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資料⑤－１「浜岡原子力発電所 原子炉施設保安規定（第１編） 

 設置許可記載有無／保安規定変更有無等整理」 

  

別冊⑤－１「浜岡原子力発電所 原子炉施設保安規定（第１編）変更 

に対する設置許可との整合性確認資料」 
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変更後保安規定目次 
設置許可記載有無 

（○：有り －：無し） 

保安規定変更有無 

（○：有り －：無し） 
設置許可との整合性 

第１章 総 則    

第１条    目  的 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第２条    基本方針 ○ 

（本文十一号） 

－ 保安規定に係る基本方針であり，基本方針の内容である「保安活動は，…適切な

品質保証活動に基づき実施する。」は，本文十一号に記載されるため，保安規定記

載は整合している。 

第２条の２  関係法令及び保安規定の遵守 ○ 

（本文十一号） 

－ 社長が法令等を確実に遵守するための取り組みについて，本文十一号（5.1経営

責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ）において規定しており，保安規

定記載はこれに整合している。 

第２章 品質マネジメントシステム    

第３条    品質マネジメントシステム計画 ○ 

（本文十一号） 

－ 本文十一号において，品質マネジメントシステム計画について記載されており，

保安規定記載はこれに整合している。 

第３章 体制及び評価    

第１節 保安管理体制    

第４条    保安に関する組織  ○ 

（本文十一号） 

 

○ 浜岡原子力発電所の組織改定に伴う変更（発電所の保安に関する組織の変更） 

 

本文十一号（5.5責任，権限及びコミュニケーション）において，組織の責任と

権限を明確化する旨記載されており，保安規定記載はこれに整合している。 

添付書類五，八に記載はなく，添付書類五，八と保安規定記載に齟齬はない。 

【別冊⑤－１ p.1～3参照】 

第５条    保安に関する職務 ○ 

（本文十一号） 

 

○ 浜岡原子力発電所の組織改定に伴う変更（発電所組織の保安に関する職務の変

更）及び記載の適正化（「所掌業務」を「業務分掌」に修正） 

 

本文十一号（5.5責任，権限及びコミュニケーション）において，組織の責任と

権限を明確化する旨記載されており，保安規定記載はこれに整合している。 

添付書類五に記載はなく，添付書類五と保安規定記載に齟齬はない。 

【別冊⑤－１ p.1～3参照】 

第６条    原子力発電保安審議会 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第７条    原子力発電所保安運営審議会 ○ 

（添付書類八） 

○※ ※第５条第４項の号番号の変更に伴う対応する第４項の号番号のみの変更 

 

添付書類八（13.2保安管理体制）に原子力発電所保安運営審議会を設置する旨の

記載があり，保安規定記載はこれらに整合している。 

資料⑤－１ 
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変更後保安規定目次 
設置許可記載有無 

（○：有り －：無し） 

保安規定変更有無 

（○：有り －：無し） 
設置許可との整合性 

第８条    発電用原子炉主任技術者の選任 ○ 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（13.2保安管理体制）に発電用原子炉主任技術者の選任について記載

があり，保安規定記載はこれらに整合している。 

第８条の２   電気主任技術者及びボイラー・タービン主任 

        技術者の選任 

－ － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第９条     発電用原子炉主任技術者の職務等 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第９条の２   電気主任技術者及びボイラー・タービン主任 

        技術者の職務等 

－ － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第９条の３   主任技術者の情報共有 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第２節 原子炉施設の定期的な評価    

第１０条    原子炉施設の定期的な評価 ○ 

（本文十一号） 

－ 本文十一号（8.4 データの分析及び評価）において，「原子炉施設の定期的な評

価」も含めて記載しており，保安規定記載はこれに整合している。 

第４章 運転管理    

第１節 通 則    

第１１条    構成及び定義 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

（保安規定第４章内の構成と定義を記載しているのみ。） 

第１１条の２  原子炉の運転期間 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第１２条    原子炉の運転員の確保 ○ 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（13.3運転管理）に運転管理について運転に習熟した者の確保につい

て記載されており，保安規定記載はこれに整合している。なお，運転員の人数等

については，設置許可に具体的な記載はない。 

第１２条の２  運転管理業務 ○ 

（添付書類八） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

添付書類八（13.3運転管理）に運転管理業務について，保安規定に定める運転上

の制限，異常時の措置等の遵守，機器の性能及び状態の把握，運転員の力量確保

並びに運転手順書の整備等記載されており，保安規定記載はこれに整合してい

る。 

第１３条    巡視点検 ○ 

（添付書類八） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

添付書類八（13.3運転管理）に原子炉施設の運転管理は，機器の性能及び状態を

正しく把握した上で行う旨記載されており，保安規定記載はこれに整合してい

る。 

第１４条    手順書の作成 ○ 

（添付書類八） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

添付書類八（13.3運転管理）に運転管理業務について，保安規定に定める運転上

の制限，異常時の措置等の遵守，機器の性能及び状態の把握，運転員の力量確保

並びに運転手順書の整備等記載されており，保安規定はこれらについて手順書を

作成することを記載しており，整合している。 

第１５条    引継及び通知  － ○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更及び周知事項の追

加のみ 

 

設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第１６条    原子炉起動前の確認事項  － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 
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変更後保安規定目次 
設置許可記載有無 

（○：有り －：無し） 

保安規定変更有無 

（○：有り －：無し） 
設置許可との整合性 

第１７条    地震又は火災等発生時の対応  ○ 

（添付書類八） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

添付書類八（13.8緊急時の措置）に緊急時の措置として，地震・火災・その他原

因による相当な規模の災害に対する対応が記載されており，保安規定記載はこれ

に整合している。 

第１７条の２  電源機能等喪失時の体制の整備 ○ 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（13.8緊急時の措置）に緊急時の措置として，地震・火災・その他原

因による相当な規模の災害に対する対応が記載されており，保安規定記載はこれ

に整合している。 

第２節 運転上の留意事項    

第１８条    水質管理 〇 

（添付書類八） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に保安活動の行為者の変更及び不要となった通知

規定の削除のみ 

 

添付書類八（6.2原子炉冷却材浄化系）に水質管理に係る記載があり，保安規定

記載はこれに整合している。 

第３節 運転上の制限    

第１９条    停止余裕 ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

－ 本文五号，添付書類八（3.3核設計）他に最大反応度価値を有する制御棒１本

（５号炉においては１組又は１本）が未挿入状態であっても，常に炉心を臨界未

満にすることが出来ることの記載があり，保安規定記載はこれらに整合してい

る。 

第２０条    反応度監視 － － 設置許可に直接の記載はないが，添付書類八の炉心特性に関連して，取替炉心の

安全性の確認に用いた核設計手法の妥当性を判断する目的で，運転時の監視値が

計算コードの予測範囲内であることを確認するものであり，設置許可と保安規定

記載に齟齬はない。 

第２１条    制御棒の動作確認（３号炉及び４号炉） ○ 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（3.2.3原子炉停止系）他に制御棒駆動機構に係る記載があり，保安

規定記載はこれらに整合している。 

第２１条の２  制御棒の動作確認（５号炉） ○ 

（添付書類八） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

添付書類八（3.3原子炉停止系）他に制御棒駆動機構に係る記載があり，保安規

定記載はこれらに整合している。 

第２２条    制御棒のスクラム機能 ○ 

（本文五号,十号） 

（添付書類八,十） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

本文五号,十号，添付書類八（3.2.3原子炉停止系），添付書類十（2.2.2解析条

件）他に制御棒のスクラム時挿入時間に係る記載があり，保安規定記載はこれら

に整合している。 

第２３条    制御棒の操作 ○ 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（3.3.4炉心特性）他に原子炉から制御棒を引き抜くときは制御棒価

値等を満足する引抜手順に関する規則を定めることに加えて，制御棒価値ミニマ

イザにより引き抜き手順を監視する旨記載されており，保安規定記載はこれらに

整合している。 

第２４条    ほう酸水注入系 ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更及び不要となった

通知規定の削除のみ 

 

本文五号，添付書類八（3.2.3原子炉停止系）他にほう酸水注入系に係る記載が

あり，サーベイランスの実施方法については，実条件性能確認の観点から追加

し，保安規定記載はこれらに整合している。 
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変更後保安規定目次 
設置許可記載有無 

（○：有り －：無し） 

保安規定変更有無 

（○：有り －：無し） 
設置許可との整合性 

第２５条    原子炉熱的制限値 ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

－ 本文五号，添付書類八（3.3核設計）他に最小限界出力比及び燃料棒最大線出力

密度の熱的制限値に係る記載があり，保安規定記載はこれらに整合している。 

第２６条    原子炉熱出力及び炉心流量 ○ 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（3.4熱水力設計）他に炉心流量―原子炉出力特性曲線の範囲内で運

