
電気事業法施行規則 

（平成七年十月十八日通商産業省令第七十七号） 

最終改正：平成一七年七月八日経済産業省令第六九号 

 

 電気事業法施行規則（昭和四十年通商産業省令第五十一号）の全部を次のように改正する。 

 

 第一章 総則（第一条―第三条） 

 第二章 電気事業 

  第一節 事業の許可等（第四条―第二十一条の三） 

  第二節 業務（第二十二条―第四十七条の二） 

 第三章 電気工作物 

  第一節 定義（第四十八条） 

  第二節 事業用電気工作物 

   第一款 技術基準への適合（第四十九条） 

   第二款 自主的な保安（第五十条―第五十六条の三） 

   第二款の二 環境影響評価に関する特例（第六十一条の二―第六十一条の十） 

   第三款 工事計画及び検査（第六十二条―第九十四条の八） 

   第四款 承継（第九十五条） 

  第三節 一般用電気工作物（第九十六条―第百四条） 

 第三章の二 土地等の使用（第百四条の二―第百四条の六） 

 第四章 登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関 

  第一節 登録安全管理審査機関（第百五条―第百十八条の二） 

  第二節 指定試験機関（第百十九条―第百二十六条） 

  第三節 登録調査機関（第百二十七条―第百三十二条） 

 第五章 雑則（第百三十三条―第百四十二条） 

 附則 

 

 

   第一章 総則 

 

（定義） 

第一条 この省令において使用する用語は、電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。）、電気事

業法施行令（昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。）及び電気設備に関する技術基準を定める省令（平成

九年通商産業省令第五十二号）において使用する用語の例による。 

２ この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 「変電所」とは、構内以外の場所から伝送される電気を変成し、これを構内以外の場所に伝送するため、又は構内

以外の場所から伝送される電圧十万ボルト以上の電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合

体をいう。 

二 「送電線路」とは、発電所相互間、変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路（専ら通信の用に供するもの

を除く。以下同じ。）及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。 

三 「配電線路」とは、発電所、変電所若しくは送電線路と需要設備との間又は需要設備相互間の電線路及びこれに附

属する開閉所その他の電気工作物をいう。 

四 「液化ガス」とは、通常の使用状態での温度における飽和圧力が百九十六キロパスカル以上であって、現に液体の

状態であるもの又は圧力が百九十六キロパスカルにおける飽和温度が三十五度以下であって、現に液体の状態である

ものをいう。 

五 「導管」とは、燃料若しくはガス又は液化ガスを輸送するための管及びその附属機器であって、構外に施設するも

のをいう。 

 

（卸電気事業） 

第二条 法第二条第一項第三号の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 

一 一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業の用に供することを主たる目的と

する発電用の電気工作物の出力の合計が、二百万キロワットを超えること。 

二 専ら一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気に係る振替供給を行う事業（当該振替供給を十



年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が千キロワットを超えるもの又は当該振替

供給を五年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が十万キロワットを超えるもの。）

の用に供する変電、送電及び配電用の電気工作物であること。 

 

（電気の使用者の需要規模） 

第二条の二 法第二条第一項第七号の経済産業省令で定める要件は、次項に定める一の需要場所における電気の使用者

の需要が、次の各号のいずれかに該当することとする。 

一 沖縄電力株式会社の供給区域以外の地域において一般電気事業者又は特定規模電気事業者が維持し、及び運用す

る特別高圧電線路又は高圧電線路から受電する者であって、契約電力（一般電気事業者又は特定規模電気事業者と

の契約上使用できる最大電力をいう。）が原則として五十キロワット以上の者の需要 

二 沖縄電力株式会社の供給区域内において一般電気事業者又は特定規模電気事業者が維持し、及び運用する特別高

圧電線路から受電する者であって、使用最大電力が原則として二千キロワット以上の者の需要 

２ 前項の一の需要場所は、事業開始地点以外の場所であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

一 一の建物内（集合住宅その他の複数の者が所有し、又は占有している一の建物内であって、一般電気事業者以外

の者が設置する受電設備を介して電気の供給を受ける当該一の建物内の全部又は一部が存在する場合には、当該全

部又は一部） 

二 さく、へいその他の客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内 

三 隣接する複数の前号に定める構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの 

四 道路その他の公共の用に供せられる土地（前二号に掲げるものを除く。）において、一般電気事業者以外の者が

設置する受電設備を介して電気の供給を受ける街路灯その他の施設が設置されている部分 

 

（卸供給） 

第三条 法第二条第一項第十一号の経済産業省令で定める電気の供給は、次のとおりとする。 

一 供給の相手方たる一般電気事業者との間で十年以上の期間にわたり行うことを約している電気の供給であって、

その供給電力が千キロワットを超えるもの 

二 供給の相手方たる一般電気事業者との間で五年以上の期間にわたり行うことを約している電気の供給であって、

その供給電力が十万キロワットを超えるもの 

 

 

   第二章 電気事業 

 

    第一節 事業の許可等 

 

（事業の許可申請） 

第四条 法第四条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。 

２ 法第四条第二項の事業計画書は、様式第二によるものとする。 

３ 法第四条第二項の事業収支見積書は、事業開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度について、様式第三により作

成するものとする。 

４ 法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 

一 電気事業の用に供する電気工作物（配電用のものを除く。）の概要及び一般電気事業又は特定電気事業に係る場

合は、供給区域の境界又は供給地点の位置を明示した地形図並びに特定電気事業に係る場合は、供給地点を記載し

た図面 

二 送電関係一覧図 

三 一般電気事業に係る場合は、電力潮流図 

四 電気事業の用に供する発電所又は変電所の主要設備の配置図 

五 一般電気事業又は卸電気事業に係る場合は、発電原価計算書 

六 一般電気事業又は卸電気事業に係る場合であって、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気

を供給する場合は、その供給の相手方との契約書の写し 

七 特定電気事業に係る場合は、その電気の使用者又はその電気の使用者を代表する者との契約書の写し 

八 他から電気事業の用に供するための電気の供給を受ける場合は、その供給をする者との契約書の写し 

九 主たる技術者の履歴書 

十 申請者が地方公共団体である場合は、電気事業を営むことについての議会の会議録の写し 

十一 申請者が会社又は法人である組合（以下「組合」という。）である場合は、その者の定款、登記事項証明書、



最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書 

十二 申請者が会社又は組合の発起人である場合は、その会社又は組合の定款及び役員となるべき者の履歴書 

十三 電気事業の用に供する水力発電所又は原子力発電所を設置する場合において、発電水力に関する水利使用又は

原子炉について行政庁の許可を要するときは、その許可書の写し（許可の申請をしている場合は、その申請書の写

し） 

 

（事業開始の届出） 

第五条 法第七条第四項の規定による届出をしようとする者は、様式第四の事業開始届出書を提出しなければならない。 

 

（供給区域の変更の許可申請） 

第六条 法第八条第一項の規定により供給区域の変更の許可を受けようとする者は、様式第五の供給区域変更許可申請

書に次の書類を添えて提出しなければならない。 

一 変更を必要とする理由を記載した書類 

二 増加し、又は減少する供給区域の境界を明示した地形図 

三 供給区域を増加する場合は、増加する区域に対し電気の供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度にお

けるその区域内の用途別の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類 

四 供給区域を増加する場合は、所要資金の額及び調達方法を記載した書類 

五 供給区域を増加する場合は、増加する区域に対し電気の供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度にお

ける様式第三の事業収支見積書 

六 供給区域を増加する場合は、送電関係一覧図 

七 供給区域の増加に伴い他から電気の供給を受ける場合は、その供給をする者との契約書の写し 

八 申請者が地方公共団体である場合は、供給区域の変更についての議会の会議録の写し 

 

（供給の相手方の変更の許可申請） 

第七条 法第八条第一項の規定により供給の相手方たる一般電気事業者の変更の許可を受けようとする者は、様式第六

の供給関係変更許可申請書に次の書類（供給の相手方の減少の場合は、第一号の書類に限る。）を添えて提出しなけ

ればならない。 

一 変更を必要とする理由を記載した書類 

二 供給の相手方との契約書の写し 

 

（供給地点の変更の許可申請） 

第八条 法第八条第一項の規定により供給地点の変更の許可を受けようとする者は、様式第七の供給地点変更許可申請

書に次の書類を添えて提出しなければならない。 

一 変更を必要とする理由を記載した書類 

二 増加し、又は減少する供給地点の位置を明示した地形図及び供給地点を記載した図面 

三 供給地点を増加する場合は、増加する地点に対し電気の供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度にお

けるその地点内の用途別の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類 

四 供給地点を増加する場合は、所要資金の額及び調達方法を記載した書類 

五 供給地点を増加する場合は、増加する地点に対し電気の供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度にお

ける様式第三の事業収支見積書 

六 供給地点を増加する場合は、送電関係一覧図 

七 増加する供給地点における電気の使用者又はその電気の使用者を代表する者との契約書の写し 

八 供給地点の増加に伴い他から電気の供給を受ける場合は、その供給をする者との契約書の写し 

九 申請者が地方公共団体である場合は、供給地点の変更についての議会の会議録の写し 

 

（供給区域等の増加に伴う事業開始の届出） 

第九条 第五条の規定は、法第八条第三項において準用する法第七条第四項の規定による届出をしようとする者に準用

する。 

 

（電気工作物の重要な変更） 

第十条 法第九条第一項の経済産業省令で定める重要な変更は、次のとおりとする。 

一 発電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの 

イ 設置の場所、原動力の種類又は周波数の変更 



ロ 出力の変更であって、その変更する出力が十五万キロワット以上又はその者の電気事業の用に供する発電所の

出力の合計の二十パーセント以上のもの 

二 変電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの 

イ 設置の場所の変更であって、電圧三十万ボルト以上のもの又は電圧三十万ボルト未満のものであって、容量十

五万キロボルトアンペア以上若しくは出力十五万キロワット以上の周波数変換機器若しくは整流機器の設置を

伴うもの若しくは出力がその者の電気事業の用に供する変電所の出力の合計の二十パーセント以上のものを設

置することに伴うもの 

ロ 設置の場所の変更であって、廃止することに伴うもの 

ハ 周波数の変更 

ニ 電圧三十万ボルト以上のものの出力の変更であって、その変更する出力が三十万キロボルトアンペアを超える

もの又はその者の電気事業の用に供する変電所の出力の合計の二十パーセント以上のもの 

ホ 電圧三十万ボルト未満のものの出力の変更であって、周波数変換機器若しくは整流機器の容量を十五万キロボ

ルトアンペア以上とし、又はこれらの出力を十五万キロワット以上とすることに伴うもの 

三 送電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの 

イ 他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路であって、電圧三十万

ボルト（直流にあっては、十七万ボルト）以上のものに係る変更（設置の場所の変更のうち経過地の変更及び設

置の方法の変更を除く。） 

ロ 他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路以外の送電線路又は

電圧三十万ボルト（直流にあっては、十七万ボルト）未満の送電線路を他の電気事業者の電気事業の用に供する

電気工作物と電気的に接続するための送電線路であって、電圧三十万ボルト（直流にあっては、十七万ボルト）

以上のものとすることに伴う変更 

ハ 電圧三十万ボルト（直流にあっては、十七万ボルト）以上の送電線路であって、長さ十キロメートル以上のも

のに係る変更（設置の場所の変更のうち、経過地の変更及び設置の方法の変更であって変更する部分の長さが十

キロメートル未満のものを除く。） 

ニ 電圧三十万ボルト（直流にあっては、十七万ボルト）未満又は長さ十キロメートル未満の送電線路であって、

電圧三十万ボルト（直流にあっては、十七万ボルト）以上かつ長さ十キロメートル以上のものとすることに伴う

変更 

 

（電気工作物等の変更の届出） 

第十一条 法第九条第一項の規定による電気事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第八

の電気工作物変更届出書に次の書類（電気工作物の廃止の場合は、第一号の書類に限る。）を添えて提出しなければ

ならない。 

一 変更を必要とする理由を記載した書類 

二 変更工事の概要の説明書 

三 変更に係る電気工作物の概要を明示した地形図 

四 変更が発電所又は変電所に係る場合は、その発電所又は変電所の主要設備の配置図 

五 送電関係一覧図 

２ 法第九条第二項の規定による氏名若しくは名称及び住所の変更の届出をしようとする者は、様式第八の二の氏名等

変更届出書を提出しなければならない。 

３ 法第九条第二項の規定による電気事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第八の電気

工作物変更届出書を提出しなければならない。 

 

