
「平成２３年度企調課提出資料」①内保存文書

事故調関連　政評課等への対応状況

事業者による耐震補強工事の状況

既設原子力発電所の津波に対する安全性のチェック結果の報告について

既設原子力発電所の津波に対する安全性のチェック結果の報告について

（表紙）政評課　久米政策企画委員、善明様

耐震安全性評価実施計画書見直し検討結果の報告について

（表紙）政評課　久米政策企画委員、善明様

福島第一・第二原子力発電所の津波評価について

津波評価に関する経緯（「８６９年貞観の地震」等）

　（別紙１）太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査（太平洋津波調査）」に係る津波高の検討について

　（別紙２）「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」等の改正に伴う耐震安全性評価に関する原子力事業者
からの報告等について

　（別紙３）総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会耐震・構造設計小委員会　地震・津波、地質・地盤合同
ＷＧ（第32回）議事録

　（別紙４）総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会耐震・構造設計小委員会　地震・津波、地質・地盤合同
ＷＧ（第33回）議事録

　（別紙５）耐震設計指針の改訂に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所５号機　福島第二原子力発電所４号
機耐震安全性に係る中間報告の評価について

　（別紙６）１Ｆ３バックチェック（貞観の地震）

　（別紙７）東北地方太平洋沿岸域における完新世津波堆積物

　（別紙８）総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会耐震・構造設計小委員会　構造ＷＧ（第51回）議事録

　（別紙９）耐震設計審査指針の改訂に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所３号機耐震安全性に係る評価
について

　（別紙１０）平安の人々が見た巨大津波を再現する－西暦８６９年貞観津波－

　（別紙１１）宮城県石巻・仙台平野及び福島県請戸川河口低地における８６９年貞観津波の数値シミュレーション

　（別紙１２）文部科学省　日本海溝長期評価情報交換会

Ｒｅ：福島第一原子力発電所の津波対策関係事実について

福島第一原子力発電所の津波対策関係事実について

福島第一原子力発電所の津波対策関係事実について

お世話になっております（資料送付のお願い）



お世話になります（資料用途の確認）

発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針

原子力発電所の耐震安全審査指針に係る経緯

【事故調査委員会】資料のご相談

＜依頼した資料＞

（政評室）お願いした資料

　（資料１）これまでの原子力規制関連法制の主な見直し

　（資料２）原子力発電所耐震設計技術指針（ＪＥＡＧ４６０１）

　（資料３）東京電力株式会社の福島原子力発電所の原子炉の設置について

　（資料４）東京電力株式会社福島第一発電所福島第二発電所津波の検討－土木学会「原子力発電所の津波評価技
術」に関わる検討－

　（資料５）平成１４年土木学会の「津波評価技術」が作成された経緯

　（資料６）件名：津波バックチェック

　（資料７）耐震設計審査指針改訂に当たって原子力安全委員会から表明していただきたい事項

保安規定変更の背景、内容等

原子力発電所の耐震設計審査に係る沿革

軽水炉についての安全設計に関する審査指針について

PART50-LICENSING OF PRODUCTION AND UTILIZATION FACILITIES

原子力委員会月報６号

発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針について

発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針について

平成7年兵庫県南部地震を踏まえた原子力施設耐震安全検討会

指針策定前の原子力発電所の耐震安全性

国際放射線防護委員会Publication60（1990年勧告）の原子力安全委員会安全審査指針類への取入れに係る検討結
果について

「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針等」原子力施設の耐震安全性に関連する資料集

「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」等の改訂に伴う既設発電用原子炉施設等の耐震安全性の評価等
の実施について

