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 案件 変更箇所 重複状況 申請日 対応状況 
① ３号使用済燃料プールの燃料取出設備 Ⅱ章 2.11 使用済燃料プールからの燃料取

り出し設備 
本文 

 添付１－１, 添付１－２ 
 添付３－１, 添付４－１ 
 添付４－２ 

⑮と重複する見

込み 
2014/6/25： 
運総発官 27 第 134 号 

2015/4/28 一部補正： 
運総発官 27 第 58 号 

2015/10/8 一部補正： 
運総発官 27 第 383 号 

・4 月に実施した A 工区の遮へい体設置後の線量データについて、5/18 面談にて報告。 
・遮へい体設置に関する構造解析について、6/1 面談にて説明。遮へい体のプール落下防止対

策について、実施計画へ反映するようコメントあり。 

② 汚染水貯留設備に関する保安措置の追加 Ⅲ章第１編保安措置 
 第２章, 第６章, 附則 

③,④,⑭ 
と重複 
㉔,㉕,㉖ 
と重複するみ

こみ 

2014/12/1： 
運総発官 26 第 567 号 

2016/2/25 一部補正： 
運総発官 27 第 597 号 

・5/30 の面談にて頂いたコメントに対し、対応検討中。別途面談予定。 

③ 増設多核種除去設備の本格運転 Ⅱ章 2.16.2 増設多核種除去設備 
 本文 
 添付６, 添付７, 添付８, 添付９ 
Ⅲ章第１，２編保安措置 
 第３章, 附則 

⑬,⑭, 
②,④,⑭ 
と重複 
㉔,㉕,㉖ 
と重複する見

込み 

2014/12/25： 
運総発官 26 第 637 号 

・6/1 の面談にて頂いたコメントに対し、対応検討中。別途面談予定。 

④ ２，３号海水配管トレンチ閉塞に伴う保安

措置の変更 
Ⅲ章第１編保安措置 
 第４章, 附則 

②,③,⑭, 
と重複 
㉔,㉕,㉖ 
と重複する見

込み 

2015/3/19： 
運総発官 26 第 802 号 

・２号海水配管トレンチの立坑 C の今後の対応方針について別途説明予定。 

⑤ 高性能多核種除去設備の吸着塔仕様変更 Ⅱ章 2.5 汚染水処理設備等 
 添付３ 
Ⅱ章 2.16.3 高性能多核種除去設備 
 本文 
 添付２,添付３,添付４,添付７,添付８ 
別冊５ 
別冊９ 

⑥,⑦ 
⑬,⑭ 
と重複 
㉒ 
と重複する見

込み 

2015/4/27： 
運総発官 27 第 55 号 

2015/6/25 一部補正： 
運総発官 27 第 170 号 

2016/4/20 一部補正： 
運総発官 28 第 81 号 

・6/3 面談にてコメント回答。 

⑥ 集中 RW バイパス Ⅱ章 2.5 汚染水処理設備等 
 本文 
 添付１, 添付２２ 

⑦,⑫,⑬ 
と重複 
⑯,⑰,㉒ 
と重複する見

込み 

2015/6/9： 
運総発官 27 第 134 号 

・6/3 面談にてコメント回答。 
・今後補正を予定。 
・審査の状況によるが、別途、集約した上で申請することも検討。 
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⑦ K1 南、K2 エリアタンクから多核種除去設

備への Sr 処理水移送設備設置 
Ⅱ章 2.5 汚染水処理設備等 
 本文 
 添付３, 添付１２ 
Ⅱ章 2.38RO 濃縮水処理設備 
 本文 
 添付４ 
別冊５ 

