，社長をトップマネジメ

ントとし，監査室長，安全・品質本部長及び燃料製造事業部長を管理責任

者とした品質保証体制を構築する。 

社長は，品質保証活動の実施に関する責任と権限を有し，最高責任者と
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して法令の遵守及び原子力安全の重要性を含めた品質方針を設定し，文書

化して組織内に周知する。また，監査室を社長直属の組織とする，特定の

取締役による監査室への関与を排除するとともに監査対象組織である保安

組織を構成する部署から物理的に離隔する等により，監査室の独立性を確

保する。 

社長は，品質マネジメントシステムが，引き続き適切で，妥当で，かつ

有効であることを確実にするため，品質保証活動の実施状況及び改善の必

要性の有無についてマネジメントレビューを実施し，評価する。また，経

営層の立場として品質保証活動の実施状況を観察及び評価するため，社長

を委員長とする安全・品質改革委員会を設置し，品質保証活動の取組みが

弱い場合は要員，組織，予算，購買等の全社の仕組みが機能しているかの

観点で審議を行い，必要な指示，命令を行う。 

監査室長は，安全・品質本部長及び燃料製造事業部長が実施する業務に

関し内部監査を行うとともに，品質方針に基づき品質目標を設定し，品質

保証活動の計画，実施，評価及び継続的な改善を行い，その状況を社長へ

報告する。 

安全・品質本部長は，社長が行う加工の事業に関する品質保証に係る業

務の補佐を行う。また，品質方針に基づき品質目標を設定し，品質保証活

動の計画，実施，評価及び継続的な改善を行い，その状況を社長へ報告す

る。さらに，社長の補佐として，各事業部の品質保証活動が適切に実施さ

れることを支援する。 

燃料製造事業部長は，加工施設の設計及び工事並びに運転及び保守に係

る業務を統括する。また，燃料製造事業部長は，品質方針に基づき品質目

標を設定し，品質保証活動の計画，実施，評価及び継続的な改善を行い，

その状況を燃料製造事業部長が社長へ報告する。 
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全社品質保証活動の推進部門である安全・品質本部及び実施部門である

燃料製造事業部，並びに，各部門から独立した監査部門である監査室の各

組織（以下「各業務を主管する組織」という。）の長は，業務の実施に際

して，業務に対する要求事項を満足するように定めた規程類に基づき，責

任をもって個々の業務を実施し，要求事項への適合及び品質保証活動の効

果的な運用の証拠を示すために必要な記録を作成し管理する。 

各業務を主管する組織の長は，製品及び役務を調達する場合，供給者に

おいて品質保証活動が適切に遂行されるよう，要求事項を提示し，製品及

び役務に応じた管理を行う。また，検査及び試験等により調達製品が要求

事項を満足していることを確認する。 

各業務を主管する組織の長は，不適合が発生した場合，不適合を除去し，

再発防止のために原因を特定した上で，原子力安全に対する重要度に応じ

た是正処置を実施する。 

品質保証推進会議は，加工施設の事業変更許可申請に関する事項，保安

規定の申請に関する事項，設計及び工事並びに保安に係る品質保証活動の

実施状況及び改善の必要性の有無について審議を行う。保安のために講ず

べき措置が定まった以降は，委員会（燃料製造事業部長が委員長を任命）

を設置し，加工施設の保安活動については本委員会で審議を行う。また，

品質・保安会議は，全社的な観点から保安活動及び品質保証活動方針，品

質保証活動に係る重要な事項について審議を行う。さらに，安全・品質改

革委員会は，各部署の品質保証活動の実施状況を確認し，経営として，観

察及び評価を行い，要員，組織，予算，購買等の仕組みが機能しているか

審議する。 

 

本変更後における設計及び工事を適確に遂行するために必要な品質保証
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活動を行う体制が適切に構築されていること，また，運転及び保守につい

ても，適確に遂行するために必要な品質保証活動を行う体制を構築する方

針であることの詳細を以下に示す。 

 

