
原規防収第120927002号

平成２４年１１月９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

北海道電力株式会社泊発電所核物質防護規定の変更認可に関する意見の聴取

について

北海道電力株式会社 取締役社長 川合 克彦から、平成２４年９月２７日付け北電原

第１２８号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２

年法律第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定の変更認可の申請

がありましたので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴委員会の意見を求めます。



原規防収第120927002号

平成２４年１１月９日

海上保安庁長官 殿

原子力規制委員会

北海道電力株式会社泊発電所核物質防護規定の変更認可に関する意見の聴取

について

北海道電力株式会社 取締役社長 川合 克彦から、平成２４年９月２７日付け北電原

第１２８号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２

年法律第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定の変更認可の申請

がありましたので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴庁の意見を求めます。



原規防収第120927003号

平成２４年１１月９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

東北電力株式会社東通原子力発電所核物質防護規定の変更認可に関する意見

の聴取について

東北電力株式会社 取締役社長 海輪 誠から、平成２４年９月２７日付け東北電原業

第８号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法

律第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定の変更認可の申請があ

りましたので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴委員会の意見を求めます。



原規防収第120927003号

平成２４年１１月９日

海上保安庁長官 殿

原子力規制委員会

東北電力株式会社東通原子力発電所核物質防護規定の変更認可に関する意見

の聴取について

東北電力株式会社 取締役社長 海輪 誠から、平成２４年９月２７日付け東北電原業

第８号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法

律第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定の変更認可の申請があ

りましたので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴庁の意見を求めます。



原規防収第120927004号

平成２４年１１月９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

東北電力株式会社女川原子力発電所核物質防護規定の変更認可に関する意見

の聴取について

東北電力株式会社 取締役社長 海輪 誠から、平成２４年９月２７日付け東北電原業

第７号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法

律第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定の変更認可の申請があ

りましたので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴委員会の意見を求めます。



原規防収第120927004号

平成２４年１１月９日

海上保安庁長官 殿

原子力規制委員会

東北電力株式会社女川原子力発電所核物質防護規定の変更認可に関する意見

の聴取について

東北電力株式会社 取締役社長 海輪 誠から、平成２４年９月２７日付け東北電原業

第７号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法

律第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定の変更認可の申請があ

りましたので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴庁の意見を求めます。



原規防収第120927005号

平成２４年１１月９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

東京電力株式会社福島第二原子力発電所核物質防護規定の変更認可に関する

意見の聴取について

東京電力株式会社 代表執行役社長 廣瀬 直己から、平成２４年９月２７日付け原管

発官２４第３７５号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和３２年法律第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定の変更認可

の申請がありましたので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴委員会の意見を求めます。



原規防収第120927005号

平成２４年１１月９日

海上保安庁長官 殿

原子力規制委員会

東京電力株式会社福島第二原子力発電所核物質防護規定の変更認可に関する

意見の聴取について

東京電力株式会社 代表執行役社長 廣瀬 直己から、平成２４年９月２７日付け原管

発官２４第３７５号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和３２年法律第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定の変更認可

の申請がありましたので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴庁の意見を求めます。



原規防収第120927006号

平成２４年１１月９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所核物質防護規定の変更認可に関する

意見の聴取について

東京電力株式会社 代表執行役社長 廣瀬 直己から、平成２４年９月２７日付け原管

発官２４第３７６号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和３２年法律第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定の変更認可

の申請がありましたので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴委員会の意見を求めます。



原規防収第120927006号

平成２４年１１月９日

海上保安庁長官 殿

原子力規制委員会

東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所核物質防護規定の変更認可に関する

意見の聴取について

東京電力株式会社 代表執行役社長 廣瀬 直己から、平成２４年９月２７日付け原管

発官２４第３７６号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和３２年法律第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定の変更認可