（事業の譲渡し及び譲受けの認可申請） 

第十二条 法第十条第一項の認可を受けようとする者は、様式第九の事業譲渡譲受認可申請書に次の書類を添えて提出

しなければならない。 

一 譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類 

二 譲渡しに関する契約書の写し 

三 譲渡価額及びその算出の根拠を記載した書類 

四 譲受けに要する資金の額及び調達方法を記載した書類 

五 譲受人の譲受けの日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書 

六 譲渡人又は譲受人が地方公共団体である場合は、譲渡し又は譲受けについての議会の会議録の写し 

七 譲受人が電気事業者以外の者であって、会社又は組合である場合は、その者の定款、登記事項証明書、最近の事

業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書 



八 譲受人が会社又は組合の発起人である場合は、その会社又は組合の定款及び役員となるべき者の履歴書 

九 譲渡しに係る電気事業に水力発電所又は原子力発電所が属する場合において、発電水力に関する水利使用に係る

権利又は原子力発電所の譲渡し又は譲受けについて行政庁の承認又は許可を要するときは、その承認書又は許可書

の写し（承認又は許可の申請をしている場合は、その申請書の写し） 

 

（合併及び分割の認可申請） 

第十三条 法第十条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十の合併認可申請書又は様式第十の二の分割認可申請

書に次の書類を添えて提出しなければならない。 

一 合併又は分割を必要とする理由を記載した書類 

二 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し 

三 合併又は分割の条件に関する説明書 

四 合併又は分割の日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書 

五 当事者の一方が電気事業者以外の者である場合は、その者の定款、登記事項証明書並びに最近の事業年度末の貸

借対照表及び損益計算書 

六 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により電気事業の全部を承継する法人の定款及

び役員となるべき者の履歴書 

七 合併しようとする電気事業者が電気事業の用に供する原子力発電所を設置している場合において、その合併につ

いて行政庁の認可を受けているとき、又は認可の申請をしているときは、その認可書又は申請書の写し 

 

（電気事業の地位の承継の届出） 

第十四条 法第十一条第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第十一の電気事業承継届出書を

提出しなければならない。 

 

第十五条 削除 

 

（設備の譲渡し等） 

第十六条 法第十三条第一項の規定による設備譲渡等の届出をしようとする者は、様式第十二の設備譲渡等届出書に次

の書類を添えて提出しなければならない。 

一 その設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすることを必要とする理由を記載した書類 

二 その設備の譲渡し又はその設備を所有権以外の権利の目的とすることに関する契約書の写し 

三 その設備の譲渡価額又は所有権以外の権利の目的としての評価額の算出の根拠を記載した書類 

四 その設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすることにより電気事業に及ぼす影響に関する説明書 

 

第十七条 法第十三条第一項ただし書の経済産業省令で定める設備は、次のとおりとする。 

一 発電所、変電所、送電線路、配電線路及び給電設備（以下この条において「電気の供給に直接必要な設備」とい

う。）以外の設備 

二 電気の供給に直接必要な設備であって、その帳簿価額が前事業年度末の電気事業会計規則（昭和四十年通商産業

省令第五十七号）第六条第一項に規定する電気事業固定資産の帳簿価額の総額の百分の一未満のもの 

 

（事業の休止及び廃止の許可申請） 

第十八条 法第十四条第一項の許可を受けようとする者は、様式第十三の事業休止（廃止）許可申請書に次の書類（事

業の全部を休止し、又は廃止する場合は、第一号の書類に限る。）を添えて提出しなければならない。 

一 休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類 

二 一般の需要に応じ電気を供給する事業の一部を休止し、又は廃止する場合は、休止し、又は廃止する事業に係る

供給区域の境界を明示した地形図 

三 特定電気事業の一部を休止し、又は廃止する場合は、休止し、又は廃止する事業に係る供給地点の位置を明示し

た地形図及びその供給地点を記載した図面 

四 休止し、又は廃止する事業に係る電気工作物の概要を記載した書類 

五 休止又は廃止の日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書 

 

（法人の解散の認可申請） 

第十九条 法第十四条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十四の解散認可申請書に解散を必要とする理由を記

載した書類を添えて提出しなければならない。 



 

（特定規模電気事業の記載事項） 

第十九条の二 法第十六条の二第一項の規定による特定規模電気事業の開始の届出をしようとする者は、様式第十四の

二の特定規模電気事業開始届出書を提出しなければならない。 

２ 法第十六条の二第一項の経済産業省令で定める事項は、供給力として使用する主な発電機の設置場所及び出力とす

る。 

３ 法第十六条の二第二項の規定による特定規模電気事業の変更の届出をしようとする者は、様式第十四の三の特定規

模電気事業変更届出書を提出しなければならない。 

４ 法第十六条の二第三項の規定による特定規模電気事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第十四の四の特定規

模電気事業廃止届出書を提出しなければならない。 

 

（特定規模電気事業者の電線路の届出） 

第十九条の三 法第十六条の三第一項の届出をしようとする者は、様式第十四の五の特定規模電気事業者電線路届出書

に、第三項に規定する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 

２ 法第十六条の三第一項の経済産業省令で定める事項は、電線路に関するものにあっては、供給開始予定年月日、設

置の場所、電圧、こう長及び送電容量とし、供給場所に関するものにあっては、事業所名その他の供給場所の名称及

び住所とする。 

３ 法第十六条の三第二項の経済産業省令で定める書類は、送電関係一覧図及び届出に係る電線路に属する供給場所ご

との需要に応ずる電力及び電力量を記載した書類とする。 

４ 法第十六条の三第七項の規定による変更の届出をしようとする者は、様式第十四の六の特定規模電気事業者電線路

変更届出書にその変更に係る書類を添えて提出しなければならない。 

５ 法第十六条の三第八項の規定により読み替えて準用する同条第三項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次のと

おりとする。 

一 電線路を介して電気の供給が行われていない場所において、既に届け出られた電線路の増設により特定規模電気

事業としての電気の供給を行おうとすることに伴う変更 

二 電線路に係る変更であって、次のいずれかに該当するもの以外のもの（前号に掲げるものを除く。） 

イ 電圧の変更（昇圧に限る。）を伴うもの 

ロ 電線路のこう長の増加を伴うもの 

ハ 送電容量の増加を伴うもの 

三 電線路の廃止その他の供給場所の減少を伴う変更 

 

（特定規模電気事業の地位の承継の届出） 

第十九条の四 法第十六条の四第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第十四の七の特定規模

電気事業承継届出書を提出しなければならない。 

 

（構内の定義） 

第二十条 法第十七条第一項第一号の経済産業省令で定める構内は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

一 さく、へいその他の客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内 

二 隣接する複数の前号に定める構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの 

 

（特定供給の許可申請） 

第二十条の二 法第十七条第二項の申請書は、様式第十五によるものとする。 

２ 法第十七条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 

一 供給を必要とする理由を記載した書類 

二 供給の相手方との契約書の写し 

三 電気を供給する事業を営む者が供給の相手方と第二十一条で定める関係を有することに関する説明書 

四 送電関係一覧図 

３ 法第十七条第二項第四号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 供給する電力及び電力量 

二 供給開始予定年月日 

 

（密接な関係） 

第二十一条 法第十七条第三項第一号の経済産業省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 



一 生産工程、資本関係、人的関係等におけるもの 

二 取引等（前号の生産工程におけるものを除く。）により一の企業に準ずる関係を有し、かつ、その関係が長期に

わたり継続することが見込まれるもの 

三 共同して組合を設立し、かつ、当該組合が長期にわたり継続して発電設備を保有し、又は維持管理することが見

込まれるもの 

 

（特定供給の変更届出） 

第二十一条の二 法第十七条第四項の規定による届出をしようとする者は、様式第十五の二の特定供給変更届出書にそ

の変更に係る書類を添えて提出しなければならない。 

 

（特定供給の廃止届出） 

第二十一条の三 法第十七条第五項の規定による届出をしようとする者は、様式第十五の三の特定供給廃止届出書を提

出しなければならない。 

 

    第二節 業務 

 

（供給約款） 

第二十二条 法第十九条第一項の供給約款は、次の事項について定めるものとする。 

一 適用区域又は適用範囲 

二 供給の種別 

三 供給電圧及び周波数 

四 料金、一般電気事業供給約款料金算定規則（平成十一年通商産業省令第百五号）第二十一条第二項に規定する基

準平均燃料価格及び電気事業の用に供する燃料ごとの比率を勘案して定めた比率並びに同条第四項に規定する基

準調整単価 

五 電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法（電気の使用者の負担となるものに

ついては、その金額又は金額の決定の方法） 

六 前二号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の

方法 

七 供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法 

八 送電上の責任の分界 

九 電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設けるときは、その事項 

十 前各号に掲げるもののほか、電気の供給条件又は一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項があると

きは、その事項 

十一 有効期間を定めるときは、その期間 

十二 実施期日 

 

第二十三条 法第十九条第一項の規定による供給約款の設定の認可を受けようとする者は、様式第十六の供給約款設定

認可申請書に供給約款の案及び次の書類を添えて提出しなければならない。 

一 一般電気事業供給約款料金算定規則様式第一から第八までにより作成した書類 

二 電気の使用者の負担となるべき金額（料金を除く。）の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書 

 

第二十四条 法第十九条第一項の規定により供給約款の変更の認可を受けようとする者は、様式第十七の供給約款変更

認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 

一 変更を必要とする理由を記載した書類 

二 変更しようとする部分を明らかにした現行の供給約款 

三 第二十二条第四号の事項を変更（消費税及び地方消費税に相当する額（以下「消費税等相当額」という。）又は

その額に係る表示若しくは請求の方法のみの変更（以下「消費税等相当額のみの変更」という。）を除く。）しよう

とするときは、一般電気事業供給約款料金算定規則様式第一から第八までにより作成した書類 

四 第二十二条第五号又は第六号の事項を変更しようとするときは、電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根

拠又は金額の決定の方法に関する説明書 

 

第二十四条の二 法第十九条第三項の経済産業省令で定める料金を引き下げる場合その他の電気の使用者の利益を阻害

するおそれがないと見込まれる場合は、次の各号のいずれかに該当する同条第一項の認可を受けた供給約款（同条第



四項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。）（以下この条において「供給約款」という。）の

変更とする。 

一 供給約款により電気の供給を受け、現に電気を使用している者（以下「電気使用者」という。）の料金及びその

支払期日から支払が遅延することにより追加的に発生する当該電気使用者の負担（以下「料金等」という。）を変

更（消費税等相当額のみの変更を除く。）する場合であって、当該電気使用者の電気の使用量、最大需要電力その

他の使用形態並びに当該電気使用者が料金を支払うべき義務の発生する日からその支払を行う日までの期間並び

に一般電気事業の用に供する石炭、石油及び液化天然ガス（輸入されたものに限る。）の価格が当該供給約款の変

更の前後において同一であると仮定した場合において、いずれかの電気使用者の支払うべき料金等を合計した額

（消費税等相当額を除く。以下この号において同じ。）が減少し、かつ、その他の電気使用者の支払うべき料金等

を合計した額が増加しないと見込まれる場合 

二 電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法を変更（消費税等相当額のみの変更

を除く。）する場合であって、いずれの電気使用者の負担（消費税等相当額を除く。）も増加しない場合 

三 前二号に掲げるもののほか、電気使用者の負担となる事項を変更（消費税等相当額のみの変更を除く。）する場

合であって、いずれの電気使用者の負担（消費税等相当額を除く。）も増加しない場合> 

四 電気使用者の料金等及びその他の負担となる事項を変更する場合であって、消費税等相当額のみの変更の場合 

五 供給電力若しくは供給電力量の計測方法又は料金調定の方法を変更する場合であって、いずれの電気使用者の支

払うべき料金等の額（消費税等相当額を除く。次号において同じ。）及びその他の負担（消費税等相当額を除く。

次号において同じ。）も増加しない場合 

六 送電上の責任の分界を変更する場合であって、いずれの電気使用者の支払うべき料金等の額及びその他の負担も

増加しない場合 

七 電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等を変更する場合であって、いずれの電気使用者に対しても不

