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１．件 名：設計及び工事の計画の変更認可申請に関する事業者ヒアリング

（東海第二発電所の設計及び工事の計画） 

２．日 時：令和３年３月２５日 １０時１５分～１１時２０分 

３．場 所：原子力規制庁 ８階Ａ会議室（一部ＴＶ会議システムを利用） 

４．出席者：（※ ＴＶ会議システムによる出席） 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

止野上席安全審査官、皆川主任安全審査官、土居安全審査専門職 

 

日本原子力発電株式会社： 

発電管理室 プラント管理グループ 課長、他１１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： 

（１）東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（東海第二発電所の設計

及び工事の計画の変更）概要説明資料（２０２１年３月４日申請） 

（２）東海第二発電所 設計及び工事計画変更認可申請書 補足説明資料 

（３）【参考】東海第二発電所 炉規制法に基づく工認対象設備に対する電気

事業法での工認手続き要否整理表 

（４）東海第二発電所 審査スケジュール（案）：２０２１年３月２５日 

 

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 

0:00:04 それでは 

0:00:06 これからヒアリングの方始めたいと思います。ええと東海は第 2 発電所設計及

び工事計画認可申請書の説明についてですね、まず資料の確認のほうから

お願いいたします。 

0:00:20 はい、日本原子力発電のアリモリでございます。 

0:00:23 それでは、本日のヒアリングの資料確認させていただきたいと思います。 

0:00:28 まず本日説明資料としてヒアリングでは四つの資料を準備させていただいてお

ります。 

0:00:35 それと一つ目が映像もパワーポイントの資料で、東海第 2 発電所設計及び工

事計画変更認可変更認可申請書の概要説明資料、こちらで全体の概要を説

明させていただきたいと思います。 

0:00:49 続いて、Ａ4 縦で東海第 2 発電所の設計及び工事計画変更認可申請書の補

足説明資料、こちらの詳細な内容について補足 1 から 5 を束ねたものでござ

います。 

0:01:03 続いて、3 の横の資料で参考資料になりますけども、東海第 2 発電所の 

0:01:11 炉規制法に基づく公認対処設備に対する基準法での本手続きの要否生協の

方も準備して、 

0:01:20 対応に 

0:01:21 東海発電所の審査スケジュール案について審査の進め方を含めてまとめた

資料を準備してございます。 

0:01:29 以上、本日四つの資料を準備してございます。他に申請し、3 月 4 日に申請を

させていただいた方、あと電気事業法としては 3 月 18 日に申請させていただ

いた申請書について説明をさせていただきたいと思います。 

0:01:44 資料は以上になります。 

0:01:47 はい。ありがとうございました資料のほう過不足なくいただいておりますので、

それでは 

0:01:53 資料の内容のほうの説明をお願いいたします。 

0:01:58 はい、日本原子力発電のアリモリでございます。 

0:02:01 それでは資料のほうは東海第 2 発電所の概要説明資料のほうから今回 3 月

4 日に申請させていただいた内容の全体概要についてファーム経緯及びその

変更内容の概要を説明させていただきたいと思います。 

0:02:18 適宜報告説明資料のほうから詳細な点については説明をさせていただきたい

と思ってございます。ではあの発電所のほうから説明をさせていただきます。 

0:02:31 はい、都会のに水素濃度といいます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。 

0:02:36 次に、 

0:02:37 本当に多くありましたけれども、パワーポイントのほうで概要のほう説明させて

いただきます。 

0:02:43 1 枚めくっていただきまして右下 1 ページでございますけれども、今回のせっ

かく機構指定ともに欲しい先輩 4 的で一番の本流としましては、30 年井桁まし

た臨海についての一部変更を行い、 

0:02:59 いうことで詳細な原告に対する設計対応はした。 

0:03:03 ちょっと、 

0:03:04 五つ目が採水県域ますけども、地方に資料へ結びつけていくけども別工事で

終わって次図書類を厳格に踏まえた上で、対象設備の 

0:03:19 例えばコストの設計ということで、この策定をコピーする設計 2 点指摘を受け

項目が設計が行えないことで、この設工認の変更相互範囲についても、 

0:03:31 現在の施工 2 につきましては、この応接個人ごとで具体的な設計として曳馬

ルートといいますと設計算定も少し触れますけれども、実施成立系の設計方

針、そういった 

0:03:48 2．比率青い方向というのは変わらないのですね、本日の中で施工難しいの

で、ぜひ取りますので、そこについてといって整理をまとめた手話一撃でいい

というふうに 

0:04:02 二つ目のポツのところで指摘も受けて今回の設計、工事計画につきましては、

便利で 4 月にですね、ご出席フジツボ一部改正についても反映しまして、いつ

もするページ映しポンプシステムについての配慮、 

0:04:19 その系統分離のところになりますが、 

0:04:24 サポートも見られたものにつきましては、組織地域的に分かれてない大部屋っ

てリスクもありましては、僕はこの法律異物について続けていくものでございま

す。 

0:04:41 次にやっぱりぽつの変更内容でございます。 

0:04:44 逆にしていこうかが一つですね。暫時ニッチ一般費を受けた原子炉格納容器

の王国電気配線を受けて大きく疑問でございます。これに伴いまして設計を見

込むページ報告。 

0:05:01 本件につきましては、 

0:05:04 4 液体Ａｌｉｋａ－使用する弱さ変更オペの設計方針に係る変更がございます。

ちょっと変更の方。 

0:05:13 詳細につきましては、右側の補足説明資料にもありますけども、資料の当ペー

