
 
 

１．件 名：日本原燃株式会社廃棄物埋設施設保安規定の変更認可申請に関す

る面談（６） 

２．日 時：令和２年３月１２日（木）１５時３０分～１７時１０分 

３．場 所：原子力規制庁 １０階南会議室 

４．出席者： 

原子力規制庁 

原子力規制部 審査グループ 核燃料施設審査部門 

金岡上席安全審査官、菅生主任安全審査官、長井安全審査官、大塚安全

審査専門職、古田安全審査専門職 

原子力規制部 検査グループ 核燃料施設等監視部門 

百瀬管理官補佐 

日本原燃株式会社 

埋設事業部 埋設計画部長 他５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： 

日本原燃株式会社からの配付資料 

・今後の進め方について 

・廃棄物埋設施設保安規定の変更の補正について 

・廃棄物受入基準の見直し（検査基準化）案および下部要領類との書き分

けについて 

 

以上 



別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:04 原子力規制庁の古田です。ただいまから、日本原燃株式会社廃棄物埋設事

業保安規定の変更認可申請に関する面談を始めます。 

0:00:15 本日の面談につきまして、先週実施した面談での我々の指摘について回答を

準備してきていただいております。まず資料の確認をお願いいたします。 

0:00:30 日本原燃のハマナカです。今日お持ちした資料の確認をいたします。クリップ

を外していただいて、まず、今後の進め方についてというＡ4 縦の資料が 1

枚。 

0:00:41 続いて 4 段表のＡ3 横でカラーのもの、これがをもって裏で 2 枚目は表だけで

すけれども、合わせて 2 枚です。 

0:00:52 節いて、 

0:00:55 廃棄物埋設施設保安規定の変更の補正についてというＡ4 縦の資料、 

0:01:02 それと、 

0:01:04 資料は 1 枚であと第二種埋設規則と廃棄物埋設施設保安規定ＷＡＣ1 号廃

棄体との関連づけについての変更案、これがＡ4 縦のをもって裏が 1 枚と、そ

れの 2 号と 2 号のもの、別表 2－2 と書いたもの、これがもう 1 枚。 

0:01:22 最後に、 

0:01:24 一応廃棄体の放射能濃度に関わるスケーリングファクタ等一覧別紙と書いた

もの、これがＡ4 縦でホチキスどめになった冊子ものが 1 枚一系一部というこ

とになります。以上です。 

0:01:40 原子力規制庁の布田です。資料はお手元にございますでしょうか。 

0:01:47 それでは続きまして資料の説明をお願いいたします。 

0:01:52 はい。日本原燃のヤマジでございます。先週先週とヒアリングで御指導いただ

きまして誠にありがとうございました。いただいたコメントを踏まえて資料水性し

て参りましたので御確認いただいて、本日できれば冬資料フィックスさせて、 

0:02:09 来週の審査会合に臨みたいと考えております。 

0:02:13 本日 3 月 12 日でございますが、私どもとしましては、4 月 1 日以降も引き続き

操業したいと考えております。 

0:02:22 4 月に 4 月の下旬に廃棄体確認申請、その前段として、4 月中旬に発電所の

記録監査を計画しておるんですが、 

0:02:33 枠が認可されて運用基準が運用、適用の技術基準が明確になっている必要

があるのではないかと考えております。 

0:02:42 3 月 18 日の審査会合の後、速やかに補正を考えておりまして、私どもとしまし

ては、併せて明日からでも社内手続きに入ってできる限りのことをして、 



0:02:59 いたしますので、早期の認可を何卒よろしくお願いいたしたいと考えておりま

す。 

0:03:06 以上でございます。 

0:10:29 原子力規制庁の古田です。ただいま御説明いただきました内容につきまして

は庁内で確認させていただきたいと思います。 

0:10:37 そのほかよろしいでしょうか。 

0:10:40 それでは引き続き資料の説明をお願いいたします。 

0:10:48 日本原燃のハマナカです。続いて、カラーでＡ3 横の 4 段票について説明させ

ていただきますとこれは先週の面談でも御説明したものですが、選手全前回

のコメントを受けて修正したところ、青字にしております。 

0:11:09 主立ったところですけれども、まずすっ経営 1 枚目の 1、下のところの第 3 号