利なものとしない場合 

八 電気使用者が料金を支払うべき義務の発生する日から一般電気事業者が当該電気使用者に対する電気の供給を

停止できる日までの期間を変更する場合であって、いずれの電気使用者に対する期間も短縮されない場合 

九 電気の供給を停止できる条件又は電気の需給契約を解除できる条件を変更する場合であって、いずれの電気使用

者に対する条件も不利なものとしない場合 

十 電気使用者が選択し得る事項を追加する場合 

十一 前各号に掲げるもののほか、供給約款の構成又は使用する字句等を変更する場合 

 

第二十四条の三 法第十九条第四項の規定による供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前ま

でに、様式第十七の二の供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 

一 変更を必要とする理由を記載した書類 

二 変更しようとする部分を明らかにした現行の供給約款 

三 第二十二条第四号の事項を変更（消費税等相当額のみの変更を除く。）しようとするときは、一般電気事業供給

約款料金算定規則様式第一及び第三から第八までにより作成した書類 

四 第二十二条第五号又は第六号の事項を変更しようとするときは、電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根

拠又は金額の決定の方法に関する説明書 

 

（選択約款） 

第二十五条 法第十九条第七項の選択約款は、次の事項について定めるものとする。 

一 名称 

二 目的 

三 適用条件 

四 供給の種別があるときは、その種別 

五 供給電圧及び周波数を定めるときは、その事項 

六 料金並びに供給約款料金算定規則第二十一条第二項に規定する基準平均燃料価格及び電気事業の用に供する燃

料ごとの比率を勘案して定めた比率並びに同条第四項に規定する基準調整単価を定めるときは、その事項 

七 電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法（電気の使用者の負担となるものに

ついては、その金額又は金額の決定の方法） 

八 前二号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の

方法 

九 供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法 

十 送電上の責任の分界 



十一 電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設けるときは、その事項 

十二 前各号に掲げるもののほか、電気の供給条件又は一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項がある

ときは、その事項 

十三 有効期間を定めるときは、その期間 

十四 実施期日 

２ 前項第五号から第十二号までの事項は、当該事項について供給約款を準用する場合は、その旨を記載することをも

ってこれに代えることができる。 

 

第二十六条 法第十九条第七項の規定による選択約款の設定の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、

様式第十八の選択約款届出書に当該選択約款及び次の書類を添えて提出しなければならない。 

一 当該選択約款が当該一般電気事業者の一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運

営に資する理由を記載した書類 

二 料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説

明書 

２ 法第十九条第七項の規定による選択約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第

十九の選択約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 

一 変更を必要とする理由を記載した書類 

二 変更しようとする部分を明らかにした現行の選択約款 

三 前条第一項第三号及び第六号から第八号までの事項を変更しようとするときは、料金の算出の根拠又は電気の使

用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書 

 

（最終保障約款） 

第二十六条の二 法第十九条の二第一項の最終保障約款は、次の事項について定めるものとする。 

一 適用区域又は適用範囲 

二 供給の種別があるときは、その種別 

三 供給電圧及び周波数 

四 料金  

五 電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法（電気の使用者の負担となるものに

ついては、その金額又は金額の決定の方法） 

六 前二号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の

方法 

七 供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法 

八 送電上の責任の分界 

九 電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設けるときは、その事項 

十 前各号に掲げるもののほか、電気の供給条件又は一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項があると

きは、その事項 

十一 有効期間を定めるときは、その期間 

十二 実施期日 

 

第二十六条の三 法第十九条の二第一項の規定による最終保障約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前

までに、様式第十九の二の最終保障約款届出書に当該最終保障約款及び料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担と

なるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書を添えて提出しなければならない。 

２ 法第十九条の二第一項の規定による最終保障約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、

様式第十九の三の最終保障約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 

一 変更を必要とする理由を記載した書類 

二 変更しようとする部分を明らかにした現行の最終保障約款 

三 前条第四号から第六号までの事項を変更しようとするときは、料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となる

べき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書 

 

（供給約款等以外の供給条件の認可申請） 

第二十七条 法第二十一条ただし書の認可を受けようとする者は、様式第二十の供給約款等以外の供給条件認可申請書

に次の書類を添えて提出しなければならない。 

一 供給約款又は選択約款以外の供給条件による供給を必要とする理由を記載した書類 



二 料金又は電気の使用者の負担となるべき金額を定めようとするときは、料金の算出の根拠又は電気の使用者の負

担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書 

 

（卸供給に係る供給条件） 

第二十八条 法第二十二条第一項の規定による料金その他の供給条件の届出をしようとする者は、様式第二十一の卸・

融通供給条件届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その届出が法第二十二条第一項の規定に

よる届出をした供給条件の変更に係るものであって料金を変更しようとするものでない場合及び消費税等相当額の

みの変更の場合は第二号及び第三号の書類を添付することを要しない。 

一 供給の相手方との契約書の写し 

二 届出をしようとする者が一般電気事業者である場合は、卸供給料金算定規則（平成十一年通商産業省令第百七号）

様式第一、第三及び第四により作成した書類 

三 届出をしようとする者が卸電気事業者又は卸供給事業者である場合は、卸供給料金算定規則様式第一、第二及び

第四により作成した書類 

四 届出をした供給条件の変更に係るものであるときは、変更を必要とする理由を記載した書類 

 

第二十九条 法第二十二条第一項第二号の承認を受けようとする者は、様式第二十二の卸・融通特例承認申請書に次の

書類を添えて提出しなければならない。 

一 料金その他の供給条件を定め難い理由を記載した書類 

二 供給の相手方との契約書の写し 

 

（入札） 

第三十条 法第二十二条第五項の経済産業省令で定める入札の実施の方法の要件は、次のとおりとする。 

一 入札により受けようとする卸供給に係る価格について上限があり、その価格（以下「上限価格」という。）が供

給計画において経済産業大臣に届け出られたものであること。 

二 募集期間が三月以上であること。 

三 次の事項が募集の開始の前に公表されること。 

イ 募集期間その他の募集の手続 

ロ 入札により受けようとする卸供給の規模 

ハ 入札により受けようとする卸供給の開始時期 

ニ 入札により受けようとする卸供給が満たすべき要件（上限価格を含む。） 

ホ 入札により受けようとする卸供給を決定するに当たっての評価の方法 

ヘ 卸供給の契約に係る当事者間の負担及び責任に関する事項 

ト 募集から調達の開始までの期間が十年を超えるものであるときは、供給を受ける区域内の系統に関する情報 

２ 前項第一号の場合において、募集から調達の開始までの期間が十年を超えるものであるときは、上限価格が供給計

画において経済産業大臣に届け出られたものであることを要しない。 

 

第三十一条 法第二十二条第五項の公表は、募集の締切りの日の三月前から、営業所及び事務所において掲示すること

により、これを行わなければならない。 

 

（落札した供給条件の届出） 

第三十二条 法第二十二条第七項の規定による落札した供給条件の届出をしようとする者は、一般電気事業者と卸供給

を行うことを約した日から一月以内に、様式第二十三の落札供給条件届出書に次の書類を添えて提出しなければなら

ない。 

一 供給の相手方との契約書の写し 

二 当該供給条件を落札した入札に関する説明書 

三 次の事項を記載した当該卸供給の用に供する発電用の電気工作物に関する説明書 

イ 設置の場所（都道府県郡市区町村を記載すること。） 

ロ 原動力の種類 

ハ 出力 

ニ 着工予定年月 

 

（特定電気事業者の供給条件） 

第三十三条 法第二十四条第一項の供給条件は、次の事項について定めるものとする。 



一 適用地点 

二 供給の種別があるときは、その種別 

三 供給電圧及び周波数 

四 料金 

五 電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法（電気の使用者の負担となるものに

ついては、その金額又は金額の決定の方法） 

六 前二号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の

方法 

七 供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法 

八 送電上の責任の分界 

九 電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設けるときは、その事項 

十 前各号に掲げるもののほか、電気の供給条件又は特定電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項があると

きは、その事項 

十一 有効期間を定めるときは、その期間 

十二 実施期日 

 

第三十四条 法第二十四条第一項の規定による供給条件の設定の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前まで

に、様式第二十四の特定電気事業供給条件届出書に料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出

の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書を添えて提出しなければならない。 

２ 法第二十四条第一項の規定による供給条件の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式

第二十五の特定電気事業供給条件変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、第三号及び第四

号の書類は、前条第四号から第六号までの事項を変更しようとするものでない場合には、添付することを要しない。 

一 変更を必要とする理由を記載した書類 

二 変更しようとする部分を明らかにした現行の供給条件 

三 料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説

明書 

四 変更後の供給条件の実施の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書 

 

（補完供給契約） 

第三十五条 法第二十四条の二第一項の経済産業省令で定める事由は、特定電気事業者のその特定電気事業の用に供す

る発電用の電気工作物に係る検査、補修又は事故とする。 

 

第三十六条 法第二十四条の二第一項の規定により補完供給契約に係る供給条件の認可を受けようとする者は、様式第

二十六の補完供給契約供給条件認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 

一 供給の相手方との契約書の案 

二 料金の算出の根拠又は特定電気事業者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する

説明書 

２ 法第二十四条の二第一項の規定により補完供給契約に係る供給条件の変更の認可を受けようとする者は、様式第二

十七の補完供給契約供給条件変更認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、料金又は特定電

気事業者の負担となるべき金額を変更しようとするものでない場合は、第三号の書類を添付することを要しない。 

一 変更を必要とする理由を記載した書類 

二 供給の相手方との契約書の案 

三 料金の算出の根拠又は特定電気事業者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する

説明書 

 

第三十七条 削除 

 

（一般電気事業者の振替供給の範囲） 

第三十八条 法第二十四条の三第一項の経済産業省令で定める振替供給は、一般電気事業者（沖縄電力株式会社を除く。

以下この条において同じ。）が行う電気の供給であって、次のとおりとする。 

一 一般電気事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、十年以上の期間にわたり行うことを約している

ものであり、その供給電力が千キロワットを超えるもの 

二 一般電気事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、五年以上の期間にわたり行うことを約している



ものであり、その供給電力が十万キロワットを超えるもの 

三 補完供給契約により約したところに従って供給する電気に係るもの 

四 特定規模電気事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、当該振替供給を行う一般電気事業者の供給

区域以外の地域における特定規模需要に応じて供給する電気に係るもの 

 

（託送供給約款） 

第三十九条 法第二十四条の三第一項の託送供給約款は、一般電気事業及び特定規模電気事業の用に供するための電気

に係る託送供給に関し、振替供給又は接続供給に関する次の事項について定めるものとする。ただし、沖縄電力株式

会社にあっては、第一号に掲げる事項について定めることを要しない。 

一 振替供給に関する部分について定めるべき事項 

イ 適用範囲 

ロ 電気計器及び工事に関する費用の負担の方法（供給の相手方の負担となるものについては、その金額又は金額

の決定の方法） 

ハ ロに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方

法 

ニ 契約の申込み方法並びに更新及び解除の要件 

ホ 受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法 

ヘ 送電上の責任の分界 

ト イからヘまでに掲げるもののほか、電気の供給条件又は一般電気事業者及び供給の相手方の責任に関する事項

があるときは、その事項 

チ 有効期間を定めるときは、その期間 

リ 実施期日 

二 接続供給に関する部分について定めるべき事項 

イ 適用範囲 

ロ 料金 

ハ 電気計器及び工事に関する費用の負担の方法（供給の相手方の負担となるものについては、その金額又は金額

の決定の方法） 

ニ ロ及びハに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決

定の方法 

ホ 契約の申込み方法並びに更新及び解除の要件 

ヘ 受電電力及び受電電力量の供給の相手方による通知の方法 

ト 受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法 

チ 供給の停止及び中止並びにその解除に関する要件 

リ 送電上の責任の分界 

ヌ 給電所における指令に関する事項 

ル イからヌまでに掲げるもののほか、電気の供給条件又は一般電気事業者及び供給の相手方の責任に関する事項

があるときは、その事項 

ヲ 有効期間を定めるときは、その期間 

ワ 実施期日 

２ 前項第二号ロに規定する事項を定めるに際しては、特定規模電気事業を営む他の者がその供給の相手方の需要に応

ずるために必要とする特定規模電気事業の用に供するための電気の量の変動であって、三十分を単位として契約電力

の三パーセントの範囲内のものを基本とするものとする。ただし、三十分を単位として契約電力の三パーセントの範

囲内を超えるものについて定めることを妨げるものではない。 

 