ジ目、右下 2 ページになりますが、平均的ザによる条件を示して、 



※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。 

0:05:27 以前ぜひ説明し切れませんが、多人数系もフジコーからいただいたことにつき

ましてもＰｄいずれですね、やはりそのもともと携行していいと思うんですけども

についてご議論施工性ですね。 

0:05:46 一方したりっていうのは思うところですが、それ以外も含め施設 3 ページにな

りますが、日等だけですので、後程補足説明資料のほうが具体的にどうする

かハイライトすることはもうちょっと御説明させていただきたいと思いますけれ

ども、 

0:06:03 入れてそれから見つけるＰＴＳ意見聞いて、施行と思います。 

0:06:13 次の 

0:06:15 はい。 

0:06:16 4 ページ目になりますが、こちらの結果、フィルタ国鉄の前期鮮ポンプ規制庁

減少先の部分についてプロのですが、 

0:06:28 ふげんについては理解しているところですね、吊具を設置する位置を変更する

上で奴も今後御説明地方攻撃について。 

0:06:44 以降の外部委託成果とする。今説明したように思うんですけど、防災指針のペ

ージにですね、サンプ水位とで設工認いけるって結構きついかも含めて、 

0:06:56 じゃあ、先ほど言った通りもともとですね、後備いい設備とするというには、左

側のフローについた設計時という設計をする先生とそれからですね、適合性

れる不安全設計に積極的に考えて作成していく。 

0:07:13 一方で、今後ですね、今オンスケジュールにありますけれども、今後決定相互

わけ。 

0:07:22 電源を使って 

0:07:24 平成 30 年にできたものと、 

0:07:27 僕は施行日については、 

0:07:33 以降、 

0:07:35 あと今説明した中身ですけれども、 

0:07:39 父母進めてもよろしいでしょうか。 

0:07:55 日本原子力発電のアリモリでございます。以上で、まずは概要の全体の説明

については以上になります。 

0:08:05 はい。 

0:08:06 それでははいここで一旦切ってはい。 

0:08:10 ＮＲＡ側のほうからコメントがありましたらお願いいたします。 

0:08:32 すいません規制庁の止野ですけれども、ちょっと何点か確認をしたいと思いま

す。まずＰｏｉｎｔの 2 ページ目なんですけれども、 



※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。 

0:08:45 既設のＲＨＲと取付部の案代替循環冷却 9 接続するための配管の改造につ

いてなんですけれども、配管の構成上をベントの境界が狭いと従来の配管、 

0:09:03 改造に伴う切断加工困難っていう、ここをもうちょっと詳しく説明してください。 

0:09:15 すいませんあの原電の高島です。 

0:09:18 もともとこの傷については、実質規格品を採用する予定でございました。 

0:09:24 しかしながら、現場の 

0:09:29 確認したところ、そういったの溶接Ⅱ、 

0:09:32 施行の際に開拓をとった後は、 

0:09:38 そういった開拓がこうしろがないことが判明したためにちょっと 

0:09:41 本日規格品ではなくて、メーカー、製造品の鍛造品の 

0:09:47 傷を採用することをして今計画を立てていっているところでございます。 

0:09:54 はい。何だろう。 

0:09:57 距離的に距離というかその作業場所として確保できない成立性が見込めない

からという理由だと思うんですけどそれとその材質交換をするっていうところの

リンクがうまくよくわからないんで。 

0:10:13 何で材質を交換するとその作業の成立性が確保できるのでしょうか。 

0:10:22 実抜すいません現在のタカシマ温泉施設室企画費の寸法ですと、ちょっと 

0:10:28 今の現場のレイアウトにおさまらないということで、メーカーの製作品を採用す

るというところでございます。 

0:10:37 寸法を考えるということですか。 

0:10:42 大ＬＯＣＡっていう 

0:10:43 詐欺寸法が変わります。 

0:10:47 第二種粒変わるんですか。 

0:10:51 西 

0:10:54 材質は材質も変わります。 

0:11:02 規制庁の止野ですが、基本的にはあれですね従来の寸法だとはいらない施

工ができないので、存亡変えてそれに伴って財政も変えるというそういう理解

でよろしいですか。 

0:11:16 はい。 

0:11:18 わかりました。次の 3 ページ目なんですけれども、ちょっと 3 ページ目に書い

てある変更内容がよくわからなくてですね。 

0:11:27 例えば一番上にあるそのＥ12－Ｆ048 取替に伴う配管取りかえ範囲の見直しと

書いてあるとこれと、 

0:11:36 今の作業の成立性の話と何か関係があるのかっていうのと、そもそもこの限

度取替というのを今回の変更認可で変えようと思っていることなんでしょうか。 



※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。 

0:11:49 はい。ここですね、現在のタカシマです。今 

0:11:55 おっしゃったの弁の取りかえについては 2018 年度のＳＡ工認ずに 

0:12:01 右側をいただいているところです。 

0:12:07 はい、配管取りかえ範囲をなぜ見直すんでしょうか。 

0:12:12 こちらについても先ほどと同じように現場の施工性を考慮したものとなっており

ます。 

0:12:21 以上 

0:12:22 そうです。 

0:12:26 補足説明資料の補足の 4－1 のところに、 

0:12:34 配管のアイソパックがございますので、 

0:12:36 ちょっとご確認をいただきます。 

0:12:45 補足の 4－3 ですね。 

0:12:48 いいです。 

0:12:49 ページが、この装置、 

0:13:04 補足説明破損冷凍管のマツモトでございます。補足説明資料を配付させてい

ただきたいと思いますが、 

0:13:11 相当リート衡平 41 ページ目ぐらいにございます。当金庫の一番下の補足 4－

31 ページになります。 

0:13:24 はい、どうぞ。 