の技術基準に該当するスケーリングファクタに関する部分ですが、ここは対応

保安規定の中に入れるということで、 

0:11:26 青字で書いてる部分はスケーリングファクタ等については別紙の通りとすると

いうことで、これをこの保安規定の別紙という形で入れたいと思います。この別

紙は今日お配りした者、お配りした資料の最後につけている。3Ａ4 のホチキス

どめのもの、これになります。 

0:11:47 あと、 

0:11:50 技術基準の第 6 号第 7 号ＡとＡ3 の 1 枚目の裏面ですけれども、 

0:11:58 ここについては、 

0:12:01 確認の方法としては固形化の方法を確認するということで、ＴＨＡＩ埋設荷重に

ついては 6 号の埋設荷重につきましては、1 号は容器で担保するということに

なりますので固形化の方法のうち容器のところに書くと、 

0:12:20 これも前回いただいたコメントで実質の企画規格の容器と同等以上の強度密

封性を有するものであることが適用できる条件というのもを記載するということ

でしたので青字で、 

0:12:36 埋設終了までに受ける恐れのある荷重としては定値時が最大ということで、そ

の最大荷重、この基準が適用できる時の最大値というか、その要件として 16

トンのツリーを用いたクレーンで 0.5 トンの廃棄体を 8 段積みで定置した場合

の 

0:12:54 荷重これに耐える強度を有するということが要件ということで、もし吊具の重量

がこの 16ｔを超えるようなものですとか廃棄体が 0.5 トンを超えたり、その 8 段

積みというのが積本数が変わったりといった場合にはこの基準が適用できなく

なるということで歯止めがかかるというふうにかかって考えております。 

0:13:14 2 号につきましては、同様に、 



0:13:17 2 号はちょっと大物が違いますので吊具が 16 トンが最大ということであとは廃

棄体の重量 1 トン、これを 9 段積みで定置した場合にかかる荷重というのが

最大になります。 

0:13:30 それを容器で担保する、ほかに御につきましては廃棄体に中に入る廃棄物の

強度によって使い分けているところがありますので、 

0:13:43 （3）の固形化の方法のところに強度が弱い廃棄体が廃棄物の強度が弱いも

のについては、栄養廃棄物と容器の隙間に 3030 ミリの内張りができるよう

に、各その空間が確保できていること。 

0:13:58 いうことも要件として出てくるのでこれを個別に記載しております。 

0:14:03 第 7 号の落下時の飛散率に関する飛散量に関するところ、ここも固形化の方

法で確認するということで、1 号につきましてはこの固形化の方法で担保でき

るための条件としまして、青字で 

0:14:19 定値までに想定される最大の高さは廃棄体を吊り上げて 7ｍということを条件

として記載しております。同じように 2 号につきましては吊上廃棄体のつり上

げ高さを 8ｍということで記載しております吊り上げ高さが変わった場合はこの

固形化の今の固形化の方法で 

0:14:38 飛散量が少ないということを担保できないのでそこがもし変わったときには、そ

ういう判断ができるという歯止めがかかると思っております。 

0:14:49 で、大きくは、以上が変更点でございましてあとは言葉を少し補足してより詳細

に基準としてわかりやすくした。 

0:15:02 ものが何ヶ所かありますが、もう 1 回 1 枚目の表に戻っていただきまして、 

0:15:09 第 1 号の要件のところの固形化の方法の（7）有害な空隙というここ上部空隙

が堆積で 30％でこの後すぐに 15ｃｍと書いてあったんですが、退席とこの長さ

の関係がよくわからないかもしれないのでここについては固形化した配管長さ

の 

0:15:29 ところは固形化した廃棄物の上限から容器の蓋の下面までの長さということ

で、堆積は 30％でいいんですけれども、長さを測るときはこっからここまでとい

うのを明確にしました。 

0:15:42 あとすみませんちょっと飛ばしたんですが、（6）の練馬で今後のところ、ここは

前回は単に均質に均一均質に練りまぜ均一に混合ということだけ書いてたん

ですが、ここで湖西ところとしましては、その均一に混合できることを確認され

た。 

0:16:02 試験によって確認された固形化の設備等運転条件、これを確認しますというこ

