
 

平成２５年８月５日 

日本原子力発電株式会社 

 

 

原子力規制委員会に対する証拠書類の提出について 
 

 

当社は、平成２５年７月１６日に原子力規制委員会に提出した敦賀発電所２

号機使用済燃料貯蔵設備に関する報告徴収命令に対する異議申立てに関連し、

本日、添付の証拠書類を提出しましたので、お知らせいたします。 

 

 ○添付資料 

・証拠書類の提出について （「証拠書類リスト」のみ添付） 

以  上 

 



  

平成２５年８月５日 

 

原子力規制委員会 

 委員長 田中 俊一 殿 

 

異議申立人 日本原子力発電株式会社  

  代表者 取締役社長  濱田 康男 

代表者 取締役副社長 増田  博 

代表者 取締役副社長 市村 泰規 

 

 

証拠書類の提出について 

 

 平成２５年７月１６日付で当社が貴委員会に提出した異議申立書（平成

２５年７月２９日付で一部補正）に関し，行政不服審査法第４８条によっ

て準用される第２６条の規定に基づいて，別添「証拠書類リスト」記載の

証拠書類を提出します。 

以 上 
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添付書類 

証拠書類リスト 

 

１．当社作成文書 

整理 

番号 
文書名 

作 成 

年月日 
備考 

1-1 原子力規制委員会の敦賀発電所敷地内

破砕帯の調査に関する有識者会合評価

会合でのご発言について（当社コメン

ト） 

平成24年12月10日  

1-2 敦賀発電所敷地内の破砕帯調査に関す

る原子力規制委員会への質問状の提出

について 

平成24年12月11日  

1-3 敦賀発電所敷地内の破砕帯調査に関す

る報告について（当社コメント） 

平成24年12月12日  

1-4 敦賀発電所敷地内破砕帯に関する当社

の考え方について 

平成25年1月22日  

1-5 本日の敦賀発電所敷地内破砕帯の調査

に関する有識者会合第２回評価会合に

おける評価書案の審議について（当社コ

メント） 

平成25年1月28日  

1-6 敦賀発電所敷地内破砕帯の調査に関す

る有識者会合の報告書案に対する当社

見解等の原子力規制委員会への提出に

ついて 

平成25年2月5日  

1-7 敦賀発電所 敷地の地質・地質構造 Ｄ－

１破砕帯について 

平成25年3月8日  

1-8 本日の敦賀発電所敷地内破砕帯の調査

に関する有識者会合第３回評価会合に

おける審議について（当社コメント） 

平成25年3月8日  

1-9 敦賀発電所敷地内破砕帯の調査に関す

る有識者会合第３回評価会合に対する

当社要請文書の原子力規制委員会への

提出について 

平成25年3月11日  

1-10 敦賀発電所敷地内破砕帯の調査に関す

る中間報告書等の提出について 

平成25年3月15日  

1-11 敦賀評価会合を巡る問題点 

 

平成25年3月15日  
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整理 

番号 
文書名 

作 成 

年月日 
備考 

1-12 平成25年3月23日付 東京新聞（朝刊）１

面 「レベル７ 第十部 二年後の迷走」

の報道について 

平成25年3月26日  

1-13 自民党「原子力規制に関するプロジェク

トチーム 第３回会議」での当社説明資

料「敦賀発電所敷地内破砕帯の評価に関

する有識者会合への要望」 

平成25年3月27日  

1-14 本日の敦賀発電所敷地内破砕帯の調査

に関する有識者会合第４回評価会合に

おける審議について(当社コメント) 