0:13:26 はい。全挿ポートピア権利のタカシマでそこで起きますとこの弁の取りかえに

伴い取りかえ範囲の見直しということで、①という赤いラインですね。 

0:13:36 もともと変更前は枝管で構成されていたものを閉じる規格ヒロキ 

0:13:44 に変更するものです。ここも 

0:13:47 弁当パイプの溶接に伴う海岬確保しろがちょっとみずから現場調査した所珍し

いということが判明した言葉だから 

0:13:57 直接不実規格品のキーを弁に取りつける改造いたします。 

0:14:08 はい。 

0:14:10 ちょっとその辺りがよくわからないんですね資料上なんでその取りかえ範囲を

見直すのか。 

0:14:16 っていうところが、その現場の施工性の観点なのか、例えば 

0:14:24 この資料の当該部分で言うと③もそうなんですかね、あと④のところっていうの

は、施工性の観点というよりむしろかえるから 

0:14:33 トリックなくなるとか、 

0:14:36 あとＹＫＴ継ぎ手に変えるっていうのはそれも施工性なのか。 



※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。 

0:14:40 何かその理由がいまいち全体的にわからないんですけれども、その現場の施

工性の観点で入れられないのでかえますって話と、よくよく見たらいい決議と

いうだったんで変更しますという話と、取りかえに伴ってこの部分はお変わりま

すっていう話なのか。 

0:14:59 ちょっとその辺は整理してもう一度説明してもらえますか。 

0:15:03 ではですね、今は補足説明資料集めて東海のマツモトでございます。 

0:15:08 別途補足説明資料の中でＩＯＴコマツ示させていただいたかをもうちょっとです

ね説明ご理解鋭意 

0:15:16 では次にですね、フリーのなぜそうなるのかということも踏まえた整理させてい

ただきたい。 

0:15:24 すみませんよろしくお願いします。 

0:15:27 そういたしました。 

0:15:35 あとすみません、続いてパワーポイントの 4 ページ目のペネの話なんですけ

ど、これはＰＬＲ再循環ポンプのでね。 

0:15:49 所だけということなんでしょうか。 

0:15:55 原電の補助施設配置のほうになります再循環ポンプもう 

0:16:00 エネのみなります。 

0:16:01 。 

0:16:03 わかりました。これは新規制基準の中で、その 2Ｐｄ200 度 2Ｐｄ関係の対応と

して取りかえる予定であったものと理解すればいいんでしょうか。 

0:16:17 それももちろん考慮しており、やっぱそもそもペネ突破 

0:16:26 今後期待的にもして実施していくしていくもの。 

0:16:34 規制庁の止野です。ちょっと今音声がうまく聞こえていなかったんですけれど

も、高経年化評価との関係もあるということですか。 

0:16:45 その通り決を県連ホリウチです。ほ経年化評価。 

0:16:50 評価の結果、 

0:16:53 この先、司法書士続けるために折り返しする必要があるという判断で取替する

ということがありました。 

0:17:01 200ＢＰについても考慮した設計を行います。 

0:17:07 規制庁の止野です。わかりました。 

0:17:09 これは単純に設切断箇所が変わったと理解すればいいんでしょうか。 

0:17:15 その通りです。 

0:17:17 はい、わかりました。私からは以上です。 

0:17:21 はい。 

0:17:32 それでは引き続き捕捉補足説明資料のほうの説明をお願いいたします。 



※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。 

0:17:44 はい、原告でございますのはもう補足説明資料のほうに移ります。 

0:17:50 設備仕様につきましては、鉄塔 

0:17:54 一方、下水するもので、大きくですね、結構質問だけは 

0:18:02 次に力だということで実現させていただきます。説明が付議値がですね、席順

の整理についてというふうに変わった国は、 

0:18:10 設計ご回答過ぎて、 

0:18:15 それからほとんど最高情報に関する説明資料という見極めも今回の工事がど

こに当たるというものです。 

0:18:24 フジトミ様と今説明した様が意図的な概要のところの第 1 フェーズちょっと先ほ

どの状況の方はもちろんあろう付近のところに閉じこもって 5 ページにつきまし

ては、 

0:18:42 まず方をしていただいてよろしいでしょうか。 

0:18:48 いたします。 

0:18:49 はい。適応まず補足の 1 ですね、非常条文の整理ということで、今後おかげ合

併法定利用してございます。本検討の整理結果につきましては、除灰ポンとそ

れからオペレーションの適用条件ということで、 

0:19:07 愛媛信金で推移全廃するということで今回減収減益施設も求める物件を運ん

施設も多く献血活気ということで、地域福祉前後させていただいてるところがあ

るんですが、 

0:19:22 いけない記述の手法に聞いていますで会長ということで現場の設定というのを

行います。 

0:19:28 元気ましたことを我々比率させいただいた中で、本来の減少を載せ 30 個計が

抗原 0 での評価には 3 位ですね、兼用してた相手あったので、原料だけをち

ょっと審査決定いただいたんですが、 

0:19:46 ケーヨーのお言葉ですね、格納容器ＳＡの中でもあるんですね、鉄筋という厳

しい申請の範囲として十分でなかったんだけど、直流考えております市政大変

申し訳ないんですが、今、再度整理しているところですのでこう整理。 

0:20:05 進めてきているんですね、御説明させなきゃならんわけにも出ます。 

0:20:16 機器状況を踏まえまして今／20 ケーキですね、それから情報整理しているの

が次のページいきます整備のところについても温度上、すいません。次いきま

すし、 

0:20:33 質問をＭａｒｉｎｅｒマーケット準備保健室出てくる確率が、 

0:20:40 適用条文ですけれどもそれに手一杯以後、ほぼここでみんなで検討して、 
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0:20:55 切り出してやる試験につきましては、今のハナダですね存続南モードというす