とを追記いたしました。 



0:16:11 はい、同様に 2 号につきましてもこの固形化の方法、これは 2 号については

固形化固形化材を流し込む速度ですとかそういったものは全部共通で決まっ

ておりますので、そこはイロハということで、この三つの要件を記載しまして、 

0:16:28 同じ家（4）の有害な空隙については、1 号と同様に、その 8ｃｍという長さはど

っからどこまでかということを追加で記載しております。 

0:16:43 はい。 

0:16:45 検査基準化したＷＡＣについては以上で後はこれで枠が変わったことで、付随

して下部要領の記載ですとか記載の考え方変わるところは今回、青字で記載

をし直しております。 

0:16:59 で、 

0:17:00 続きまして、 

0:17:04 Ａ4 縦の、 

0:17:06 表別表 2 とか別表 2－2 と書いた資料になりますが、今の 4 段票でＷＡＣ空気

循環ということで修正したものを最終的に 

0:17:18 保安規定に載せる表にし立て直すとこうなるというものがこの資料になりま

す。 

0:17:24 別表 2 と書いてある、1 号に関するＷＡＣの表、 

0:17:30 ご確認いただくといっていただきまして、 

0:17:35 12 月にこちらから認可申請したものから変わったところを赤字で書いておりま

す。 

0:17:41 1 ポツの固形化の方法の冒頭のところには、定値までのその高さから落下し

た時の衝撃により飛散飛散量と、あとですね、3 日主管する条件が加わってま

すし、固型化材料のところ、（1）固形化材料のところでセメントの 

0:18:00 実の規格のの中でも要件としては安定セント圧縮強さ、これを確認することに

なると。 

0:18:08 あと容器は 1 号についてはここで耐埋設荷重も見ますので先ほど 4 段票にも

記載した条件として 16 トンの吊具で 0.5 との配置で 8 段積みという条件を記

載しております。 

0:18:22 以降、赤字のところはさっきの 4 段票で記載した記載してあるものを置き直し

たこちらの表に仕立て直したものになります。 

0:18:33 項目としては申請認可申請を出したときは落下時の飛散と耐埋設荷重孔令和

と、あと廃棄物の種類ですね、これが個別の項目で出てたんですが、これが今

全部 1 ポツの固形化の方法に 

0:18:49 取り込まれたという形に大きな 

0:18:52 表の形としてはそういう変化があります。 



0:18:56 はい。 

0:18:56 もう一つの 2 号別表 2－2 についても基本的には同じように、仕立て直されて 

0:19:04 お配りした資料のような形に今なるものと思っております。 

0:19:09 一応とこっちの技術確認項目をベースに並べた表図に対して、埋設の来埋設

規則の技術基準の条項どれが当てはまるかというのを一応参考に横につけ

ております。この項目にはこの技術基準が該当するということが一応整理は、 

0:19:29 整理をしているものです。 

0:19:33 はい、資料の説明以上になります。 

0:19:54 原子力規制庁のフルタです。 

0:19:58 それでは今の説明内容につきまして質問等ありましたらお願いいたします。 

0:20:33 規制庁モモセです。 

0:20:36 ちょっと遅延先週出てませんであれなんですけど、小さいところからちょっとな

るべく話が収束すような記載が新しいことが古いことからまず確認をとらせて

いただこうと思います。 

0:21:10 1 項と 2 項の固形化方法のつまり 1 号でいう（6）等の 2 項で言うかっこうさん

の凝っ景観の方法の記載の差というんですか。 

0:21:27 1 号はある種て定性的にという河成農家で記載していてＪＩＳ規格プラスアンダ

ーライン分ぐらいのファクトであったと。 

0:21:41 ｄすと、で一方でピンアート 2 号のほうはＪＩＳ規格プラスピンクんところのあれ

ですね、ある種、詳細の数字規定って言うんですかね、仕様規定になってま

す。 

0:21:56 1 号に関しての誤差のは、今、審査という立場で発言することになっちゃってま

すけど、他設備の運転条件によって固形化どうかというある程度の実績等を 

0:22:12 冒頭、ピンクんところで示している固形化の方法で、この実施の仕方であれ

ば、 

