
sn~事E書籍高轄i艶審査についt:窃院関爽議長集金

-nlp電車富等書窃審査時事公開@違語的審華鏡制官制号、事4韓しど事号~

川内原発の審査はまだ終わっていない。原子力規制委員会は設置許可審査書(合格

証)を2014年9月10日に出した。が、今は工事計画認可・保安規定認可の審査中であり、

その次に使用前検査も必要である。まだまだしっかり監視する必要がある。特に、九電から

の工事計画・保安規定の認可に係る補正書の提出が大幅に遅れていることにも着目した
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ところが、九電が提出した工事計画・保安規定にかかわる補正書を規制委は「黒枠白塗

りJ隠ししで公表してし唱。その為に、第3者が本当に正しい計算・審査がされているかどう

かを確認することができない。そこで、、この工事計画・保安規定の審査について原子力規

制委員会からヒアリングする。山崎久隆さん(たんぽぽ舎・劣化ウラン研究会他)が「黒枠白

抜きjを追及するとともに工事計画審査の実態を明らかlこするo

併せて、認可前に工事実施を認めている規制委の法令違反を追及し、これらからも明ら

かになっている規制委の規制行政についても追及するO

規制委の審査に疑問を抱く技術者・市民の皆さん、川内原発再稼働に反対する皆さん、原

発の報道にたずさわる皆さんち

是非ご参加をお願しします。
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表題:規制委の工事計画審査を問う(院内ヒアリング)

~r黒枠白抜きJ隠しと「認可前事前工事」を止めろ~

日時 :2月 19 日(木)13時~17時

(規制庁との質疑・応答は13時半~16a寺半を予定) ゆすもイ紙風ぎ

イ月切三糊右4b場所:参議院議員会館講堂(lF)

内容 1規制委公開資料の黒枠白抜き問題と工事計画・保安規定の審査

2認可前の工事先行実施

3 不作為の罪など、規制行政について

@事選盟諸'" 瞳園畠彊田監理由廻盟副

主催:再稼働阻止全国ネットワーク

メーノレ inあ@saikadososhinet.sakura.ne.jp

TEL070.6650-5549 FAX 03-3238-0797 (再稼働阻止全国ネットワーク宛と明記)

(東京都千代田区三崎昨2-6-2ダイナミツクピノレ5Fたんぽぽ舎気付け)



1 r黒枠白抜き」公開て審査内容を隠すな(質問文のみで、図表などは省略)
万)-~三ヴ 7~後

1 r設置許可申請書該当事項と工事計画との整合性Jにつして、次パージのような記述がある。

ところが、余熱除去冷却器もホウ酸注入タンクも原子炉補機冷却器も強度計算がされていない。

全て設置許可段階の計算書を参照するとしている。しかし設置許可段階の強度計算は、 372ガノレ

で設計されている。これが現状でも同じ強度を維持するとずる考え方はいかなるものか。工事計

画にない設備の全てが新規制基準の下で設定された620ガルの基準地震動ssにおいても同様の 1 

性能を有するとじた根拠を明らかにすること。 旧碁年設備に事tIf 均出ゐト今'桝t協¥
臭忍3

2 次からのページには、敷地のすべり安全率に関する図面などがあったと思われるが、全てマ

スキングされている。敷地の安全率がなぜ非公開になるのか全く理解できない。敷地の安全性は

、大地震に伴う斜面崩溶や地盤の液状化などで大きく損なわれる可能性が高く、実際に柏崎刈羽

原発でも福島第一原発でも発生している。柏崎刈羽原発では、地盤の変形により所外変圧器が地

盤と共に原発に対して変位し、冷却用オイルが漏えいして発火している。

福島第ーでは、地盤の崩落に巻き込まれたために外部電源用送電鉄塔が倒壊し、ステーションブ

ラックアウト、過酷事故につながる一因となっている。そのような極めて重大な情報を公開しな

い理由は想像できない。(喜姫日司会守可。J
これらに掲載された図面を公表すること。また、公開しないとした九州電力の理由を明らかにす

ること。 営j業弟剰tあ創)J'奇奪鞍誌，イ仰日ん刈哨l情官宅鞍量，7元七訊上
そ初のうはえで、 地櫨盤の崎安全性出lにこつ叩しい、て可改め杭て説糊明す拘るこ吋山とι。 寄笠頑忍f殻謎長娃歪5諸去 l円7喉各 持事転総ミ誌孟E聞表

