実施計画の変更認可申請の審査状況

特定原子力施設監視・評価
検討会（第３６回）
参考１
平成２７年７月１日現在

整理
番号

申請
（補正）

91

平成27年6月30日

組織体制の見直し（原子力安全監視最高責任者の設置等）

審査中

90

平成27年6月29日

蒸発濃縮装置等の廃止

審査中

１号機建屋カバー解体後の放出量評価の見直し

審査中

89

平成27年6月22日

主な変更内容

状況

（平成27年6月30日）
88

平成27年6月18日

１号機放水路浄化設備の設置

審査中

87

平成27年6月9日

滞留水をプロセス主建屋等を介さずに処理する設備の設置

審査中

86

平成27年5月21日

フランジタンク（H4エリア）の撤去

審査中

85

平成27年5月15日

輸送貯蔵兼用キャスクBの基数内訳の変更

審査中

84

平成27年5月14日

使用済燃料共用プール排気口の連続監視再開

審査中

高性能多核種除去設備の吸着塔の材質追加

審査中

83

平成27年4月27日
（平成27年6月25日）
平成27年4月16日

82

（平成27年6月3日） 3号機海水配管トレンチ内の滞留水移送

審査中

（平成27年6月18日）
平成27年4月9日
81

（平成27年4月21日） 陸側遮水壁（山側ライン）の試験凍結の実施

認可
（平成27年4月28日）

（平成27年4月24日）
平成27年4月7日
80

（平成27年4月15日） 滞留水移送装置によらない水位調整

認可
（平成27年5月15日）

（平成27年5月8日）
79

平成27年3月31日

資材及び監査に関する組織改編等

（平成27年6月5日）

認可
（平成27年6月12日）

78

平成27年3月31日

敷地境界における実効線量の評価の見直し

77

平成27年3月27日

構内ダストモニタの設置

審査中
認可
（平成27年5月26日）

平成27年3月20日
76

（平成27年4月8日）

山側ライン上の貫通施工に関する工事（陸側遮水壁）

審査中

立坑の滞留水水位管理（2,3号機）

審査中

（平成27年4月30日）
（平成27年6月4日）
75

平成27年3月19日
平成27年3月17日

74

（平成27年5月29日） 燃料取り出し（2号機）のための作業エリアの整備

審査中

（平成27年6月9日）
73

平成27年3月11日

原子炉格納容器の内部調査（2,3号機）

審査中

72

平成27年2月20日

滞留水貯留設備（5/6号機）の堰内雨水の排水基準の見直し

審査中

雨水処理設備等の増設

審査中

（陸側）遮水壁の遮水性発現後の具体的な安全確保策について

審査中

71

平成27年1月30日
（平成27年5月21日）

70

平成27年1月23日

69

平成27年1月20日

電気設備の業務分担見直しに伴う保安措置の変更

（平成27年2月20日）
68

平成27年1月16日

認可
（平成27年2月20日）

１号機ジェットポンプ計装ラックからの窒素封入ライン追加敷設

審査中

平成27年1月16日
67

（平成27年2月10日）

RO濃縮塩水を移送する配管の追加敷設

（平成27年3月19日）

認可
（平成27年4月10日）

（平成27年4月1日）
66

平成27年1月9日

使用済セシウム吸着塔一時保管施設の保管容量の変更

65

平成27年1月7日

大型休憩所の運用開始に伴う管理対象区域図の変更

審査中
認可
（平成27年5月14日）

平成26年12月25日
64

（平成27年1月8日）

サブドレン他水処理施設の本格運転

（平成27年1月13日）

認可
（平成27年1月21日）

（平成27年1月20日）
63

平成26年12月25日 増設多核種除去設備の本格運転

審査中

平成26年12月17日
62

（平成27年4月28日） 濃縮廃液貯槽（H2エリアブルータンク）の撤去

審査中

（平成27年6月10日）
61

平成26年12月17日

多核種処理水貯槽（K1南、H1エリア）の増設

取り下げ
（平成27年2月5日）

60

平成26年12月12日

第２モバイル型ストロンチウム除去装置等の設置

（平成27年2月4日）
59

平成26年12月1日

認可
（平成27年2月6日）

貯留設備の管理に関する保安措置

審査中

フランジタンク（H1・H2エリア）の撤去

認可
（平成27年5月1日）

平成26年11月25日
58

（平成27年2月13日）
（平成27年3月20日）
（平成27年4月30日）

57

平成26年11月19日

モバイル型ストロンチウム除去装置等の増設

（平成26年12月10日）
56

平成26年11月17日

（平成26年12月12日）
増設多核種除去設備の処理水移送配管の追加敷設

（平成27年1月22日）
55

平成26年11月7日

認可

認可
（平成27年2月2日）

サブドレン他水処理施設の本格運転に伴う変更

（平成26年12月1日）

申請取り下げ