提出していただきたい資料



事故調　提出資料（貞観地震関連）について

【発注（至急）】【機２】事故調　資料提出依頼（６／１５）

事故調・検証委員会事務局からの提出依頼資料

耐震設計審査指針の改訂の概要【資料②－１】

平成１８年９月バックチェック要請文書【資料②－２－（１）】

平成１８年１０月に提出された実施計画【資料②－２－（２）a】

平成１８年１０月に提出された実施計画（見直し版）【資料②－２－（２）ｂ】

バックチェック評価書【資料②－２－（３）】　福島第一（３，５号機）、福島第二（４号機）、女川（１号機）、柏崎刈羽（１，
５，６，７号機）、東海第二

妥当性確認の結果に関する資料　事業者からの報告【②－２－（４）】　福島第一、福島第二、女川、柏崎刈羽１、５，
６，７号機、東海第二、浜岡３，４，５号機

「原子力発電所の津波評価技術（２００２年）」（土木学会）関連資料　【資料②－３】　事業者による検討資料　福島第
一、第二、女川、柏崎刈羽、東海第二、浜岡

第３２回合同ワーキンググループ（２００９年６月２４日）　議事録　【③－１】

津波評価に関する経緯（８６９年貞観地震等）　【資料③－２】

第３３回合同ワーキンググループ（２００９年７月１３日）　議事録【資料④－１－（１）】

第３３回合同ワーキンググループ（２００９年７月１３日）　配付資料【資料④－１－（２）】

第３３回合同ワーキンググループ（２００９年７月１３日）　議事要旨【資料④－１－（３）】

保安院の情報収集・活用体制について（地震・津波関係）

１．地震・津波に関する新知見の収集は、どのように行っていたのか。継続して動向をウォッチしたり、関係者との意見
交換等を行ったりしていた政府会議、学会等はあるか。審議会委員等の活用状況はどのようなものであったか。【原子
力施設の耐震安全性に係る新たな科学的・技術的見地の継続的な収集及び評価への反映のための取組について】

１．地震・津波に関する新知見の収集は、どのように行っていたのか。継続して動向をウォッチしたり、関係者との意見
交換等を行ったりしていた政府会議、学会等はあるか。審議会委員等の活用状況はどのようなものであったか。【その
他（シンポジウムの参加）】

２．土木学会「原子力発電所の津波評価技術」関連

３．地震調査研究推進本部・地震調査委員会関連

４．中央防災会議関連

５．耐震バックチェック関連

６．スマトラ沖地震津波によるインド・カルパッカム原発の浸水事故に関するIAEAセミナー（2005）の関係資料（特に出
張報告）

福島第一原子力発電所「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の改訂に伴う耐震安全性評価結果　中間報
告（改訂２）



福島第一原子力発電所原子炉建屋の男性設計用地震動Sdによる確認結果（改訂２）

事故調査・検証委員会からの提依頼資料

RE：貞観地震津波

RE：ヒアリングのお願い

RE:：１F3津波

RE:：お願い

FW：国際津波シンポジウムのご報告

RE：小高　確認しました。RE：国際津波シンポジウムのご報告

RE：津波シンポジウム　ポスター抄録

Sediment sidtribution and inundation area by the AD 869 Jodan tsunami in Sendai Plain, Northeast Japan (poster
session)