ごいまして、今回の層厚汚染防護対象を記載していまして、Ｂ案ともにです

ね、今回目標について 

0:21:12 意見ヒロキ別添－Ｂを損しているものです。 

0:21:17 意見見合いいただきとさせていただきますが、五条及び岸田についてのお受

けしますし、 

0:21:29 そうですか。 

0:21:33 それはもうすでに地域づくりの部分がございますので、今回の新たなここ設定

自然冠水も 

0:21:43 その次のページが自己条項ますけれども、今議論が今後ですね、当地域でい

くと。 

0:21:55 補足の 1－3 ページ下のページですね、有効右側のページのところぐらいでき

るだけドイいいじゃん。 

0:22:05 国際部につきましては、要するにこんなことに審査いただいてるんでございま

すけども、その莫大した範囲の場所での質問ご意見。 

0:22:18 次の 

0:22:22 本意見を健康になってございます。 

0:22:30 数 48 番といった整理。 

0:22:35 4917 ケース以外のＰＤＳ日本建築学会危険物正規で補助を先ほど思うんです

ね、もう僕としては、 

0:22:47 ここでは模擬条文ですけれども、 

0:22:51 人電気計装ここについては先ほど申し上げたような系統を推薦ぽんぽん請求

ももう一つ、 

0:23:05 Ｃ、 

0:23:07 意見 

0:23:08 その辺ですね、この位置の計器からの節減を先般スラグの整理になって、 

0:23:25 はい。 

0:23:26 資機材のギャップで司書容器の引き続き確認させていただいてよろしいでしょ

うか。 

0:23:37 そうです。 

0:23:39 今読影とりあえず補足説明資料 1 シノ一律か。 

0:23:45 来について説明していただいたところで一旦範囲でときたいと思いますので、

はい。補足説明資料のところをお願いします。これは補足説明 1 の方がもと

で、このページで言いますと、 
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0:24:01 ほとんどその 1 月 16 を心にですねゆりの対比ということであるものを見せて

説明しましたけれども、表という形の整理をしています。 

0:24:16 そこもきちんと説明は以上になります。 

0:24:22 はい。説明ありがとうございました。それでは確認事項等ありましたらお願いい

たします。 

0:25:00 すいません規制庁ミナカワですけど、今説明いただいた。 

0:25:06 補足の 1－1－2 から各条文ごとに③核バツってつけてもらってると思うんです

けど、阿蘇それとも 

0:25:16 すみません反応を 

0:25:18 一番最後に説明してもらった補足 1－16 の注力途中中の丸参画 

0:25:26 Ⅱとの関係がちょっとよくわかんないんですけどそれ説明してもらっていいで

すか。 

0:25:55 すいません聞こえてますか。 

0:25:58 意見マツモトでございます。はい、ありがとうございます。こちら切ってはちょっ

と別途御説明させていただくことよろしいですか、申し訳ございません。 

0:26:07 わかりました。大丈夫ですけど、結構ある設計基本同じことを表してるって理

解でいいですか。 

0:26:15 今のちょっと凡例の違いもございますので気がするさせていただきたいと思い

ます。すいません、お願いします。 

0:26:39 規制庁ノロウイルスけれども今のミナカワからの質問に対し、確認事項に対し

ては今後ある改めて説明していただくということで整理して説明していただくと

いうことでよろしいでしょうか。 

0:26:55 今回もともとマイナスをしてその通り対応いたします。はい、わかりました。 

0:27:09 それでは次の資料の説明のほうをお願いいたします。 

0:27:17 はい。続きまして、答弁ほぼます続きまして所則の見本市をですね、設計土地

添付書類の整備ということで記載させております再整理いただいております。 

0:27:31 介護名等を検討を合わせてですね。保険基準保険についての整備も 

0:27:40 議論を 

0:27:44 三井ホームのオープンについては、現金等、先ほどのですが、至ります。 

0:27:54 したがいまして、結構道という示します。 

0:28:01 床ライナーを減じ方向性につきましての枕の大きい適用できることを聞きます

が、／Ｃです。 

0:28:09 1 と 3 生かされておりますので、お願いすると、フランスもしくは 5 に軽減の計

画について、ここもですので、来てきてそれ以降の場合というふうに 
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0:28:23 関口のほうですけれども、こちらの先ほど言ったっけ、各自が 50 億円入り込