ａ．設計及び工事並びに運転及び保守の品質保証活動の体制 

(ａ) 品質保証活動は，加工施設の安全を達成，維持及び向上させる

ために，ＪＥＡＣ4111-2009に基づき品質マニュアルを定め，品

質マネジメントシステムを確立し，実施し，評価確認し，継続的

に改善する。 

(ｂ) 新規制基準の施行前までは，ＪＥＡＣ4111-2009に基づく品質

マニュアルにより品質保証活動を実施してきた。今回の品証技術

基準規則の施行（平成25年12月18日）を踏まえ，品証技術基準規

則で追加された安全文化を醸成するための活動，関係法令及び保

安規定の遵守に対する意識の向上を図るための活動等の要求事項

について，品質マニュアルに反映し，品質マネジメントシステム

を確立し，実施し，評価確認し，継続的に改善する。品証技術基

準規則で追加された要求事項と，これを反映した品質マニュアル

については，補足説明資料１－９及び補足説明資料１－10に示す。 

(ｃ)  設計及び工事段階での品質保証活動については，業務に必要

な社内規程を定めるとともに，補足説明資料１－10に示す文書体

系を構築している。運転及び保守段階においても，必要な社内規

程を定めるとともに，文書体系を構築する。また，文書体系のう

ち一次文書は，品質マニュアルであり，以下のとおりである。 

・品質マニュアル（社長承認文書） 

組織の品質マネジメントシステムを規定する最上位文書であり， 
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加工施設の安全を達成，維持及び向上するうえでの具体的事項を

定めている。 

この品質マニュアルに従い，各業務を主管する組織の長は，各

業務を主管する組織の長が実施する事項を社内規程に定めている。 

(ｄ) 品質保証活動に係る体制は，社長を最高責任者（トップマネジ

メント）とし，全社品質保証活動の推進部門である安全・品質本

部，実施部門である燃料製造事業部，並びに，各部門から独立し

た監査部門である監査室で構築する。品質保証活動に係る体制を

補足説明資料１－10に示す。 

運転及び保守段階においては，運転管理，保守管理等の業務の

実施箇所及びこれを支援する箇所を保安規定に定める。 

(ｅ) 社長は，品質マネジメントシステムの最高責任者として，品質

マネジメントシステムを確立し，実施し，評価確認し，継続的に

改善することの責任と権限を有し，品質方針を設定する（補足説

明資料１－10）。設定した品質方針を補足説明資料１－11に示す。

この品質方針は，安全及び品質の向上のため，技術力の向上，現

場第一主義の徹底を図りつつ，協力会社と一体となって，健全な

安全文化を醸成し品質保証活動の継続的な改善に取り組むこと，

さらに，法令及びルールの遵守はもとより，福島第一原子力発電

所事故の教訓を踏まえ，原子力安全達成に細心の注意を払い，地

域の信頼をより強固なものとし，共に発展していくよう，社員一

人ひとりが責任と誇りを持って業務を遂行することを表明してい

る。また，品質方針が組織内に伝達され，理解されることを確実

にするため，社内イントラネットへの掲載，執務室での品質方針

ポスター掲示，携帯用の品質方針カードの配布を実施することに
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より，全社品質保証活動の推進部門，実施部門及び監査部門の要

員に周知している（補足説明資料１－10）。品質方針の組織内へ

の伝達方法については，補足説明資料１－12に示す。 

(ｆ) 各実施部門の管理責任者は，社長が設定した品質方針を実施部

門の各業務を主管する組織の長へ周知するとともに，品質方針を

踏まえて具体的な活動方針である品質目標を設定する。 

(ｇ) 各業務を主管する組織の長は，品質方針を踏まえて具体的な活

動方針である組織の品質目標を経営計画と整合を取り設定すると

ともに，この品質目標に基づき品質保証活動を実施する。 

この品質目標は，掲示板への掲載，電子メール及び打合せ等に

より各部門の要員に周知する。品質方針が変更された場合には，

品質目標を見直し，再度，各部門の要員に設定時と同様の方法に

より周知する。 

(ｈ) 社長は，管理責任者からの報告内容を基に品質マネジメントシ

ステムの有効性をレビューし，マネジメントレビューのアウトプ

ットを決定する（補足説明資料１－10及び補足説明資料１－13）。 

安全・品質本部長は，マネジメントレビューの終了後，結果の

記録を作成し，社長承認後，実施部門の管理責任者に通知する。 

管理責任者は，社長からのマネジメントレビューのアウトプッ

トを，各業務を主管する組織の長に通知し，各業務を主管する組

織の長が作成したマネジメントレビューのアウトプットに対する

処置事項を確認して，各業務を主管する組織の長に必要な対応を

指示する。 

各業務を主管する組織の長は，マネジメントレビューのアウト

プットに対する処置事項及び各業務を主管する組織の品質保証活
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動の実施状況を評価確認し，次年度の品質目標に反映し，活動す