第四十条 法第二十四条の三第一項の規定による託送供給約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前まで

に、様式第二十八の託送供給約款届出書に、当該託送供給約款及び次の書類を添えて提出しなければならない。 

一 一般電気事業託送供給約款料金算定規則（平成十一年通商産業省令第百六号）様式第一から第八までにより作成

した書類 

二 供給の相手方の負担となるべき金額（料金を除く。）の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書 

２ 法第二十四条の三第一項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前まで

に、様式第二十九の託送供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 

一 変更を必要とする理由を記載した書類 

二 変更しようとする部分を明らかにした現行の託送供給約款 



三 前条第一項第二号ロの事項を変更（消費税等相当額のみの変更を除く。）しようとするときは、一般電気事業託

送供給約款料金算定規則様式第一から第八までにより作成した書類 

四 前条第一項第一号ロ若しくはハ又は同条第一項第二号ハ若しくはニの事項を変更しようとするときは、供給の相

手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書 

 

第四十一条 法第二十四条の三第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第三十の託送供給特例承認申請書に

次の書類を添えて提出しなければならない。 

一 託送供給約款により難い理由を記載した書類 

二 供給の相手方との契約書の写し 

 

第四十二条 法第二十四条の三第四項の規定による託送供給約款の公表は、その実施の日の十日前から、営業所及び事

務所において掲示することにより、これを行わなければならない。 

 

（卸電気事業者の振替供給の範囲） 

第四十二条の二 法第二十四条の四第一項の経済産業省令で定める振替供給は、次のとおりとする。 

一 一般電気事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、十年以上の期間にわたり行うことを約している

ものであり、その供給電力が千キロワットを超えるもの 

二 一般電気事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、五年以上の期間にわたり行うことを約している

ものであり、その供給電力が十万キロワットを超えるもの 

 

（卸電気事業者の振替供給） 

第四十二条の三 法第二十四条の四第一項の料金その他の供給条件は、次の事項について定めるものとする。 

一 適用範囲 

二 料金  

三 電気計器及び工事に関する費用の負担の方法（供給の相手方の負担となるものについては、その金額又は金額の

決定の方法） 

四 前二号に掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の

方法 

五 受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法 

六 送電上の責任の分界 

七 前各号に掲げるもののほか、電気の供給条件又は卸電気事業者及び一般電気事業者の責任に関する事項があると

きは、その事項 

八 有効期間を定めるときは、その期間 

九 実施期日 

 

第四十二条の四 法第二十四条の四第一項の規定による料金その他の供給条件の設定の届出をしようとする者は、その

実施の日の十日前までに、様式第三十の二の振替供給条件届出書に料金の算出の根拠又は供給の相手方の負担となる

べき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書を添えて提出しなければならない。 

２ 法第二十四条の四第二項の規定による振替供給条件の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前まで

に、様式第三十の三の振替供給条件変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 

一 変更を必要とする理由を記載した書類 

二 変更しようとする部分を明らかにした現行の供給条件 

三 前条第二号から第四号までの事項を変更しようとするときは、料金の算出の根拠又は供給の相手方の負担となる

べき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書 

 

第四十二条の五 法第二十四条の四第一項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第三十の四の振替供給条件届出

不要承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 

一 法第二十四条の四第一項に規定する振替供給による電気の供給が想定されない理由を記載した書類 

二 電気の受給地点を示した送電関係一覧図 

 

（一般電気事業者の供給区域外の供給の許可申請） 

第四十三条 法第二十五条第一項の許可を受けようとする者は、様式第三十一の供給区域外の供給許可申請書に次の書

類を添えて提出しなければならない。 



一 供給を必要とする理由を記載した書類 

二 供給の相手方との契約書の写し 

三 料金の算出の根拠又は料金決定の方法に関する説明書 

四 供給することにより一般電気事業に及ぼす影響に関する説明書 

五 供給するために電気工作物を設置する場合は、その電気工作物の概要並びにその設置のために要する資金の額及

び調達方法を記載した書類 

六 送電関係一覧図 

 

（電圧及び周波数の値） 

第四十四条 法第二十六条第一項の経済産業省令で定める電圧の値は、その電気を供給する場所において次の表の上欄

に掲げる標準電圧に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 

標準電圧 維持すべき値 

百ボルト 百一ボルトの上下六ボルトを超えない値 

二百ボルト 二百二ボルトの上下二十ボルトを超えない値

 

２ 法第二十六条第一項の経済産業省令で定める周波数の値は、その者が供給する電気の標準周波数に等しい値とする。 

 

（電圧及び周波数の測定方法等） 

第四十五条 法第二十六条第三項の経済産業省令で定める電圧の測定方法は、次のとおりとする。 

一 測定は、別に告示するところにより選定した測定箇所において行うこと。 

二 測定は、測定箇所ごとに、毎年、供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長（中部経済産業局電力・ガス事

業北陸支局長を含む。）が指定する期間において一回、連続して二十四時間行うこと。 

三 同一の発電所又は変電所の引出しに係る配電線路に属する測定箇所における測定は、同一の日時において行うこ

と。 

四 測定は、記録計器を使用して行うこと。 

２ 法第二十六条第三項の経済産業省令で定める周波数の測定方法は、電力系統ごとに、記録計器を使用して常時測定

するものとする。 

３ 法第二十六条第三項の経済産業省令で定める記録方法は、次のとおりとする。 

一 電圧の測定の結果については、測定箇所ごとに次の事項を記録すること。 

イ 標準電圧 

ロ 測定箇所が属する配電線路の引出しに係る発電所又は変電所の名称及び当該測定箇所に係る高圧配電線路の

名称 

ハ 測定年月日 

ニ 測定電圧の三十分平均最大値及び三十分平均最小値並びにそれぞれの発生時 

ホ 測定計器の型式及び番号 

ヘ 測定者の氏名 

二 周波数の測定の結果については、電力系統ごとに次の事項を記録すること。 

イ 標準周波数 

ロ 測定周波数の日最大値及び日最小値並びに月間積算周波数偏差 

ハ 測定計器の型式及び番号 

ニ 測定者の氏名 

三 測定の結果の記録は、三年間保存すること。 

 

（電磁的方法による保存） 

第四十五条の二 法第二十六条第三項に規定する測定の結果の記録は、前条第三項に規定する記録方法により、電磁的

方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。）により

作成し、保存することができる。 

２ 前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直

ちに表示されることができるようにしておかなければならない。 

３ 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。 

 

（供給計画の届出） 



第四十六条 法第二十九条第一項の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項（卸電気事業者にあっ

ては第二号ニからヘまでに掲げる事項を除く。）について当該各号に定める期間における計画を記載した様式第三十

二の供給計画届出書を提出しなければならない。 

一 電気の供給についての事項 

イ 年度別の最大電力の供給に関すること 初年度以降十年間 

ロ 年度別の電力量の供給に関すること 初年度以降十年間 

ハ 月別の最大電力の供給に関すること 初年度 

ニ 月別の電力量の供給に関すること 初年度 

二 電気工作物の設置及び運用についての事項 

イ 使用を開始し、又は能力を変更する発電所に関すること 初年度以降十年間 

ロ 使用を開始し、又は能力を変更する主要な送電線路及び変電所に関すること 初年度以降十年間 

ハ 第十一年度以降に使用を開始し、又は能力を変更する発電所であって、第十年度以内に着工するもののうち出

力三十五万キロワット以上のもの（能力を変更するものにあっては、その変更する出力が三十五万キロワット以

上のものに限る。）に関すること 第十一年度以降 

ニ 他の者から受ける卸供給に係る電気の調達に関すること 初年度以降十年間 

ホ 初年度において実施する法第二十二条第一項第一号の入札による電気の調達規模及び調達期間並びに当該入

札の上限価格及びその算定の考え方に関すること 初年度以降十年間 

ヘ 第二年度以降九年間において実施する法第二十二条第一項第一号の入札による電気の調達規模及び調達期間

に関すること第二年度以降九年間 

２ 前項の届出書には、次の書類（卸電気事業者にあっては、第一号イ及びニの書類を除く。）を添付しなければならな

い。 

一 前項第一号に規定する事項に関する次の書類 

イ 様式第三十三の需要電力量想定書 

ロ 様式第三十四の初年度における発電所別発電計画明細書 

ハ 様式第三十五の初年度における火力発電所燃料計画明細書 

ニ 様式第三十六の初年度における電気の調達に関する計画書 

二 前項第二号イに規定する事項に関する発電原価及びその内訳を記載した書類（既に添付されたものから変更がな

いもの、既に着工したもの、落札した供給条件に対応する発電所に係るもの及び出力一万キロワット未満の発電所

であって、ダムを伴わない水力発電所（前項第二号イに規定する使用の開始又は能力の変更により河川の流況に変

化が生じないものに限る。）、火力発電所、燃料電池発電所、廃棄物発電所、太陽電池発電所、風力発電所又は全国

的な電力系統に連系していない離島（沖縄本島を除く。）における発電所に係るものを除く。） 

三 様式第三十八の初年度、第五年度及び第十年度の各年度末における電力系統の状況を記載した書類 

四 初年度及び第五年度の最大需要電力発生時における電力潮流の状況を記載した書類 

五 様式第三十八の二の初年度及び第五年度の会社間連系線ごとの送電容量並びに最大需要電力発生時における運

用容量及び受給電力を記載した書類 

３ 法第二十九条第二項の規定による供給計画の変更の届出をしようとする者は、様式第三十九の供給計画変更届出書

に変更を必要とする理由を記載した書類及び当該変更に係る前項各号の書類の変更の内容を添えて提出しなければ

ならない。 

 

（供給命令等の実施細目に関する裁定の申請） 

第四十七条 法第三十二条第一項の裁定を申請しようとする者は、様式第四十の裁定申請書に協議の経過に関する説明

書を添えて提出しなければならない。 

 

（消費税等相当額の表示に係る手続の特例） 

第四十七条の二 第二十三条、第二十四条、第二十四条の三、第二十六条、第二十六条の三、第二十七条、第二十八条、

第三十四条、第三十六条、第四十条、第四十二条の四及び第四十三条の規定に基づき申請書又は届出書を提出しよう

とする場合であって、消費税等相当額を含めた料金及びその他の負担の表示をしようとするとき並びに消費税等相当

額又はその額に係る表示若しくは請求の方法の変更をしようとするときは、これらの規定に掲げるもののほか、消費

税等相当額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を提出しなければならない。 

 

 

   第三章 電気工作物 

 



    第一節 定義 

 

（一般用電気工作物の範囲） 

第四十八条 法第三十八条第一項の経済産業省令で定める場所は、次のとおりとする。 

一 火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）第二条第一項に規定する火薬類（煙火を除く。）を製造する事

業場 

二 鉱山保安法施行規則（平成十六年経済産業省令第九十六号）が適用される鉱山のうち、同令第一条第二項第八号

に規定する石炭坑 

２ 法第三十八条第一項第一号の経済産業省令で定める電圧は、六百ボルトとする。 

３ 法第三十八条第二項の経済産業省令で定める電圧は、六百ボルトとする。 

４ 法第三十八条第二項の経済産業省令で定める発電用の電気工作物は、次のとおりとする。ただし、次の各号に定め

る設備であって、同一の構内に設置する次の各号に定める他の設備と電気的に接続され、それらの設備の出力の合計

が二十キロワット以上となるものを除く。 

一 太陽電池発電設備であって出力二十キロワット未満のもの 

二 風力発電設備であって出力二十キロワット未満のもの 

三 水力発電設備であって出力十キロワット未満のもの（ダムを伴うものを除く。） 

四 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力十キロワット未満のもの 

五 燃料電池発電設備（固体高分子型のものであって、最高使用圧力が〇・一メガパスカル未満のものに限る。）で

あって出力十キロワット未満のもの 

 

    第二節 事業用電気工作物 

 

     第一款 技術基準への適合 

 

（費用の負担等に関する裁定の申請） 

第四十九条 第四十七条の規定は、法第四十一条第二項において準用する法第三十二条第一項の裁定を申請しようとす

る者に準用する。 

 

     第二款 自主的な保安 

 