んで思っていますけれども、大飯のほうでも施設をお受けにくい以降でもまだ

バックになるとフレキを御検討についてのものは⑦に 

0:28:41 日本発條としてはですね。 

0:28:44 今期保護を行っていく手順にもう一度ここですね送電検討とかタイトルにつき

ましては今回は外的ます。 

0:28:56 同様にですね、頑張ろうと振り向けにつきましても、今般結構に開口している

について記載しています。 

0:29:10 いえ、右のページで言いますと一番下のページですね、やすい蓄光厳しいス

ポーツ濃密に敷設見せていくことで、先ほどちょっと申しましたけども、やすい

場合の部分の一部についてだけ、 

0:29:26 損保ページ以降ほぼついて来ますけれども、 

0:29:32 もうこの別表 2 の付与、 

0:29:35 ここの式の待機を命じた上で、それから海水ポンプ説明書にお願いしている

し、じゃあの辺りが 

0:29:44 青木信金のとしては影響はないんですけども、 

0:29:48 ここで、これについてはレセコン関口撓曲活動を説明していくと。 

0:29:57 そのときに、ぼけ基づき関係。 

0:30:04 立候補結構大変名店街地区に決議した結果、 

0:30:10 次の 5 ページからの減額載せて店舗なります。 

0:30:14 来 

0:30:17 最初のページだけをほぼ一定で冷えて冷えているとしてございます。 

0:30:25 以降記載と戻っページもどうすべき根拠質問。 

0:30:31 思っていて、昔に戻って、その赤字でありますと、帯磁率一本釣り傾斜につい

ては、僕につけますが、 

0:30:43 次のところは、こちらについては、分間プラントの中が短くなる方向という規定

を強化を毎期とオフィスパスもきちんと行う検知していて、 

0:30:55 デジタル本格アンケートでチェックしています。 

0:31:01 ごみ大丈夫です。 

0:31:06 はい。御説明ありがとうございました。それら確認事項等ありましたらお願いい

たします。 

0:31:20 原子力規制庁の止野です。ちょっと幾つかなんでないのか理由がよくわからな

いのがあるので教えたのをちょっと説明をしてください。 

0:31:30 具体的には別途補足の 2－2。 

0:31:34 残留熱除去系配管に関するところまずも含めてなんですけど。 
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0:31:40 例えば、その許可整合の添付書類がない理由が、設置許可の変更がないと

駄目添付しないという理由がよくわからなくて、 

0:31:49 滞納そのー設工認の変更申請の変更内容が現状の許可に当整合しているこ

とを説明する添付書類だと思いますので、 

0:32:01 特に変更がないから添付しないという理由がちょっとよくわからないんで、ここ

押し説明してください。 

0:32:08 はい。ご存知部門と事業者が我々としてはバーボン。 

0:32:14 スピーカーに結局この変わったものではないので整合を改めて説明するじゃ

ないのかなというふうに判断してちょっと日報毎に算出結果として聞いていき

たいと思うんですね、けんぽ保管会場がん許可とちゃんと整合しているもので

あることを説明するという趣旨であれば、 

0:32:34 おっしゃっているかなということでございます。 

0:32:38 規制庁の止野です。その認可基準で許可との整合というのが明確になってい

ますから、当然その現行の設置許可ときちんと整合していることは説明をして

いただけなければいけないので、 

0:32:54 ここなんで別の中の正直理由がよくわかりません。 

0:32:58 あと、思います。 

0:33:02 あともう一つなんですけど、今回在留熱除去系配管の接続部については、配

管の確かＫＫ形状変更したと寸法迎えるみたいな話もあったような気がするん

ですけど。 

0:33:16 そういう意味だと例えば必要補足の 2－4 のＮＰＳＨ評価っていうのは、 

0:33:22 なぜつけなくていいんでしょうか。 

0:33:27 もし、 

0:33:28 すみません減税の形までして先ほどおっしゃったの寸法というのは体育館の

切断位置だとか、溶接線のところに関わる寸法の意味なので、配管の外径と

か内径とかがそういうところが変わる。 

0:33:40 内容でございません。 

0:33:43 じゃあちょっと理由が該当する設備はないため添付しないというのをちょっとや

っぱりよくわからなくて、今回そのＲＨＲ系への接続配管をいじるんのであれ

ば、該当する設備はないという理由はどうしてこういう理由になってるんでしょ

うか。 

0:34:04 すべてちょっと聞いてみているところですねちょっと説明が足りなかった外しま

すすいませんでした。 

0:34:13 原子力規制庁の止野です。 

0:34:16 ちょっとその、 
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0:34:17 書類の補足がございます補足 2 についても、本当にこの添付書類がいるのか

いらないのかっていうのがちょっと理由が確率的にちょっとちゃんと検討されて

るかどうかっていうのが、何とかちょっと判断できかねる部分もあるので、 

0:34:32 もう一度全体も 1 見直していただいてけったいと思うんですがいかがですか。 

0:34:40 保険でございますし、ちょっと今確かにご指摘いただいた部分を設置補正行政

的よろしいと思いますし、今のが未熟でもＮＰＳＨということで、やっぱりＩＰ測定

器もありますちょっと再整理させていただきます。 

0:35:00 はい。 

0:35:01 変更するところの箇所のその配管なりＶなりを変更すると、その添付書類とし

て添付する可能性があるっていう部分はちゃんと網羅的に組み上げた上で、

それでいるのかやらないのかっての判断をしていただきたいと思います。 

0:35:20 わかりました。 

0:35:22 私からは以上です。 

0:35:40 それでは次の資料の説明をお願いいたします。 

0:35:49 はい。ここ言語増減ございます。次いきまして、結構大きいの。 

0:35:55 一般的説明して説明し、 

0:36:10 ちょっとまず、 

0:36:33 被告すいません報告します。以上 5 人包括本日説明資料につきましては、今

回の保護としまして工事手順ですとか保健所の方には、理事をもとに公言しま

すけれども、こちらについて、 

0:36:53 工事の方を一致せずに記載のほうは技術本体ベースＣ／ものすごくをつぎ込

む活用しておりますので、県についてですね、欧米ポイントする六つの破損を

防ぐには御説明近傍では、 

0:37:08 来審査していただいております。 

0:37:11 それがですねえと 2 ページ目から続いておりまして、 

0:37:17 ここの原子炉保険所ふやします原子炉本体の期待できますけども、堰堤ぽん

ぽん前のほうも再生記録部分の鉄塔ポンプとしてｉｎｃｈⅤ人口規模最新のコー

ドをさしていきますと、本体部分とか、 

0:37:35 工事の手順としましては強め危険性があるかって位置付けていくべきです。 

0:37:42 この位置に持っています。 

0:37:46 あと、2 ポツのところでして、その方向をつけて移行期間経過について報告が

ＴＫＣの 

0:37:55 それでいいました三つの御説明低減させます継続或いは検層パブリックにポ

ンチ絵について決定今ご意見Ｓｏｍｅｒｖｉｌｌｅｅｔの 8 ページから水。 

0:38:14 できまして一報を言うと、 
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0:38:18 日経あっちのほうはわかった。 