る。また，管理責任者はそれらの状況を確認する。 

さらに，安全・品質改革委員会では，各部門の品質保証活動の

実施状況を確認し，経営として，観察及び評価し，要員，組織，

予算及び購買等の仕組みが機能しているかの観点で審議する。 

これらの審議事項を補足説明資料１－13及び補足説明資料１－

17に示す。安全・品質改革委員会の開催実績については，補足説

明資料１－15に示す。 

(ｉ) 安全・品質本部長は，全社品質保証活動の推進部門の管理責任

者として，社長が行うマネジメントレビューが円滑に実施される

よう補佐する。また，安全・品質本部長は，補足説明資料１－13

に示すとおりオーバーサイト結果をマネジメントレビューのイン

プットとして社長へ報告する。 

(ｊ)各業務を主管する組織の長は，品質方針に基づく品質保証活動

の実施状況を評価確認するため，品質マニュアルに従いマネジメ

ントレビューのインプットに関する情報を作成する（補足説明資

料１－10）。マネジメントレビューのインプット項目については，

補足説明資料１－13に示す。 

(ｋ) 燃料製造事業部長は，実施部門の管理責任者として，実施部門

の各組織のマネジメントレビューのインプットに関する情報を集

約し，評価確認し，マネジメントレビューのインプットとして社

長へ報告する。 

また，各業務を主管する組織においては，各業務を主管する組

織の長によるレビューを実施し，各業務を主管する組織における

社内規程の改訂に関する事項，品質目標及び管理責任者レビュー
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のインプットに関する情報等をレビューする。これらの審議事項

を補足説明資料１－14に示す。燃料製造事業部品質保証推進会議

の開催実績については，補足説明資料１－15に示す。 

マネジメントレビュー，管理責任者レビュー及び各業務を主管

する組織の長レビューの構成，インプットに関する情報等につい

ては，補足説明資料1-13に示す。 

管理責任者のレビューのアウトプットについては，社長のマネ

ジメントレビューへのインプットとしているほか，品質目標等の

業務計画の策定及び改訂，社内規程の制定及び改訂等により業務

へ反映する。 

(ｌ) 各業務を主管する組織の長は，社内規程に基づき，責任をもっ

て個々の業務を実施し，評価確認し，要求事項への適合及び品質

マネジメントシステムの効果的運用の証拠を示すために必要な記

録を作成し管理する。 

(ｍ) 品質・保安会議では，品質保証活動方針，品質保証活動状況及

び品質保証活動に係る重要な事項について審議する。これらの審

議事項を補足説明資料１－16及び補足説明資料１－17に示す。品

質・保安会議の開催実績については，補足説明資料１－15に示す。 

ｂ．設計及び工事並びに運転及び保守に係る品質保証活動 

(ａ) 各業務を主管する組織の長は，設計及び工事を，品質マニュア

ルに従い，加工施設の安全機能の重要度を基本とした品質マネジ

メントシステム要求事項の適用の程度に応じて管理し，実施し，

評価を行い，継続的に改善する（補足説明資料１－10）。また，

製品及び役務を調達する場合は，重要度等に応じた品質重要度分

類に従い調達管理を行う（補足説明資料１－18及び補足説明資料
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１－19）。 