転を行う旨の記載があり，保安規定記載はこれらに整合している。 

第２７条    計測及び制御設備（３号炉及び４号炉） ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

本文五号，添付書類八（8.計測及び制御設備）他に計測制御系に係る記載があ

り，保安規定記載はこれらに整合している。 

第２７条の２  計測及び制御設備（５号炉） ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

本文五号，添付書類八（8.計測及び制御設備）他に計測制御系に係る記載があ

り，保安規定記載はこれらに整合している。 

第２８条    原子炉冷却材再循環ポンプ（３号炉及び 

４号炉） 

○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

－ 本文五号，添付書類八（4.4.2再循環系）他に再循環ポンプに係る運転制御の記

載があり，保安規定記載はこれらに整合している。 

第２８条の２  原子炉冷却材再循環ポンプ（５号炉） ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

－ 本文五号，添付書類八（4.1原子炉圧力容器及び一次冷却材設備）他に再循環ポ

ンプに係る運転制御の記載があり，保安規定記載はこれらに整合している。 

第２９条     ジェットポンプ（３号炉及び４号炉） ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

－ 本文五号，添付書類八（4.4.2再循環系）他にジェットポンプに係る運転制御の

記載があり，保安規定記載はこれらに整合している。 

第３０条    主蒸気逃がし安全弁 ○ 

（本文五号,十号） 

（添付書類八,十） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

本文五号,十号，添付書類八（4.4.3主蒸気系），添付書類十（2.2.2解析条件）他

に主蒸気逃がし安全弁に係る記載があり，保安規定記載はこれらに整合してい

る。 

第３１条    原子炉格納容器内の原子炉冷却材漏えい率 〇 

（添付書類八） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

添付書類八（8.6原子炉プラント・プロセス計装）に漏えい検出系計装に係る記

載があり，保安規定記載はこれに整合している。 

第３２条    非常用炉心冷却系及び原子炉隔離冷却系の 

系統圧力監視 

－ ○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ弁が漏えいし，低圧部の破損に至ることのないよう

監視する行為を保安規定で定めており，設置許可には記載はなく，設置許可と保

安規定記載に齟齬はない。 

第３３条    原子炉冷却材中のよう素１３１濃度 ○ 

（本文十号） 

（添付書類十） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更及び不要となった

通知規定の削除のみ 

 

本文十号，添付書類十（3.4環境への放射性物質の異常な放出）他の解析条件と

して記載があり，保安規定記載はこれらに整合している。 

第３４条    原子炉停止時冷却系その１ ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

－ 本文五号，添付書類八（6.3余熱除去系）他に余熱除去系に係る記載があり，保

安規定記載はこれらに整合している。 
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変更後保安規定目次 
設置許可記載有無 

（○：有り －：無し） 

保安規定変更有無 

（○：有り －：無し） 
設置許可との整合性 

第３５条    原子炉停止時冷却系その２ ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

－ 本文五号，添付書類八（6.3余熱除去系）他に余熱除去系に係る記載があり，保

安規定記載はこれらに整合している（ただし，本条は冷温停止時の要求であり，

設置許可には冷温停止時に関する記載はない。）。 

第３６条    原子炉停止時冷却系その３ ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

－ 同上（ただし，本条は燃料交換時の要求であり，設置許可には燃料交換時に関す

る記載はない。） 

第３７条    原子炉冷却材温度及び原子炉冷却材温度変化率 〇 

（添付書類八） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

添付書類八（4.3主要設備の仕様）の加熱・冷却率に記載があり，保安規定記載

はこれに整合している。 

第３８条    原子炉圧力 ○ 

（本文十号） 

（添付書類十） 

－ 本文十号，添付書類十の過渡解析及び事故解析の初期条件として記載があり，保

安規定記載はこれらに整合している。 

第３９条    非常用炉心冷却系その１（３号炉及び４号炉） ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

本文五号，添付書類八（5.1原子炉格納施設，5.2非常用炉心冷却系）他に非常用

炉心冷却系及び格納容器スプレイ冷却系に係る記載があり，保安規定記載はこれ

らに整合している。 

第３９条の２  非常用炉心冷却系その１（５号炉） ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

本文五号，添付書類八（4.5非常用炉心冷却系，5.原子炉格納施設）他に非常用

炉心冷却系及び格納容器スプレイ冷却系に係る記載があり，保安規定記載はこれ

らに整合している。 

第４０条    非常用炉心冷却系その２ ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

－ 同上（ただし，本条は冷温停止・燃料交換時の要求であり，設置許可には冷温停

止・燃料交換時に関する記載はない。） 

第４１条    原子炉隔離冷却系（３号炉及び４号炉） ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

本文五号，添付書類八（6.4原子炉隔離冷却系）他に記載があり，保安規定記載

はこれらに整合している。（ABWRはなし） 

第４２条    主蒸気隔離弁 ○ 

（本文五号,十号） 

（添付書類八,十） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

本文五号,十号，添付書類八（4.4.3主蒸気系），添付書類十（2.2.2解析条件）他

に主蒸気隔離弁に係る記載があり，保安規定記載はこれらに整合している。 

第４３条    原子炉格納容器及び原子炉格納容器隔離弁 ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

本文五号，添付書類八（5.1原子炉格納施設）他に格納容器及び隔離弁に係る記

載があり，保安規定記載はこれらに整合している。 

第４４条    サプレッション・チェンバからドライウェル 

への真空破壊弁 

○ 

（添付書類八） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

添付書類八（5.1原子炉格納施設）他に真空破壊弁に係る記載があり，保安規定

記載はこれらに整合している。 

第４５条    サプレッションプールの平均水温 ○ 

（添付書類十） 

－ 添付書類十の安全解析条件としてサプレッションプール水温の記載があり，保安

規定記載はこれに整合している。 
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変更後保安規定目次 
設置許可記載有無 

（○：有り －：無し） 

保安規定変更有無 

（○：有り －：無し） 
設置許可との整合性 

第４６条    サプレッションプールの水位 ○ 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（5.1原子炉格納施設）他にサプレッションプールの空間容積に係る

記載があり，保安規定記載はこれに整合している。 

第４７条    可燃性ガス濃度制御系 ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

本文五号，添付書類八（5.1原子炉格納施設）他に可燃性ガス濃度制御系に係る

記載があり，保安規定記載はこれらに整合している。 

第４８条    原子炉格納容器内の酸素濃度 ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

－ 本文五号，添付書類八（5.1原子炉格納施設）他に不活性ガス系に係る記載があ

り，保安規定はこれらに整合している。 

第４９条    原子炉建屋原子炉室 ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

本文五号，添付書類八（5.1原子炉格納施設）他に原子炉区域に係る記載があ

り，保安規定記載はこれらに整合している。 

第５０条    原子炉建屋原子炉室給排気隔離弁 ○ 

（添付書類八） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

添付書類八（12.4換気空調系）他に原子炉建屋原子炉室給排気隔離弁に係る記載

があり，保安規定記載はこれらに整合している。 

第５１条    非常用ガス処理系 ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

本文五号，添付書類八（5.1原子炉格納施設）他に非常用ガス処理系に係る記載

があり，保安規定記載はこれらに整合している。 

第５２条    原子炉機器冷却水系及び原子炉機器冷却海水系 ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

本文五号，添付書類八（12.3機器冷却水系）他に原子炉機器冷却水系及び原子炉

機器冷却海水系に係る記載があり，保安規定記載はこれらに整合している。 

第５３条    高圧炉心スプレイ機器冷却水系及び高圧炉心 

スプレイ機器冷却海水系（３号炉及び４号炉） 

○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

本文五号，添付書類八（12.3機器冷却水系）他に高圧炉心スプレイ機器冷却水系

及び高圧炉心スプレイ機器冷却海水系に係る記載があり，保安規定記載はこれに

整合している。 

第５４条    使用済燃料貯蔵プールの水位及び水温 ○ 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（6.1燃料取扱及び貯蔵設備）他に燃料プール冷却浄化系に係る記載

があり，保安規定記載はこれらに整合している。 

第５５条    燃料又は制御棒を移動する時の原子炉ウェル 

水位 

○ 

（添付書類十） 

－ 添付書類十の燃料集合体落下時における水中へ放出された放射性無機ヨウ素の水

中での除染係数を確保できる条件として原子炉水位があり，保安規定記載はこれ

に整合している。 

第５６条    中央制御室非常用循環系 ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

本文五号，添付書類八（12.4換気空調系）他に中央制御室非常用換気空調系に係

る記載があり，サーベイランスの実施方法については，実条件性能確認の観点か

ら追加し，保安規定記載はこれらに整合している。 

第５７条    外部電源その１ ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

－ 本文五号，添付書類八（9.4.1送電線）に外部電源に係る記載があるが，設置許

可上，外部電源に期待しておらず，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 
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変更後保安規定目次 
設置許可記載有無 