0:22:21 1 号に関しては、一般論としてこういう運転条件でやればうまく固型化されます

というのを示すというのはバックと示していただく必要がありますし、2 号で言う

とピンクんところはピンポイントにこういう航行したときに、 

0:22:38 こんな結果が出ますというのの資料提供いただく必要が生じるんですけど、こ

れ、まずお願いをできますでしょうか。 

0:22:56 日本原燃のマルです。まず 1 号のほうですけれども、運転条件、これ実は 

0:23:03 発電所ことによってすべての固化装置でも違いますんで法での 2 号のように

具体的な値っていうのはちょっと非常に書きづらいと。そういうことでこの辺の

運転条件もどういうパラメータがあるんですかというのは株の予測のほうに項

目立てをしております。 



0:23:19 何でそれを御確認していただくことになるのかは確認していただけると思いま

す。 

0:23:25 あと倒産えっと 2 号のほうのいろはについてですけれども、 

0:23:31 これについては土曜日ですかね。ええとまあ試験示せるものというのは一応こ

れで 

0:23:40 今ここにつきましては前 

0:23:43 当然 8.6 の発電所を作ってその標準的製作方法 

0:23:48 というものに当庫記載のものを今ここには抜き出して書いてございます。した

がいましてともそう標準的製作方法の中にも作られているものの中で押さえる

べきところということが記載してますので標準的な施工方法かの確認いただけ

ればこれはもう確認いただけるというようなところでございます。 

0:24:07 つまりこれ審査の場が必要な資料を提出したいと成立しなくなってしまって特

にピンクみたいなところだと十分な提出が必要になるんですけど、 

0:24:19 記載の方法として上のやつにそろえるという考え方もあろうかと思いますし、少

なくともですね、今の段階だと、これだけ出され出してですね、審査としては成

立していないと言うしかなくなってしまうので、対応何かしら考えていく必要が

行く必要があろうかと考えます。 

0:24:45 わかりました。 

0:24:56 次に、5 号の記載ですけれど。 

0:25:01 ちょっと技術基準の単純な裏返しの記載とちょっと違う書き方をしていただいて

ますと、審査で仮にですよ、技術基準の裏返しであれば、そういうものですか

らと言われて認可になるしかないところもあるんですけれども、この場合で、 

0:25:21 不等等管理を十分していれば、技術基準を満たすつまり健全性を損なわない

こういう審査資料というのが別途発生します。これ、この記載であると、その部

分を工務店について準備するかちょっと検討、または規制 

0:25:41 対応検討して今までの検査の運用を踏まえた記載の仕方というのがおそらく

あるのではないかというのも考えられますので、ちょっとこれも別途検討が必

要かなと考えます。 

0:26:07 それからですね、1 人 1 号 2 号の関係の（1）ってやつですね。 

0:26:15 もともとのセメントの話で、セメントの日同等以上の品質というような実数があ

ったはずなんですけれども、それが同等以上の安定性及び圧縮強さになっ

て、 

0:26:30 見ますとで大事なのは、この押さえどころの議論をしていて、ふやしていってい

る実寸に対して内規やん。事業者さんの情報を足していっている状況の中で、 



0:26:46 引き算してるようにどうしても見えて迫っ天候もともとの品質っていうのにこの

安定性とか圧縮強さ以外のファクターが内今日見ればあったんじゃないかとい

うふうに考えられるんですけどそこ拾うようにする検討が必要かと。 

0:27:04 思うんですけど、 

0:27:07 検討が必要な機器なのは必要ないのでしょうか。それが、はい。 

0:27:29 日本原燃のハマナカです。今の固型化材料の要件の件につきましてはセメン

ト系材料は、従来の内規で運用されていたときもこの規格ＪＩＳ規格で確認して

いる品質のうち、安定性と圧縮強さ。 

0:27:46 だったので、今これを廃棄体でも必要というふうに今考えてこの二つをよりより

強調したというかもともとこうだったので、他の品質を逆に入れてしまうと、要点

がぼやけてしまうということで、 

0:28:01 必要なものを 

0:28:03 載せたというふうに考えております。 

0:30:39 すみません、高高さ、 