平成25年4月24日  

1-15 敦賀発電所敷地内破砕帯に関する有識

者会合評価書案に関する論点について 

平成25年4月24日  

1-16 敦賀発電所 敷地の地質・地質構造 Ｄ－

１破砕帯について 

平成25年4月24日  

1-17 原子力規制委員会への要望書の提出に

ついて 

平成25年4月26日  

1-18 厳重抗議の提出について 平成25年5月15日  

1-19 原子力規制委員会 各委員への要請につ

いて 

平成25年5月17日  

1-20 敦賀発電所敷地内破砕帯の評価に関す

る外部レビューグループの合同会合に

おける中間的なとりまとめについて（プ

レスコンファレンスの記録） 

平成25年5月21日  

1-21 敦賀発電所敷地内破砕帯の評価に関す

る外部レビューグループの合同会合に

おける中間的なとりまとめについて（当

社コメント） 

平成25年5月21日  

1-22 当社コメント 平成25年5月22日  

1-23 原子力規制委員会への公開質問状の提

出について 

平成25年5月22日  

1-24 敦賀発電所敷地内破砕帯の調査に係る

当社の対応の事実関係について 

平成25年6月7日  

1-25 原子力規制委員会 田中委員長の発言に

ついて 

 

 

平成25年6月7日  
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整理 

番号 
文書名 

作 成 

年月日 
備考 

1-26 原子力規制委員会への「公開質問状」に

対する回答のお願い文書の提出につい

て 

平成25年7月10日  

1-27 敦賀発電所敷地内破砕帯の調査に関す

る報告書の提出について 

平成25年7月11日 「敦賀発電所

敷地の地質・地

質構造 調査報

告書一式」は平

成25年7月16日

付異議申立書

の添付書類(2)

として提出済 

1-28 原子力規制委員会に対する「口頭での意

見陳述に関する申立て」及び「検証に関

する申立て」について 

平成25年7月23日  

1-29 当社コメント（原子力規制委員会による

敦賀発電所の追加調査結果報告への対

応について） 

平成25年7月24日  

1-30 当社コメント（執行停止の申立てについ

て） 

平成25年7月25日  

1-31 原子力規制委員会への質問状の提出に

ついて（執行停止の申立てに対する決定

について） 

平成25年7月25日  

1-32 原子力規制委員会に対する異議申立書

に関する理由補充書の提出について 

平成25年7月29日  

1-33 原子力規制委員会に対する異議申立て

に係る口頭での意見の陳述について 

平成25年7月29日  

1-34 原子力規制委員会に対する異議申立書

に関する『「本件処分に対する異議申立

ての理由」の補充について』の提出につ

いて 

平成25年7月31日  

1-35 原子力規制委員会からの報告徴収命令

に対する報告について 

平成25年7月31日  
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２．当社以外の者が作成した文書 

整理 

番号 
文書名 作成者 

作 成 

年月日 
備考 

2-1 Executive Summary 

Evaluation of shatter 

zones at Tsuruga NPP 

site 

Interim Report of the 

Joint International  

Experts’Meeting 

（TRM/IRG） 

ＴＲＭ 

(Third 

-party 

Review 

Meeting) 

ＩＲＧ 

(Inter- 

national 

Review 

Group) 

平成25年5月21日  

2-2 敦賀発電所敷地内破砕帯

評価 ２つの国際的な専

門家グループによる中間

的なレビュー報告 

(TRM/IRG) 

ＴＲＭ 

(外部レビュー

委員会) 

ＩＲＧ 

(国際レビュー

グループ) 

平成25年5月21日  

2-3 Interim Report of the 

Joint Experts’ Meeting 

May 21, 2013 

in Tokyo 

TRM/IRG 

joint expert 

meeting 

平成25年5月21日  

2-4 合同専門家会議 中間報

告書 2013年5月21日 於 

東京 

TRM/IRG 

joint expert 

meeting 

平成25年5月21日  

2-5 レポート「敦賀原発の「活

断層」評価に批判高まる」 

月刊エネルギーフォーラ

ム2013年2月号（72～75

頁） 

エネルギー

フォーラム 

平成25年2月1日  

2-6 月刊エネルギーフォーラ

ム2013年3月号 

 

エネルギー

フォーラム 

平成25年3月1日  

2-7 2013年5月25日付読売新

聞朝刊（東京版）２面 

 

 

読売新聞社 平成25年5月25日  
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整理 

番号 
文書名 作成者 

作 成 

年月日 
備考 

2-8 参議院ホームページ「平

成20年4月4日付答弁書第

82号」 

内閣総理大

臣 

平成20年4月4日  

2-9 首相官邸ホームページ

「平成20年4月4日付閣議

案件」 

首相官邸 平成20年4月4日  

 

以 上 