（保安規程） 

第五十条 法第四十二条第一項の保安規程は、使用前自主検査、溶接事業者検査又は定期事業者検査（以下「法定事業

者検査」と総称する。）を実施する組織については次の第一号から第九号までに掲げる事項について、それ以外の組

織については次の第一号から第七号まで及び第九号に掲げる事項について定めるものとする。ただし、鉱山保安法（昭

和二十四年法律第七十号）、鉄道営業法（明治三十三年法律第六十五号）、軌道法（大正十年法律第七十六号）又は鉄

道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）が適用され又は準用される自家用電気工作物については発電所、変電所及

び送電線路に係る次の事項について、原子力設備については、蒸気タービン、補助ボイラー並びに補助ボイラーに属

する燃料燃焼設備及びばい煙（大気汚染防止法（昭和四十三年法律第九十七号）第二条第一項に規定するものをいう。

以下同じ。）の処理設備（以下「ばい煙処理設備」という。）の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な次の事

項並びに溶接事業者検査に係る次の第八号に掲げる事項について定めることをもって足りる。 

一 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。 

二 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。 

三 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。 

四 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。 

五 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。 

六 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。 

七 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。 

八 事業用電気工作物の法定自主検査に係る実施体制及び記録の保存に関すること。 

九 その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項 

２ 大規模地震対策特別措置法（昭和五十三年法律第七十三号）第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域（以下

「強化地域」という。）内に電気事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者（同法第六条第一項に規定する

者を除く。次項において同じ。）にあっては、前項に掲げる事項のほか、次の事項について保安規程に定めるものと

する。 



一 大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言（以下

「警戒宣言」という。）の伝達に関すること。 

二 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。 

三 警戒宣言が発せられた場合における保安要員の確保に関すること。 

四 警戒宣言が発せられた場合における電気工作物の巡視、点検及び検査に関すること。 

五 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備に関すること。 

六 警戒宣言が発せられた場合に地震防災に関し採るべき措置に係る教育、訓練及び広報に関すること。 

七 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。 

３ 大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定による強化地域の指定の際、現に当該強化地域内において電気事業

の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から六月以内に保安規程において前項に

掲げる事項について定め、法第四十二条第二項の規定による届出をしなければならない。 

４ 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成十四年法律第九十二号）第三条第一項の規

定により東南海・南海地震防災対策推進地域として指定された地域（以下「推進地域」という。）内に電気事業の用

に供する電気工作物を設置する電気事業者（同法第六条第一項に規定する者を除き、同法第二条第一項に規定する東

南海・南海地震（以下「東南海・南海地震」という。）に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として

同法第五条第一項に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。）にあ

っては、第一項に掲げる事項のほか、次の事項について保安規程に定めるものとする。 

一 東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。 

二 東南海・南海地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。 

５ 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による推進地域の指定の際、

現に当該推進地域内において電気事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日か

ら六月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第四十二条第二項の規定による届出をしなければ

ならない。 

 

第五十一条 法第四十二条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第四十一の保安規程届出書に保安規程を

添えて提出しなければならない。 

２ 法第四十二条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第四十二の保安規程変更届出書に変更を必要とす

る理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。 

 

（主任技術者の選任等） 

第五十二条 法第四十三条第一項の規定による主任技術者の選任は、次の表の上欄に掲げる事業場又は設備ごとに、そ

れぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。 

一 水力発電所の設置の工事のための事業場 第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種

電気主任技術者免状の交付を受けている者及び第一種ダム水路主任

技術者免状又は第二種ダム水路主任技術者免状の交付を受けている

者 

二 火力発電所（小型のガスタービンを原動力と

するものであって別に告示するもの及び内燃

力を原動力とするものを除く。）、原子力発電

所又は燃料電池発電所（改質器の最高使用圧力

が九十八キロパスカル以上のものに限る。）の

設置の工事のための事業場 

第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種

電気主任技術者免状の交付を受けている者及び第一種ボイラー・タ

ービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免

状の交付を受けている者 

三 燃料電池発電所（二に規定するものを除く。）、

変電所、送電線路又は需要設備の設置の工事の

ための事業場 

第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種

電気主任技術者免状の交付を受けている者 

四 水力発電所であって、高さ十五メートル以上

のダム若しくは圧力三百九十二キロパスカル

以上の導水路、サージタンク若しくは放水路を

有するもの又は高さ十五メートル以上のダム

の設置の工事を行うもの 

第一種ダム水路主任技術者免状又は第二種ダム水路主任技術者免状

の交付を受けている者 



五 火力発電所（内燃力を原動力とするもの及び

出力一万キロワット未満のガスタービンを原

動力とするものを除く。）及び燃料電池発電所

（改質器の最高使用圧力が九十八キロパスカ

ル以上のものに限る。） 

第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タ

ービン主任技術者免状の交付を受けている者 

六 原子力発電所 第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種

電気主任技術者免状の交付を受けている者及び第一種ボイラー・タ

ービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免

状の交付を受けている者 

七 発電所（原子力発電所を除く。）、変電所、

需要設備又は送電線路若しくは配電線路を管

理する事業場を直接統括する事業場 

第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種

電気主任技術者免状の交付を受けている者、その直接統括する発電

所のうちに四の水力発電所以外の水力発電所がある場合は、第一種

ダム水路主任技術者免状又は第二種ダム水路主任技術者免状の交付

を受けている者及びその直接統括する発電所のうちに五のガスター

ビンを原動力とする火力発電所以外のガスタービンを原動力とする

火力発電所（小型のガスタービンを原動力とするものであって別に

告示するものを除く。）がある場合は、第一種ボイラー・タービン

主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交

付を受けている者 

 

２ 自家用電気工作物であって、出力千キロワット未満の発電所（原子力発電所を除く。）のみに係る前項の表一、二、

三若しくは七の事業場、七千ボルト以下で受電する需要設備のみに係る同表三若しくは七の事業場又は電圧六百ボル

ト以下の配電線路を管理する事業場のみに係る同表七の事業場のうち、当該発電所、需要設備又は配電線路を管理す

る事業場の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務（以下「保安管理業務」という。）を委託する契約（以

下「委託契約」という。）を次条に規定する要件に該当する者又は次条に規定する経済産業大臣が指定する法人と締

結しているものであって、保安上支障がないものとして経済産業大臣（事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内の

みにある場合は、その所在地を管轄する産業保安監督部長。第五十三条第一項、第二項及び第五項において同じ。）

の承認を受けたもの並びに発電所、変電所及び送電線路以外の自家用電気工作物であって鉱山保安法が適用されるも

ののみに係る同表三又は七の事業場については、同項の規定にかかわらず、電気主任技術者を選任しないことができ

る。 

３ 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者に二以上の事業場又は設備の主任技術者を兼ねさせてはならない。

ただし、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安上支障がないと認められる場合であって、経済産業大臣（監

督に係る事業用電気工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その設置の場所を管轄する産業保

安監督部長。第五十三条の二において同じ。）の承認を受けた場合は、この限りでない。 

 

第五十二条の二 前条第二項の要件は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。 

一 個人事業者（事業を行う個人をいう。） 

イ 電気主任技術者免状の交付を受けていること。 

ロ 別に告示する要件に該当していること。 

ハ 別に告示する機械器具を有していること。 

ニ 保安管理業務を実施する事業場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した値が別に告示する

値未満であること。 

ホ 保安管理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。 

ヘ 次条第五項の規定による取消しにつき責めに任ずべき者であって、その取消しの日から二年を経過しないもの

でないこと。 

二 法人 

イ 前条第二項の承認の申請に係る事業場（以下「申請事業場」という。）の保安管理業務に従事する者（以下「保

安業務従事者」という。）が前号イ及びロの要件に該当していること。 

ロ 別に告示する機械器具を有していること。 

ハ 保安業務従事者であって申請事業場を担当する者（以下「保安業務担当者」という。）ごとに、担当する事業

場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した値が別に告示する値未満であること。 

ニ 保安管理業務を遂行するための体制が、保安管理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。 



ホ 次条第五項の規定により取り消された承認に係る委託契約の相手方で、その取消しの日から二年を経過しない

者でないこと。ただし、その取消しにつき、委託契約の相手方の責めに帰することができないときは、この限り

でない。 

ヘ 次条第五項の規定による取消しにつき責めに任ずべき者であって、その取消しの日から二年を経過しないもの

を保安管理業務に従事させていないこと。 

 

第五十三条 第五十二条第二項の承認を受けようとする者は、様式第四十三の保安管理業務外部委託承認申請書に次の

書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。 

一 委託契約の相手方の執務に関する説明書 

二 委託契約書の写し 

三 委託契約の相手方が前条の要件に該当することを証する書類 

２ 経済産業大臣は、第五十二条第二項の承認の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、

同項の承認をしてはならない。 

一 委託契約の相手方が前条の要件に該当していること。 

二 委託契約の相手方が前条第二号の要件に該当する者である場合は、保安業務担当者が定められていること。 

三 委託契約は、保安管理業務を委託することのみを内容とする契約であること。 

四 申請事業場の電気工作物が、第四十八条第一項各号に掲げる場所に設置する電気工作物でないこと。 

五 申請事業場の電気工作物の点検を、別に告示する頻度で行うこと並びに災害、事故その他非常の場合における当

該事業場の電気工作物を設置する者（以下「設置者」という。）と委託契約の相手方（委託契約の相手方が前条第

二号の要件に該当する者の場合にあっては保安業務担当者を含む。）との連絡その他電気工作物の工事、維持及び

運用の保安に関し、設置者及び委託契約の相手方の相互の義務及び責任その他必要事項が委託契約に定められてい

ること。 

六 委託契約の相手方（委託契約の相手方が前条第二号の要件に該当する者の場合にあっては保安業務担当者）の主

たる連絡場所が当該事業場に遅滞なく到達し得る場所にあること。 

３ 第五十二条第二項の承認に係る委託契約の相手方のうち前条第一号の要件に該当する者（以下「電気管理技術者」

という。）及び前条第二号の要件に該当する者（以下「電気保安法人」という。）並びに保安業務従事者は、その職務

を誠実に行わなければならない。また、電気保安法人は、その保安業務従事者にその職務を誠実に行わせなければな

らない。 

４ 第五十二条第二項の承認を受けた者は、その承認に係る事業場の電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保す

るに当たり、その承認に係る委託契約の相手方の意見を尊重しなければならない。 

５ 経済産業大臣は、第五十二条第二項の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消

すことができる。 

一 第二項各号のいずれかに該当しなくなったとき。 

二 電気管理技術者又は電気保安法人が、第五十二条第二項の承認に係る委託契約によらないで保安管理業務を行っ

たとき。 

三 電気管理技術者、電気保安法人又は保安業務従事者が第三項の規定に違反したとき。 

四 不正の手段により第五十二条第二項の承認を受けたとき。 

 

第五十三条の二 第五十二条第三項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第四十四の主任技術者兼任承認申請書

に次の書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。 

一 兼任を必要とする理由を記載した書類 

二 主任技術者の執務に関する説明書 

 

第五十四条 法第四十三条第二項の許可を受けようとする者は、様式第四十五の主任技術者選任許可申請書に次の書類

を添えて提出しなければならない。 

一 選任を必要とする理由を記載した書類 

二 選任しようとする者の事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する知識及び技能に関する説明書 

 

第五十五条 法第四十三条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第四十六の主任技術者選任又は解任届出

書を提出しなければならない。 

 

（免状の種類による監督の範囲） 

第五十六条 法第四十四条第五項の経済産業省令で定める事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲は、次の表の



上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 

主任技術者免状の種

類 

保安の監督をすることができる範囲 

一 第一種電気主任

技術者免状 

事業用電気工作物の工事、維持及び運用（四又は六に掲げるものを除く。） 

二 第二種電気主任

技術者免状 

電圧十七万ボルト未満の事業用電気工作物の工事、維持及び運用（四又は六に掲げるものを除く。）

三 第三種電気主任

技術者免状 

電圧五万ボルト未満の事業用電気工作物（出力五千キロワット以上の発電所を除く。）の工事、

維持及び運用（四又は六に掲げるものを除く。） 

四 第一種ダム水路

主任技術者免状 

水力設備の工事、維持及び運用（電気的設備に係るものを除く。） 

五 第二種ダム水路

主任技術者免状 

水力設備（ダム、導水路、サージタンク及び放水路を除く。）、高さ七十メートル未満のダム並び

に圧力五百八十八キロパスカル未満の導水路、サージタンク及び放水路の工事、維持及び運用（電

気的設備に係るものを除く。） 

六 第一種ボイラ

ー・タービン主任

技術者免状 

火力設備（小型のガスタービンを原動力とするものであって別に告示するもの及び内燃力を原動

力とするものを除く。）、原子力設備及び燃料電池設備（改質器の最高使用圧力が九十八キロパ

スカル以上のものに限る。）の工事、維持及び運用（電気的設備に係るものを除く。） 

七 第二種ボイラ

ー・タービン主任

技術者免状 

火力設備（汽力を原動力とするものであって圧力五千八百八十キロパスカル以上のもの、小型の

ガスタービンを原動力とするものであって別に告示するもの及び内燃力を原動力とするものを除

く。）、圧力五千八百八十キロパスカル未満の原子力設備及び燃料電池設備（改質器の最高使用

圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。）の工事、維持及び運用（電気的設備に係るもの

を除く。） 

 