供給者に対しては，品質重要度分類に応じた要求項目の他，法

令類からの要求項目や製品等の内容に応じた要求項目を加えた調

達要求事項を提示する（補足説明資料１－10及び補足説明資料１

－19）。 

なお，許認可申請等に係る解析業務を調達する場合は，当該業

務に係る調達要求事項を追加する。 

各業務を主管する組織の長は，調達製品等が調達要求事項を満

足していることを，検査及び試験等により検証する（補足説明資

料１－10及び補足説明資料１－19）。これらの調達要求事項等の

具体的な内容については「共通仕様書」及び「技術仕様書」（以

下「仕様書」という。）で明確にしている。 

各業務を主管する組織の長は，運転及び保守を適確に遂行する

ため，品質マニュアルに従い，関係法令等の要求事項を満足する

よう個々の業務を計画し，実施し，評価を行い，継続的に改善す

る。また，製品及び役務を調達する場合は，設計及び工事と同様

に管理する。 

(ｂ) 新規制基準の施行前に調達した製品は，当時の品質マネジメン

トシステムに基づき，上記と同様に管理している。 

これらについても，新規制基準における設備的な要求事項を満

足していること（加工施設の位置，構造及び設備の基準に関する

規則への適合性）を確認していく。また，新規制基準のうち，品

証技術基準規則において，以下に示す①から③の調達要求事項が

追加されており，その施行前と施行後の品質保証活動は以下のと

おりである。 
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① 安全文化を醸成するための活動に関する必要な要求事項 

安全文化を醸成するための活動については，仕様書において，

施行前から以下のとおり要求しており，同様に対応している。 

なお，製品や役務等の調達内容に応じて，必要な項目を要求し

ている。 

ａ) 当社の安全管理仕様書に従い，一般作業における安全管理に

万全を期すとともに，目的，作業範囲，作業概要，安全（衛

生）管理基本方針，管理体制，教育及び訓練計画，その他安

全（衛生）管理上必要な事項，緊急時連絡体制等を記載した

作業安全管理計画書を当社に提出すること。また，リスクア

セスメントの実施に万全を期すとともに，実施した結果を当

社に提出すること。 

ｂ) 品質保証体制，当該作業における品質管理方法，工事安全管

理の方法等について，業務計画書等を当社に提出して承認を

受けること。さらに，業務計画書等に基づき，作業予定表を

当社に提出すること。検査及び試験の実施に当たっては，体

制，範囲，方法，判定基準等に関する計画を確立し，これに

基づいて実施するよう管理方法を明確にすること。 

ｃ) 当社との双方向のコミュニケーションの確立を目的とした会

議等に参加し，業務の改善に関する話し合いについても参加

及び協力すること。 

② 不適合の報告及び処理に係る要求事項 

不適合の報告及び処理に係る事項については，施行前から，仕

様書にて，不適合に該当する事象が発生した場合は，発生状況，

処置方法，結果，再発防止対策について，速やかに当社へ報告し，
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その妥当性を説明して承認を得ることを要求している。 

③ 調達要求事項への適合状況を記録した文書を提出させること 

調達要求事項への適合状況を記録した文書を提出させることに

ついては，施行前から，仕様書にて，業務報告書，検査成績書等

の必要な図書の提出を要求している。 

設計及び工事に係る重要度，調達要求事項，品質重要度分類及

び調達製品の検証に関する社内規程を補足説明資料１－18及び補

足説明資料１－19に示す。 

(ｃ) 各業務を主管する組織の長は，設計及び工事並びに運転及び保

守において不適合が発生した場合，不適合を除去し，再発防止の

ために原因を特定したうえで，原子力安全に対する重要性に応じ

た是正処置を実施する。 

不適合の処置及び是正処置については，補足説明資料１－10及

び補足説明資料１－20に示す。また，製品及び役務を調達する場

合は，供給者においても不適合管理が適切に遂行されるよう仕様

書にて要求事項を提示し（補足説明資料１－10及び補足説明資料

１－19），不適合が発生した場合には，各業務を主管する組織は

その実施状況を「燃料製造事業部 不適合管理要領」に従って確

認する。 

 

以上のとおり，品質保証活動に必要な文書を定め，品質保証活動に関す

る計画，実施，評価，改善を実施する仕組み及び役割を明確化した体制を

設計及び工事の段階において構築している。また，運転及び保守の段階に

おいても，設計及び工事の段階と同様な仕組み及び体制を構築する。 

【補足説明資料１－９】 
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【補足説明資料１－10】 

【補足説明資料１－11】 

【補足説明資料１－12】 

【補足説明資料１－13】 

【補足説明資料１－14】 

【補足説明資料１－15】 

【補足説明資料１－16】 

【補足説明資料１－17】 

【補足説明資料１－18】 

【補足説明資料１－19】 

【補足説明資料１－20】 
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１．５ 技術者に対する教育及び訓練 

