
１．件名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の廃棄物埋設施

設保安規定の変更認可申請に関する原子力科学研究所とのヒアリング 

２．日時：令和４年７月２５日（月）１３時３０分～１４時１０分 

３．場所：原子力規制庁 １０階南会議室（ TV 会議により実施） 

４．出席者 

（１）原子力規制庁 

原子力規制部 研究炉等審査部門 

加藤上席安全審査官、島村主任安全審査官、望月安全審査専門職、 

立元管理官補佐 

（２）国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所 課長 他３名 

安全・核セキュリティ統括本部 安全管理部 技術副主幹 他 1名 

５．自動文字起こし結果 

別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

６．その他 

提出資料 

資料１：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所廃棄物埋設施

設保安規定 新旧対照表 

資料２：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所廃棄物埋設施

設保安規定と廃棄物埋設変更許可申請書との整理表 

資料３：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所廃棄物埋設施

設保安規定と審査基準との整理表 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:01 はい、それでは規制庁島村です。 

0:00:04 それではこれから廃棄物、原科研の廃棄物埋設施設のヒアリングを始め

たいと思います。 

0:00:14 本日、資料ご用意 

0:00:16 していただいてますので、資料のご説明をお願いします。 

0:00:26 あれ、こちら原科研フクシマです。 

0:00:29 本日は、次回のなかなかこのような時間作っていただきありがとうござ

います。 

0:00:34 それでは早速ですけども、埋設。 

0:00:37 施設の保安規定変更認可申請、再補正についてないように、説明をさせ

ていただきたいと思います。 

0:00:44 まず初めに本日の出席者ですけども、 

0:00:47 バックエンド技術部からイシモリ、 

0:00:51 タナカ、 

0:00:53 保安管理部より、 

0:00:55 網下は、 

0:00:57 フクシマが参加しております。どうぞよろしくお願いいたします。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:01:02 画面共有で資料のほうを準備しますので少々お待ちください。 

0:01:13 導入されておりますでしょうか。そうか。はい。大丈夫です。 

0:01:19 それでは担当の最寄り者より説明しますのでよろしくお願いいたしま

す。 

0:01:31 バックエンドの田中です。それではこの資料に基づきまして原子力科学

研究所廃棄物埋設施設保安規定の変更に関してご説明させていただきま

す。 

0:01:43 今回補正でさ、させていただいた内容を中心に説明させていただきま

す。 

0:01:50 次に、次のページで 1 ページ目になります。 

0:01:54 今までですね、今までの申請では 7 ポツ 4 調達というところの、その下

の文書として下、 

0:02:04 バックエンド技術部長が定める調達管理要領のところを、原子力艦研究

所長という形で、宇都紫陽と同じ土地原価管理という形で、 

0:02:18 所長の方に変更させていただきました。 

0:02:21 しかしながらですねその下に書いてあります 7 ポツ 4 ポツ 1 の調達プロ

セスのところにございますが、こちらの方で、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:02:32 文科系の運用している容量と今回、ロ、 

0:02:37 運用と記載の方がそごがございましたので、そちらの方を今回補正で申

請させていただきたいと思います。 

0:02:45 まず両括弧 1 のところの行為者のところでございますが、今までバック

エンド技術部長という形で部長のみがさしていただいたところになりま

すが、そちらに関しては、 

0:02:57 鳥羽元ＣＥＯの方で先行的に運用しておりますグレー。 

0:03:04 グレードによる管理方法の 

0:03:07 区分けですね区分けの方を実施いたしますので、バックエンド技術部

長、及び放射性廃棄物管理技術課長という形で、部長課長という形にさ

せていただきたいと思います。 

0:03:20 こちらと同じ変更が、両括弧 2、 

0:03:24 両括弧 3、 

0:03:25 次のページになります両括弧 5 に関しても同様に 

0:03:31 ワーキング技術部長及び放射性廃棄物管理技術課長という形でを変更さ

せていただきたいと思います。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:03:39 ちょっと 1 ページ戻りまして両括弧 4 に関してなんですが、こちらに関