（免状交付事務に係る委託契約書の記載事項） 

第五十六条の二 令第四条第一号ニの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 委託契約代金に関する事項 

二 指定試験機関による経済産業大臣への報告に関する事項 

 

（免状交付事務に係る公示） 

第五十六条の三 令第四条第二号の規定による公示は、次に掲げる事項を明らかにすることにより行うものとする。 

一 委託に係る免状交付事務の内容 

二 委託に係る免状交付事務を処理する場所 

 

第五十七条 削除 

 

第五十八条 削除 

 

第五十九条 削除 

 

第六十条 削除 

 

第六十一条 削除 

 

     第二款の二 環境影響評価に関する特例 

 

（簡易な方法による環境影響評価） 

第六十一条の二 法第四十六条の三の経済産業省令で定める簡易な方法は、次のとおりとする。 

一 環境影響評価の項目については、別表第一の上欄に掲げる項目とすること。 

二 環境影響評価法（平成九年法律第八十一号）第二条第三項に規定する第二種事業を行おうとする者に係る調査及

び予測については、既存の文献又は資料の収集等により、別表第一の下欄に掲げる内容を行うものとすること。 

三 環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業を行おうとする者に係る簡易な方法による環境影響評価に



ついては、発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評

価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令（平成

十年通商産業省令第五十四号）第二条各号に掲げる要件に該当するかどうかに関し、当該第二種事業を行おうとす

る者の見解を明らかにすることにより行うものとすること。 

２ 法第四十六条の三の書面には、前項第二号及び第三号により行われた調査、予測及び評価の結果を記載するものと

すること。 

 

（方法書の届出） 

第六十一条の三 法第四十六条の五の規定による届出をしようとする者は、様式第四十六の二の環境影響評価方法書届

出書に方法書を添えて提出しなければならない。 

 

（方法書についての意見の概要等の届出） 

第六十一条の四 法第四十六条の六第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第四十六の三の環境影響評価方

法書についての意見の概要等届出書に環境影響評価法第九条に規定する書類を添えて提出しなければならない。 

 

（方法書についての勧告期間） 

第六十一条の五 法第四十六条の八第一項の経済産業省令で定める期間は百八十日とする。ただし、法第四十六条の七

第一項の規定による都道府県知事の意見がその期間内に提出されないときその他その期間内に勧告をすることがで

きない合理的な理由があるときは、その期間を延長することができる。 

２ 経済産業大臣が前項の規定により同項の期間を延長する場合には、法第四十六条の五の規定による方法書の届出を

した者に対し、同項の期間内に延長する期間及び期間を延長する理由を通知しなければならない。 

 

（準備書の届出） 

第六十一条の六 法第四十六条の十一の規定による届出をしようとする者は、様式第四十六の四の環境影響評価準備書

届出書に準備書及びこれを要約した書類を添えて提出しなければならない。 

 

（準備書についての意見の概要等の届出） 

第六十一条の七 法第四十六条の十二の規定による届出をしようとする者は、様式第四十六の五の環境影響評価準備書

についての意見の概要等届出書に環境影響評価法第十九条に規定する書類を添えて提出しなければならない。 

 

（準備書についての勧告期間） 

第六十一条の八 法第四十六条の十四第一項の経済産業省令で定める期間は二百七十日とする。ただし、法第四十六条

の十三の規定による都道府県知事の意見がその期間内に提出されないときその他その期間内に勧告をすることがで

きない合理的な理由があるときは、その期間を延長することができる。 

２ 経済産業大臣が前項の規定により同項の期間を延長する場合には、法第四十六条の十一の規定による準備書の届出

をした者に対し、同項の期間内に延長する期間及び期間を延長する理由を通知しなければならない。 

 

（評価書の届出） 

第六十一条の九 法第四十六条の十六の規定による届出をしようとする者は、様式第四十六の六の環境影響評価書届出

書に評価書を添えて提出しなければならない。 

 

（評価書の変更命令期間） 

第六十一条の十 法第四十六条の十七の経済産業省令で定める期間は三十日とする。 

 

     第三款 工事計画及び検査 

 

（工事計画の認可等） 

第六十二条 法第四十七条第一項の経済産業省令で定める事業用電気工作物の設置又は変更の工事は、別表第二の上欄

に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるもの及びこれ以外のものであって急傾斜地の崩壊による

災害の防止に関する法律（昭和四十四年法律第五十七号）第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区

域（以下「急傾斜地崩壊危険区域」という。）内において行う同法第七条第一項各号に掲げる行為（当該急傾斜地崩

壊危険区域の指定の際既に着手しているもの及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令（昭和四十四

年政令第二百六号）第二条第一号から第八号までに掲げるものを除く。）に係るもの（以下「制限工事」という。）と



する。 

２ 法第四十七条第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第二の中欄若しくは下欄に掲げる変更の

工事、別表第四の下欄に掲げる工事又は急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事を伴う変更以外の変更とする。 

３ 法第四十七条第五項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画書の記載事項の変更を

伴う場合以外の場合とする。 

 

第六十三条 法第四十七条第一項又は第二項の認可を受けようとする者は、様式第四十七の工事計画（変更）認可申請

書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その申請が変更の工事に係る場合であって、取替えの工事

に係るときは第二号の書類を、廃止の工事に係るときは同号及び第三号の書類を添付することを要しない。 

一 工事計画書 

二 当該事業用電気工作物の属する別表第三の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類 

三 工事工程表 

四 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類 

２ 前項第一号の工事計画書には、申請に係る事業用電気工作物の種類に応じて、別表第三の中欄に掲げる事項（その

申請が修理の工事に係る場合は、修理の方法）を記載しなければならない。この場合において、その申請が変更の工

事（取替え、修理又は廃止の工事を除く。）又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対

照しやすいように記載しなければならない。 

３ 別表第二の中欄に掲げる工事の計画を分割して法第四十七条第一項の認可の申請をする場合は、第一項各号の書類

のほか、当該申請に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその申請をしなければならない。 

４ 第一項の申請書並びに同項及び前項の添付書類の提出部数は、正本一通及びその写し二通とする。ただし、その申

請が原子力発電所以外の工事に係る場合は写しを提出することを要しない。 

 

第六十四条 法第四十七条第五項の規定による届出をしようとする者は、様式第四十八の工事計画軽微変更届出書に変

更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。 

２ 前項の届出書及び添付書類の提出部数は、正本一通及びその写し二通とする。ただし、その届出が原子力発電所以

外に係る場合は写しを提出することを要しない。 

 

（工事計画の事前届出） 

第六十五条 法第四十八条第一項の経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。 

一 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第二の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の

下欄に掲げるもの（事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむ

を得ない一時的な工事としてするものを除く。） 

二 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第四の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の

下欄に掲げるもの（別表第二の中欄若しくは下欄に掲げるもの、及び事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊し

た場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。） 

２ 法第四十八条第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第二の下欄に掲げる変更の工事又は別表第四の下

欄に掲げる工事を伴う変更以外の変更とする。 

 

第六十六条 法第四十八条第一項の規定による前条第一項第一号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式

第四十九の工事計画（変更）届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その届出が変更の工事に

係る場合であって、取替えの工事に係るときは第二号の書類を、廃止の工事に係るときは同号及び第三号の書類を添

付することを要しない。 

一 工事計画書 

二 当該事業用電気工作物の属する別表第三の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類 

三 工事工程表 

四 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類 

２ 法第四十八条第一項の規定による前条第一項第二号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第四十九

の工事計画（変更）届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 

一 公害の防止に関する工事計画書 

二 当該事業用電気工作物の属する別表第五の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類 

三 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類 

３ 届出に係る事業用電気工作物の種類に応じて、第一項第一号の工事計画書には別表第三の中欄に掲げる事項（その

届出が修理の工事に係る場合は、修理の方法）を、第二項第一号の公害の防止に関する工事計画書には別表第五の中



欄に掲げる事項（その届出が修理の工事に係る場合は、修理の方法）を、記載しなければならない。この場合におい

て、その届出が変更の工事（取替え、修理又は廃止の工事を除く。）又は工事の計画の変更に係るものであるときは、

変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。 

４ 別表第二の下欄又は別表第四の下欄に掲げる工事の計画を分割して法第四十八条第一項前段の規定による届出をす

る場合は、第一項各号又は第二項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を

添えてその届出をしなければならない。 

５ 第一項及び第二項の届出書並びに第一項、第二項及び前項の添付書類の提出部数は、正本一通及びその写し二通と

する。ただし、その届出が原子力発電所以外に係る場合は写しを提出することを要しない。 

 

（添付書類の省略） 

第六十七条 法第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けようとする場合又は法第四十八条第一項の規定による届

出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣（令第九条の表第九

号の権限に係る事業用電気工作物に係る場合は、当該権限を行使する産業保安監督部長。第七十条において同じ。）

がその認可の申請又は届出に係る事業用電気工作物の型式、設計等から見て添付することを要しない旨の指示をした

ものについては、第六十三条第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、添付することを要しない。 

 

（使用前検査） 

第六十八条 法第四十九条第一項の経済産業省令で定める事業用電気工作物は、発電所に係るものであって、次に掲げ

るもの以外のものとする。 

一 水力発電所に係るもの 

二 火力発電所に係るもの 

三 燃料電池発電所に係るもの 

四 太陽電池発電所に係るもの 

五 風力発電所に係るもの 

六 第一号から第五号までに規定する発電所に係るもののほか、変更の工事を行う発電所に属する電力用コンデンサ

ー、分路リアクトル又は限流リアクトル 

七 第六十二条第一項に規定する制限工事に係るもの 

八 第六十五条第一項第二号に規定する工事に係るもの 

 

第六十九条 法第四十九条第一項の検査（以下「使用前検査」という。）は、次の各号の表の上欄に掲げる工事の工程に

おいて、電気工作物検査官（法第四十九条第三項の規定に基づき独立行政法人原子力安全基盤機構（以下「機構」と

いう。）が使用前検査に関する事務の一部を行う場合にあっては、機構の検査員（法第百四条の三の資格を有する者

をいう。以下同じ。））が同表の下欄に掲げる検査事項について行うものとする。 

一 原子力発電所に係る工事 

工事の工程 検査事項 

イ 原子炉本体、原子炉冷却系統設備、

計測制御系統設備、燃料設備、放射線

管理設備、廃棄設備又は原子炉格納施

設については、構造、強度又は漏えい

に係る試験をすることができる状態

になった時 

原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理

設備、廃棄設備又は原子炉格納施設の構造、機能又は性能を確認する検査のう

ち次に掲げるもの 

一 材料検査 

二 寸法検査 

三 外観検査 

四 組立て及び据付け状態を確認する検査 

五 耐圧検査 

六 漏えい検査 

七 原子炉格納施設が直接設置される基盤の状態を確認する検査 

ロ 蒸気タービンの車室の下半部の据

付けが完了した時及び補助ボイラー

の本体の組立てが完了した時 

一 蒸気タービンの構造、機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの

 イ 材料検査 

 ロ 寸法検査 

 ハ 外観検査 

 ニ 組立て及び据付け状態を確認する検査 

二 補助ボイラーの構造、機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの

 イ 材料検査 



 ロ 寸法検査 

 ハ 外観検査 

 ニ 組立て及び据付け状態を確認する検査 

 ホ 耐圧検査 

 ヘ 漏えい検査 

ハ 原子炉に燃料を装入することがで

きる状態になった時 

原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設

備、原子炉格納施設、排気筒、蒸気タービン、発電機、変圧器、電圧調整器又

は電圧位相調整器、調相機、周波数変換機器又は整流機器、遮断器、蓄電池、

発電所の運転を管理する制御装置及び非常用予備発電装置に係る原子炉に燃

料を装入した状態において必要な機能又は性能を確認する検査 

ニ 原子炉の臨界反応操作を開始する

ことができる状態になった時 

原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、蒸気タービン及び発電

機に係る原子炉が臨界に達する時に必要な機能又は性能を確認する検査 

ホ 工事の計画に係るすべての工事が

完了した時 

原子炉の出力運転時における原子力発電所の総合的な性能を確認する検査そ

の他工事の完了を確認するために必要な検査 

 