（技術的能力に係る審査指針） 

指針９．技術者に対する教育・訓練 

事業者において、確保した技術者に対し、その専門知識及び技

術・技能を維持・向上させるための教育・訓練を行う方針が適

切に示されていること。 

 

確保した技術者に対し，その専門知識，技術及び技能を維持及び向上さ

せるための教育及び訓練を行う方針を以下に示す。 

 

（１）技術者に対しては，加工施設の設計及び工事並びに運転及び保守に

当たり，一層の技術的能力向上のため，以下の教育及び訓練を実施す

る。 

ａ．社内における研修並びに設計及び工事の実務経験者を通じて，施

設の設計及び工事並びに運転及び保守に関する知識の維持及び向

上を図るための教育（安全上の要求事項，設計根拠，設備構造及

び過去のトラブル事例を含む）を定期的に実施する。また，必要

となる教育及び訓練の計画をその職務に応じて定め，適切な力量

を有していることを定期的に評価する。 

ｂ．運転訓練装置，実規模装置及び実機を用いた訓練を実施し，設備

の構造と機能を理解させるとともに，基本的運転操作を修得させ

る。 

ｃ．原子力関係機関（一般社団法人原子力安全推進協議会，国内ウラ

ン加工メーカ）等において，原子力安全，技術，技能の維持及び

向上を目的とした社外研修及び講習会等に参加させ関連知識を修
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得させる。 

 

（２）上記（１）によって培われる技術的能力に加え，建設工事の進捗状

況に合わせて建設工事に直接従事させることで設備等に対する知識の

向上を図るとともに，フランスのＯｒａｎｏ Ｃｙｃｌｅ社ＭＥＬＯ

Ｘ工場，ＪＡＥＡプルトニウム燃料技術開発センター及び当社再処理

施設における，運転，保守及び放射線管理の訓練の実施，継続した技

術情報収集を行う。 

 

（３）教育及び訓練の詳細 

確保した技術者に対し，その専門知識，技術及び技能を維持及び

向上させるための教育及び訓練の詳細について以下に示す。 

ａ．技術者は，原則として入社後一定期間，配属された部門に係る基

礎的な教育及び訓練を受ける。例えば，入社後の技術者は，青森

原燃テクノロジーセンター及び燃料製造事業部において，加工施

設の仕組み，放射線管理等の基礎教育及び訓練並びに機器配置及

びプラントシステム等の現場教育及び訓練を受け，原子燃料の加

工に関する基礎知識を修得する。 

配属された技術者は，法定の安全及び作業安全に必要な基本的

事項，加工施設の設備の構造及び機能に関する知識並びに運転及

び保守に関する技能等の修得のための教育及び訓練を受講する。 

ｂ．運転訓練装置，実規模装置及び実機を用いた研修を実施し，設備

の構造と機能を理解させるとともに，基本的運転操作を修得させ

る。 

また，保守に関する業務に従事する技術者を主な対象者として，
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実機と同等な訓練設備により，保守業務に必要な知識の修得及び

実技訓練（機器の分解，検査等）を実施する。 

ｃ．教育及び訓練については，品質マニュアル（補足説明資料１－10）

で示すとおり，要求事項を定めている。この要求事項を踏まえ，

社内規程「燃料製造事業部 全社品質保証計画書運用要則」（補

足説明資料１－21）において，要求事項を具体的に規定する。 

これらの要求事項を受けて，社内規程「燃料製造事業部 教育

訓練要領」（補足説明資料１－22），「燃料製造事業部 力量管

理実施細則」（補足説明資料１－23），「燃料製造事業部 保安

教育実施細則」（補足説明資料１－24）と具体的な運用要領等を

定め，教育及び訓練の運用を品質マネジメントシステム体系の中

で規定する。これらの運用に関する規定に基づき，教育及び訓練

を実施する。 

以上のとおり，確保した技術者に対しその専門知識，技術及び

技能を維持及び向上させるため，教育及び訓練に関する社内規程

を策定し，必要な教育及び訓練を実施する。 

ｄ．燃料製造事業部では，原子力安全の達成に必要な技術的能力を維

持及び向上させるため，保安規定等に基づき，対象者，教育内容，

教育時間及び教育実施時期について教育の実施計画を策定し，そ

れに従って教育を実施する。また，燃料製造事業部では必要とな

る教育及び訓練とその対象者として燃料製造事業部の運営に直接

携わる運転，保守及び放射線管理等に関する業務の技術者に対し

て力量評価制度を設ける。力量評価では，業務を遂行する上で必

要な力量を教育及び訓練に関する要領に定め，評価を実施する。

さらに，必要な力量が不足している場合には，その必要な力量に
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到達することができるように教育及び訓練を実施する。 