しては調達管理要領の 

0:03:50 の硝アン管理部署ですね、管理部署が記載しているところがございます

ので、バックエンド技術部から原子力科学研究所の方に変更させていた

だきます。 

0:04:02 両括弧 6、次のページの（6）ですが、こちらに関しても要領の制定のと

ころになりますので、こちらが和気の技術部長の方から徒歩 

0:04:15 原子力科学研究所所長の方に変更するとともに、 

0:04:19 3、3 行目に書いてあります、所管部署のところバックエンド技術部か

ら、 

0:04:24 減少科学研究所の方に変更したいと思います。 

0:04:28 その下にあります、7 ポツ 4 ポツに、量、 

0:04:33 調達要求事項と 7 ポツ 4 ポチ 3 の調達製品等の検証に関しては、もうす

でに炉と使用と同じもの、同じ後者の記載になっておりますので、 

0:04:45 こちらに関しては補正で変更することはございません。 

0:04:49 続きましてＡな、十四条－5 という形で施設管理の有効性評価に関して

は、こちらに関しては特に 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:04:58 今までの内容と変更するところはございません。 

0:05:02 続きまして 3 ページ、3 ページ目いきまして、こちらの方から品質マネ

ジメントシステムの文章の一覧になりますが、こちらのところでも特に

変更等はございません。 

0:05:17 日程変更はございませんということで、 

0:05:21 新旧による変更内容は以上になります。 

0:05:27 はい。規制庁下村です。それではここまでで、 

0:05:31 確認事項ありましたらお願いします。 

0:05:38 すいません規制庁シマムラですけれども、 

0:05:42 今回、 

0:05:45 従前は、調達については、 

0:05:49 調達プロセスについては、バックエンド技術部長だけだったんですけ

ど、そこに放射性廃棄物管理技術課長、 

0:06:00 を加えるという変更。 

0:06:04 なんですけれども、 

0:06:06 実際、 

0:06:10 何か役割が 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:06:13 変更され、今までと、 

0:06:15 比べて役割が変更されるということなんでしょうか。 

0:06:24 はい。減額バックエンド技術タナカです。こちらの方の内容にしまして

は、先ほど説明させていただきましたが、 

0:06:33 ところ、今回ですね、原科研で応札容量を 1 本、一元化した。 

0:06:41 鶴にあたって研ぐ 

0:06:43 調達のの、 

0:06:46 のグレードのわけか分けるっていう考え方に関して、同時に、埋設施設

に関しても適用するっていう形で考えております。 

0:06:54 それに、それに伴いまして、バックエンド技術部長の担う者、放射性廃

棄部管理技術課長が担うものっていう形で分け分けることができますの

で、今回の変更をさせていただきたいと思っております。 

0:07:08 以上です。 

0:07:10 はい。磯野は規制庁シマムラです。部長と課長の役割分担ですか。それ

は下部規定で、 

0:07:21 具体的には下部規定で定めるということでよろしいですか。 

0:07:26 はい。その通りでございます。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:07:35 規制庁嶋村ですけれども。 

0:07:41 そうですね 

0:07:44 何て言うんすかね 

0:07:46 簡単に説明していただくと、部長と課長の八鍬梨衣の違いというものを

簡単に下部規定で説明、 

0:07:58 定める予定の、 

0:08:01 概略の、何て言うんすかね。役割分担みたいなのがあったら、教えてい

ただけますか。 

0:08:44 聞こえてないですよ。 

0:08:46 うん。 

0:08:52 原科研タナカです。今、聞こえていますか。 

0:08:55 今聞こえてます。 

0:08:57 つい申し訳ございません。 

0:09:00 今ですね考えている容量に関してはですね、 

0:09:05 グレードＡとＡからＤまでランク付けをいたしまして、ＡＢに関しては

部長が、ＣＤに関しては課長が 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:09:15 こちらの両括弧 131235 に関しての行為を行うという形で考えておりま