0:38:24 以上です。 

0:38:27 挙手をしてみて逃げ 300 ページ見ますと、 

0:38:36 2 ページを 

0:38:39 次に、認定先に出る法案すみません、質問しても、じゃあここ結構警察を次か

ら次満点として運搬するっていうことについても、Ｆ1、 

0:38:52 そう。 

0:38:58 引き続きましてそのあとですね、結構経費見ますと、 

0:39:04 日右下Ｐ4 ページ、こちら切って御報告基準にポンプの経験もございまして、こ

ちらについて先ほど御説明した部分も経済的てこ拙速保護を 

0:39:20 はい。 

0:39:24 説明以上です。 

0:39:28 ＩＡＥＡと御説明ありがとうございました。 

0:39:31 それでは確認事項等ありましたらお願いいたします。 

0:39:56 原子力規制庁の止野です。ちょっとあの確認させていただきたいんですけど、

工事の方法の記載っていうの新検査制度に絡んで新たに設工認の記載事項

として入ったものだと思うんですけれども、もともとの新規性基準の工認の中

には、 

0:40:16 入っていなかったものです。 

0:40:19 よろしいでしょうか。 

0:40:23 発電所マツモト施す側の成績にかかるものも中に入ってございます。 

0:40:32 すみませんちょっと今音声が良くなかったのでもう一度お願いします。 

0:40:37 はい、検討を新規制の中で人月ライターものには方向情報が入ってございま

せんでした。 

0:40:45 わかりました。今回の編年の前にその何らかの形で、その工事の方法という

のは提出されたものがあるんでしょうか。 

0:40:57 いやございません。 

0:40:59 あれですか、新規制基準後も応接工認の中で、工事の方法というのを記載し

たのは今回の編年が初めてということでしょうか。 

0:41:12 おっしゃる通りでございます。 

0:41:14 わかりました。 

0:41:45 はい。それでは次の資料の説明のほうをお願いいたします。 

0:41:50 はい。 

0:41:52 はい。原電の高島です。したらですね 

0:41:56 腐食の 4－1。 
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0:42:00 暫時休憩系配管の 

0:42:04 主要配管振興課長一覧ということで、補足の 4－1 ですね、ここで残留熱除去

系Ａについては、 

0:42:13 6 ヶ所の変更内容がございます。①が弁の取りかえに伴う配管取りかえ範囲

の見直しということで、先ほどの国籍があった通り、ちょっと変更理由について

はちょっと補強いたして後で御説明いたします。 

0:42:27 ②につきましても、当ＳＡ設備である代替循環冷却系 

0:42:33 の取り合いづくりの形状の見直しということで、 

0:42:37 こちらも日と同様な理由になります。 

0:42:39 ③対応ですが、こちらも、 

0:42:43 そうですね。同じく現場施工性を踏まえた取りかえないの見直しということでご

ざいます。 

0:42:49 ④については、 

0:42:54 すでにおっしゃった①③の変更に伴い、ここの配管の構成がベント継ぎ手のみ

となるため、記載の適正化をしてございます。 

0:43:05 ⑤2Ｐｄでは弁の取りかえに伴う変更なんですがこちら側のベイズいろんな冊

材で、 

0:43:14 はいかんな。そこになるので、／異材継ぎ手を追加した変更となってございま

す。 

0:43:21 ⑥については、このラインに啓発制御装置自主設備になるんですが、これが、 

0:43:28 もともと系統に接続される予定でございましたが、 

0:43:31 現場の施工性を考慮した結果、このｐＨ制御装置をＢ系統に接続する見直しを

してございますので、この決定、変更をしてございます。 

0:43:42 あれじゃあれ系統に関して御説明は以上です。補足の 4－2 から 

0:43:52 4－4 について、そこの配管の 

0:43:57 あ、すみません、4－2 については後任に示してございます店舗別の中途です

ね、そこの系統図に今回の変更箇所。 

0:44:07 大体の位置とちょっと番号で振ってございます。 

0:44:10 きっと補足の 4 の担当からは、 

0:44:16 変更前後の配管の 

0:44:19 計画を聞き、 

0:44:24 続きまして残留熱除去系ＡＢＣ系についてですね、補足の 4－5 です。 

0:44:32 こちらの取りかえに伴う取りかえ範囲の見直しですとか、 

0:44:38 あとは 6 番理由と弁の取りかえに伴う異材継ぎ手の追加ということで、こちらも

答弁のステンレス大あと配管のカーボン材の異材継ぎ手の追加の変更。 
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0:44:49 ですね。 