Re：津波堆積物調査結果ヒアの予定について

Re：問い合わせ：産総研セミナー（１０／１）

【ご連絡】20101027-29地震学会秋季大会　貞観津波関係について

西暦869年貞観地震の波源モデル：福島県沖も含めた検討　他

原子力安全・保安院耐震安全審査室長の小林と申します。

推本事務局との意見交換について

RE：お願い

RE：2/28、3/1等の予定

RE：2/28、3/1等の予定

東電ヒア（福島）

福島第一・第二原子力発電所の津波評価

福島第一・第二原子力発電所の津波評価

869年貞観地震の断層モデル－常磐海岸の津波堆積物分布と浸水計算に基づくー

貞観津波（AD869)の既往調査研究

福島第一・第二原子力発電所の津波評価について

文部科学省　日本海溝長期評価情報交換会



福島第一3号機のバックチェックの中間評価に際し、小林耐震室長から原子力安全委員会事務局長長谷川副管理官
に送付した資料

平成22年４月28位置資源エネルギー庁大臣レク資料及びその概要（福島第一3号機プルサーマル関係資料）

資源エネルギー庁が大臣レク資料（福島第一３号機プルサーマル関係資料）を作成した際の参考資料

Re:女川クロスチェック指示文書案

女川クロスチェック（津波）に係わるデータ貸与依頼書について

女川原子力発電所の耐震バックチェックにおける津波評価に係る解析データ等の貸与依頼

女川クロスチェック（津波）に係わるデータ貸与依頼書（Wordファイル）

女川原子力発電所の耐震バックチェックにおける津波評価に係る解析データ等の貸与依頼

【東北電力】女川クロスチェック（津波）打合せ日程について

女川クロスチェック（津波）に係わるデータ貸与依頼書（修正版）

女川原子力発電所の耐震バックチェックにおける津波評価に係る解析データ等の貸与依頼

Re:女川クロスチェックに係る解析データ貸与の依頼状

Re:女川発電所の津波評価に係る解析データに関する質問

女川津波クロスチェック中間報告の資料について（JNES）

女川発電所の津波に係るクロスチェック解析の中間報告資料

（女川発電所）土砂移動解析における陸上遡上域の取り扱いついて

土砂移動解析における陸上遡上域の取り扱いについて

（女川発電所）土砂移動解析について

女川発電所の津波に係るクロスチェック解析－土砂移動解析の計算条件

土砂移動解析における陸上遡上域の取り扱いについて

女川クロス延長指示書の作業期間延長理由書（案）について

延長指示書（案）

女川のクロスチェック報告書について

「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の改訂に伴う東北電力株式会社女川原子力発電所第１号機、第２
号機及び第３号機の耐震安全性評価に係るクロスチェック解析について（指示）

「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の改訂に伴う東北電力株式会社女川原子力発電所第１号機、第２
号機及び第３号機の耐震安全性評価に係るクロスチェック解析について（指示）



「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の改訂に伴う東北電力株式会社女川原子力発電所第１号機、第２
号機及び第３号機の耐震安全性評価に係るクロスチェック解析について（指示）要する解析データの貸与について

女川原子力発電所第１号機、第２号機及び第３号機の耐震バックチェックにおける津波評価に係る解析データ等の貸
与について

「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の改訂に伴う東北電力株式会社女川原子力発電所第１号機、第２
号機及び第３号機の耐震安全性評価に係るクロスチェック解析の作業期間の延長について

「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の改訂に伴う東北電力株式会社女川原子力発電所第１号機、第２
号機及び第３号機の耐震安全性評価に係るクロスチェック解析の作業期間の延長について

「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の改訂に伴う東北電力株式会社女川原子力発電所第１号機、第２
号機及び第３号機の耐震安全性評価に係るクロスチェック解析
地震随伴事象（津波）に対する安全性評価に係る解析について