（○：有り －：無し） 

保安規定変更有無 

（○：有り －：無し） 
設置許可との整合性 

第５８条    外部電源その２ ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

－ 本文五号，添付書類八（9.4.1送電線）に外部電源に係る記載があるが，設置許

可上，外部電源に期待しておらず，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第５９条    非常用ディーゼル発電機その１ ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

本文五号，添付書類八（9.4.7ディーゼル発電機）に非常用ディーゼル発電機に

係る記載があり，保安規定記載はこれらに整合している。 

第６０条    非常用ディーゼル発電機その２ ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

－ 本文五号，添付書類八（9.4.7ディーゼル発電機）に非常用ディーゼル発電機に

係る記載があり，保安規定記載はこれらに整合している。 

第６１条    非常用ディーゼル発電機燃料油等 ○ 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（9.4.7ディーゼル発電機）に非常用ディーゼル発電機の燃料貯蔵に

係る記載があり，保安規定記載はこれに整合している。 

第６２条    直流電源その１ ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

本文五号，添付書類八（9.4.8直流電源設備）に直流電源設備に係る記載があ

り，保安規定記載はこれらに整合している。 

第６３条    直流電源その２ ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

－ 本文五号，添付書類八（9.4.8直流電源設備）に直流電源設備に係る記載があ

り，保安規定記載はこれらに整合している。 

第６４条    所内電源系統その１ ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

－ 本文五号，添付書類八（9.4.5所内高圧系統，9.4.6所内低圧系統）に所内電源系

統に係る記載があり，保安規定記載はこれらに整合している。 

第６５条    所内電源系統その２ ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

－ 同上 

第６６条    原子炉停止中の制御棒１本の引き抜き － － 保安のための手順等に係る内容であり設置許可に記載はなく，設置許可と保安規

定記載に齟齬はない。 

第６７条    単一制御棒駆動機構の取り外し － － 保安のための手順等に係る内容であり設置許可に記載はなく，設置許可と保安規

定記載に齟齬はない。 

第６８条    複数の制御棒引き抜きを伴う検査 － － 保安のための手順等に係る内容であり設置許可に記載はなく，設置許可と保安規

定記載に齟齬はない。 

第６９条    原子炉の昇温を伴う検査 － － 保安のための手順等に係る内容であり設置許可に記載はなく，設置許可と保安規

定記載に齟齬はない。 

第７０条    原子炉モードスイッチの切替を伴う検査 － － 保安のための手順等に係る内容であり設置許可に記載はなく，設置許可と保安規

定記載に齟齬はない。 

第７１条    運転上の制限の確認 － － 設置許可に記載はないが，サーベイランスについては，実条件性能確認の観点で

実施することを追加し，保安規定審査基準改正を反映したものであり，実施方法

について，設置許可記載との整合性の観点で記載を追加している。 

第７２条    運転上の制限を満足しない場合 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第７３条    予防保全を目的とした保全作業を実施する場合 － － 設置許可に記載はないが，保安規定記載については，PRA等を用いた措置の有効

性の検証についての保安規定審査基準改正を反映している。 

第７４条    運転上の制限に関する記録 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 
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変更後保安規定目次 
設置許可記載有無 

（○：有り －：無し） 

保安規定変更有無 

（○：有り －：無し） 
設置許可との整合性 

第４節 異常時の措置    

第７５条    異常発生時の基本的な対応 － ○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第７６条    異常時の措置 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第７７条    異常収束後の措置 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第５章 燃料管理    

第７８条    新燃料の運搬 ○ 

（本文五号,九号） 

（添付書類八,九） 

－ 本文五号,九号，添付書類八（6.1燃料取扱及び貯蔵設備，13.4燃料管理），添付

書類九（2.2管理区域内の管理）に使用する設備，管理区域から物品を持ち出そ

うとする場合の措置に係る記載があり，保安規定記載はこれらに整合している。 

第７９条    新燃料の貯蔵 ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

－ 本文五号，添付書類八（6.1燃料取扱及び貯蔵設備，13.4燃料管理）に使用する

設備に係る記載があり，保安規定記載はこれらに整合している。 

第８０条    燃料の検査 ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

－ 本文五号，添付書類八（6.1燃料取扱及び貯蔵設備，13.4燃料管理）に使用する

設備に係る記載があり，保安規定の記載はこれらに整合している。また，添付書

類八（3.2機械設計）に記載された燃料の健全性に関連して，照射された燃料の

使用期間中における技術基準適合性を確認するための検査を記載している。 

第８１条    燃料の取替実施計画 〇 

（本文十号） 

（添付書類八,十） 

－ 燃料配置を変更する際，本文十号，添付書類八，十に記載される安全評価等の解

析入力値又は制限値を満足することを確認する旨，記載を追加しており，設置許

可記載に整合している。 

第８２条    燃料移動手順 － － 手順の内容は，設置許可に直接の記載はないが，保安規定では燃料移動時の炉心

の未臨界確保のため，燃料移動手順に定めるべき事項を記載しており，添付書類

八（6.1燃料取扱及び貯蔵設備）に記載の未臨界性に関する設計方針と整合して

いる。 

第８３条    燃料移動 ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

－ 本文五号，添付書類八（6.1燃料取扱及び貯蔵設備）に使用する設備に係る記載

があり，保安規定記載はこれらに整合している。 

第８４条    使用済燃料の貯蔵 ○ 

（本文五号） 

（添付書類八） 

－ 本文五号，添付書類八（6.1燃料取扱及び貯蔵設備，13.4燃料管理）に使用する

設備に係る記載があり，保安規定記載はこれらに整合している。 

第８５条    使用済燃料の運搬 ○ 

（本文五号,九号） 

（添付書類八,九） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

本文五号,九号，添付書類八（6.1燃料取扱及び貯蔵設備，13.4燃料管理），添付

書類九（2.2管理区域内の管理）に使用する設備，管理区域から物品を持ち出そ

うとする場合の措置に係る記載があり，保安規定記載はこれらに整合している。 

第６章 放射性廃棄物管理    

第８５条の２  放射性廃棄物管理に係る基本方針 ○ 

（本文九号） 

（添付書類八,九） 

－ 本文九号，添付書類八（14.5放射性廃棄物管理），添付書類九（1.放射線防護に

関する基本方針）に記載があり，保安規定には ALARAの基本方針の条文を新設

し，これと整合している。（保安規定では，第２条（基本方針）で ALARAについて

記載しているが，第６章においても追記。） 
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変更後保安規定目次 
設置許可記載有無 

（○：有り －：無し） 

保安規定変更有無 

（○：有り －：無し） 
設置許可との整合性 

第８６条    放射性固体廃棄物の管理 ○ 

（本文五号,九号） 

（添付書類八,九） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

本文五号,九号，添付書類八（10.3固体廃棄物処理系，14.5放射性廃棄物管理）

及び添付書類九（4.放射性廃棄物処理）に記載があり，保安規定記載はこれらに

整合している。ただし，発電所外における運搬を除く。 

第８６条の２  放射性固体廃棄物の識別管理 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第８６条の２の２ 放射能濃度確認対象物及び放射能濃度の 

確認を受けた物の管理 

－ － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第８６条の３  放射性廃棄物でない廃棄物の管理 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第８６条の４  事故由来放射性物質の降下物の影響確認 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第８７条    放射性液体廃棄物の管理 ○ 