す。 

0:09:26 すいません 

0:09:28 ＡＢＣとかちょっともうちょっとわかりやすく説明していただけます

か。 

0:09:47 いや、多分ＡＡとかＡがグレードが高くて、Ｃの方が低いんだろうとい

うそういう、 

0:09:55 想像はできるんですけどもちょっと何か 

0:10:01 具体的にというか、説明いただければと思うんですが。 

0:10:19 一旦ですか。 

0:10:35 元気あ原科研ば、 

0:10:37 第、 

0:10:54 あれすいませんちょっと聞こえてないんですけど。 

0:10:57 すいません。申し訳ございません。 

0:11:07 原科研タナカです。今、音声大丈夫でしょうか。 

0:11:17 ぜひ、 

0:11:19 危険限界タナカです。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:11:23 あそこ 0 でお返ししない。 

0:11:26 田中です。今、聞こえてますよ。聞こえてますが 5 じゃございません。 

0:11:33 今ちょっと 

0:11:35 調達管理要領に関しての埋設部分に関しては今審議等等を行っているこ

とですのでちょっと詳しいところまだ決まっていないところございます

ので 

0:11:45 詳細に関しては割愛させていただきますが、 

0:11:48 あと、 

0:11:50 炉と使用との考え方とも合わせながら、炉、ＡＢに関して、また紙を、

安全機能が高いものに関しては部長の方が定めることになりまして、そ

れ以外のものその他に関しては、ＣＤという形で、 

0:12:08 放射性廃棄物管理図課長が行うという形で考えております。 

0:12:12 以上です。 

0:12:28 じゃあすいませんですね、規制庁シマムラですけど、つまり点について

は、 

0:12:37 ちょっと別資料として上井にまとめていただけますか。 

0:12:49 阿部フクシマです。そちら準備します。よろしくお願いします。はい。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:12:54 よろしくお願いします。 

0:13:52 規制庁の加藤ですよろしいでしょうか。 

0:13:55 それと今回の補正の内容ではないんですけれどう、これ音のシマムラの

方から急にこれらを入れ込みたいというふうに連絡を受けてですね。 

0:14:10 どういった経緯で、今夏補正するようになったのか、そこら辺ちょっと

説明していただいてもよろしいですか。 

0:14:36 バックエンドの田仲です。 

0:14:42 合併のタナカです。 

0:14:44 こちらの今回見つかった経緯としましては、ロ、 

0:14:49 補正申請が 6 月に初生審査させていただきまして大方、 

0:14:56 この保安規定の内容に関してはある程度固まったものというふうに 

0:15:02 考えておりましてその時にですね、その下部要領であります一次文章

は、下運営機構で定めます。 

0:15:12 廃棄物埋設施設、品質マネジメント計画書、町文書になりますがそちら

の方を改定する作業の方、行っておりました。その時にですね、 

0:15:23 こちらの保安規定の新規を使いまして改定の方を行っていたところ、7

ポツ 4 ポツ 1、今回の変更内容になりますがこちらの内容に関して 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:15:35 オオキサイの方が首があるのではないかっていう形で、担当課、私にな

りました担当課の方でご審議を行いまして今回の補正にさせていただい

ております。以上になります。 

0:15:53 規制庁の加藤です。すいません 

0:15:57 今後もちょっとこういう補正はなるべく避けたいということがありまし

て、私がちょっと単刀直入にも、 

0:16:07 他のはそういうことも確認をしつつ、申請をして適切かって申請が適切

かっていうものを確認して申請しているもんだと思ったんですけれど。 

0:16:22 それは同時並行でやっていて、たまたま申請が上がったからそうなって

しまったのか、それとも今までの手順上おかしくて今後直すのかってな

ると、どうなりますか。 

0:16:55 すいませんバックエンド技術部の石森と申します。聞こえておりますで

しょうか。 

0:17:01 聞こえないです。はい。こちらですね今田仲の方からもご説明しました

けども、ちょっと申請後にですね、下部の要領を、 

0:17:13 作成する準備段階で、確認でしたということで、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:17:18 今大変、このような申請をしてしまって大変申し訳なく思っております