教育及び訓練に当たっては，経験年数や職位を踏まえて，技術

者の能力に応じた教育及び訓練を実施する。 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故では，設計基準を

超える事象が発生し，炉心溶融，さらには広域に大量の放射性物

質を放出させるという深刻な事故となったことを踏まえ，重大事

故等対処設備に関わる知識及びスキルの修得に併せて，重要な施

設の設計，許認可，運転及び保守に精通する技術者並びに耐震技

術及び安全評価技術等専門分野の技術者を育成して，原子力安全

の確保及び技術力の向上を図る取り組みを進める。 

ｅ．本変更後における業務に従事する自然災害等，重大事故等及び大

規模損壊に対応する技術者，事務系社員及び協力会社社員に対し

ては，各役割に応じた自然災害等発生時，重大事故等発生時及び

大規模損壊発生時の対応に必要となる技能の維持と知識の向上を

図るため，計画的，かつ，継続的に必要な教育及び訓練を実施す

る。 

ｆ．東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故を受けて，加工施設

では重大事故等対処設備等を配備し，災害対策要員の体制整備を

進める。これら重大事故等対処設備等を効果的に活用し，適切な

事故対応が行えるよう訓練を繰り返し行うことにより，災害対策

要員の技術的な能力の維持向上を図る。訓練の実施に当たっては，

訓練の種類に対応する対象者，訓練内容等を定め，訓練の結果，

改善すべき事項が抽出されれば，速やかに検討を行う。 

 

今後も引き続き重大事故等対処設備等の配備及び災害対策要員
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の体制整備を進めるとともに，複数の事象が発生した場合におい

ても適切な事故対応が行えるよう総合的な訓練を計画し，実施す

る。 

 

以上のとおり，本変更後における技術者に対する教育及び訓練を実施し，

その専門知識，技術及び技能を維持及び向上させる取り組みを行う。 

【補足説明資料１－10】 

【補足説明資料１－21】 

【補足説明資料１－22】 

【補足説明資料１－23】 

【補足説明資料１－24】 
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１．６ 有資格者等の選任及び配置 

（技術的能力に係る審査指針） 

指針10．有資格者等の選任・配置 

事業者において、当該事業等の遂行に際し法又は法に基づく規

則により有資格者等の選任が必要となる場合、その職務が適切

に遂行できるよう配置されているか、又は配置される方針が適

切に示されていること。 

【解説】 

「有資格者等」とは、原子炉主任技術者免状若しくは核燃料取

扱主任者免状を有する者又は運転責任者として基準に適合した

者をいう。 

 

加工施設における核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物（以

下「核燃料物質等」という。）の取扱いに際して必要となる有資格者等に

ついては，その職務が適切に遂行できる者の中から選任し，配置する方針

である。 

 

核燃料物質の取扱いに関し，加工規則第８条の４に基づき，保安の監督

を行う核燃料取扱主任者及びその代行者は，核燃料取扱主任者免状を有す

る者であって，核燃料物質等の取扱いの業務に従事した期間が３年以上で

ある者のうちから，社長が選任する。 

核燃料取扱主任者が職務を遂行できない場合，その職務が遂行できるよ

う，代行者を核燃料取扱主任者の選任要件を満たす技術者の中から選任し，

職務遂行に万全を期すこととする。必要な代行者数について以下に示す。 

必要となる核燃料取扱主任者数は，工場又は事業所ごとに選任する必要
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があることから，最少人数としては１人である。 