（本文五号,九号） 

（添付書類八,九） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

本文五号,九号，添付書類八（10.2液体廃棄物処理系，14.5放射性廃棄物管理）

及び添付書類九（2.6放射性廃棄物の放出管理，4.3液体廃棄物処理）に記載があ

り，保安規定記載はこれらに整合している。 

第８８条    放射性気体廃棄物の管理 ○ 

（本文五号,九号） 

（添付書類八,九） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

本文五号,九号，添付書類八（10.1気体廃棄物処理系，14.5放射性廃棄物管理）

及び添付書類九（2.6放射性廃棄物の放出管理，4.2気体廃棄物処理）に記載があ

り，保安規定記載はこれらに整合している。 

第８９条    放出管理用計測器の管理 ○ 

（本文五号,九号） 

（添付書類八,九） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

五号,九号，添付書類八（11.2放射線管理設備），添付書類九（2.6放射性廃棄物

の放出管理）他に記載があり，保安規定記載はこれらに整合している。 

第９０条    頻度の定義 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第７章 放射線管理    

第９０条の２  放射線管理に係る基本方針 ○ 

（本文九号） 

（添付書類八,九） 

－ 本文九号，添付書類八（14.6放射線管理），添付書類九（1.放射線防護に関する

基本方針）に記載があり，保安規定には ALARAの基本方針の条文を新設し，これ

と整合している。（保安規定では，第２条（基本方針）で ALARAについて記載して

いるが，第７章においても追記。） 

第９１条    管理区域の設定及び解除 ○ 

（本文九号） 

（添付書類八,九） 

－ 本文九号，添付書類八（14.6放射線管理），添付書類九（1.2具体的方法，2.1管

理区域，保全区域及び周辺監視区域の設定，2.2管理区域内の管理）に記載があ

り，保安規定記載はこれらに整合している。 

第９２条    管理区域内における区域区分 ○ 

（本文九号） 

（添付書類九） 

－ 本文九号，添付書類九（2.2管理区域内の管理）に記載があり，保安規定記載は

これらに整合している。 

第９３条    管理区域内における特別措置 ○ 

（本文九号） 

（添付書類九） 

－ 本文九号，添付書類九（2.2管理区域内の管理）に記載があり，保安規定記載は

これらに整合している。 

第９４条    管理区域への出入管理 ○ 

（本文九号） 

（添付書類八,九） 

－ 本文九号，添付書類八（14.6放射線管理），添付書類九（1.2具体的方法，2.2管

理区域内の管理）に記載があり，保安規定記載はこれらに整合している。 

第９５条    管理区域出入者の遵守事項 ○ 

（本文九号） 

（添付書類八,九） 

－ 本文九号，添付書類八（14.6放射線管理），添付書類九（2.2管理区域内の管理，

2.5個人被ばく管理）に記載があり，保安規定記載はこれらに整合している。 
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変更後保安規定目次 
設置許可記載有無 

（○：有り －：無し） 

保安規定変更有無 

（○：有り －：無し） 
設置許可との整合性 

第９６条    周辺監視区域 ○ 

（本文九号） 

（添付書類八,九） 

－ 本文九号，添付書類八（14.6放射線管理），添付書類九（1.2具体的方法，2.1管

理区域及び周辺監視区域の設定，2.4周辺監視区域内の管理）に記載があり，保

安規定記載はこれらに整合している。なお，保安規定記載は１，２号炉の廃止措

置の進捗を反映している。 

第９７条    放射線業務従事者の線量管理等 ○ 

（本文九号） 

（添付書類八,九） 

－ 本文九号，添付書類八（14.6放射線管理），添付書類九（2.2管理区域内の管理，

2.5個人被ばく管理）に記載があり，保安規定記載は条文に追記することで，こ

れらに整合している。 

第９８条    床，壁等の除染 ○ 

（本文九号） 

（添付書類九） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

本文九号，添付書類九（2.2管理区域内の管理）に記載があり，保安規定記載は

これらに整合している。 

第９９条    外部放射線に係る線量当量率等の測定 ○ 

（本文九号） 

（添付書類八,九） 

－ 本文九号，添付書類八（14.6放射線管理），添付書類九（1.2具体的方法，2.2管

理区域内の管理，3.1空間放射線量等の監視）に記載があり，保安規定記載はこ

れらに整合している。なお，保安規定記載は１，２号炉の廃止措置の進捗を反映

している。 

第９９条の２  平常時の環境放射線モニタリング ○ 

（本文九号） 

（添付書類九） 

－ 本文九号，添付書類九（3.周辺監視区域境界及び周辺地域の放射線監視）に記載

があり，保安規定記載は新規条文を追加することで，これらに整合している。 

第１００条   放射線計測器類の管理 ○ 

（本文五号,九号） 

（添付書類八,九） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更並びに１号炉及び

２号炉の放射線計測器類と共用で確保するエリア放射線モニタの設置個所及び台

数を明確化のみ 

 

本文五号,九号，添付書類八（11.2放射線管理設備），添付書類九（2.2管理区域

内の管理，3.1空間放射線量等の監視）に記載があり，保安規定記載はこれらに

整合している。 

第１０１条   管理区域外等への搬出及び運搬 ○ 

（本文九号） 

（添付書類八,九） 

－ 本文九号，添付書類八（14.6 放射線管理），添付書類九（2.2管理区域内の管

理）に記載があり，保安規定記載はこれらに整合している。 

第１０２条   発電所外への運搬 － － 設置許可に記載はないが，保安規定記載においては，発電所外への運搬時の行為

についての保安規定審査基準との整合を図っている。 

第１０３条   請負会社の放射線防護 〇 

（添付書類九） 

－ 添付書類九（2.2管理区域内の管理，2.5個人被ばく管理）に記載があり，保安規

定記載はこれに整合している。 

第１０４条   頻度の定義 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第８章 保全区域    

第１０５条   保全区域 〇 

（添付書類九） 

－ 添付書類九（2.1管理区域，保全区域及び周辺監視区域の設定）に記載があり，

保安規定記載はこれに整合している。 
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変更後保安規定目次 
設置許可記載有無 

（○：有り －：無し） 

保安規定変更有無 

（○：有り －：無し） 
設置許可との整合性 

第９章 施設管理    

第１０６条   施設管理計画 〇 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（14.7保守管理）に「保安規定に定める定期的な検査，補修及び改造

に関する規定を遵守」と記載があり，保安規定においては，原子力事業者等におけ

る使用前事業者検査，定期事業者検査，保安のための措置等に係る運用ガイドとの

整合を図っている。 

第１０６条の２ 設計管理 ○ 

（本文十一号） 

－ 本文十一号（7.3設計開発）において，設計開発に用いる情報に関する事項が記載

されており，保安規定記載はこれに整合している。 

第１０６条の３ 作業管理 － － 設置許可に記載はないが，保安規定においては，原子力事業者等における使用前事

業者検査，定期事業者検査，保安のための措置等に係る運用ガイドとの整合を図っ

ている。 

第１０６条の４ 使用前事業者検査の実施 ○ 

（本文十一号） 

－ 本文十一号（8.2.4 機器等の検査等）において，使用前事業者検査等に関する事項

が記載されており，保安規定記載はこれに整合している。 

第１０６条の５ 定期事業者検査の実施 ○ 

（本文十一号） 

－ 本文十一号（8.2.4 機器等の検査等）において，使用前事業者検査等に関する事項

が記載されており，保安規定記載はこれに整合している。 

第１０６条の６ 原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価 

及び長期施設管理方針 

〇 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（14.7保守管理）に記載があり，保安規定記載はこれに整合している。 

第１０章 緊急時の措置    

第１節 事前対策    

第１０７条   原子力防災組織 
〇 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（13.8緊急時の措置）に基本的な方針の記載があり，保安規定記載は

これに整合している。 

第１０８条   原子力防災組織の要員 
〇 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（13.8緊急時の措置）に基本的な方針の記載があり，保安規定記載は

これに整合している。 

第１０８条の２ 緊急作業従事者の選定 
〇 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（13.8緊急時の措置）に基本的な方針の記載があり，保安規定記載は

これに整合している。 

第１０９条   原子力防災資機材等 
〇 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（13.8緊急時の措置）に基本的な方針の記載があり，保安規定記載は

これに整合している。 

第１１０条   通報経路 
〇 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（13.8緊急時の措置）に基本的な方針の記載があり，保安規定記載は

これに整合している。 

第１１１条   緊急時演習 
〇 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（13.9教育及び訓練）に基本的な方針の記載があり，保安規定記載は

これに整合している。 

第２節 緊急時における活動    

第１１２条   通  報 
〇 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（13.8緊急時の措置）に基本的な方針の記載があり，保安規定記載は

これに整合している。 

第１１３条   緊急体制の発令 
〇 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（13.8緊急時の措置）に基本的な方針の記載があり，保安規定記載は

これに整合している。 

第１１４条   応急措置 
〇 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（13.8緊急時の措置）に基本的な方針の記載があり，保安規定記載は

これに整合している。 

第１１５条   緊急時における活動 
〇 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（13.8緊急時の措置）に基本的な方針の記載があり，保安規定記載は

これに整合している。 

第１１５条の２ 緊急作業従事者の線量管理等 
〇 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（13.8緊急時の措置）に基本的な方針の記載があり，保安規定記載は

これに整合している。 

第１１６条   緊急体制の解除 
〇 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（13.8緊急時の措置）に基本的な方針の記載があり，保安規定記載は

これに整合している。 
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変更後保安規定目次 
設置許可記載有無 

（○：有り －：無し） 

保安規定変更有無 

（○：有り －：無し） 
設置許可との整合性 

第１１章 保安教育    

第１１７条   所員への保安教育 〇 

（添付書類八） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う不要な保安教育対象者の削除のみ 

 

添付書類八（13.9教育及び訓練）に基本的な方針の記載があり，保安規定記載は

これらに整合している。 

第１１８条   請負会社従業員への保安教育 － ○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う不要な記載の削除及び保安活動の行為者の名

称変更のみ 

 

設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第１２章 記録及び報告    

第１１９条   記  録 〇 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（13.12記録及び報告）に基本的な方針の記載があり，保安規定記載は