今、不適合管理を行いましてですね原因分析等も行っているんですが初

期の段階で、ちょっと担当者レベルでですね、 

0:17:35 こちら調達プロセスの範囲をちょっと見落としてしまってですねこの新

旧表を作ってしまったと。 

0:17:43 いったところが大きな原因になっております。 

0:17:48 はい。状況としましてはそのような状況でございまして、今後、是正措

置を、我々の加瀬の方でか検討して参るところでございます。以上でご

ざいます。 

0:18:01 規制庁の加藤ですそうしましたらまああのｓｔａｇｅ移行ということで

きちんと対策を立てて、今後はこういう、言い方があるかもしれないす

けど他は他の申請は出てこないということで理解しましたありがとうご

ざいます。 

0:18:39 はい。規制庁嶋村です。 

0:18:41 そしたら、 

0:18:45 次の資料お願いします。 

0:18:48 許可、許可との整理表ですかね。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:18:51 説明お願いします。 

0:18:58 はい、原科研バックエンド技術の田仲です。 

0:19:03 はい。今資料の方を切り換えましたが、画面共有されておりますでしょ

うか。 

0:19:10 はい。大丈夫です。 

0:19:13 はい。こちらの資料に基づきまして許可等の整備せ正誤の方、確認した

いと思います。 

0:19:19 めくっていただきまして 1 ページ目になります。こちらの方の 

0:19:25 変更後というところでポツ 4 ポツ 1 先ほどの調達プロセスの方を追加さ

せていただいております。 

0:19:33 その横のところの許可のところにございますが、次のページにいきまし

て、 

0:19:39 どの、 

0:19:41 同じく 7 ポツ 4 ポツ 1 調達プロセスのところを今回追記させていただい

ております。 

0:19:47 内容に関しては保安に係る 

0:19:51 うん。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:19:52 組織ですねそこのところを今回明確化という形でをさせていただきまし

て、特に許可との数を、 

0:20:00 そごはないってことを確認をしております。 

0:20:03 それ以外のところ、それ以外の場所に関しては、特に変更等ございませ

ん。 

0:20:10 ご許可等の整理書以上になります。 

0:20:13 続きまして次の資料も説明させていただいてもよろしいでしょうか。 

0:20:18 はいどうぞ。 

0:20:20 続きまして審査基準等の整理表の方にも進めさせていただきます。 

0:20:28 めくっていただきまして 1 ページ目になります。 

0:20:32 こちらのところの右側変更後に関して 7 ポツ 4 ポツ 1 調達プロセス、今

回追加させていただいております。それとともにその審査基準のところ

ですが、今まで 4 ポツのところをマーカーさせていただきましたが、 

0:20:48 今回行為者等も明確ありますので、3 ポツのところも合わせて明確化の

方をマーカー岡入れさせていただきまして、資料の方作らせていただい

ております。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:21:02 はいそれ以外のところに関しては、特に変更等ございません。以上にな

ります。 

0:21:08 はい、規制庁相馬です。ありがとうございます。それでは確認事項まし

たらお願いします。 

0:22:08 はい。規制庁園部です。すいません。 

0:22:13 いつの許可との整合性を見たかわかるように、 

0:22:20 どこに 1 回行ったらいいとか、 

0:22:26 許可学校っていう、そうですね 

0:22:29 この表の大タイトルの下のところの、 

0:22:33 枠のところでも結構なんで、いつの許可なのか、わかるように 

0:22:39 追記いただければと思うんですが、 

0:22:46 はい、原科研銀河久保木の田中です。了解いたしました。追記させてい

ただきます。 

0:22:58 規制庁島村です 

0:23:04 文書管理、文書管理の方はこれは 

0:23:10 今までも、今までとか補正前もあったんで、こちらの、 

0:23:22 こちらの調達の方ですかね調達の方が、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:23:26 今回加わったということで、 