0:44:52 あとはＡ系の説明以外、 

0:44:56 異なるところっていうと、③ですね、 

0:45:00 優良健一想定のためにちょっと追加ということで、 

0:45:04 こういう変更ついてきたりしてございます。 

0:45:13 補足の 4－6 についてはこう残留熱除去系ＢＣ系の系統図、 

0:45:18 に、今回の変更箇所のナンバリングを示した表となってございます。 

0:45:29 規則の 4－7 から 

0:45:33 4－10 については、各々その変更の概要の配管図が打ち上げられてございま

す。 

0:45:42 はい。 

0:45:52 変更内容の理由をちょっと補強してまた採用を説明をさせていただきたいと思

います。以上です。 

0:46:03 説明ありがとうございました。それでは補足 4 について確認事項等ありました

らお願いいたします。 

0:46:17 すいません規制庁ミナカワですけど、補足の 4－2 とか 4－6 で系統図で変更

箇所を示していただいていて、その後ろには 

0:46:33 さらに色分けした変更を箇所とかがわかるようにしていただいてるんですけ

ど、ちょっと補足の 4－2 の概要図とか、 

0:46:45 4－6 の海洋図上でもう 

0:46:49 ちょっと工夫していただいて、それぞれの変更箇所等、その前のページの表の

①②③④⑥がどこを指すのかって言うのがちょっと対応関係わかるようにして

もらってもいいですか。 

0:47:04 はい、承知いたしました。 

0:47:09 お願いします。 

0:47:37 はい。 

0:47:40 当期中京ノロウイルスけれども、資料ほの 4－3－10 のところでちょっと聞きし

たいんですけれども、この 

0:47:54 2－6 のＲＨＲの 74 というようなカーブ。 

0:47:59 所住民上映等、変更前は中心辺りにあって、変更は緑のラインの 

0:48:12 18Ｂ×8Ｂ－Ｐのあるところに移っているんですけれどもこれ当庫ていう何番の

変更に該当するのかちょっと教えていただければと思います。 

0:48:27 こちらの原電の高島です。この今おっしゃられた 2－6 のＲＨＲ74 については

ちょっと主配管ではないんですが、この補足 4－1 の変更箇所一覧で示す番

号で言いますと、 
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0:48:44 ③の 

0:48:47 変更箇所に該当いたします。 

0:48:53 当ワークありましたユニット、 

0:48:58 そうすっと、 

0:49:01 そう。 

0:49:03 変更内容の所継ぎ手の取替範囲の見直しってあるんですけれどもそれの中

に含まれ、 

0:49:10 ですかね、ちょっとこれが例えばこういう変更なのかもちょっと、すみません図

面だけだと理解できてないので、ちょっと詳しくお願いします。 

0:49:21 はい、承知いたしました。 

0:50:04 はい。 

0:50:08 委員長。 

0:50:21 トーカイの松本でございますので、補足御説明進めさせていただいてよろしい

でしょうか。 

0:50:33 今の規制庁ノロウイルスけれども、今の配管のところの設備、 

0:50:43 ある域Ａと 2－6 のＲＨＲの 74 のところの説明も 

0:50:49 今後改めて御説明していただけるというようなことでよろしいでしょうか、本件

は先ほどの説明の補強の部分とあわせまして説明させていただきたいと思い

ます。わかりました。あとすみません、記載のところだと思うんですけどちょっと

言ったの 1 点ですね。 

0:51:06 補足 4－3 の変更後のほうの図面なんですけれども、 

0:51:13 赤い線のところで①の変更箇所になるかと思うんですけれども、2－18－ＲＨＲ

－4 の所下に材質とか口径の記載がないんですけどこれって、 

0:51:28 付き添いなくてよろしいんでしょうか。もしあるようであれば、その追記のほうを

お願いいたします。以上です。 

0:51:36 承知いたしました。 

0:51:38 規制庁の例ですけれども後々多分同じようなのがほかの図のところにも何ヶ

所かあったので全体的にちょっと見直していただければと思います。私からは

以上です。 

0:51:52 はい。 

0:51:59 それでは次の補足 5 の説明ですかね。よろしくお願いいたします。 

0:52:04 はい、了解しましたと思います。 

0:52:10 やっぱり生きてございますが、補足説明資料に追記いたします。 

0:52:15 一番最後のページをご覧ください。 

0:52:18 今回、 
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0:52:20 格納容器の気密性能の維持、刑を経年化評価の結果に基づいて、電気ペネト