これに整合している。 

第１２０条   報  告 〇 

（添付書類八） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

添付書類八（13.12記録及び報告）に基本的な方針の記載があり，保安規定記載は

これに整合している。 

添 付    

添付－１ 原子炉がスクラムした場合の手順（第７６条関連） 〇 

（本文十号） 

（添付書類十） 

－ 本文十号，添付書類十に記載があり，保安規定記載はこれらに整合している。 

添付－２ 管理区域図（第９１条及び第９２条関連） 〇 

（添付書類九） 

－ 添付書類九（2.1管理区域，保全区域及び周辺監視区域の設定）に記載があり，保

安規定記載はこれに整合している。なお，保安規定記載は１，２号炉の廃止措置の

進捗を反映している。 

添付－３ 保全区域図（第１０５条関連） 〇 

（添付書類九） 

－ 添付書類九（2.1管理区域，保全区域及び周辺監視区域の設定）に記載があり，保

安規定記載はこれに整合している。なお，保安規定記載は１，２号炉の廃止措置の

進捗を反映している。 

添付－４ 長期施設管理方針（第１０６条の６関連） 〇 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（14.7保守管理）に記載があり，保安規定記載はこれに整合している。 
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保安規定条文（変更後） 設置許可記載 設置許可との整合性説明 

（保安に関する組織） 

第４条 発電所の保安に関する組織は，図４のとおりとする。 

［中略］ 

［本文］ 

十一 発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の整備に関する事項 

5.5 責任，権限及びコミュニケーション 

5.5.1 責任及び権限 

  社長は，部門及び要員の責任及び権限並びに部門相互間の

業務の手順を定めさせ，関係する要員が責任を持って業務を

遂行できるようにする。 

5.5.2 品質マネジメントシステム管理責任者 

  社長は，品質マネジメントシステムを管理する責任者に，

次に掲げる業務に係る責任及び権限を与える。 

  (1) プロセスが確立され，実施されるとともに，その実効性

が維持されているようにする。 

  (2) 品質マネジメントシステムの運用状況及びその改善の必

要性について社長に報告する。 

  (3) 健全な安全文化を育成し，及び維持することにより，原

子力の安全の確保についての認識が向上するようにする。 

 (4) 関係法令を遵守する。 

5.5.3 管理者 

 (1) 社長は，次に掲げる業務を管理監督する地位にある者（以

下「管理者」という。）に，当該管理者が管理監督する業務

に係る責任及び権限を与える。 

    a. 個別業務のプロセスが確立され，実施されるととも

に，その実効性が維持されているようにする。 

    b. 要員の個別業務等要求事項についての認識が向上す

るようにする。 

     c. 個別業務の実施状況に関する評価を行う。 

     d. 健全な安全文化を育成し，及び維持する。 

     e. 関係法令を遵守する。 

   (2) 管理者は，(1)の責任及び権限の範囲において，原子力の

安全のためのリーダーシップを発揮し，次に掲げる事項を

確実に実施する。 

・本文十一号（5.5 責任，権限及びコミュニ

ケーション）において，組織の責任及び権

限を明確化する旨の記載がある。 

保安規定条文（変更後）の第４条（保安に関

する組織）及び第５条（保安に関する職務）

の記載は，組織改定後の発電所の組織に合

わせて規定（変更）しており，本文十一号と

整合している。 

 

 

別冊⑤－１ 
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保安規定条文（変更後） 設置許可記載 設置許可との整合性説明 

（保安に関する職務） 

第５条 職務については，以下に定める保安に関する職務のほか，会社規程である組織管

理規程に従って行う。 

２，３ ［略］ 

４ 保安に関する職務のうち，発電所組織の職務は次のとおり。 

(1) ［略］ 

(2) 総括・品質保証部長は，総括管理課長，品質保証グループ長及び検査管理課長の

所管する業務を統括する。 

(3)～(7) ［略］ 

(8) 運営基盤部長は，防災課長，核物質防護課長，放射線管理課長及びデジタル技術

課長の所管する業務を統括する。 

(9)～(11) ［略］ 

(12) デジタル技術課長は，原子炉施設の計算機システムの施設管理（電気保修課長が

所管する業務を除く。）に関する業務を行う。 

(13) 発電部長は，運転管理課長，施設保安課長，廃棄物管理課長及び発電指令課長の所

管する業務を統括する。 

(14) 運転管理課長は，原子炉施設の運転の総括（施設保安課長が所管する業務を除く。）

及び化学管理に関する業務を行う。 

(15) 施設保安課長は，原子炉施設の保全作業における発電の運営及び工程管理に関す

る業務を行う。 

(16) 廃棄物管理課長は，放射性固体廃棄物の管理，放射性液体廃棄物の管理及び放

射性気体廃棄物の管理に関する業務を行う。 

(17) ［略］ 

(18) エンジニアリング部長は，安全・系統管理課長，共通設計課長，設計調達課長

及び原子燃料課長の所管する業務を統括する。 

(19) 安全・系統管理課長は，原子力安全管理の総括，プラント技術の総括及び原子

炉施設の施設管理の総括（保修管理課長が所管する業務を除く。）に関する業務

を行う。 

(20) 共通設計課長は，原子炉施設の施設管理のうち，火災，溢水，自然現象に関す

る防護設計及び高経年化技術評価の総括に関する業務を行う。 

(21) 設計調達課長は，原子炉施設の施設管理のうち，設計管理及び調達管理に関す

る業務（土木課長及び建築課長が所管する業務を除く。）を行う。 

(22) 原子燃料課長は，燃料管理及び炉心管理に関する業務を行う。 

    

 a. 品質目標を設定し，その目標の達成状況を確認するた

め，業務の実施状況を監視測定する。 

 b. 要員が，原子力の安全に対する意識を向上し，かつ，

原子力の安全への取組を積極的に行えるようにする。 

c. 原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を，

関係する要員に確実に伝達する。 

d. 常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を要員に定着さ

せるとともに，要員が，積極的に原子炉施設の保安に関

する問題の報告を行えるようにする。 

e. 要員が，積極的に業務の改善に対する貢献を行えるよ

うにする。 

  (3) 管理者は，管理監督する業務に関する自己評価を，あらか

じめ定められた間隔で行う。 

5.5.4 組織の内部の情報の伝達 

    社長は，保安に関する組織の内部の情報が適切に伝達される

仕組みが確立されているようにするとともに，品質マネジメン

トシステムの実効性に関する情報が確実に伝達されるように

する。 

 

 

［添付書類］ 

添付書類五 

－（記載なし。※１） 

 

※１：添付書類五において，組織に関する記載はあるが，当該の

設置変更許可時点の記載となっているため，「記載なし。」

としている。 

 

添付書類八 

－（記載なし。※２） 

 

※２：添付書類八において，保安管理体制に関する記載はある

が，当該の設置変更許可時点の記載となっているため，「記

載なし。」としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・添付書類五に記載はなく，保安規定条文（変

更後）の第４条（保安に関する組織）及び第

５条（保安に関する職務）の記載は，添付書

類五と齟齬はない。 

 

 

 

・添付書類八に記載はなく，保安規定条文（変

更後）の第４条（保安に関する組織）の記載

は，添付書類八と齟齬はない。 
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保安規定条文（変更後） 設置許可記載 設置許可との整合性説明 

 

(23) 保修部長は，保修管理課長，機械保修課長及び電気保修課長の所管する業務を

統括する。 

(24) 保修管理課長は，原子炉施設の施設管理のうち，機械設備，電気関係設備及び

計測関係設備の保全の総括に関する業務を行う。 

(25) 機械保修課長は，原子炉施設の施設管理のうち，機械設備の保全の実施（設計

調達課長が所管する業務を除く。）及び保全の結果の確認・評価に関する業務を

行う。 

(26) 電気保修課長は，原子炉施設の施設管理のうち，電気関係設備及び計測関係設

備の保全の実施（設計調達課長が所管する業務を除く。）並びに保全の結果の確

認・評価に関する業務を行う。 

(27) ～(31) ［略］ 

(32) 第４項(3)から(29)の課長及びグループ長（以下「課長」という。），廃止措

置計画課長，廃止措置工事課長並びに原子力研修センター所長（以下「部署の

長」という。）は，組織管理規程に定める業務分掌に基づき緊急時の措置，保安

教育並びに記録及び報告を行う。 

(33)，(34) ［略］ 
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変更後保安規定目次 
設置許可記載有無 