二 前号に規定する工事以外の工事 

工事の工程 検査事項 

工事の計画に係るすべての工事が完了し

た時 

特定事業用電気工作物の通常運転時における性能を確認する検査その他工事

の完了を確認するために必要な検査 

 

第七十条 法第四十九条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。 

一 原子炉を試験のために使用する場合であって、その使用の期間及び方法について経済産業大臣の承認を受け、そ

の承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。 

二 前号に規定する事業用電気工作物以外の事業用電気工作物をあらかじめ経済産業大臣に届け出た期間内におい

て電力系統に連系して試験のために使用する場合 

三 第一号に規定する事業用電気工作物以外の事業用電気工作物を電力系統に連系しないで試験のために使用する

場合 

四 事業用電気工作物の一部が完成した場合であって、試験のために使用するときのほか、その完成した部分を使用

しなければならない特別の理由があるときにおいて、その使用の期間及び方法について経済産業大臣の承認を受け、

その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。 

五 事業用電気工作物の設置の場所の状況又は工事の内容により、経済産業大臣が支障がないと認めて検査を受けな

いで使用することができる旨を指示した場合 

 

第七十一条 使用前検査を受けようとする者は、様式第五十の使用前検査申請書を提出しなければならない。 

２ 前項の申請には、次に掲げる事項を説明する書類を添えて提出しなければならない。 

一 工事の工程 

二 前号の工程における放射線管理（原子力発電所に係る改造又は修理の工事に関するものに限る。） 

３ 第一項の申請書又は前項各号の書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提

出しなければならない。 

４ 第一項の申請書及び第二項の書類又は前項の書類の提出部数は、正本及びその写し各一通とする。 

 

第七十一条の二 経済産業大臣は、前条第一項の申請書の提出を受けた場合には、第六十九条各号の表の下欄に掲げる

検査事項の検査の実施に当たっての方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書（法第四十九条第

三項の規定により機構が行う検査に関する事務の一部に係るものを除く。）を定めるものとする。 

２ 経済産業大臣は、前条第一項の申請書及び同条第三項の書類の提出を受けた場合に、当該申請に係る法第四十九条

第三項の規定により機構が行う検査に関する事務の一部については、次に掲げる事項を記した通知書により、機構に

対し当該検査に関する事務の一部の実施について通知するものとする。 

一 検査を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 検査を受けようとする特定事業用電気工作物に係る事業場の名称及び所在地 

三 検査を実施する時期 

四 検査を実施する場所 

五 検査の対象 



六 検査の方法 

３ 前項の通知書には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。 

一 前条第一項の申請書及び同条第二項の書類又は同条第三項の書類 

二 検査を受ける工事に係る第六十三条第一項の申請書及び書類若しくは同条第三項の書類、第六十四条第一項の届

出書及び書類又は第六十六条第一項の届出書及び書類、同条第二項の届出書及び書類若しくは同条第四項の書類 

４ 経済産業大臣は、第二項の通知書に記載された事項を変更したときは、速やかにその旨を機構に連絡するものとす

る。 

 

第七十一条の三 経済産業大臣は、使用前検査に合格したと認めたときは、当該申請に係る使用前検査合格証を交付す

る。 

 

第七十二条 第七十条第一号又は第四号の承認を受けようとする者は、様式第五十一の（試験）使用承認申請書に次の

書類を添えて提出しなければならない。ただし、その申請が試験のための使用以外の使用に係る場合は第二号の書類

を、その申請に係る事業用電気工作物につき第三号又は第四号の書類を既に提出している場合であって、その既に提

出しているものと内容に変更がないときはこれらの書類を、添付することを要しない。 

一 使用又は試験使用を必要とする理由を記載した書類 

二 試験項目及び試験工程表 

三 送電関係一覧図 

四 単線結線図 

 

第七十三条 第七十条第二号の規定による届出をしようとする者は、様式第五十二の試験使用届出書に次の書類を添え

て提出しなければならない。ただし、その届出に係る事業用電気工作物につき第三号又は第四号の書類を既に提出し

ている場合であって、その既に提出しているものと内容に変更がないときは、これらの書類を添付することを要しな

い。 

一 試験使用を必要とする理由を記載した書類 

二 試験項目及び試験工程表 

三 送電関係一覧図 

四 単線結線図 

 

第七十三条の二 法第四十九条第三項の経済産業省令で定める特定事業用電気工作物は、原子炉本体、原子炉冷却系統

設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納施設、排気筒、蒸気タービン、補助ボ

イラー、発電機、変圧器、電圧調整器又は電圧位相調整器、調相機、周波数変換機器又は整流機器、遮断器、蓄電池

及び非常用予備発電装置とする。 

２ 法第四十九条第三項の規定により機構が行う検査に関する事務の一部は、次に掲げるものとする。 

一 第六十九条第一号の表の上欄イ及びロに掲げる工事の工程において同表の下欄に掲げる検査事項 

二 第六十九条第一号の表の上欄ハに掲げる工事の工程において同表の下欄に掲げる検査事項のうち次に掲げるも

の 

イ 原子炉冷却系統設備の機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの 

（１） 沸騰水型原子力発電設備にあっては、原子炉冷却材再循環設備、原子炉冷却材の循環設備、原子炉冷却

材補給設備、原子炉補機冷却設備、原子炉冷却材浄化設備及び原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えいを監

視する装置に係るもの 

（２） 加圧水型原子力発電設備にあっては、一次冷却材の循環設備、主蒸気・主給水設備、余熱除去設備、化

学体積制御設備、原子炉補機冷却水設備、原子炉補機冷却海水設備及び原子炉格納容器内の一次冷却材の漏え

いを監視する装置に係るもの 

（３） ナトリウム冷却型原子力発電設備にあっては、一次冷却材の循環設備、二次冷却材の循環設備、一次ナ

トリウム補助設備、二次ナトリウム補助設備、一次アルゴンガス系設備、メンテナンス冷却系設備、原子炉補

機冷却水設備、原子炉補機冷却海水設備及び機器冷却系設備に係るもの 

ロ 計測制御系統設備の機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの 

（１） 沸騰水型原子力発電設備にあっては、原子炉の制御設備、制御材駆動装置、計測装置、安全保護設備（原

子炉の非常停止及び工学的安全施設の作動に必要な計測制御系統設備をいう。以下この項において同じ。）、制

御用空気設備及び原子炉冷却材再循環ポンプ電源装置に係るもの 

（２） 加圧水型原子力発電設備にあっては、原子炉の制御設備、ほう酸注入機能を有する設備、ほう素熱再生

設備、計測装置、安全保護設備及び制御用空気設備に係るもの 



（３） ナトリウム冷却型原子力発電設備にあっては、制御棒駆動装置、計測装置、ナトリウム漏えい検出装置、

破損燃料検出装置、安全保護設備及び制御用空気設備に係るもの 

ハ 原子炉格納施設の機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの 

（１） 沸騰水型原子力発電設備にあっては、真空破壊装置、原子炉格納容器スプレイ設備、可燃性ガス濃度制

御設備及び原子炉格納容器調気設備に係るもの 

（２） 加圧水型原子力発電設備にあっては、格納容器スプレイ設備、アイスコンデンサ設備、真空逃がし装置

及び圧力逃がし装置に係るもの 

（３） ナトリウム冷却型原子力発電設備にあっては、真空逃がし装置に係るもの 

ニ 燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、排気筒、蒸気タービン、発電機、変圧器、電圧調整器又は電圧位相調

整器、調相機、周波数変換機器又は整流機器、遮断器及び発電所の運転を管理する制御装置の機能又は性能を確

認する検査 

三 第六十九条第一号の表の上欄ニに掲げる工事の工程において同表の下欄に掲げる検査事項のうち次に掲げるも

の 

イ 原子炉本体の機能又は性能を確認する検査のうち、炉心における燃料の配置及び臨界状態を確認する検査並び

に減速材温度係数の検査 

ロ 原子炉冷却系統設備の機能又は性能を確認する検査 

ハ 計測制御系統設備、蒸気タービン及び発電機の機能又は性能を確認する検査のうち、原子炉、蒸気タービン及

び発電機相互の停止に係るインターロックを確認する検査 

四 第六十九条第一号表の上欄ホに掲げる工事の工程において同表の下欄に掲げる検査事項のうち次に掲げるもの 

イ 原子炉の停止時において実施する検査のうち次に掲げるもの 

（１） 原子炉冷却系統設備の機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの 

１ 沸騰水型原子力発電設備にあっては、原子炉冷却材再循環設備、原子炉冷却材の循環設備、原子炉冷却材

補給設備、原子炉補機冷却設備、原子炉冷却材浄化設備及び原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えいを

監視する装置に係るもの 

２ 加圧水型原子力発電設備にあっては、一次冷却材の循環設備、主蒸気・主給水設備、余熱除去設備、化学

体積制御設備、原子炉補機冷却水設備、原子炉補機冷却海水設備及び原子炉格納容器内の一次冷却材の漏

えいを監視する装置に係るもの 

３ ナトリウム冷却型原子力発電設備にあっては、一次冷却材の循環設備、二次冷却材の循環設備、一次ナト

リウム補助設備、二次ナトリウム補助設備、一次アルゴンガス系設備、メンテナンス冷却系設備、原子炉

補機冷却水設備、原子炉補機冷却海水設備及び機器冷却系設備に係るもの 

（２） 計測制御系統設備の機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの 

１ 沸騰水型原子力発電設備にあっては、原子炉の制御設備、制御材駆動装置、計測装置、安全保護設備、制

御用空気設備及び原子炉冷却材再循環ポンプ電源装置に係るもの 

２ 加圧水型原子力発電設備にあっては、原子炉の制御設備、ほう酸注入機能を有する設備、ほう素熱再生設

備、計測装置、安全保護設備及び制御用空気設備に係るもの 

３ ナトリウム冷却型原子力発電設備にあっては、制御棒駆動装置、計測装置、ナトリウム漏えい検出装置、

破損燃料検出装置、安全保護設備及び制御用空気設備に係るもの 

（３） 原子炉格納施設の機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの 

１ 沸騰水型原子力発電設備にあっては、真空破壊装置、原子炉格納容器スプレイ設備、可燃性ガス濃度制御

設備及び原子炉格納容器調気設備に係るもの 

２ 加圧水型原子力発電設備にあっては、格納容器スプレイ設備、アイスコンデンサ設備、真空逃がし装置及

び圧力逃がし装置に係るもの 

３ ナトリウム冷却型原子力発電設備にあっては、真空逃がし装置に係るもの 

（４） 燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、排気筒、蒸気タービン、発電機、変圧器、電圧調整器又は電圧

位相調整器、調相機、周波数変換機器又は整流機器、遮断器及び発電所の運転を管理する制御装置の機能又は

性能を確認する検査 

ロ 原子炉の出力運転時（定格出力運転時を除く。）において実施する検査（沸騰水型原子力発電設備にあっては、

原子炉隔離時冷却系に係るものを除く。） 

３ 前項の規定にかかわらず、特定事業用電気工作物の構造、材料その他の関係により経済産業大臣が自ら検査を行う

必要があると認めた場合は、当該特定事業用電気工作物に係る検査は、経済産業大臣が自ら行うものとする。 

４ 経済産業大臣は、前項の検査を行う必要があると認めた場合には、機構に対し、その旨を通知するものとする。 

５ 機構は、第七十一条の二第二項の通知に基づき、第二項の検査の方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を

定めるものとする。 



６ 法第四十九条第四項の通知は、次に掲げる事項を記した書面によって行うものとする。 

一 検査を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 検査を受けた特定事業用電気工作物に係る事業場の名称及び所在地 

三 検査年月日 

四 検査を実施した場所 

五 検査の対象 

六 検査の方法 

七 検査の結果 

 