（平成26年12月10日）

平成26年10月30日
54

（平成27年2月5日） RO濃縮水貯槽（H1エリアブルータンク）の撤去
（平成27年3月4日） 多核種処理貯槽（K1南、H1エリア）の増設

認可
（平成27年3月17日）

（平成27年3月10日）
平成26年10月29日
53

（平成27年3月5日） 多核種処理水貯槽（J7エリア）設置に伴う周辺監視区域及び管理対象区域の変更

審査中

（平成27年5月21日）
52

平成26年10月16日
（平成26年12月15日）

RO濃縮水処理設備の設置及びサブドレン他浄化設備の系統変更

認可
（平成26年12月22日）

平成26年10月10日
（平成26年11月18日）
51

（平成27年1月13日）

海側ライン上の貫通施工に関する工事（凍土遮水壁）

審査中

（平成27年1月16日）
（平成27年3月3日）
（平成27年6月12日）
平成26年10月8日
50

（平成26年10月23日）

多核種処理水貯槽の増設（J6・K1北・K2エリア）

（平成26年12月1日）

認可
（平成26年12月3日）

（平成26年12月3日）
49

平成26年9月19日

セシウム吸着装置の系統等の変更

（平成26年11月6日）
48
47

平成26年9月19日
平成26年9月18日

認可
（平成26年11月7日）

多核種処理施設の吸着塔の増設
増設多核種除去設備の設置に伴う保安の措置の変更

審査中
認可
（平成26年9月19日）

46

平成26年8月26日

輸送貯蔵兼用キャスクBの設置基数の変更

（平成26年10月6日）

認可
（平成27年3月2日）

平成26年8月13日
（平成26年11月19日）
45

（平成27年3月30日） 固体廃棄物貯蔵庫第９棟の設置

審査中

（平成27年6月8日）
（平成27年6月26日）
44

平成26年8月13日

新燃料を４号機使用済燃料プールから６号機使用済燃料プールに移送

（平成26年10月17日）
43

平成26年8月11日

認可
（平成26年10月17日）

サブドレン水処理施設の本格運転に伴う保安措置の変更

申請取り下げ
（平成26年10月29日）

平成26年8月11日
42

（平成26年9月16日）

地下水ドレン集水設備の設置、浄化性能に係る確認試験の実施等

（平成26年10月16日）

認可
（平成26年10月21日）

（平成26年10月21日）
41

40

平成26年8月8日

中低濃度タンクの増設（J４エリア）

認可

（平成26年10月2日）

（平成26年10月3日）

平成26年8月5日

認可

（平成26年10月7日） 海水配管トレンチ閉塞工事に伴う建屋滞留水の管理に関する記載の変更

（平成26年10月29日）

（平成26年10月21日）
平成26年8月4日
39

（平成26年9月19日）

４号機漏えい燃料及び変形燃料の輸送に使用する使用済燃料輸送容器（NFTー
12B）

認可
（平成26年10月16日）

（平成26年10月8日）
38

平成26年7月31日

PCVガス管理システムの配管部材及び機器ユニット固定方式の変更

審査中

運転上の制限逸脱事象を踏まえた変更

審査中

（平成27年6月5日）
37

平成26年7月29日
（平成27年2月27日）

平成26年7月29日
36

（平成27年2月27日） 汚染水処理設備及び使用済燃料共有プール設備の運転管理業務を当直へ移管

認可
（平成27年5月28日）

（平成27年5月18日）
35

平成26年7月29日

メタルクラッド開閉装置(M/C)６A/Bの新設

（平成26年12月25日）

認可
（平成27年1月15日）

平成26年7月28日
（平成26年10月10日）
34

（平成26年11月12日） タービン建屋内に淡水化装置を設置することによる炉注水ラインの縮小化

審査中

（平成27年3月13日）
（平成27年6月30日）
平成26年7月28日
33

（平成26年10月31日）

滞留水の水位管理に必要な移送設備の設置

審査中

（平成27年5月20日）
（平成27年6月8日）
32

平成26年7月10日

HTI建屋滞留水の循環浄化ラインの追加

（平成26年10月16日）
31

平成26年7月10日

（平成26年10月17日）
第二セシウム吸着塔（SARRY）へのCs／Sr同時吸着塔の導入

（平成26年12月8日）
30

平成26年6月25日

認可

認可
（平成26年12月10日）

３号機使用済燃料プールからの燃料取り出し設備の設置

審査中

（平成27年4月28日）
29

平成26年6月19日

５・６号機の使用済燃料プールゲートの閉鎖

（平成26年7月1日）
28

平成26年5月29日

（平成26年7月3日）
変形・破損燃料の貯蔵を目的とした共用プール使用済燃料貯蔵ラックの設置

（平成26年8月4日）
27

平成26年5月23日

平成26年5月22日

高性能多核種除去設備検証試験装置の設置

平成26年5月22日

認可
（平成26年8月6日）