事業者の耐震バックチェック報告書の分析－女川発電所（１／９～７／９）

女川原子力発電所の耐震バックチェックにおける津波評価に係る解析データ等の貸与依頼

女川原子力発電所　地震随伴事象に対する考慮について（津波に対する安全性）　要旨

事業者の耐震バックチェック報告書の分析

女川原子力発電所の津波に係るクロスチェック解析の実施計画

女川原子力発電所　地震随伴事象に対する考慮について（津波に対する安全性）　要旨

＜東海第二原発関係＞
・耐震関係クロスチェックの当面の予定について

保安院と東京電力の柏崎刈羽原発連絡会資料

Re:柏崎津波推移（地震動評価用モデルによる）について

追加検討　地震動評価用断層モデルによる津波評価結果

取水路応答計算式について（柏崎7号機報告書抜粋）

水位変動の数値シミュレーションの計算条件

KK-6,7顧問会資料

柏崎刈羽原子力発電所（６・７号炉の増設）　津波の検討（細分化モデル）

柏崎刈羽原子力発電所（６・７号炉の増設）　津波の検討

津波関係のクロスチェック打合せの件（打合案内）

貸与データの扱いの件

浜岡原子力発電所第３，４号機耐震クロスチェック解析に用いるデータ貸与依頼

浜岡クロスチェック　貸与依頼データリスト送ります

浜岡クロスチェック期間に関する打ち合わせの件（連絡）



【中部】津波ヒアリングについて

【中部電力】次回ヒアリングについて

【中部電力】ご依頼の資料について

３．津波の数値シミュレーション　敷地における最大推移上昇量の分布

Re:【依頼】津波安全評価ヒアリング

浜岡クロスチェック　津波に関するデータ貸与依頼の件

浜岡発電所第３，４号機　耐震クロスチェック解析のデータ貸与依頼項目及び質問事項

Fw:浜岡クロスチェック　津波に関するデータ貸与依頼の件

浜岡クロスチェック　津波に関するデータ受領の件

【中部電力】次回ヒアリングのお願いについて

中部電力ヒア（１０／５）

東南海・南海における津波の時間差発生に関する文献

東海・東南海・南海地震の発生特性による広域津波の変化

東南海・南海における津波の時間差発生に関する文献

９　時間差をもって地震が発生した場合の津波の検討

【中部】合同WG資料の送付について

Re:【資料送付】合同WG次第案について

【資料送付】超巨大津波に関する文献について

東海から琉球地域までを震源とする超巨大地震の可能性

中部BCヒアの予定

Re:【資料送付】超巨大津波に関する文献について

東海から琉球にかけての超巨大地震の可能性

中部BCヒアリングの予定

【資料送付】浜岡の津波に対する総合的な対策について

浜岡津波クロス　追加検討結果の報告

浜岡3，4号機のクロスチェック解析・津波　NISAへの回答



Re:【保安院】浜岡BC津波評価に係るご相談

Re:【保安院】浜岡BC津波評価に係るご相談

【返信】Re:【保安院】浜岡BC津波評価に係るご相談

連絡事項

Re:【返信】Re:【保安院】浜岡BC津波評価に係るご相談

【資料送付】基礎方程式に関する参考文献ほかについて

Re:【返信】Re:【保安院】浜岡BC津波評価に係るご相談

【資料送付】取水槽付近のレベル、佐竹ほか（２００７）について

Re:確認事項

【ご連絡】浜岡３，４号取水槽容量ほかについて

【ご連絡】高橋先生へのコメント対応について

取水槽応答手計算についてのデータ送付

合同WGの資料及び津波時の取水路応答の簡易計算について

【中部】次回ヒアリングについて

【浜岡津波クロス】気仙沼湾ベンチマーク解析について

Re:砂移動解析のベンチマーク解析の結果報告について

Re:砂移動解析のベンチマーク解析の結果報告について

Re:砂移動クロスチェック　３者打ち合わせの候補日

Re:浜岡ベンチマーク解析について

RE:浜岡クロス報告の件

RE:Morion式の文献の送付について

JNESの採用している波圧評価式

RE:津波波力に対する取水塔の安全性（追加資料）の送付について

「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」等の改訂に伴う浜岡原子力発電所３号機及び４号機の耐震安全性
評価に係るクロスチェック解析について

「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」等の改訂に伴う浜岡原子力発電所３号機及び４号機の耐震安全性
評価に係るクロスチェック解析について

「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」等の改訂に伴う浜岡原子力発電所３号機及び４号機の耐震安全性
評価に係るクロスチェック解析の作業期間の延長について



浜岡原子力発電所３号機、４号機耐震安全性評価クロスチェック解析に用いるデータの貸与期間延長の依頼

浜岡原子力発電所３号機、４号機耐震安全性評価クロスチェック解析に用いるデータ貸与依頼

浜岡原子力発電所３号機、４号機耐震安全性評価クロスチェック解析に用いる貸与データの詳細

浜岡原子力発電所３号機、４号機耐震安全性評価クロスチェック解析に用いるデータ提出について

浜岡原子力発電所３号機、４号機耐震安全性評価クロスチェック解析に用いるデータ提出について（第２回）

浜岡原子力発電所３号機、４号機耐震安全性評価クロスチェック解析に用いるデータ提出について（第３回）

浜岡原子力発電所３号機、４号機耐震安全性評価クロスチェック解析に用いるデータ提出について（第４回）

浜岡原子力発電所３号機、４号機耐震安全性評価クロスチェック解析に用いるデータ提出について（第５回）

浜岡原子力発電所３号機、４号機耐震安全性評価クロスチェック解析に用いるデータ提出について（第６回）

浜岡原子力発電所３号機、４号機耐震安全性評価クロスチェック解析に用いるデータ提出について（第７回）

浜岡原子力発電所３号機、４号機耐震安全性評価クロスチェック解析に用いるデータ提出について（第８回）

「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」等の改訂に伴う浜岡原子力発電所３号機及び４号機の耐震安全性
評価に係るクロスチェック解析について