3 ほう酸注入設備用ポンプρにつしで子£ごタのみならず評価内容までもがマスキングされてい一

る。これMで叩附持叩価山M山通もdら吟岩\l-~ 1k僻:~調司T均元祉土
このマスキング内容を全部明らかにすること。 同 j 寸{)(

評価文書の途中をマスキングしたのでは、文章の意味が不明になるため、そもそも記述の意味が乏帆3
ない。~匹c∞C工お電パ舎舎d狩つ .上 v

こωのよυうな肘マス対キンげググ、を的f行子う滑理由削は出叩{何帆可耐カ

4 加圧器につ叫い、吋ては、基準地震動が大きくなつた影響があると恩われるが、次ベ一ジ升沈iにご品あ初る悦とど-へ一 1は:埠よ
おり1、力加日圧器の強度言計十算も設置許可申請のまま変更なしとなつている。 ベJ2ι 日 hJ司

設置許可時の加圧器強度計算と新規制基準における ssに基づく強度計算結果が整合するをじちご担

根拠を説明をすること。 私自 ρタMP，，)> 331MP此仔勉学年使if
また、加圧器と接続する一次冷却系配管は、簡易弾塑性解析を行うほど、応答値が基準値を上因究g
っかる。加圧器配管が塑性変形した場合、力日圧器そのものの安全性にも重大な影響を与えると'、l'会

思われるが、そのような解析をすべきではないか。酬をしたうえで健全性が維持できるとの結 か

&、 ogeぐ/、 d

5 原子炉冷却系統施設の耐震強度計算では、いくつもの重要配管

れる。基準を超えている配管については、どのような対策を取るの

1': } l-t:l ~ ヰ丹、

行った結果については、どのような評価になっているのか。" 一一一ァ
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10 ここでも無意味に多くの情報はマスキングされている。どう考えても多数の公開情報があ

る中で、隠す理由が全く分からない。商業上の秘密にも当たらないし、まして核物質防護など無

関係である。理由もなくむやみに隠ぺいする体質に規制庁も手を貸しているのではなし、かJ

さらに、伝熱管は何の欠陥がなくても地震動により破壊寸前である。デ)タがないため、 s u s 

304鋼板で比較したが、そうではないというのならば、インコネルTT660のデータを元に

Eしく破断点左裕度を示すこと。さらに工事計画と原子炉設置許可との整合性についても説明す

ること。工事なしで当初の性能が維持できるはずはないのだから。
寄

1 1 この文書に掲載されていた図面のほぼ全部が、マスキンク守されていて内容が不明である。

そもそも何が書いてあるのかすら分からない。情報l非公開である。

枚目の「環境測定装置の取付図面」とは移動モニタリングのことを指すのではないかと思われ

る。なぜこれが非公開なのか理解できない。

二枚目は「原子炉冷却系統施設に係る機器の配置」だが、例えば高浜原発の場合は公開されてい

る。非公開である理由はない。

全ての図面を公開すること。

1 2 r余熱除去系統RHRJ とは沸騰水型軽水炉では「残留熱除去系RC1 CJに相当する。

原子炉に冷却材を入れるためのECCSの機能を持つ。

その配管強度についての解析は、極めて不自然である。まず、第一図では、解析対象になるフ守口

ツクが示されるが、原子炉から最初の弁と二番目の弁で仕切られる場所だけである。地震の揺れ

を解析するならば核の容器貫通部を含む全体が問題になるはずである。また、その結果は極めて

厳しいものになっている。にもかかわらず、デ}タは多くが非公開で系統図面も非公開である。

これで何を納得しろというのか理解できない。健全性が維持できるとする明確な根拠を示すと同

時に、データを明らかにすること。また、この系統も全部を評価対象とすること。

以上 l 
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E 工事計画認可前に、 J11内原発王国訓では事前工事が行われている事に対する質問