0:30:46 そっか、規制庁モモセです。今判断していた 1 号の括弧 12 号の（1）の安定性

圧縮性の適切性については、 

0:30:59 承知いたしました。 

0:31:02 確認でして、第 8 規制庁モモセです。第 8 号の 

0:31:09 まず整理番号の話ですが整理番号は、引き続き整理番号だけ規定しておけ

ば、原燃さんの場合はよろしいということで、 

0:31:22 正しいでしょうか。質問の趣旨は、整理番号の表示その他の措置になって、そ

れから数字が 123 って書いてあるものでなくてバーコードみたいなものをオン

リーでもいいっていう規定なわけなんですけれどもに変わったんですけれど

も、 

0:31:39 Ｎｏ.数字ば数字がひたすら書かれるので、数字の整理番号と書かれていると

いうことと、 

0:31:46 あともう一つあれなんですね。剥がれにくいステッカーで表示そういう消えにく

いはずられにくいと用意を我々技術基準に大いに消えないなんでね、本当は

審査いるんでしょうけども、当容易に行けないものであると考えてよろしいかど

うか。 

0:32:05 これは明確に説明をしておいていただいたほうがいいところとなります。簡単。 

0:32:18 日本原燃のハマナカです。今のご指摘につきまして評価を整理番号について

来技術基準ではその他の措置も認められているということは認識しております

ので、現状は我々の施設で確認できるのは整理番号のみということでまだバ

ーコード等を 

0:32:38 新たな措置には対応できるものではなかったので、現時点の 



0:32:44 廃棄体の受け入れバックとしては、整理番号について書いていればいいともし

将来的にそういう設備を導入するとなった場合にはここは変更認可申請でそ

の他の措置を含めたような書き方に直すことになろうと考えております。 

0:33:14 日本原燃のマルです。来にくいはかりにくいステッカーにつきましては当日に

基づく粘着力がある。ステッカーというものを用いると。 

0:33:25 いうことでございます表現についてはもうちょっとその検討させていただきたい

と思います。 

0:33:31 。 

0:33:36 少し大きい信用すると、県の 

0:33:42 6 項、ここのところと、 

0:33:49 これ、 

0:33:50 今後、 

0:33:52 第 6 号ですね、第 6 号の 

0:33:57 2 号廃棄体の（3）設計課の方。 

0:34:04 の最後。 

0:34:09 ちょっとですね。 

0:34:15 これがね。 

0:34:17 2 号廃棄体の固型化の方法の（3）でもいいですね、6 号の適合なんでまた一

環の適用が非常にグレーで廃棄物地帯の強度が低い廃棄体については、 

0:34:35 確保できていること、 

0:34:38 明確に指摘したほうがいいかどうかわからないですけど、運用に悩むような記

載になっていると考えるんですけど、運用を明確にこれはわかるようにし切っ

てください。 

0:36:28 ここで、 

0:36:34 あと、緊対 3 号、さっきのオオツカ。 

0:36:43 すいません規制庁モモセです。第 3 号のＳＦ系ですけど。 

0:36:50 まず、この別紙がバーッとよく飯の大変な資料がパートつくことで、 

0:36:59 基本的にはこういうつけて欲しいとは今思わなくなったんですが、コバルトとか

セシウムを測定することで、スケーリングで出るのはこれ出しとニッケル 59 な

んかは計算でちゃんと出てくるシート 

0:37:17 平均濃度法でやるのはこれらしいと、要は今までの核種によってこの業界この

業界っていうとあれなんですけど、原子力はしてるけど廃棄物知らない人だと

なるほどと思うようなところも結構あったりして、その辺りのフローが最終要る

かなと思ったんですが、この資料で、 



0:37:36 大体読み込めているのではないかというのはわかりましたので、それはいい

かと思います。表現とかでもしかしたらちょっと後で何かあるかもしれませんの

でそこは追って連絡をする可能性があります。 

0:37:51 それと別に、ここの場で求めないといけないなこれは今現在の計算の仕方の

結果というか、結果ですね、結果を示した資料になってます。 

0:38:08 保安規定にこれを変えて運用していくとしたらどんな運用をしていく。従って本

案ここの記載事項がどう変わるかっていうのをはっきりわかるようにしとかない