（○：有り －：無し） 

保安規定変更有無 

（○：有り －：無し） 
設置許可との整合性 

第１章 総 則    

第１条     目  的 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第２条     基本方針 ○ 

（本文十一号） 

－ 保安規定に係る基本方針であり，基本方針の内容である「保安活動は，…適切な

品質保証活動に基づき実施する。」は，本文十一号に記載されるため，保安規定記

載は整合している。 

第２条の２   関係法令及び保安規定の遵守 ○ 

（本文十一号） 

－ 社長が法令等を確実に遵守するための取り組みについて，本文十一号（5.1経営

責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ）において規定しており，保安規

定記載はこれに整合している。 

第２章 品質マネジメントシステム    

第３条     品質マネジメントシステム計画 ○ 

（本文十一号） 

－ 本文十一号において，品質マネジメントシステム計画について記載されており，

保安規定記載はこれに整合している。 

第３章 保安管理体制    

第４条     保安に関する組織 ○ 

（本文十一号） 

○ 浜岡原子力発電所の組織改定に伴う変更（発電所の保安に関する組織の変更） 

 

本文十一号（5.5責任，権限及びコミュニケーション）において，組織の責任と

権限を明確化する旨記載されており，保安規定記載はこれに整合している。 

添付書類五，八に記載はなく，添付書類五，八と保安規定記載に齟齬はない。 

【別冊⑤－２ p.1～3参照】 

第５条     保安に関する職務 ○ 

（本文十一号） 

○ 浜岡原子力発電所の組織改定に伴う変更（発電所組織の保安に関する職務の変

更）及び記載の適正化（「所掌業務」を「業務分掌」に修正） 

 

本文十一号（5.5責任，権限及びコミュニケーション）において，組織の責任と

権限を明確化する旨記載されており，保安規定記載はこれに整合している。 

添付書類五に記載はなく，添付書類五と保安規定記載に齟齬はない。 

【別冊⑤－２ p.1～3参照】 

第６条     原子力発電保安審議会 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第７条     原子力発電所保安運営審議会 ○ 

（添付書類八） 

○※ ※第５条第４項の号番号の変更に伴う対応する第４項の号番号のみの変更 

 

添付書類八（16.2保安管理体制）に原子力発電所保安運営審議会を設置する旨の

記載があり，保安規定記載はこれらに整合している。 

第８条     廃止措置主任者の選任 ○ 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（16.2保安管理体制）に廃止措置主任者の選任について記載があり，

保安規定記載はこれらに整合している。 

第９条     廃止措置主任者の職務等 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

  

資料⑤－２ 

 



浜岡原子力発電所 原子炉施設保安規定（第２編） 設置許可記載有無／保安規定変更有無等整理 

2 

変更後保安規定目次 
設置許可記載有無 

（○：有り －：無し） 

保安規定変更有無 

（○：有り －：無し） 
設置許可との整合性 

第４章 廃止措置管理    

第１節 原子炉の運転停止に関する恒久的な措置    

第１０条    発電用原子炉の運転停止に関する恒久的な措置 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第２節 廃止措置管理    

第１１条    解体撤去工事等 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第１２条    対象施設・設備等の供用終了確認 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第１３条    汚染状況の調査及び評価 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第１４条    安全貯蔵措置 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第１５条    工事の計画及び実施 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第１５条の２  不燃性雑固体廃棄物の保管区域の設定 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第１５条の３  管理区域内の解体撤去物等の区分 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第１６条    工事完了の報告 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第１７条    廃止措置のために導入する装置 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第３節 施設運用管理    

第１９条    施設運用管理業務 ○ 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（16.3運転管理）に運転管理業務について，異常時の措置の遵守，機

器の性能及び状態の把握及び運転手順書の整備の記載があり，保安規定記載はこ

れに整合している。 

第２０条    巡 視 ○ 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（16.3運転管理）に原子炉施設の運転管理は，機器の性能及び状態を

正しく把握した上で行う旨の記載があり，保安規定記載はこれに整合している。 

第２１条    手順書の作成 ○ 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（16.3運転管理）に運転管理業務について，異常時の措置の遵守，機

器の性能及び状態の把握，運転手順書の整備等の記載があり，保安規定はこれら

について手順書を作成することを記載しており，整合している。 

第２３条    地震又は火災等発生時の対応 ○ 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（16.8緊急時の措置）に緊急時の措置として，地震・火災・その他原

因による相当な規模の災害に対する対応の記載があり，保安規定記載はこれに整

合している。 

第４節 異常時の措置    

第３５条    異常発生時の基本的な対応 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 
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変更後保安規定目次 
設置許可記載有無 

（○：有り －：無し） 

保安規定変更有無 

（○：有り －：無し） 
設置許可との整合性 

第６章 放射性廃棄物管理    

第３９条    放射性廃棄物管理に係る基本方針 ○ 

（本文九号） 

（添付書類八，九） 

－ 本文九号，添付書類八（16.5放射性廃棄物管理），添付書類九（4.放射性廃棄物

処理）に記載があり，保安規定には ALARAの基本方針の条文を新設し，保安規定

記載はこれと整合している。（保安規定では，第２条（基本方針）で ALARAについ

て記載しているが，第６章においても追記。） 

第４０条    放射性固体廃棄物の管理  ○ 

（本文五号，九号） 

（添付書類八，九） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

本文五号，本文九号，添付書類八（10.3固体廃棄物処理系、16.5放射性廃棄物管

理）及び添付書類九（4.4固体廃棄物処理）に記載があり，保安規定記載はこれ

らに整合している。ただし，発電所外における運搬を除く。 

第４０条の２  輸入廃棄物の確認 ○ 

（本文八号） 

－ 本文八号に記載があり，保安規定記載はこれに整合している。 

第４１条    放射性固体廃棄物の識別管理 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第４１条の２  放射性物質として扱う必要のないものと推定さ 

        れるものの管理 

－ － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第４１条の２の２ 放射能濃度確認対象物の管理 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第４１条の３  放射性廃棄物でない廃棄物の管理 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第４１条の４   事故由来放射性物質の降下物の影響確認 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第４２条    放射性液体廃棄物の管理 ○ 

（本文五号，九号） 

（添付書類八，九） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

本文五号，本文九号，添付書類八（10.2液体廃棄物処理設備、16.5放射性廃棄物

管理）及び添付書類九（4.3液体廃棄物処理，4.3.2放出管理）に記載があり，保

安規定記載はこれらに整合している。 

第４３条    放射性気体廃棄物の管理 ○ 

（本文五号，九号） 

（添付書類八，九） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更及び運転管理課長

から発電指令課長への周知事項の追加のみ 

 

本文五号，本文九号，添付書類八（10.1気体廃棄物処理施設、16.5放射性廃棄物

管理）及び添付書類九（4.2気体廃棄物処理，4.2.3放出管理）に記載があり，保

安規定記載はこれらに整合している。 

第４４条    放出管理用計測器の管理 ○ 

（本文五号，九号） 

（添付書類八，九） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

本文五号，本文九号，添付書類八（11.2放射線管理施設）及び添付書類九（7.5

放射線計測器の保守）に記載があり，保安規定記載はこれらに整合している。 

第４５条    頻度の定義 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第７章 放射線管理    

第４５条の２  放射線管理に係る基本方針 ○ 

（本文九号） 

（添付書類八，九） 

－ 本文九号，添付書類八（16.6放射線管理）及び添付書類九（8.従業員被ばく管

理）に記載があり，保安規定には ALARAの基本方針の条文を新設し，これと整合

している。（保安規定では，第２条（基本方針）で ALARAについて記載している

が，第７章においても追記。） 

第４６条    管理区域の設定及び解除 ○ 

（本文九号） 

（添付書類八，九） 

－ 本文九号，添付書類八（16.6放射線管理）及び添付書類九（3.放射線管理区域と

周辺監視区域）に記載があり，保安規定記載はこれらに整合している。 
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変更後保安規定目次 
設置許可記載有無 