① 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律J (以下「原子炉等規制

法Jという)第43条の3の9によると、 「工事計画認可の取得jは、この前提条

件として、 「当該工事に着手する前に、その工事の計画について原子力規制委員会一

の認可を受けなければならない。 Jとある。

又、第43条の3の10 r工事計画届J第2項には「・・・その届出が受理された

日から 30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事をしてはならない。 j

とある。
℃ι 

このような法律条文があるにもかかわらず、川内原発現地では、再稼働の為の工事が

行われている。なぜ、規制庁はこの法律違反工事を容認しているのか、回答して〈だ

主とι

② 2月4日、議員会館内に於いての、経産省、規制庁、内閣府との三省交渉に於いて

、この点を質問したところ、安全規制管理官は r3， 1 1以後、各原発現地に緊急

安全工事を指示した。 j との回答がありましたが、そこで指示した「緊急安全工

事|の内草寺を教えてくださいn

前項の「緊急安全工事j とは当然、原発再稼働に係る工事ではなく、 3， 1 1福島原

発事故の教訓から導きだされた、緊急の安全確保の為の工事であり、停止中の原子力発電

所の敷地、原子炉、及び関連設備等の、特に使用済み核燃料の安全を、地震、津波、

火山灰などから守るための緊急工事に限定されるはずですから、 「緊急安全工事j と

、再稼働の為の「工事計画認可jに基づく工事との厳格な区別がなされなければなり

ません。この区別がどのようになされているのか回答してくださいn

③平成27年2月5日、九州電力株式会社作成の、資料2-1 のり11内原子力発電

所 1，2号機工事計画認可申請及び使用前検査に係る工程」には工事計画認可後

、即、使用前検査となっていますが、どのような工事計画なのでしょう力、 「原子

炉等規制法規則j第 9条により「工事計画認可J及び「工事計画届j には，____cエ葦

工程表lの項目がありますが、1::"のように記載されているのか、回答してください

a司 唱

又、この資料には「主な対象設備 (1，2号機共用設備)Jとして、 「中市j室空調

設備。廃棄物処理建屋。津波監視カメラ、取水ピット。事故後サンプリング設備。非

常用DG。使用済燃料ピット水タンク。通信連絡設備 (SPDS)の一部。」の七項目の

工事内容が明記されていますが、全て再稼働とは関係のない、 「聖書急安全工事lなの

でしょうか、回答してくだ示いn

ナ)首校五二もお¥ハ 終?完走のJ喜薮:険笠めみ
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工偲事可計申画錆

1号機

使用前検査

ヱ認著可書富申十溺箇

2号機

M 使用前検査
局、

十亙瓦Z二11
平成 27若手2.pl 58 
九 州 電 力 株 式 会 社

川肉原子力発電所1.2号機工率計画認可申購及び使用前検査に保る工程

様正書作創

荷:繍正申諮 認可
マ マ

適合性確認検査{社内検査〕

マ使用前検遊 マ並列
マ燃料装街 マ原子炉起動

使用前検査 使用官官検査

定期審事住者検杏n 期 検査

目 A 
総合負荷性能検査

繍革審作成

再補正申請 認可
マ マ

主主対重量設錨【u呈鐙共庖鐙儲}
適合性確認検査(宇土内検査)

1.2.号機共用設備 マ使用前器使検用議i申務

ドし 闘輔吋醐 掘" 

!使用前後釜 i



m内原発、誤岡原発申請書の工程表掲載頁

原子力規制委員会HP掲載の通し頁で示します(例・ 95/120)。
ヲ区

(ホーム>政策について>原子力の規制〉実用原子炉(原子力発電所)>設計・建設段階〉発電用原子炉に係る安

全審査状況>同設置認可・同工事計画認可

川内原発1号及び2号

@申請書

日付 文書 掲載箇所 項目 工事期間

2013.7.8 設置変更許可申詩書 95/120 緊急時対策所(設置場所免震重要棟内) 2014. 5~2016. 3 

(1) (p95別紙4) 設置工事 (1号及び2号炉共用)

工事計画認可申請書 169/262 重大事故等対処施設の設置及び基準地 2013. 7~10 

1号機 (1) (p20-2) 震動の設定に伴う基本設計方針の変更

等に係る工事

原子炉ほか泊施設

工事計画認可申請書 122/602 同上

2号機 (1) (p18-2) 