0:23:44 特段 

0:23:48 どこの右側に書いてある。 

0:23:51 文書のどこが該当するとかそういうわけではなくてこれ全体が、 

0:23:57 という意味でよろしいですね。 

0:24:03 その通りでございます。 

0:24:05 行為。 

0:24:09 残りますか。 

0:24:26 規制庁示す審査基準との整理表の方なんですけれども、 

0:24:43 これ 1 ページ目の左側に 

0:24:48 品質マネジメントシステム。 

0:24:53 の、 

0:24:54 審査基準が載ってんですけど、 

0:25:04 今 

0:25:06 黄色のハッチングをですね、黄色のハッチングは何か文書のところだ

け、 

0:25:12 しかハッチングされてないんですけれども、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:25:16 例えば 

0:25:24 今回、 

0:25:28 文書の話だけではなくて、行為者の変更も、 

0:25:33 されてるので、ちょっとここの黄色の部分だけだと、ちょっと、 

0:25:40 たり来たりてるのかなあという気がするんですけれども。 

0:25:51 例えば 3 ポツ 1 ポツの 

0:25:56 このへ品質管理、 

0:26:00 基準規則の 

0:26:02 解釈、 

0:26:04 を踏まえて定められているところです。 

0:26:17 2 ポツの保安活動の計画、 

0:26:21 実施評価、 

0:26:23 以下、 

0:26:24 に係る組織及び仕組みとかこの辺は、 

0:26:30 関わって、 

0:26:32 こないんでしょうか。 

0:26:38 はい原科研タナカです。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:26:44 原科研タナカです。 

0:26:46 はい。すいません。今ハッチングかかっているものに関しては文書に関

する古藤という形でハッチングさせていただいているところでございま

すので今回行為者っていう形で、先ほどご指摘いただいた 

0:26:59 2 ポツのところですかね 2 ポツのところに関して、ちょっと追記の方さ

せていただきたいなというふうに思っております。以上です。 

0:27:10 はい。 

0:27:19 それ、端的に言うと、 

0:27:31 結局、このところの審査基準はだから、1 ポツがあって、それを具体的

に言ってんのが 2 ポツで、 

0:27:41 それから 3 ポツもその 

0:27:43 1 ポツに関係していると。 

0:27:47 いうなんか三つ、この 1 ポツから 3 ポツまでで 1、 

0:27:52 ワンセットって感じの。 

0:27:54 基準じゃないかと思いますので、 

0:27:59 その辺は、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:28:05 はい原科研タナカです。そちらの 1 ポツも含めてちょっと検討させてい

ただきます。ありがとうございます。はい。よろしくお願いします。 

0:28:50 規制庁質問のやつは、 

0:28:54 今回調達の方を、 

0:29:00 再補正ということでしていただくんですけど、 

0:29:03 2 ページの 

0:29:05 審査基準との整理表の 2 ページの一番下で、 

0:29:10 教育訓練関係も、 

0:29:14 文章、 

0:29:19 変更してるんですけど、こちらの方は特に、 

0:29:23 行為者は関係。 

0:29:26 変更なしってことでよろしかったでしたっけ。 

0:29:31 保険タナカです。こちらに関しては変更ございません。以上になりま

す。はい、わかりました。 

0:29:48 聞いたら、ちょっとシマムラとのやりとりをやっていてちょっとそれを

整理させてください。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:29:58 まず許可との整理については、今回近江議長の許可の部分の 2 ページ

目、7.4．1 の調達プロセスのところが、 

0:30:11 前の資料から追加になりました。 

0:30:13 それに伴って左っ側のを保安規定の変更後の 7.4 の調達のところが加わ

りました。そういう理解でまだいいですかこの資料。 

0:30:28 原科研タナカです。変更後に関しては 7 ポツ 4 の下の文章のところは、

以前から追記をしていたところにありますが、7 ポツ 4 ポツ 1 のところ

の調達プロセスに関して今回追加をさせていただいておりますそれに伴

いまして、 

0:30:46 2 ページ目にあります 7 ポツ 4 ポツ 1 の調達プロセスっていうところが

追記になっております。 

0:30:53 サッカー場になります。 

0:30:54 次にですね審査基準との整理表のところなんですけれど、これもまず実

地のですね、変更後のところは 7.4．1 がプラスになって、 

0:31:08 それで、審査基準のところっていうのは、この黄色い塗りつぶしは以前

からこうなっていた。 

0:31:16 という理解でいいですか。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:31:20 誠に申し訳ございませんですね 4 ポツに関してはつけていたんですが今