レーションの取りかえを行います。 

0:52:29 次に採用って作る際に、 

0:52:33 切断する違う。 

0:52:35 シノＰ／から 

0:52:38 長さが 50ｍｍに近くなるということがわかりましたので、今回、 

0:52:44 目標について被水したいとございます。 

0:52:49 下のほうにもシノによる説明がございますが、対象が原子炉再循環ポンプの

名称、合計 4 でございます。 

0:52:59 右側現行ペネトレーション書いた図の構造物の用事で取りかえ範囲を示して

いる値の部分が取りかえ範囲でございまして、 

0:53:09 既設の範囲を示した吊具をの両端を工事負担してその切断長さ合計で 50ｍ

ｍ程度になります。 

0:53:22 説明は以上になります。 

0:53:26 はい。 

0:53:28 はい 

0:53:30 説明ありがとうございました。それでは確認事項のほうを断ですけれども私か

らすみませんちょっとえっとですねと規制庁のドイですけれども、今の補足説

明資料のところに 

0:53:47 この赤で書いてある取りかえ範囲っていうあれ型のようなものが変更前で、 

0:53:55 商品工号は、 

0:53:58 °形状と短くなるっていうのはこのなんかありの右側の膨らんだ部分のところ

がなく、 

0:54:07 短くなるというような 

0:54:10 理解利用炉心離職をちょっと変更前と変更後でどうなるのかが図面からちょっ

とわかりづらいので説明をお願いいたします。 

0:54:19 はい、東海のホリウチです。まず切断する部位というのが、既設残存範囲と示

したところの 

0:54:27 数字、④番の矢印が立つ先の横に伸びたすごい数字になります。これを赤矢

印で示した両端を削ることによりまして、 

0:54:44 でも取りかえ後については、ピンクは丸ごと取り返して結果的に、⑤番が、 

0:54:55 原子炉格納容器の壁に数ｍｍ、合計 50ｍｍ近づくと。 

0:55:01 いうイメージになります。 

0:55:06 イメージ伝わりますでしょうか。 

0:55:10 次に、 



※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。 

0:55:12 規制庁鈍いですけれども何か。 

0:55:19 わかりました。切断して再溶接することで短くなるということですね。あ、すみま

せん、ようやく理解できました。あとすいませんもう 1 点なんですけれども、 

0:55:36 申請書のほうを見てたら 

0:55:40 Ｘ－101Ｂと 1①Ｃ街と同じような仕様で書いてあったんですけど、これは二つと

も同じ 

0:55:49 2711、1ｍｍから 2664 ミリに同じ変更になるというようなことでよろしいんでしょ

うか。 

0:55:58 はい。日をＰにつきましては、東海のホリウチです。同じ方に変わるということ

になります。 

0:56:06 規制庁ノロウイルスありがとうございました。私からは以上です。 

0:56:22 規制庁皆こうＳＡと。 

0:56:25 補足－5 の 

0:56:29 ＮＥＡのところのⅢブームが系を切断してってことなんで。 

0:56:37 大丈夫だと思うんですけど、さっき補足の 2 で添付が要る要らないっていうの

はもう 1 回ちゃんと整理をしてという話が出てたので、 

0:56:48 補足の 2－7 の別表第 2 の格納施設んところの格納容器の設計条件に関す

る説明書の店舗で閉じ込め機能がついてると思うんで、そこにその影響ある

やなしやっていうのはまずここで、 

0:57:06 その理由を示してもらってもいいですか。 

0:57:12 はい。 

0:57:13 はい。はいか 10 日のホリウチですとじ込み機能については承知いたしまし

た。資料を準備したいと思います。 

0:57:22 お願いします。あれですよ。御説明 2－7 でしたっけ、補足のそこで変更理由

のところにちゃんと記載していただければいいと思いますので、そこに記載試

行をお願いします。 

0:57:37 東海法律承知いたしました。 

0:57:41 はい。 

0:57:49 はい。 

0:57:56 それでは規制庁側からの方の確認事項は以上でして後、 

0:58:04 説明するものは次の資料になるんでしょうか。よろしくお願いいたします。 

0:58:10 そして、 

0:58:12 。 

0:58:13 はい。 

0:58:15 どうぞ。 
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0:58:17 はい当番表ございます。それでは続きまして、資料の並びで言いますとねとも

補足説明資料の御説明を終わりましたので、申請書につきましては、大きな申

請させていただいてございますので、 

0:58:35 六本木の部分を進めまして、すいません。三坑どうぞシステムます抑制本日

購入し設備等々が電気事業法に関するというよう整理の要否というのが今つ

けてございます。こちらは 

0:58:53 左はいいんですか、もともとよろしいでしょうか。 

0:58:56 はい。 

0:58:57 はい。お願いいたします。お手元左のほうに登録制法の条文を整理するように

ですね、右側のほうに電事法のですね、に関するメールの部分の整理を進め

ているものでございます。 

0:59:11 今回はこちらのＢでいいますと、 

0:59:19 必要ちょっとこちらのデータでなく、電源系統、 

0:59:23 ホリウチ直径の配管の部分とそれから 

0:59:28 恒設の電気ペネトレーションの部分今国会とするということで対象というふうに

考えてございます。 

0:59:35 はい。 

0:59:37 この説明は以上になります。 

0:59:43 説明ありがとうございました。それでは確認事項等ありましたらお願いいたしま

す。 

0:59:56 はい。 

1:00:00 それでは次の特にこちらからコメントございませんので次の資料の御説明をお

願いいたします。 

1:00:10 はい、日本原子力発電のアリモリでございます。 

1:00:16 を通してですね、今回の申請書の内容の全体概要及び説明資料の説明は以

上になります。最後に審査スケジュールの案というものをつけさせていただい

ております。 

1:00:28 今回の全体構造系として、3 月 4 日に申請をさせていただいて、副説明資料を

想定していただいて、本日の内容説明を 3 月 25 日にさせていただいておりま

す。 

1:00:40 下に補足説明資料の内容を記載してございますけれども、今回一通り全体の

概要は御説明をさせていただいたのかなと思ってございます。ただ、 

1:00:53 もっと別のヒアリングの中でもさらに確認が必要な事項、また当社からも整理

をして説明をする事項がございますので、こちらについてはやっぱこれと 4 月
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のところで調整をさせていただいて、改めての説明をさせていただきたいと思

ってございます。 

1:01:13 スケジュールの説明については以上になります。 

1:01:16 はい。御説明ありがとうございました。 

1:01:25 はい。それではスケジュール案の方をですねこれと次回以降また、今日のコメ

ント等を踏まえて、日程調整させていただいて抵当定期的にですね。 

1:01:41 内容説明のほうは意図していただくような形で進めたいと思います。以上です

べて資料の御説明のほうは終わりましたでしょうか。 

1:01:52 はい。 

1:01:53 はい、芸のアリモリでございます。説明は以上になります。 

1:01:59 はい。それでは全体通して何か追加でコメントとか御説明何かございますでし

ょうか。 

1:02:10 日本原子力発電アリモリでございます。弊社からの、特に説明確認を行いま

せん。以上です。 

1:02:17 はい。それでは本日のヒアリングはこれで終わりたいと思います。今日はどう

もありがとうございました。 

1:02:27 ありがとうございました。 

 