と、保安規定がいつ変わるかわかりませんと。 

0:38:25 つまりですよ簡単にはスケーリングファクターを決めるときに、下端サンプリン

グを何ヶ所しますとかサンプリング数であるとかサンプリングしたときにプロット

プロットこうプロットして、最小事情プロットで原点を通る線を引くのかの原点を

通るような線を引いて、 

0:38:44 傾き絵を求めて傾き経営がこれより上回ってたら、もう 1 回これを数字を直さ

なくてはいけないそうではなければ 10 倍以内だったらどうだこうだっていう話

があろうかと思うんですけど、そこの押さえどころというか、今後これをどうやっ

て育てていくか。 

0:39:04 変更数年後も適用させていくのかっていう説明が多分今されていないので、制

度の初期の状態としての確認はできるもの、普通翌日以降にこれで揚水いよ

いよよくて、 

0:39:22 必要あれば保安規定変更が発生すると審査会合ぶつけるも出してますけど、

そこの部分の説明がこれはされないと、応答資料としては完成ならなくて、そ

れは保安規定の一部じゃなくて、まず審査資料でいいと思うんですけど。 

0:39:38 そこの部分の検討が必要かと思いますが、 

0:39:43 思います。 

0:46:09 すいません規制庁モモセです。あとはとか整合の記載については、基本許可

整合のやつは、 

0:46:18 これだったら、 

0:46:20 いろんなところに振り分けていただいて、それを許可整合とかで、今現在、例

えばこの 7 番 8 番の工程で言えば 4 の紙の 7 番 8 番で言えば、一旦自主に

しておいて、往査 

0:46:37 実際にしていて、ここっていうのは、申請あるんでしょうか、ないんでしょうか。 

0:46:44 ここのこの枠このわけ。 

0:46:51 日本原燃のハマナカです。今埋設規則の条項についての欄は最終形の枠に

は入らない予定です。わかりました。そうすると、 

0:47:04 それから、許可整合の話は自主で入っていたり、時間がたつと、 



0:47:10 あれですね許可、許可整合の項目として入るという意味で長い目で見てこれ

が最低ラインのこれは特別として伸ばした必要そうなものとして入っていると。 

0:47:24 一方で不足でこんな話もあるけどこれは別の話なんですね。 

0:47:29 668 乗じゃなくて 6 条の話じゃ、六条の不足はここで、 

0:47:35 ここを書かないことで解決しているということで、はい、承知にきました。 

0:47:41 はい。 

0:47:44 もっとは終わった後ですね。 

0:47:47 ちょっと大きい話になってしまうかもしれないんですが、ここの廃棄体の同等材

とか、ああと廃棄体には当然製作公差があるはずで協議をしてる製作公差っ

ていうのがあるはずで、 

0:48:04 その製作公差 

0:48:06 が、この 6 号 7 号の落下試験とか強度試験において廃棄体の試験のどこの

裕度で包含されているのかというのを、これ審査としては必要になってくるもの

も書き物として残しておくことが必要になると。 

0:48:25 思われます。つまり落下試験で前提となる廃棄体があったとしても、そのあとＪ

ＩＳ等で同等だとみなされる廃棄体に横ずれしていって別のものについて若干

ずつになっていて、 

0:48:41 時すんの同等っていうものと落下試験における等々ってのは必ずしも一緒で

ない開発なので、これはもうエンジニアリングジャッジとかではなくて、決めとし

て試験においてどこに裕度があったか、例えば飛散率に大分大きく言うと、 

0:49:01 はありましたとか、共同試験の裕度どこに表れてるかちょっと存じないんです

けど強度試験のここに裕度がありました。 

0:49:09 で廃棄体が製作公差が大きかったり小さかったりしたとしても、または洞道排

気対応同等材に変えたとしても、いろいろなものも同等材使用したとしても妥

当な 6 号とか 7 号の適切性を 

0:49:26 当満たしてるということの変化したときの説明いわゆる感度解析に近い意味合

いで申し上げてますけど、ここは審査の協力として必要になろうかと思います

ので、提出の検討をお願いしたいところでございます。 

1:20:13 日本原燃のハマナカです。今ご指摘というか質問のございました 6 号や 7 号

に関して固形化でいいという固形化のこの条件でいいという、あとはこの適用

