
東海第二発電所　許認可予定

補正 特重施設　配置等の変更等※1 調整中 調整中 ※1
①特重施設 配置等の変更
②新検査制度認可（組織改正）添付書類反映
③新検査制度許可（添付五、添付十一）反映　等

期限

2023年10月17日ま
で

法令施行から6か月以
内に申請

―

・法施行に伴う変更
・組織改正
・その他※2

許認可
希望時期

備考
（関連する申請等）

申請案件
申請・届出

予定

特定重大事故等対
処施設の設置
常設直流電源設備
の設置

設置許可

申請 2020年5月 2020年9月 ※2その他案件
・炉主任、BT主任者選任等級数の変更
・初期消火要員の明確化　等

件名 分類
申請
届出

保安規定新検査制度

設工認 届出 SA工認変認（軽微変更届出：安全対策工事） 2020年9月 （2020年10月）新規制基準適合性

設置許可 申請 組織改正 調整中 調整中

設工認 申請 組織改正 調整中 調整中

－ ・添五への反映
・保安規定認可後、至近の申請に合わせて反映

－ ・説明書への反映
・ＳＡ工事一式（2018年10月18日認可）の至近の工事計画変更認可申請に含
めて反映（添付書類への反映）

－ （別紙参照）
・ROP保安規定変更認可後に申請
・本件認可後、新規制保安規定変更認可申請予定

定常／改造工事

保安規定 申請 組織改正 2020年10月 2021年1月

　　　　 2020年9月15日
日本原子力発電株式会社
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敦賀発電所２号炉　許認可予定

定常／改造工事

保安規定 申請 組織改正 － 2020年10月 2021年1月 (別紙参照)
・ROP保安規定変更認可後に申請

設工認 申請 組織改正 － 調整中 調整中 ・説明書への反映
・保安規定認可後、至近の申請に合わせて反映

設置許可 申請

新検査制度

組織改正 － 調整中 調整中 ・添五への反映
・保安規定認可後、至近の申請に合わせて反映

許認可
希望時期

備考
（関連する申請等）

申請
届出

2020年9月 ※1　その他案件
・炉主任、BT主任者選任等級数の変更
・初期消火要員の明確化　等

・法施行に伴う変更
・組織改正
・その他※1

2020年5月

申請案件
申請・届出

予定
件名 期限

法令施行から6か月以
内に申請

保安規定 申請

分類
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東海発電所　許認可予定

保安規定 申請 組織改正 － 2020年10月 2021年1月 (別紙参照)
・ROP保安規定変更認可後に申請

定常／改造工事

保安規定 申請 ・性能維持施設縮小に伴う変更
・原子炉領域の解体の禁止(第11条)削除他、
8/31補正時取下げ案件※4

－ 2020年12月 2021年3月 ※4 該当条項
・第8条、11条、12条、13条、21条の2、21条の3、40条、68条

排気筒短尺化・
維持設備縮小

法令施行から6か月以内
に申請

新検査制度 保安規定

2020年9月

法令施行から6か月以
内に申請

2020年5月 2020年9月

2020年8月

廃措計画 申請 ・排気筒短尺化に伴う安全評価
・性能維持施設縮小に伴う変更

－ 2020年9月 2021年3月

許認可
希望時期

備考
（関連する申請等）

期限
申請
届出

申請案件
申請・届出

予定

廃措計画 申請 ・法施行に伴う変更
・その他※3

2020年9月

・新検査制度導入に伴う変更申請と併せて申請

件名 分類

2021年3月 ※3 その他
・廃止措置対象施設と解体対象施設の整合

申請 ・法施行に伴う変更
・組織改正
・サービス建屋減築に伴う管理区域図の変更
・その他※1

※1 その他
・廃止措置主任者選任要件の変更
・維持すべき施設の保守の削除　等

補正 ・法施行に伴う変更
・組織改正
・サービス建屋減築に伴う管理区域図の変更
・その他※2

※2 その他
・記載の適正化
・第8条、11条、12条、13条、21条の2、21条の3、40条、68条の変更
は取り下げ
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敦賀発電所１号炉　許認可予定

定常／改造工事 保安規定 申請 組織改正 － 2020年10月 2021年1月 (別紙参照)
・ROP保安規定変更認可後に申請

申請 ・法施行に伴う変更 2020年9月 2020年12月 ・FPC冷却機能削除に伴う変更申請と併せて申請法令施行から6か月以内
に申請

申請
届出

申請案件 申請・届出予定

新検査制度 保安規定

廃措計画

件名 分類
許認可

希望時期
備考

（関連する申請等）
期限

申請 ・法施行に伴う変更
・組織改正
・その他※1

※1 その他
・廃止措置主任者選任等級数の変更
・周辺監視区域図に記載している他社施設名称の適正化

補正 ・その他※2 ※2 その他
・運転炉との記載内容統一

2020年5月 2020年9月

2020年8月 2020年9月

法令施行から6か月以
内に申請

維持設備縮小・
合理化

廃措計画 申請 ・FPC冷却機能及び関連する設備の削除 － 2020年9月 2020年12月 ・新検査制度導入に伴う変更申請と併せて申請
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別 紙 

組織改正に伴う保安規定の変更について 

１．組織改正の概要 

（１）目的 

〇 コンプライアンス強化のため，経理部門と資材調達部門を分離する組織改正を行う。 

（２）改正内容 

○ 本店の「経理・資材室」について，経理部門を分離し，資材調達部門を「資材燃料室」として

保安の組織に定める。 

○ なお，「経理・資材室」の保安の職務は資材調達業務を定めており，「資材燃料室」に組織を

改正後も，職務については，現在の経理・資材室の保安の職務から変更はない。※

※平成 26 年（2014 年）の組織改正において，経理及び調達部門の効率化を図るため，経理室と資材燃料室を統合し

た（保安規定変更：平成 26 年 4 月 4 日申請。平成 26 年 6 月 24 日認可）。この変更においても，組織名称の変更

のみであり，保安の職務内容に変更はなく，今回と同様の変更である。 

（３）申請時期 2020 年 10 月上旬予定 

２．保安規定への反映 

（１）東海第二発電所 

・第４条（保安に関する組織） 

・第５条（保安に関する職務） 

（２）東海発電所 

・第５条（保安に関する組織） 

・第６条（保安に関する職務） 

（３）敦賀発電所 

・第４条（保安に関する組織） 

・第５条（保安に関する職務） 

・第２０４条（保安に関する組織） 

・第２０５条（保安に関する職務） 

３．保安規程への反映 

○ 別図「保安に関する組織及び業務所掌」に記載されている組織図及び職務内容を反映する。

（施行後，速やかに届出予定） 

４．その他許認可への影響 

（１）東海第二発電所 原子炉設置許可 

〇 本文事項の記載はないため，設置変更許可申請事項ではない。 

〇 ただし，添付書類五に保安規定変更と同じ内容が記載されていることから，今後の設置許可

本文事項を変更する時に本変更内容を含めて申請する。 

（２）東海第二発電所 工事計画 

〇 組織図及び職務は，設計及び工事計画変更認可申請書では本文事項ではないことから，今

後，工事計画変更認可申請（設計及び工事計画変更認可申請）時に反映する。 

（３）東海発電所 廃止措置計画 

○ 本文及び添付書類に記載はないため，廃止措置計画の変更はない。 

以 上 
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