さらに，万一，核燃料取扱主任者が不在となる事態となれば，加工規則

第８条の４の選任要件を満たす者の中から速やかに核燃料取扱主任者とし

て選任し，選任後30日以内に原子力規制委員会に届け出る。 

核燃料取扱主任者は，加工施設の保安の監督を誠実，かつ，最優先に行

うこととし，核燃料物質等の取扱いの業務に従事する者への指示等，その

職務が適切に遂行できるよう設計及び工事並びに運転及び保守の保安に関

する職務を兼任しないようにする等，職務の独立性を確保した配置とする。 

なお，核燃料取扱主任者の職務である保安の監督に支障をきたすことが

ないよう，上位職位者である燃料製造事業部長との関係において独立性を

確保するために，核燃料取扱主任者は，燃料製造事業部長の人事権が及ば

ない社長が選任する。 

また，保安規定において，核燃料取扱主任者の職務として，「保安上必

要な場合は，核燃料物質等の取扱いに従事するものへ指示すること」及び

「保安上必要な場合は，社長及び燃料製造事業部長に意見を具申すること」

を定めることとし，また核燃料物質等の取扱いに従事するものは，核燃料

取扱主任者がその保安のために行う指示に従うことを定めることとする。

これにより，核燃料取扱主任者は適切にその職務を遂行できると考えられ

る。 

 

以上のとおり，加工施設の保安の業務に際して必要となる有資格者等に

ついては，その職務が適切に遂行できる者の中から選任し，配置する。 

 

以 上 
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補足説明資料 １-７（技術的能力） 

  



月 日 内容

4 11

4 26

5 10

5 31

6 14

6 21

6 28

7 11

7 26

8 9

8 21

9 6

9 20

9 26

10 4

10 11

10 18

10 25

11 1

11 2

水平展開検討会の開催実績（平成30年度）

各施設における予防処置活動の取り組み状況

補１－７－１



月 日 内容

11 8

11 15

11 29

11 30

12 4

12 6

12 12

12 19

12 26

1 9

1 16

1 23

1 30

2 6

2 13

2 20

2 27

3 6

3 13

3 19

3 27

水平展開検討会の開催実績（平成30年度）

各施設における予防処置活動の取り組み状況

補１－７－２



月 日 内容

4 3

4 10

4 17

5 15

5 22

5 24

5 29

5 31

6 4

6 12

6 19

6 26

7 2

7 10

7 17

7 24

7 30

8 6

8 22

水平展開検討会の開催実績（平成31年度）

各施設における予防処置活動の取り組み状況

補１－７－３



 

令和２年３月27日 R0 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足説明資料 １-27（技術的能力） 

  



補１－27－１ 

有資格者の推移 

資格 
平成 25 年

10 月 

平成 26 年

10 月 

平成 29 年

５月 

平成 29 年 

９月 

平成 30 年

４月 

平成 30 年 

９月 

平成 31 年

２月 

核燃料取扱主

任者 
７ ８ 15 17 17 17 16 

第１種放射線

取扱主任者 
28 36 39 40 39 36 32 

 



 

令和２年３月27日 R0 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足説明資料 １-28（技術的能力） 

  



補１－28－１ 

 

加工施設における自然災害等，重大事故等及び大規模損壊対応に関する有資格者数 

 

自然災害等，重大事故等及び大規模損壊対応に関する資格及びその必要有資格者数等を以下に示

す。 

自然災害等，重大事故等及び大規模損壊の対応に必要な資格に対し，必要な有資格者を確保してい

く。 

 
 

資格名 主な用途※１ 必要有資格者数※２ 

大型自動車 

大型移送ポンプ車 

ホース展張車 

運搬車 

電源車 

窒素濃縮空気供給車 

動力ポンプ付水槽車 

重油用タンクローリ 

４０ 

大型特殊 ホイールローダ １０ 

中型自動車※３ 
軽油用タンクローリ 

運搬車 
２０ 

けん引免許 けん引車 １０ 

小型移動式クレーン※４ 資機材運搬 ２０ 

危険物取扱者 
（乙種第４類）※５ 

燃料給油タンクローリ ２０ 

玉掛け 資機材運搬 ２０ 

車両系建設機械 ホイールローダ １０ 

有資格者数：延べ１５０人 

※１：使用用途等の詳細は、自然災害等，重大事故等及び大規模損壊に関する条文に記す。 

※２：令和２年３月１日現在における燃料製造事業部の当社社員の必要有資格者数。 

※３：中型自動車には、旧制度の普通免許の「中型車は中型車（８tに限る）」を含む。 

※４：上位資格である「移動式クレーン運転士」を含む。 

※５：上位資格である「危険物取扱者（甲種）」を含む。 