（○：有り －：無し） 

保安規定変更有無 

（○：有り －：無し） 
設置許可との整合性 

第４７条    管理区域内における区域区分 ○ 

（本文九号） 

（添付書類九） 

－ 本文九号，添付書類九（3.放射線管理区域と周辺監視区域）に記載があり，保安

規定記載はこれらに整合している。 

第４８条    管理区域内における特別措置 ○ 

（本文九号） 

（添付書類九） 

－ 本文九号，添付書類九（3.放射線管理区域と周辺監視区域）に記載があり，保安

規定記載はこれらに整合している。 

第４９条     管理区域への出入管理 ○ 

（本文九号） 

（添付書類八，九） 

－ 本文九号，添付書類八（16.6放射線管理）及び添付書類九（3.放射線管理区域と

周辺監視区域，8.3管理区域への出入管理）に記載があり，保安規定記載はこれ

らに整合している。 

第５０条     管理区域出入者の遵守事項 ○ 

（本文九号） 

（添付書類八，九） 

－ 本文九号，添付書類八（16.6放射線管理）及び添付書類九（3.放射線管理区域と

周辺監視区域，8.3管理区域への出入管理）に記載があり，保安規定記載はこれ

らに整合している。 

第５１条     周辺監視区域 ○ 

（本文九号） 

（添付書類八，九） 

－ 本文九号，添付書類八（16.6放射線管理）及び添付書類九（3.放射線管理区域と

周辺監視区域）に記載があり，保安規定記載はこれらに整合している。なお，保

安規定記載は１，２号炉の廃止措置の進捗を反映している。 

第５２条     放射線業務従事者の線量管理等 ○ 

（本文九号） 

（添付書類八，九） 

－ 本文九号，添付書類八（16.6放射線管理），添付書類九（8.従業員被ばく管理）

に記載があり，保安規定記載は条文に追記することで，これらに整合している。 

第５３条     床，壁等の除染 ○ 

（本文九号） 

（添付書類九） 

－ 本文九号，添付書類九（3.放射線管理区域と周辺監視区域）に記載があり，保安

規定記載はこれらに整合している。 

第５４条     外部放射線に係る線量当量率等の測定 ○ 

（本文九号） 

（添付書類八，九） 

－ 本文九号，添付書類八（16.6放射線管理）及び添付書類九（3.放射線管理区域と

周辺監視区域，7.3発電所外に関連する放射能監視）に記載があり，保安規定記

載はこれらに整合している。なお，保安規定記載は１，２号炉の廃止措置の進捗

を反映している。 

第５４条の２   平常時の環境放射線モニタリング ○ 

（本文九号） 

（添付書類九） 

－ 本文九号，添付書類九（3.放射線管理区域と周辺監視区域）に記載があり，保安

規定記載は新規条文を追加することで，これらに整合している。 

第５５条    放射線計測器類の管理 ○ 

（本文五号，九号） 

（添付書類八，九） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安活動の行為者の変更のみ 

 

本文五号，本文九号，添付書類八（11.2放射線管理施設）及び添付書類九（7.5

放射線計測器の保守）に記載があり，保安規定記載はこれらに整合している。 

第５６条    管理区域外等への搬出及び運搬 ○ 

（本文九号） 

（添付書類八，九） 

－ 本文九号，添付書類八（16.6放射線管理）及び添付書類九（9.物品の出入管理）

に記載があり，保安規定記載はこれらに整合している。 

 

 

 

 

 

 

 



浜岡原子力発電所 原子炉施設保安規定（第２編） 設置許可記載有無／保安規定変更有無等整理 

5 

変更後保安規定目次 
設置許可記載有無 

（○：有り －：無し） 

保安規定変更有無 

（○：有り －：無し） 
設置許可との整合性 

第５７条     発電所外への運搬 － － 設置許可に記載はないが，保安規定記載においては，発電所外への運搬時の行為

についての保安規定審査基準との整合を図っている。 

第５８条    請負会社の放射線防護 ○ 

（添付書類九） 

－ 添付書類九（3.放射線管理区域と周辺監視区域，8.従業員被ばく管理）に記載が

あり，保安規定記載はこれに整合している。 

第５９条    頻度の定義 － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第９章 施設管理    

第６１条    施設管理計画 ○ 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（16.7保守）に「保安規定に定める定期的な検査、補修及び改造に関

する規定を遵守」と記載があり，保安規定においては，原子力事業者等における

使用前事業者検査，定期事業者検査，保安のための措置等に係る運用ガイドとの

整合を図っている。 

第６１条の２  設計管理 ○ 

（本文十一号） 

－ 本文十一号（7.3設計開発）において，設計開発に用いる情報に関する事項が記

載されており，保安規定記載はこれに整合している。 

第６１条の３  作業管理 － － 設置許可に記載はないが，保安規定においては，原子力事業者等における使用前

事業者検査，定期事業者検査，保安のための措置等に係る運用ガイドとの整合を

図っている。 

第６１条の４  使用前事業者検査の実施 ○ 

（本文十一号） 

－ 本文十一号（8.2.4 機器等の検査等）において，使用前事業者検査等に関する事

項が記載されており，保安規定記載はこれに整合している。 

第６１条の５  定期事業者検査の実施 ○ 

（本文十一号） 

－ 本文十一号（8.2.4 機器等の検査等）において，使用前事業者検査等に関する事

項が記載されており，保安規定記載はこれに整合している。 

第６２条    性能維持施設の維持管理 ○ 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（16.7保守）に「保安規定に定める定期的な検査、補修及び改造に関

する規定を遵守」と記載があり，保安規定においては，原子力事業者等における

使用前事業者検査，定期事業者検査，保安のための措置等に係る運用ガイドとの

整合を図っている。 

第１０章 緊急時の措置    

第１節 事前対策    

第６３条    原子力防災組織 
○ 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（16.8緊急時の措置）に基本的な方針の記載があり，保安規定記載は

これに整合している。 

第６４条    原子力防災組織の要員 
○ 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（16.8緊急時の措置）に基本的な方針の記載があり，保安規定記載は

これに整合している。 

第６４条の２  緊急作業従事者の選定 
○ 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（16.8緊急時の措置）に基本的な方針の記載があり，保安規定記載は

これに整合している。 

第６５条    原子力防災資機材等 
○ 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（16.8緊急時の措置）に基本的な方針の記載があり，保安規定記載は

これに整合している。 

第６６条    通報経路 
○ 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（16.8緊急時の措置）に基本的な方針の記載があり，保安規定記載は

これに整合している。 
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変更後保安規定目次 
設置許可記載有無 

（○：有り －：無し） 

保安規定変更有無 

（○：有り －：無し） 
設置許可との整合性 

第６７条    緊急時演習 
○ 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（16.9教育及び訓練）に基本的な方針の記載があり，保安規定記載は

これに整合している。 

第２節 緊急事態における活動    

第６８条    通報 
○ 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（16.8緊急時の措置）に基本的な方針の記載があり，保安規定記載は

これに整合している。 

第６９条    緊急体制の発令 
○ 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（16.8緊急時の措置）に基本的な方針の記載があり，保安規定記載は

これに整合している。 

第７０条    応急措置 
○ 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（16.8緊急時の措置）に基本的な方針の記載があり，保安規定記載は

これに整合している。 

第７１条    緊急時における活動 
○ 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（16.8緊急時の措置）に基本的な方針の記載があり，保安規定記載は

これに整合している。 

第７１条の２  緊急作業従事者の線量管理等 
○ 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（16.8緊急時の措置）に基本的な方針の記載があり，保安規定記載は

これに整合している。 

第７２条    緊急体制の解除 
○ 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（16.8緊急時の措置）に基本的な方針の記載があり，保安規定記載は

これに整合している。 

第１１章 保安教育    

第７３条    所員への保安教育 ○ 

（添付書類八） 

○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う保安教育の対象者の変更のみ（廃棄物管理

課副長及び廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設の業務に関わる者の削

除、発電指令課長、副長、運転員Ａ及び運転員Ｂの追加） 

 

添付書類八（16.9教育及び訓練）に基本的な方針の記載があり，保安規定記載は

これらに整合している。 

第７４条    請負会社従業員への保安教育 － ○※ ※浜岡原子力発電所の組織改定に伴う不要な記載の削除及び保安活動の行為者の

変更のみ 

 

設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第１２章 記録及び報告    

第７５条    記録 ○ 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（16.12記録及び報告）に基本的な方針の記載があり，保安規定記載

はこれに整合している。 

第７６条    報告 ○ 

（添付書類八） 

－ 添付書類八（16.12記録及び報告）に基本的な方針の記載があり，保安規定記載

はこれに整合している。 

添 付    

添付－１   保管区域図（第１５条の２関連） － － 設置許可に記載はなく，設置許可と保安規定の記載に齟齬はない。 

添付－２   管理区域図（第４６条及び第４７条関連） ○ 

（添付書類九） 

－ 添付書類九（3.放射線管理区域と周辺監視区域）に記載があり，保安規定記載は

これに整合している。なお，保安規定記載は１，２号炉の廃止措置の進捗を反映

している。 
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保安規定条文（変更後） 設置許可記載 設置許可との整合性説明 

（保安に関する組織） 

第４条 発電所の保安に関する組織は，図４のとおりとする。 

［中略］ 

（発電所）  
  
 

総括・品質 

保証部長 

  
総括管理課長     

    
品質保証グループ長     

    
検査管理課長     

      
                          

総 務 部 長 
  

経理課長     
      
  

運 営 基 盤  

部 長 

  
防災課長     

    
核物質防護課長    

    
放射線管理課長    

廃止措置主任者 
   

デジタル技術課長    
        

※２ 
 

発 電 所 長  
    

発 電 部 長  

  
運転管理課長       

      
施設保安課長      

原子力発電所保安運営審議会  
   

廃棄物管理課長    
    

発電指令課長     
      
  