耐震バックチェック関係　　審議会スケジュール

出張報告書

耐震室の主な業務の分担

出勤簿

小林耐震室長の手帳の写し

名倉審査官の手帳の写し又はスケジュールソフトの出力

JNESによるクロスチェックの当面の予定

文科省地震・防災研究家（地震調査研究推進本部事務局）との第１回会合（小林メモ）

推本情報交換　名倉　手帳のメモ

「耐震安全審査に係る共通課題の検討WG」の設置のための準備会合の開催について（地震・津波、地質・地盤関係）

津波想定QA

耐震関係共通課題一覧（電力、JNESの取り組み）

【第32回地震・津波、地質・地盤合同WGの日程調整、開催案内、出欠確認、開催通知手続き、リンク依頼、傍聴登録、
旅費手続きに係るメール】

評価書WG案



（案）耐震設計審査指針の改定に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所5号機耐震安全性に係る中間報告の
評価について

（案）耐震設計審査指針の改訂に伴う東京電力株式会社福島第二原子力発電所4号機耐震安全性に係る中間報告の
評価について

Re:評価書WG案

（案）耐震設計審査指針の改定に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所5号機耐震安全性に係る中間報告の
評価について

（案）耐震設計審査指針の改訂に伴う東京電力株式会社福島第二原子力発電所4号機耐震安全性に係る中間報告の
評価について

合同WG資料が送付されました（１F2F)

【お願い】第３２回地震・津波、地質・地盤合同ワーキンググループ配布資料のHP掲載のお願い

【ご確認依頼（〆切：７月10日）第３２回合同WG議事録（案）について

総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会耐震・構造設計小委員会　地震・津波、地質・地盤合同WG（第３２
回）議事録（案）

【ご確認お願いします】６月24日合同WG議事録について

総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会耐震・構造設計小委員会　地震・津波、地質・地盤合同WG（第３２
回）議事録（案）

【ご確認お願いします】６月24日合同WG議事概要について

総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会耐震・構造設計小委員会　地震・津波、地質・地盤合同WG（第３２
回）ワーキンググループ会合議事概要

RE:【ご確認依頼（〆切：７月１０日】第３２回合同WG議事録（案）について

Re:【ご確認お願いします】６月24日合同WG議事概要について

総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会耐震・構造設計小委員会　地震・津波、地質・地盤合同WG（第３２
回）ワーキンググループ会合議事概要

RE:【ご確認お願いします】６月24日合同WG議事概要について

【お願い】第３２回地震・津波、地質・地盤合同ワーキンググループ議事概要のHP掲載のお願い

RE:【ご確認お願いします】６月24日合同WG議事概要について

総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会耐震・構造設計小委員会　地震・津波、地質・地盤合同WG（第３２
回）議事録（案）

【お願い】第３２回地震・津波、地質・地盤合同ワーキンググループ議事録のHP掲載のお願い

【第33回地震・津波、地質・地盤合同WGの日程調整、開催案内、出欠確認、開催通知手続き、資料準備、事前説明に
係るメール】

【保安院】福島評価書案

４）基準地震同Ssの策定

Re:【保安院】福島評価書案

RE:【保安院】福島評価書案



【ご確認をお願いします】７月１３日合同WG議事概要について

総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会耐震・構造設計小委員会　地震・津波、地質・地盤合同WG（第３３
回）ワーキンググループ会合議事概要

【お願い】第３３回地震・津波、地質・地盤合同ワーキンググループ配布資料のＨＰ掲載のお願い

ＦＷ：Fw:【ご確認をお願いします】７月１３日合同WG議事概要について

【ご確認をお願いします】７月１３日合同WG議事録について

総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会耐震・構造設計小委員会　地震・津波、地質・地盤合同WG（第３３
回）議事録（案）

【ご確認依頼（〆切：７月３１日）】第３３回議事録（案）について

総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会耐震・構造設計小委員会　地震・津波、地質・地盤合同WG（第３３
回）議事録（案）

RE:【ご確認をお願いします】７月１３日合同WG議事録について

RE:【ご確認依頼（〆切：７月３１日）】第３３回議事録（案）について

【お願い】第３３回地震・津波、地質・地盤合同ワーキンググループ議事概要のＨＰ掲載のお願い

33回合同WGにおける女川資料へのコメントについてのご質問

Ａ－Ｂ側線深部反射法断面及び地質解析断面図

総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会耐震・構造設計小委員会　地震・津波、地質・地盤合同WG（第３３
回）ワーキンググループ会合議事概要