⑤,⑥,⑬ 
⑭ 
と重複 
⑯,⑰,㉒ 
と重複する見

込み 

2015/10/20： 
運総発官 27 第 409 号 

・耐震評価の見直し中。耐震以外のコメントについて別途回答予定。 
・審査の状況によるが、別途、集約した上で申請することも検討。 

⑧ HIC 水抜き装置 Ⅱ章 2.16.1 多核種除去設備 
 本文 
 添付５, 添付１０ 

⑭ 
と重複 

2015/11/2： 
運総発官 27 第 424 号 

・5/23 面談にてコメント回答。 
・今後補正を予定。 

⑨ 伐採木及び使用済保護衣等の発生量及び保

管容量の変更 
Ⅱ章 2.10 放射性固体廃棄物等の管理施

設 一式 
Ⅲ章第３編(保安に係る補足説明) 
2.1 放射性廃棄物等の管理 
2.2 線量評価 

⑭ 
と重複 
⑯,⑱ 
と重複する見

込み 

2015/11/6： 
運総発官 27 第 439 号 

・5/18 面談にてコメント回答。 

⑩ サブドレン No.1 ピットの復旧 Ⅱ章 2.35 サブドレン他水処理施設 
 本文 
 添付１, 添付１１ 

⑫,⑭ 
と重複 

2016/2/4： 
運総発官 27 第 563 号 

・審査の状況によるが、別途、集約した上で申請することも検討。 

⑪ メタルクラッド開閉装置７系の設置 Ⅱ章 2.7 電気系統設備 
 添付２, 添付３ 

― 2016/3/8： 
運総発官 27 第 605 号 

・6/1 面談を実施。 

⑫ サブドレンと建屋水位管理 Ⅱ章 2.5 汚染水処理設備等 
 添付１６, 添付２１ 
Ⅱ章 2.6 滞留水を貯留している建屋 
 添付１ 
Ⅱ章 2.35 サブドレン他水処理施設 
 添付１１ 
Ⅲ章第３編 1.7（新設） 

⑩,⑭ 
と重複 
 

2016/4/11： 
運総発官 28 第 70 号 

・5/31 面談にてコメント回答。補正要。 

⑬ J9/K4/H2 タンク 
フランジタンクへの多核種処理水移送配管

の設置 

Ⅱ章 2.5 汚染水処理設備等 
 本文 
 添付１, 添付９, 添付１２ 
Ⅱ章 2.16.1 多核種除去設備 
 添付２, 添付４ 
Ⅱ章 2.16.2 増設多核種除去設備 
 添付４,添付７ 
Ⅱ章 2.16.3 高性能多核種除去設備 
 添付４, 添付７ 
別冊５ 

⑦,⑩, 
⑭ 
③ 
⑤,⑭ 
と重複 
⑯,⑰,㉒ 
と重複する見

込み 

2016/4/20： 
運総発官 28 第 82 号 

2016/5/27： 
 運総発官 28 第 115 号 
2016/6/7： 
 運総発官 28 第 127 号 

・4/27 に初回面談実施。 
・コメントの有った新設配管の漏えい防止対策や新設タンクと H2 エリア濃縮廃液貯槽３基と

の配置等について、5/16 に面談にてコメント回答。 
・追加コメントを踏まえ補正を提出。 
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⑭ RO 濃縮水処理設備廃止 
蒸発濃縮装置関連装置廃止に伴う保安措置

の変更 

Ⅱ章 1.9 放射性液体廃棄物の処理・保

管・管理 
Ⅱ章 2.16.1 多核種除去設備 
 本文 
 添付２ 
Ⅱ章 2.16.2 増設多核種除去設備 
 添付４ 
Ⅱ章 2.16.3 高性能多核種除去設備 
 添付４ 
Ⅱ章 2.35 サブドレン他水処理施設 
 本文 
 添付１,添付２,添付３,添付５,添付１１ 
Ⅱ章 2.38RO 濃縮水処理設備 一式 
Ⅲ章第１，２編保安措置 
 第３章, 附則 
Ⅲ章第３編 