エンジニア 

リング部長 

  
安全・系統管理課長     

    
共通設計課長     

    
設計調達課長     

    
原子燃料課長     

      
     

保修管理課長   

保 修 部 長 

  
    

機械保修課長     
    

電気保修課長      
      
  

土 木 建 築  

部 長 

  
土木課長     

    
建築課長     

      
  

廃 止 措 置  

部 長  

  
廃止措置計画課長     

    廃止措置工事課長     
      
  原子力研修センター所長   
      

図４(2) 保安に関する組織（浜岡原子力総合事務所及び発電所） 

［本文］ 

十一 発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の整備に関する事項 

5.5 責任，権限及びコミュニケーション 

5.5.1 責任及び権限 

  社長は，部門及び要員の責任及び権限並びに部門相互間の

業務の手順を定めさせ，関係する要員が責任を持って業務を

遂行できるようにする。 

5.5.2 品質マネジメントシステム管理責任者 

  社長は，品質マネジメントシステムを管理する責任者に，

次に掲げる業務に係る責任及び権限を与える。 

(1) プロセスが確立され，実施されるとともに，その実効性が

維持されているようにする。 

(2) 品質マネジメントシステムの運用状況及びその改善の必要

性について社長に報告する。 

(3) 健全な安全文化を育成し，及び維持することにより，原子

力の安全の確保についての認識が向上するようにする。 

(4) 関係法令を遵守する。 

5.5.3 管理者 

(1) 社長は，次に掲げる業務を管理監督する地位にある者（以

下「管理者」という。）に，当該管理者が管理監督する業務

に係る責任及び権限を与える。 

a. 個別業務のプロセスが確立され，実施されるとともに，

その実効性が維持されているようにする。 

b. 要員の個別業務等要求事項についての認識が向上する

ようにする。 

c. 個別業務の実施状況に関する評価を行う。 

d. 健全な安全文化を育成し，及び維持する。 

e. 関係法令を遵守する。 

(2) 管理者は，(1)の責任及び権限の範囲において，原子力の安

全のためのリーダーシップを発揮し，次に掲げる事項を確

実に実施する。 

a. 品質目標を設定し，その目標の達成状況を確認するた

め，業務の実施状況を監視測定する。 

b. 要員が，原子力の安全に対する意識を向上し，かつ，原

子力の安全への取組を積極的に行えるようにする。 

 

・本文十一号（5.5責任，権限及びコ

ミュニケーション）において，組織

の責任及び権限を明確化する旨の

記載がある。 

保安規定条文（変更後）の第４条

（保安に関する組織）及び第５条

（保安に関する職務）の記載は，組

織改定後の発電所の組織に合わせ

て規定（変更）しており，本文十一

号と整合している。 

 

別冊⑤－２ 
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保安規定条文（変更後） 設置許可記載 設置許可との整合性説明 

（保安に関する職務） 

第５条 廃止措置に関する職務については，以下に定める保安に関する職務のほか，会社規程であ

る組織管理規程に従って行う。 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ 保安に関する職務のうち，発電所組織の職務は次のとおり。 

(1) 発電所長（以下「所長」という。）は，保安に関する業務を統括する。 

(2) 総括・品質保証部長は，総括管理課長，品質保証グループ長及び検査管理課長の所管す

る業務を統括する。 

(3) 総括管理課長は，緊急事態発生時の対応及び運営の総括に関する業務を行う。 

(4) 品質保証グループ長は，品質保証活動の総括に関する業務を行う。 

(5) 検査管理課長は，保安管理及び使用前事業者検査等の総括に関する業務を行う。 

(6）廃止措置部長は，原子炉施設の廃止措置に係る計画及び管理に関する業務の統括責任

者として業務を行うとともに，廃止措置計画課長及び廃止措置工事課長の所管する業

務を統括する。 

(7) 廃止措置計画課長は，原子炉施設の廃止措置に係る計画の策定に関する業務を行う。  

(8) 廃止措置工事課長は，原子炉施設の廃止措置に係る工事管理に関する業務，施設運

用管理の総括に関する業務及び施設管理に関する業務（土木課長及び建築課長が所管

する業務を除く。）を行う。  

(9) 総務部長は，経理課長の所管する業務を統括する。 

(10）経理課長は，廃止措置に係る調達に関する業務を行う。 

(11）運営基盤部長は，防災課長，核物質防護課長，放射線管理課長及びデジタル技術課長

の所管する業務を統括する。 

(12）防災課長は，原子力防災対策及び防火管理に関する業務を行う。 

(13）核物質防護課長は，周辺監視区域の管理及び管理区域への立入許可に関する業務を行

う。 

(14）放射線管理課長は，放射線管理（管理区域への立入許可に関する業務を除く。）に関

する業務を行う。 

(15）デジタル技術課長は，原子炉施設の計算機システムの施設管理に関する業務を行う。 

(16）発電部長は，運転管理課長，施設保安課長，廃棄物管理課長及び発電指令課長の所管

する業務を統括する。 

 

c. 原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を，

関係する要員に確実に伝達する。 

d. 常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を要員に定着さ

せるとともに，要員が，積極的に原子炉施設の保安に関

する問題の報告を行えるようにする。 

e. 要員が，積極的に業務の改善に対する貢献を行えるよ

うにする。 

(3) 管理者は，管理監督する業務に関する自己評価を，あらか

じめ定められた間隔で行う。 

5.5.4 組織の内部の情報の伝達 

    社長は，保安に関する組織の内部の情報が適切に伝達される

仕組みが確立されているようにするとともに，品質マネジメン

トシステムの実効性に関する情報が確実に伝達されるように

する。 

 

 

［添付書類］ 

添付書類五 

－（記載なし。※１） 

 

※１：添付書類五において，組織に関する記載はあるが，当該の

設置変更許可時点の記載となっているため，「記載なし。」

としている。 

 

添付書類八 

－（記載なし。※２） 

 

※２：添付書類八において，保安管理体制に関する記載はあるが，

当該の設置変更許可時点の記載となっているため，「記載

なし。」としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・添付書類五に記載はなく，保安規定

条文（変更後）の第４条（保安に関

する組織）及び第５条（保安に関す

る職務）の記載は，添付書類五と齟

齬はない。 

 

 

・添付書類八に記載はなく，保安規定

条文（変更後）の第４条（保安に関

する組織）の記載は，添付書類八と

齟齬はない。 
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保安規定条文（変更後） 設置許可記載 設置許可との整合性説明 

(17）運転管理課長は，原子炉施設のうち，廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設

の運転の総括及び化学管理に関する業務を行う。 

(18）廃棄物管理課長は，放射性固体廃棄物の管理，放射性液体廃棄物の管理及び放射性気

体廃棄物の管理に関する業務を行う。 

(19）発電指令課長は，原子炉施設のうち，廃棄物減容処理装置建屋に設置された共用施設

の運転に関する当直業務を行う。 

(20）エンジニアリング部長は，安全・系統管理課長，共通設計課長，設計調達課長及び原

子燃料課長の所管する業務を統括する。 

(21) 安全・系統管理課長は，原子力安全管理の総括及びプラント技術の総括に関する業務

を行う。 

(22) 原子燃料課長は，放射性固体廃棄物の運搬に関する業務を行う。 

(23) 保修部長は，保修管理課長，機械保修課長及び電気保修課長の所管する業務を統括す

る。 

(24）電気保修課長は，放射線計測器類の管理（放射線管理課長，廃棄物管理課長及び廃止

措置工事課長が所管する業務を除く。）に関する業務を行う。 

(25) 土木建築部長は，土木課長及び建築課長の所管する業務を統括する。 

(26) 土木課長は，原子炉施設のうち，土木関係設備の施設管理に関する業務を行う。 

(27) 建築課長は，原子炉施設のうち，建築関係設備の施設管理に関する業務を行う。 

(28) 原子力研修センター所長は，所員の保安教育の実施計画及び報告に関する業務を行う。 

(29) 第４項(3)から(27)の課長及びグループ長（以下「課長」という。），施設保安課長，

共通設計課長，設計調達課長，保修管理課長，機械保修課長並びに原子力研修センター所

長（以下「部署の長」という。）は，組織管理規程に定める業務分掌に基づき緊急時の措

置，保安教育並びに記録及び報告を行う。 

(30) 各職位は，第３条 8.2.4で要求される検査の独立性を確保するために必要な場合は，

本項の職務の内容によらず，他の課長の所管する検査に関する業務を実施することがで

きる。 

(31) 各部署の長は，第４項に定める業務の遂行にあたって，グループ員，課員（当直員

を含む。）又は原子力研修センター員（以下「グループ員」という。）を指示・指導し，

所管する業務を遂行する。また，グループ員は，各部署の長の指示・指導に従い，業務

を遂行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