の申請がありましたので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴庁の意見を求めます。



原規防収第120927007号

平成２４年１１月９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

日本原子力発電株式会社東海第二発電所核物質防護規定の変更認可に関する

意見の聴取について

日本原子力発電株式会社 取締役社長 濱田 康男から、平成２４年９月２７日付け総

室発第８７号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３

２年法律第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定の変更認可の申

請がありましたので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴委員会の意見を求めます。



原規防収第120927007号

平成２４年１１月９日

海上保安庁長官 殿

原子力規制委員会

日本原子力発電株式会社東海第二発電所核物質防護規定の変更認可に関する

意見の聴取について

日本原子力発電株式会社 取締役社長 濱田 康男から、平成２４年９月２７日付け総

室発第８７号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３

２年法律第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定の変更認可の申

請がありましたので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴庁の意見を求めます。



原規防収第120927008号

平成２４年１１月９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

日本原子力発電株式会社敦賀発電所核物質防護規定の変更認可に関する意見

の聴取について

日本原子力発電株式会社 取締役社長 濱田 康男から、平成２４年９月２７日付け総

室発第８８号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３

２年法律第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定の変更認可の申

請がありましたので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴委員会の意見を求めます。



原規防収第120927008号

平成２４年１１月９日

海上保安庁長官 殿

原子力規制委員会

日本原子力発電株式会社敦賀発電所核物質防護規定の変更認可に関する意見

の聴取について

日本原子力発電株式会社 取締役社長 濱田 康男から、平成２４年９月２７日付け総

室発第８８号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３

２年法律第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定の変更認可の申

請がありましたので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴庁の意見を求めます。



原規防収第120927009号

平成２４年１１月９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

中部電力株式会社浜岡原子力発電所核物質防護規定の変更認可に関する意見

の聴取について

中部電力株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 水野 明久から、平成２４年９月

２７日付け本原原発第３５号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律（昭和３２年法律第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定

の変更認可の申請がありましたので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴委員会の意見

を求めます。



原規防収第120927009号

平成２４年１１月９日

海上保安庁長官 殿

原子力規制委員会

中部電力株式会社浜岡原子力発電所核物質防護規定の変更認可に関する意見

の聴取について

中部電力株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 水野 明久から、平成２４年９月

２７日付け本原原発第３５号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律（昭和３２年法律第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定