モバイル型ストロンチウム除去装置等の設置

（平成26年9月10日）
25

認可
（平成26年8月15日）

（平成26年8月5日）
26

認可

認可
（平成26年9月11日）

モバイル型ストロンチウム除去装置パイロット試験装置の設置

申請取り下げ
（平成26年9月1日）

24

23

平成26年4月16日

４号機原子炉建屋の定期点検の一部の項目の点検頻度の見直し

認可

（平成26年6月9日）

（平成26年6月24日）

平成26年4月8日

認可

（平成26年8月28日） 使用済セシウム吸着塔一時保管施設（第三施設）の設置

（平成26年11月20日）

（平成26年11月19日）
平成26年3月31日
（平成26年8月8日）
22

（平成27年1月7日）

1号機使用済燃料プール循環冷却設備一次系への浄化装置の設置

（平成27年3月19日）

認可
（平成27年6月25日）

（平成27年5月29日）
（平成27年6月10日）
21

平成26年3月31日
（平成26年6月25日）

電力保安通信用電話設備の小型発電機の増設

認可
（平成26年8月5日）

平成26年3月7日
20

認可

（平成26年6月4日） 高性能多核種除去設備の設置等

（平成26年9月29日）

（平成26年9月25日）

19

平成26年3月7日

認可

（平成26年6月20日）

（平成26年9月17日）

（平成26年7月7日）

凍土遮水壁の設置

（平成26年8月5日）
（平成26年9月5日）
（平成26年9月12日）
18

平成26年3月5日

2号機および3号機海水配管トレンチの建屋接続部における止水の実施

申請取り下げ
（平成27年5月8日）

平成26年2月21日
17

認可

（平成26年6月4日） 雑固体廃棄物焼却設備の詳細設計が取り纏まったことによる変更

（平成26年7月9日）

（平成26年6月25日）

16

平成26年2月12日

認可

（平成26年4月16日）

（平成26年8月27日）

（平成26年5月16日） 増設多核種除去設備の設置
（平成26年6月4日）
（平成26年8月22日）

15

平成26年2月10日

所内共通M/C 5A/5Bの新設等

（平成26年3月31日）
14

平成26年2月10日

（平成26年6月17日）
所内高圧母線の増強等

（平成26年6月20日）
13

平成26年2月10日

平成26年2月6日

中低濃度タンクの設置基数の変更

平成26年1月24日

廃炉推進部門の設置に伴う変更

平成26年1月21日

認可
（平成26年3月20日）

５・６号炉の廃止手続きに伴う保安措置の変更

（平成26年3月25日）
10

認可
（平成26年4月22日）

（平成26年3月14日）
11

認可
（平成26年6月25日）

（平成26年4月8日）
12

認可

認可
（平成26年4月21日）

雨水処理設備等の設置

（平成26年4月25日）

認可
（平成26年4月25日）

平成25年12月18日
9

（平成26年6月2日）

サブドレン他水処理施設の設置

（平成26年7月4日）

認可
（平成26年8月6日）

（平成26年8月5日）
8

平成25年12月18日 免震重要棟及び事務本館における汚染のおそれのない管理対象区域の拡張に伴う
認可
変更
（平成26年2月10日）
平成25年12月18日

7

（平成26年3月26日） 敷地境界線量評価の見直し等

認可
（平成26年6月25日）

（平成26年6月20日）
平成25年12月11日
6

（平成26年2月10日） 高性能容器（タイプ２）の導入
（平成26年2月19日）

認可
（平成26年2月25日）

平成25年12月6日
（平成25年12月26日）
5

（平成26年4月8日） 中低濃度タンクの設置基数の変更
（平成26年8月5日） 中低濃度タンクの仕様、構造強度評価に関する記載の追記等

認可
（平成26年9月3日）

（平成26年8月26日）
（平成26年9月3日）
平成25年10月4日
4

（平成26年1月24日）

「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の
認可
方法及びその検査のための組織の基準に関する規則」の制定に伴う変更
（平成26年2月28日）

（平成26年2月6日）
3

３号機、４号機燃料取り出し用カバー換気設備出口ダスト放射線モニタに関する基本
認可
仕様の追記
（平成25年10月28日） ４号SFP使用済燃料取り出し開始（１１月中旬頃予定）に伴う保安措置の変更
（平成25年11月12日）
平成25年9月13日

平成25年9月13日
2

（平成25年9月30日）

淡水化装置廻りのポリエチレン管化工程の更新
モバイル式処理設備の設置に伴う変更 等

認可
（平成25年10月23日）

（平成25年10月21日）
1

平成25年8月30日

燃料の健全性確認及び取扱いに関する説明書の追加

（平成25年10月28日）
※下線は前回検討会からの変更箇所を示す。

認可
（平成25年10月30日）