範囲がこれでいいというようなことがわかる説明資料を審査資料等として審査

資料として停止 

1:20:33 するということで承知いたしました。 

1:20:47 原子力規制庁の布田です。そのほか何かございますか。 

1:20:53 そして、 



1:20:55 こちらについては、 

1:20:57 では私からの記載ぶりについて 2 点ほど確認させていただきます。まず、第 3

号の 

1:21:05 これ 12 号共通なんですけれども、次の方法によりこれこれの 

1:21:11 確認されたものであることということで（1）から（5）、 

1:21:14 と記載されています。この書き方だと（1）から（5）を全部やるように読めてしま

うので、次の方法のいずれかによりという方が適切ではないでしょうか。 

1:21:31 日本原燃のハマナカです。ご指摘の通りかと思いますのでいずれかの方法に

よりというような記載に修正いたします。 

1:21:41 原子力規制庁の布田です。承知しました。それからもう 1 点、これも記載ぶり

の話でして、 

1:21:47 第 1 号第 2 号の最初の固形化の方法のところに、事業許可において廃棄を

許可された放射性廃棄物 

1:21:56 というふうに追加していただいたんですけれども、 

1:21:59 これだと。 

1:22:00 放射性廃棄物を 2 排気を許可したいというふうにも読めてしまうのではないか

と思いまして背景を許可したのは、放射性廃棄物を固型化したものであるの

は、ほかの重々承知しているんですけれども、ちょっと語弊がないような表現

にしていただきたいと考えております。 

1:26:39 日本原燃のハマナカです。今ご指摘いただいたところですけれども、趣旨とし

て許可された廃棄物も結構埋めるのは国家廃棄体であるということは重々そ

う承知で、 

1:26:53 今の記載でもそれが通じるというふうに考えておりますので適切だと考えてお

ります。 

1:27:01 規制庁の布田です。承知いたしました。 

1:27:04 そのほか何かありますか。 

1:27:10 よろしいですか。 

1:27:14 それでは本日上がった指摘事項について簡単にまとめていただけますでしょう

か。 

1:27:25 日本原燃のハマナカです。今日いただいた御指摘は、 

1:27:30 4 番、四番票のちょっと上から順にということでお話していきますと、技術基準

の第 1 号、或いは第 2 号で記載している固形化の方法に関する部分、ここに

ついては、1 号べー1 号の記載をベースに 

1:27:48 直していくということにしたいと思います。あと第 3 号の最大放射能濃度の記

載の仕方につきましては、今挙げている方法、すべてを適用するというわけで



はないので、いずれかのという文言を入れてこちらの趣旨に合った表現に直し

ていきたいと思います。 

1:28:08 続いて飛んで技術基準の第 6 号加藤第 7 号に関する部分については、固形

カーで固形化の方法確認すると、あと、この条件で適用今期の範疇で適用で

きるということについて、 

1:28:25 市審査資料等でそれを説明したものを提出していただいてこの妥当性を確認

していただきたいと思います。 

1:28:51 あと失礼しました。ちょっと戻っていただきまして第 5 号の健全性を損なうおそ

れがないものに関しての記載ですけれども、ここも規則の技術基準の主旨を

汲んだ上で実態 

1:29:07 枠として規制すべきような表現としては以下の物質が含まないもので以下の

物質を含まないものであることというような記載に修正したいと思います。 

1:29:33 はい。加藤。 

1:29:34 はい。 

1:29:35 ＳＣＡＬＥ6 号に関しては、この固形化の方法で廃棄物自体の強度が低い廃棄

体というところの記載がグレーという指摘をいただきましたので、ここはちょっと

書き方を検討させていただきたいと思います。 

1:30:08 はい。以上です。 

1:30:13 規制庁の古田です。今まとめていただいたものにつきまして漏れ等ございます

か。 

1:30:21 よろしいですか。 

1:30:24 そのほか何か原燃からもう結構ですが、確認しておきたい事項等ございます

か。 

1:31:28 規制庁の古田です。 

1:31:30 それでは何もないようですので本日の面談を終了いたします。ありがとうござ

いました。 

 