2.2 線量評価 
別冊１２ 
別冊１８ 

⑪ 
⑬ 
⑤,⑬ 
⑩,⑫ 
⑦ 
②,③,④ 
⑨ 
と重複 
⑯ 
㉔,㉕,㉖ 
と重複する見

込み 

2016/4/28： 
運総発官 28 第 93 号 

・5/24 面談にてコメント回答。補正要。 
  

⑮ 2 号機原子炉建屋開口設置 【予定箇所】 

Ⅱ章 2.11 使用済燃料プールからの燃料取

り出し設備 
 本文、新規添付資料 

① 

と重複 

2016/6/7： 
運総発官 28 第 126 号 
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今後の申請予定案件 
⑯ H2 エリア濃縮廃液貯槽の追加安全対策 【予定箇所】 

Ⅱ章 2.5 汚染水処理設備等 

 本文，新規添付資料 

Ⅲ章第３編 

 2.2 線量評価 

⑥,⑦,⑬ 

⑨,⑭ 

と重複見込み 

2016.6 頃申請予定  

⑰ 建屋内ＲＯ循環設備の一部配管の仕様変更 【予定箇所】 

Ⅱ章 2.5 汚染水処理設備等 

 本文 

⑥,⑦,⑬ 

と重複見込み 

2016.6 頃申請予定  

⑱ ・液体廃棄物の評価対象核種に関する変更 

・発電所構内の線量低減に関する実績反映 

【予定箇所】 

Ⅲ章第３編 

 2.1 放射性廃棄物等の管理 

 3.1 放射線防護及び管理 

⑨ 

と重複する見

込み 

2016.6 頃申請予定  

⑲ 雨水処理設備の追加 【予定箇所】 

Ⅱ章 2.36 雨水処理設備等 他 

別冊 14 

― 2016.6 頃申請予定  

⑳ 地下水ドレンの水位設定値の変更 【予定箇所】 

Ⅱ章 2.35 サブドレン他水処理施設 他 

⑫ 

と重複の見込

み 

2016.6 頃申請予定  

㉑ ウェルポイント設備の反映 【予定箇所】 

Ⅱ章 2.6 滞留水を貯留している建屋  

未定 2016.6 頃申請予定  

㉒ ・中低濃度タンク（Bエリア）の撤去 

・中低濃度タンク（H5エリア）の撤去 

・中低濃度タンク（H6エリア）の撤去 

【予定箇所】 

Ⅱ章 2.5 汚染水処理設備等 

 本文、添付９、添付１２ 

別冊５ 

未定 2016.7 頃申請予定  

㉓ 地下水ドレン前処理設備の設置 【予定箇所】 

Ⅱ章 2.35 サブドレン他水処理施設 他 

未定 2016.7 頃申請予定  

㉔ サブドレン水位及び建屋水位管理に関する

保安措置の変更 

【予定箇所】 

Ⅲ章第１，２編保安措置 

 第 4章, 附則 

未定 2016.7 頃申請予定  

㉕ 放射性物質の分析・研究施設（第１棟）の

設置 

【予定箇所】 

Ⅱ章（新設予定） 

Ⅲ章第１，２編 

Ⅲ章第３編 

 2.2 線量評価 

未定 2016.7 頃申請予定 基本設計にて変更認可申請を行い、詳細設計等を一部補正にて反映予定 

㉖ 品質保証に係る、特定原子力施設とインフ

ラストラクチャ―に関する変更 

【予定箇所】 

Ⅲ章第１，２編保安措置 

 第２章, 附則 

未定 今後申請予定  
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㉗ 中低濃度タンク（H4 エリア）の増設 【予定箇所】 

Ⅱ章 2.5 汚染水処理設備等 

 本文、添付９、添付１２ 

別冊５ 

未定 今後申請予定  

㉘ 陸側遮水壁の部分閉合（第２段階） 【予定箇所】 

Ⅱ章 2.6 滞留水を貯留している建屋 

 添付 15 

未定 今後申請予定  

㉙ サブドレン他浄化設備の増設 【予定箇所】 

Ⅱ章 2.35 サブドレン他水処理施設 他 

未定 今後申請予定  

 