の変更認可の申請がありましたので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴庁の意見を求

めます。



原規防収第120927010号

平成２４年１１月９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

北陸電力株式会社志賀原子力発電所核物質防護規定の変更認可に関する意見

の聴取について

北陸電力株式会社 取締役社長 久和 進から、平成２４年９月２７日付け原第８０号

をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１

６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定の変更認可の申請がありまし

たので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴委員会の意見を求めます。



原規防収第120927010号

平成２４年１１月９日

海上保安庁長官 殿

原子力規制委員会

北陸電力株式会社志賀原子力発電所核物質防護規定の変更認可に関する意見

の聴取について

北陸電力株式会社 取締役社長 久和 進から、平成２４年９月２７日付け原第８０号

をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１

６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定の変更認可の申請がありまし

たので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴庁の意見を求めます。



原規防収第120927011号

平成２４年１１月９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

関西電力株式会社美浜発電所核物質防護規定の変更認可に関する意見の聴取

について

関西電力株式会社 取締役社長 八木 誠から、平成２４年９月２７日付け関原発第２

０７号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法

律第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定の変更認可の申請があ

りましたので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴委員会の意見を求めます。



原規防収第120927011号

平成２４年１１月９日

海上保安庁長官 殿

原子力規制委員会

関西電力株式会社美浜発電所核物質防護規定の変更認可に関する意見の聴取

について

関西電力株式会社 取締役社長 八木 誠から、平成２４年９月２７日付け関原発第２

０７号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法

律第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定の変更認可の申請があ

りましたので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴庁の意見を求めます。



原規防収第120927012号

平成２４年１１月９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

関西電力株式会社大飯発電所核物質防護規定の変更認可に関する意見の聴取

について

関西電力株式会社 取締役社長 八木 誠から、平成２４年９月２７日付け関原発第２

０９号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法

律第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定の変更認可の申請があ

りましたので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴委員会の意見を求めます。



原規防収第120927012号

平成２４年１１月９日

海上保安庁長官 殿

原子力規制委員会

関西電力株式会社大飯発電所核物質防護規定の変更認可に関する意見の聴取

について

関西電力株式会社 取締役社長 八木 誠から、平成２４年９月２７日付け関原発第２

０９号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法

律第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定の変更認可の申請があ

りましたので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴庁の意見を求めます。



原規防収第120927013号

平成２４年１１月９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

関西電力株式会社高浜発電所核物質防護規定の変更認可に関する意見の聴取

について

関西電力株式会社 取締役社長 八木 誠から、平成２４年９月２７日付け関原発第２

０８号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法

律第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定の変更認可の申請があ

りましたので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴委員会の意見を求めます。



原規防収第120927013号

平成２４年１１月９日

海上保安庁長官 殿

原子力規制委員会

関西電力株式会社高浜発電所核物質防護規定の変更認可に関する意見の聴取

について

関西電力株式会社 取締役社長 八木 誠から、平成２４年９月２７日付け関原発第２

０８号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法

律第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定の変更認可の申請があ

りましたので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴庁の意見を求めます。



原規防収第120927014号

平成２４年１１月９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

中国電力株式会社島根原子力発電所核物質防護規定の変更認可に関する意見

の聴取について

中国電力株式会社 取締役社長 苅田 知英から、平成２４年９月２７日付け電原運第

９６号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法

律第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定の変更認可の申請があ

りましたので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴委員会の意見を求めます。



原規防収第120927014号

平成２４年１１月９日

海上保安庁長官 殿

原子力規制委員会

中国電力株式会社島根原子力発電所核物質防護規定の変更認可に関する意見

の聴取について

中国電力株式会社 取締役社長 苅田 知英から、平成２４年９月２７日付け電原運第

９６号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法

律第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定の変更認可の申請があ

りましたので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴庁の意見を求めます。



原規防収第120927015号

平成２４年１１月９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

四国電力株式会社伊方発電所核物質防護規定の変更認可に関する意見の聴取

について

四国電力株式会社 取締役社長 千葉 昭から、平成２４年９月２７日付け原子力発第

１２１２０号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３

２年法律第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定の変更認可の申

請がありましたので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴委員会の意見を求めます。



原規防収第120927015号

平成２４年１１月９日

海上保安庁長官 殿

原子力規制委員会

四国電力株式会社伊方発電所核物質防護規定の変更認可に関する意見の聴取

について

四国電力株式会社 取締役社長 千葉 昭から、平成２４年９月２７日付け原子力発第

１２１２０号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３

２年法律第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定の変更認可の申

請がありましたので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴庁の意見を求めます。



原規防収第120927016号

平成２４年１１月９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

九州電力株式会社玄海原子力発電所核物質防護規定の変更認可に関する意見

の聴取について

九州電力株式会社 代表取締役社長 瓜生 道明から、平成２４年９月２７日付け発本

原第７４号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２

年法律第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定の変更認可の申請

がありましたので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴委員会の意見を求めます。



原規防収第120927016号

平成２４年１１月９日

海上保安庁長官 殿

原子力規制委員会

九州電力株式会社玄海原子力発電所核物質防護規定の変更認可に関する意見

の聴取について

九州電力株式会社 代表取締役社長 瓜生 道明から、平成２４年９月２７日付け発本

原第７４号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２

年法律第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定の変更認可の申請

がありましたので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴庁の意見を求めます。



原規防収第120927017号

平成２４年１１月９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

九州電力株式会社川内原子力発電所核物質防護規定の変更認可に関する意見

の聴取について

九州電力株式会社 代表取締役社長 瓜生 道明から、平成２４年９月２７日付け発本

原第７５号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２

年法律第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定の変更認可の申請

がありましたので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴委員会の意見を求めます。



原規防収第120927017号

平成２４年１１月９日

海上保安庁長官 殿

原子力規制委員会

九州電力株式会社川内原子力発電所核物質防護規定の変更認可に関する意見

の聴取について

九州電力株式会社 代表取締役社長 瓜生 道明から、平成２４年９月２７日付け発本

原第７５号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２

年法律第１６６号）第４３条の２第１項の規定に基づき核物質防護規定の変更認可の申請

がありましたので、同法第７２条第１項の規定に基づき貴庁の意見を求めます。



原規防収第120927018号

平成２４年１１月９日

国家公安委員会 殿

原子力規制委員会

日本原燃株式会社再処理事業所再処理施設核物質防護規定変更認可に関する

意見の聴取について

日本原燃株式会社 代表取締役社長 川井 吉彦から、２０１２年９月２７日付け２０

１２再核発第１１号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和３２年法律第１６６号。以下「法」という。）第５０条の３第１項の規定に基づき核物

質防護規定の変更認可の申請がありましたので、法第７２条第１項の規定に基づき貴委員

会の意見を求めます。



原規防収第120927018号

平成２４年１１月９日

海上保安庁長官 殿

原子力規制委員会

日本原燃株式会社再処理事業所再処理施設核物質防護規定変更認可に関する

意見の聴取について

日本原燃株式会社 代表取締役社長 川井 吉彦から、２０１２年９月２７日付け２０

１２再核発第１１号をもって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和３２年法律第１６６号。以下「法」という。）第５０条の３第１項の規定に基づき核物

質防護規定の変更認可の申請がありましたので、法第７２条第１項の規定に基づき貴庁の

意見を求めます。