Re:33回合同WGにおける女川資料へのコメントについてのご質問

Re:33回合同WGにおける女川資料へのコメントについてのご質問

RE:33回合同WGにおける女川資料へのコメントについてのご質問

【お願い】第３３回地震・津波、地質・地盤合同ワーキンググループ議事録のＨＰ掲載のお願い

合同ＷＧ第３２回会合（平成２１年６月２４日）の岡村委員コメントに対する東京電力回答資料に関して、東京電力、各
委員等とやりとりしたメール等

合同ＷＧ第３３回（平成２１年７月１３日）の審議状況と踏まえた評価書の修正に関して岡村委員コメントに対する東京
電力回答資料に関して委員等とやりとりしたメール等

１．平成２３年８月２４日の保安院記者会見における津波関係の想定問答作成に供された全ての資料

耐震連絡会

津波評価あに関する経緯（「８６９年貞観の地震」等）

耐震バックチェック報告書の審議状況他

福島第一原子力発電所６号機ＦＣＳ及び双葉断層現地視察時資料一式

出張手続きに係る資料（名倉審査官）



出勤簿の写し（名倉審査官）

出張復命書（玉木審査係）

経済産業省人事異動通知辞令

出張手続きに係る資料（小林勝）

「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査（太平洋津波調査）」に係る津波高の検討について

「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査」について

太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査津波数値解析結果

福島第一原子力発電所　福島第二原子力発電所　津波に対する安全性について（太平洋沿岸部地震津波防災計画
手法調査）

２０１１年３月７日の東電からの報告についての事実関係如何【応答要領】

津波評価の一覧表

資料提出書

文科省地震・防災研究家（地震調査研究推進本部事務局）との情報交換を目的とした会合の開催について、耐震安全
審査室より依頼したメール。

第１回会合の開催に当たり、耐震安全室長が作成した、同室のスタンスについてのペーパー

２月２２日の意見交換の後、東京電力との打ち合わせの日程調整を行ったメール

北海道南西沖地震津波を踏まえ、津波に対する安全性評価を実施するよう指示した文書

Ｈ１４年当時の対応

津波バックチェック

東京電力株式会社　福島第一原子力発電所　福島第二原子力発電所　津波の検討ー土木学会「原子力発電所の津
波評価技術」に係わる検討ー

耐震バックチェックの進捗状況

モニタリングポストの位置

耐震・耐津波関係の資料

【連絡】５日13時～＠衆第二別館【国会事故調】質問・資料お願いのご連絡（意見聴取会関係）

【全日程セット】【国会事故調】【ＷＧ１】ヒアリング日程のご連絡

福島第一・福島第二原子力発電所における平成２３年（２０１１年）東北地方太平洋沖地震の地震観測記録の分析につ
いて

耐震設計審査指針適用以前の原子力発電所に係る耐震安全性のチェック（バックチェック）結果の報告について

原子力発電所の耐震安全性について



【提出（耐震室）】【国会事故調】資料提出依頼

Ｈ２３．３．２に文科省との意見交換会を実施した経緯



「平成２３年度企調課提出資料」②内保存文書

原子力発電所の溢水防護評価マニュアル案

福島第一原子力発電所の設置変更に係る安全性について（安全審査書）

福島第一３号機の耐震安全性評価結果について

福島第一３号機の長期保管したＭＯＸ新燃料の健全性に係る確認結果について

福島第一３号機の長期保管したＭＯＸ新燃料の健全性に係る評価・検査報告書

福島第一３号機の長期保管したＭＯＸ新燃料の健全性・安全性確認の実施について

長期保管したＭＯＸ新燃料の健全性に係る意見聴取会　資料（第１回～第３回）

溢水勉強会の資料（平成１８年）

安全情報検討会の資料（平成１８年、１９年）

福島第一３号機の耐震安全性に係る評価について

総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会　耐震・構造設計小委員会構造ＷＧ資料（第２５回、第２６回、第２７
回、第５３回）



「平成２４年度企調課提出資料」内保存文書

「発電用原子炉に関する耐震設計審査指針」改訂に向けて注意すべき点

耐震設計審査指針骨格へのコメント（平成１５年１０月２４日１６：４６のメール）（添付資料含む）