回ちょっと見直しをし、いたしまして、3 ポツのところにも文書に関す

ることが書かれておりますのでそちらの方は今回追記させていただいた

内容になります。 

0:31:35 先ほどご指摘いただいたように 1 ポツ 2 ポツ 3 ポツに関し、蓄水ポツに

関しても、ちょっと事項がございますので、今回修正をさせていただき

たいと思っております。 

0:31:47 以上になります。わかりました 7.4．1、長期調達プロセス数の追加に伴

って審査基準も、審査基準の方はもともと 4 しか入れ行っていなかった

ものに対して 3 ポツのところも加えました。 

0:32:03 それに加えて指名のコメントを受けて、1 ポツ 2 ポツについても該当箇

所を塗り潰そうっていうふうに考えている、そういうふうに理解しまし

た。 

0:32:32 はい。規制庁島村ですけれども。 

0:32:38 念のための確認ですけど 

0:32:41 埋設施設の、 

0:32:44 保安規定の最初の方に放射性廃棄物管理技術課長の職務というのが、 
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0:32:52 すべて今回の申請の範囲外ではあるんですけども、 

0:32:57 それが少し 

0:33:00 職務がなってるんですけれども、そちらの職務の方には、 

0:33:04 勉強しないということで、 

0:33:07 よろしかったでしょうか。 

0:33:37 聞こえてませんよ。 

0:33:42 日局、失礼いたしました。鳥羽池原科研馬券のタナカです。 

0:33:48 はい藤。 

0:33:50 埋設施設の方の職務としまして第五条のところに鳥羽警部技術部長放射

性廃棄物管理課長の記載の方がございますが、13 号のところ、はい。 

0:34:02 放射性廃棄物、 

0:34:04 川合技術課長のところでですね、こちらの方で廃棄物埋設施設の保全等

が記載の方がございますので、こちらの方で 

0:34:15 今回の調達プロセスのところの記載を 

0:34:21 カバーしたいというふうに考えております。 

0:34:23 以上になります。 

0:34:35 うん。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:34:36 うん。 

0:34:43 どう 

0:34:44 どうしよう。 

0:34:46 さっきの、 

0:34:50 うん。 

0:34:54 うん。うん。 

0:35:00 江藤記者規制庁のタツモトです。 

0:35:03 江藤、今野衛藤保安規定上の既認可の職務の内容から外れてないですっ

ていうところの説明も、説明資料として欲しいんですけど。 

0:35:14 うちとして何が確認したいかっていうと、これまでもう、今の保安規定

の職務、 

0:35:20 の範囲内で、要領の方ではちゃんと定めていてそれに基づいてやってま

したっていうところではあると思うんですけど、その話を用例の策定し

た中身をちゃんと保安規定の方にも反映します、してますという点で、 

0:35:35 職務から外れるものではありませんっていうような、 

0:35:39 この今これまでの既認可から変更がないっていうところの確認をしたい

んですけど、そのような説明資料を出していただけますか。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:35:51 高原学園タナカです。了解いたしました。後ろの方準備さしたいと思い

ます。 

0:35:59 ありがとうございますお願いします。 

0:36:21 はい。規制庁嶋村です。大体、 

0:36:27 うちからの確認事項大体以上ですけれども、 

0:36:31 何か機構さんの方から、 

0:36:34 ございますか。 

0:36:40 原科研フクシマです。 

0:36:41 この度は、いろいろとご迷惑をおかけしました。以後同じようなことが

発生しないように気をつけて参りますので、引き続きよろしくお願いい

たします。 

0:36:59 はい。それでは 

0:37:01 今後 

0:37:03 同じようなことがないよう、十分注意してお願いいたします。 

0:37:07 はい。それでは本日のヒアリングはこれで終了いたします。どうもあり

がとうございました。 

0:37:15 ありがとうございました。 

 