③補正書(設置変更許可、工事計再認可)

日付 文書 掲載箇所 項目 工事期間

2014.4.30 設置変更許可申請 335/370 重大事故等対処設備他設置工事 (1号及 2013. 7~2016.3 

書(1) び2号炉

2014.6.24 設置変更許可申請 484/521 重大事故等対処設備他設置工事 (1号及 2013. 7~2016.3 

書の再補正 (1) び2号炉)

2014.9.4 設置変更許可申請 なし 用語統一等

書の再々補正

2014.9.30 1号機工事計画認可 108/633 その他発電用原子炉の附属施設のうち 2013.12完了

式¥ 申請書一部補正 (1) 常用電源設備 ? 
¥ 

109/633 その他発電用原子炉の附属施設のうち 14914.12完了/

火災防災施設 メ ーチ
I号機工事計画認、可 1129/1315 原子炉本体ほか前 14項目 / すべて 2014.12

申請書部補正 (1) ~1l42/1315 完了

4. 10 2号機_L事計画認可 1110/1208 向上 / すべて 2014.12

L申請書一部補正 (1) ~1123/1208 完了

お/ま五五日付7lM〉

(料品村
J イデー
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直規 制j行政について

原子力規制の行政について尋ねます。

(1) 3.11以前の規制行政から反省すべきことは何ですか?

( 2 )原子力安全・保安院から原子力規制委員会・規制庁になって、何が改善されましたか?

( 3 )どこが悪くなりましたか?

以下に示すように私たちには、原子力規制委員会を核とする規制行政が良くなったと思えると

止は全くありません。

① 3. 11事故の責任をとらない原子力安全・保安院、それを引き継ぐ原子力規制委員会・規

制庁

福島第一原発(イチェフ)事故の責任を誰もとっていない。東電は存続し経産省も資源土ネル

ギー庁も原子力安全・保安院も何ら事故の責任をとっていない。

「原発と大津波 警告を葬った人々J (添回孝史、岩波新書)を受けて、 1月 13日に、福島

原発告訴団の団長ら 14名は東京地方検察庁に対し、東京電力福島第一原発事故に関して、経

産省原子力安全・保安院関係者ら次の 5名を、業務上過失致死傷罪の被疑事実で告訴・告発し

たにも拘らず。

被告訴・告発人

O森山善範ー ..2∞8年~2009年当時，保安院原子力発電安全審査課長，ついで、保安院審議官，文科相大

臣官房審議官、保安院原子力災害対策官(併任)、 (独)原子力安全基盤機構総括参事、 (独)日本原

子力研究開発機構執行役，同理事(現在)

O名倉繁樹 保安院原子力発電安全審査課審査官(当時)、原子力規制委員会安全審査官

0野口哲男・…保安院原子力発電安全審査課長(当日寺)、保安院主席統括安全審査官， (独)原子力安

全基盤機構企画部長

O原昭吾 川 保安院原子力安全広報課長 (実質的に人事権を有する)の立場にあった者(当時)、

保安院関東東北産業保安監督部長，保安院原子力災害現地対策本部統括班

0氏名不詳の原子力安全委員会の津波対策担当者

②「国民Jの命よりも事業者の利害を優先させる原子力規制委員会・規制庁

先の質問 Iで明らかにしたように、事業者の意向を受けて、黒枠白抜きが沢山ある工事認可申

請書を公表し、第 3者の誰にも審査の妥当性を確認できない。

また、質問Hで示したように、規制委は、事業者の都合を優先して、違法の工事実施容認をし

ている。

また、規制委員は事業者トップと頻繁に会いながら泉田新潟県知事と会わないし市民の質問

に答えない、規制委に批判的な有識者を選ばない、火山噴火・耐震設計などについての批判的

科学的意見を全く無視する、などの規制行政が続いている。

③誰も責任を詮らない日本政府

安倍首相が規制委が認めるなら再稼動、田中委員長は適合しでも絶対安全とは言えない、と話

している。先の2月4日の院内集会でも、 3. 1 1以前と同様に今も日本政府は事故責任を誰

もとらないことが明らかになった。

以上

ヘ