第七十三条の二の二 法第五十条の二第一項の経済産業省令で定める事業用電気工作物は、次に掲げるもの以外のもの

とする。 

一 出力三万キロワット未満であってダムの高さが十五メートル未満の水力発電所（送電電圧十七万ボルト以上の送

電線引出口の遮断器（需要設備と電気的に接続するためのものを除く。次号において同じ。）を伴うものにあって

は、当該遮断器を除く。） 

二 内燃力を原動力とする火力発電所（送電電圧十七万ボルト以上の送電線引出口の遮断器を伴うものにあっては、

当該遮断器を除く。） 

三 変更の工事を行う発電所又は変電所に属する電力用コンデンサー 

四 変更の工事を行う発電所又は変電所に属する分路リアクトル又は限流リアクトル 

五 非常用予備発電装置 

六 第六十五条第一項第二号に規定する工事を行う事業用電気工作物 

七 試験のために使用する事業用電気工作物 

 

第七十三条の三 使用前自主検査は次に掲げる工事の工程において行うものとする。 

一 水力発電所に係る工事であって、完成後の高さが十五メートル以上のダムについては、基礎地盤に堤体コンクリ

ートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとする時及びダムの全体又は一部を流水の貯留の用に供しようとする

時 

二 工事の計画に係る一部の工事が完成した場合であって、その完成した部分を使用しようとする時（前号の工事の

工程を除く。） 

三 工事の計画に係るすべての工事が完了した時 

 

第七十三条の四 使用前自主検査は、電気工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法

第四十八条第一項の規定による届出をした工事の計画（第六十五条第二項の軽微な変更をしたものを含む。）に従っ

て工事が行われたこと及び法第三十九条第一項の技術基準に適合するものであることを確認するために十分な方法

で行うものとする。 

 

第七十三条の五 使用前自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。 

一 検査年月日 

二 検査の対象 

三 検査の方法 

四 検査の結果 

五 検査を実施した者の氏名 

六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 

七 検査の実施に係る組織 

八 検査の実施に係る工程管理 

九 検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項 

十 検査記録の管理に関する事項 

十一 検査に係る教育訓練に関する事項 

２ 使用前自主検査の結果の記録は、次に掲げる期間保存するものとする。 

一 前項第一号から六号までに掲げる事項 

イ 発電用水力設備に係るものは当該設備の存続する期間 

ロ イ以外のものは第七十三条の三第三号の工事の工程において行う使用前自主検査を行った後五年間 

二 前項第七号から第十一号までに掲げる事項については、使用前自主検査を行った後最初の法第五十条の二第七項

の通知を受けるまでの期間 



 

第七十三条の六 法第五十条の二第三項の経済産業省令で定める時期は、次のとおりとする。 

一 直近の法第五十条の二第七項の通知（以下この条において単に「通知」という。）において、使用前自主検査の

実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に

第七十三条の三第一号及び第三号の工事の工程において行う使用前自主検査を行ったものについては、当該通知を

受けた日から三年を経過した日以降三月を超えない時期 

一の二 前号に規定する組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に法第五十条の二第三項の審査

（以下「使用前安全管理審査」という。）を受ける必要があるとして経済産業大臣が定めるものについては、使用

前安全管理審査を受ける必要が生じた時期 

二 前各号に規定する組織以外の組織については、第七十三条の三第一号及び第三号の工事の工程において行う使用

前自主検査を行う時期 

 

第七十三条の六の二 法第五十条の二第三項の経済産業省令で定める事業用電気工作物は、出力三万キロワット未満の

火力発電設備（内燃力を原動力とするものを除く。）に属する電気工作物（当該電気工作物の構造その他の関係によ

り経済産業大臣（令第九条の表第九号の二の権限に係る電気工作物に係る場合は、当該権限を行使する産業保安監督

部長。以下この条において同じ。）が指示するものを除く。）とする。 

２ 経済産業大臣は、前項の指示をした場合には、登録安全管理審査機関に対し、その旨を通知するものとする。 

 

第七十三条の七 使用前安全管理審査であって、登録安全管理審査機関が行うもの以外のものを受けようとする者は、

様式第五十二の二の使用前安全管理審査申請書を提出しなければならない。 

２ 登録安全管理審査機関が行う使用前安全管理審査を受けようとする者は、当該登録安全管理審査機関が定めるとこ

ろにより、使用前安全管理審査申請書を当該登録安全管理審査機関に提出しなければならない。 

 

第七十三条の八 法第五十条の二第四項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項 

二 検査記録の管理に関する事項 

三 検査に係る教育訓練に関する事項 

 

第七十三条の九 法第五十条の二第五項の通知は、次に掲げる事項を記した書面によって行うものとする。 

一 審査を受けた組織の名称 

二 審査年月日 

三 審査の結果 

 

（燃料体の検査） 

第七十四条 法第五十一条第一項の経済産業省令で定める加工の工程は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該加工の

工程ごとに、同表の下欄に掲げる検査事項について電気工作物検査官（法第五十一条第五項の規定に基づき法第五十

一条第一項の検査に関する事務の一部を行う場合にあっては、機構の検査員）が検査を行うものとする。 

加工の工程 検査事項 

イ 燃料材、燃料被覆材その他の部品

については、組成、構造又は強度に

係る試験をすることができる状態

になった時 

燃料材、燃料被覆材その他の部品の化学成分の分析結果の確認その他これらの部

品の組成、構造又は強度に係る検査 

ロ 燃料要素の集合体である燃料体

については、燃料要素の加工が完了

した時 

燃料要素の集合体である燃料体に係る次の検査 

一 寸法検査 

二 わん曲度を確認する検査 

三 外観検査 

四 表面汚染密度検査 

五 溶接部の非破壊検査 

六 ヘリウム漏えい検査（ハの項の下欄第三号の検査が行われる場合を除く。）

ハ 加工が完了した時 組み立てられた燃料体に係る次の検査 

一 寸法検査 

二 外観検査 



三 ヘリウム漏えい検査（ロの項の下欄第六号の検査が行われる場合を除く。）

 

第七十五条 法第五十一条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、燃料体の品質管理の状況、加工の内容等に

より、経済産業大臣が支障がないと認めて前条の表の上欄の加工の工程の全部又は一部における検査を受けないで使

用することができる旨を指示した場合とする。 

 

第七十六条 法第五十一条第一項の検査を受けようとする者は、様式第五十三の燃料体検査申請書を希望する検査開始

日の一月前までに提出しなければならない。 

２ 前項の申請には、次に掲げる事項を説明する書類を添えて提出しなければならない。 

一 加工の工程 

二 燃料体の品質管理の状況、加工の内容等 

３ 第一項の申請書又は前項各号の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しな

ければならない。 

４ 第一項の申請書及び第二項の書類又は前項の書類の提出部数は、正本及びその写し各一通とする。 

 

第七十六条の二 経済産業大臣は、前条第一項の申請書及び同条第三項の書類の提出を受けた場合には、第七十四条の

表の下欄に掲げる検査事項の検査の実施に当たっての方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領

書（法第五十一条第五項の規定により機構が行う検査に関する事務の一部に係るものを除く。）を定めるものとする。 

２ 経済産業大臣は、前条第一項の申請書及び同条第三項の書類の提出を受けた場合に、当該申請に係る法第五十一条

第五項の規定により機構が行う検査に関する事務の一部については、次に掲げる事項を記した通知書により、機構に

対し当該検査の実施について通知するものとする。 

一 検査を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 検査を実施する時期 

三 検査を実施する場所 

四 検査の対象 

五 検査の方法 

３ 前項の通知書には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。 

一 前条第一項の申請書及び同条第二項の書類又は同条第三項の書類 

二 検査を受ける燃料体に係る第七十七条第一項の申請書及び添付書類 

４ 経済産業大臣は、第二項の通知書に記載された事項を変更したときは、速やかにその旨を機構に連絡するものとす

る。 

 

第七十六条の三 経済産業大臣は、第七十六条第一項の申請に係る法第五十一条第一項の検査に合格したと認めたとき

は、当該申請に係る燃料体検査合格証を交付する。 

 

第七十七条 法第五十一条第二項第一号の認可を受けようとする者は、様式第五十四の燃料体設計認可申請書に次の書

類を添えて提出しなければならない。 

一 燃料体の耐熱性、耐放射線性、耐腐しょく性その他の性能に関する説明書 

二 燃料体（燃料要素の集合体である燃料体にあっては、燃料要素）の強度計算書 

三 燃料体の構造図 

四 加工のフローシート 

五 品質保証に関する説明書 

２ 前項の申請書及び添付書類の提出部数は、正本一通及びその写し二通とする。 

 

第七十八条 法第五十一条第三項の検査（検査を受ける燃料体の燃料材にウラン・プルトニウム混合酸化物を含む場合

を除く。）を受けようとする者は、様式第五十五の輸入燃料体検査申請書に次の書類を添えて、希望する検査開始日

の一月前までに提出しなければならない。ただし、経済産業大臣がその申請に係る燃料体の型式、設計等から見て添

付することを要しない旨の指示をした書類については、添付することを要しない。 

一 燃料体の耐熱性、耐放射線性、耐腐しょく性その他の性能に関する説明書 

二 燃料体（燃料要素の集合体である燃料体にあっては、燃料要素）の強度計算書 

三 燃料体の構造図 

四 加工のフローシート 

五 燃料材、燃料被覆材その他の部品の組成、構造、強度等に関する試験の結果に関する資料 



六 品質保証に関する説明書 

２ 法第五十一条第三項の検査（検査を受ける燃料体の燃料材にウラン・プルトニウム混合酸化物を含む場合に限る。）

を受けようとする者は、様式第五十五の輸入燃料体検査申請書に、次の表の上欄に掲げる提出時期までに同表の下欄

に掲げる添付書類（経済産業大臣が燃料体の品質管理の状況、加工の内容等により同表第一号の上欄に掲げる提出時

期までに提出することを要しない旨の指示をした場合にあっては、同表第二号の上欄に掲げる提出時期までに前項各

号に掲げる書類）を添えて提出しなければならない。ただし、経済産業大臣がその申請に係る燃料体の型式、設計等

から見て添付することを要しない旨の指示をした書類については、添付することを要しない。 

提出時期 添付書類 

一 ウラン・プルトニウム混合酸化

物燃料材の成形加工に着手する

一月前 

前項各号に掲げる書類。この場合において、同項第五号中「結果」とあるのは「計

画」と、同項第六号中「品質保証」とあるのは「品質保証の計画」と読み替える

ものとする。 

二 燃料体の本邦への輸送を開始

する一月前 

前項第五号及び第六号に掲げる書類 

 

３ 前二項の申請書又は同項各号の書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提

出しなければならない。 

４ 第一項若しくは第二項の申請書及び添付書類又は前項の書類の提出部数は、正本及びその写し各一通とする。 

 

第七十八条の二 経済産業大臣は、前条第一項又は第二項の申請書の提出を受けた場合には、法第五十一条第三項に規

定する検査の方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書（法第五十一条第五項の規定により機構

が行う検査に関する事務の一部に係るものを除く。）を定めるものとする。 

２ 経済産業大臣は、前条第一項若しくは第二項の申請書又は同条第三項の書類の提出を受けた場合に、当該申請に係

る法第五十一条第五項の規定により機構が行う検査に関する事務の一部については、次に掲げる事項を記した通知書

により、機構に対し当該検査の実施について通知するものとする。 

一 検査を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 燃料体を使用する発電所の名称 

三 検査を実施する時期 

四 検査を実施する場所 

五 検査の対象 

六 検査の方法 

３ 前項の通知書には、前条第一項若しくは第二項の申請書及び添付書類並びに同条第三項の書類の写しを添付するも

のとする。 

４ 経済産業大臣は、第二項の通知書に記載された事項を変更したときは、速やかにその旨を機構に連絡するものとす

る。 

 

第七十八条の三 法第五十一条第三項の検査は、電気工作物検査官（法第五十一条第五項の規定に基づき同条第三項の

検査に関する事務の一部を行う場合にあっては、機構の検査員）が第七十八条第一項から第三項までに規定する申請

書及び添付書類の内容を審査し、当該申請に係る燃料体を目視により確認することにより行うものとする。 

 

第七十八条の四 経済産業大臣は、法第五十一条第三項の検査に合格したと認めたときは、当該申請に係る燃料体検査

合格証を交付する。 

 

第七十八条の五 法第五十一条第五項の規定により機構が行う検査に関する事務の一部は、次に掲げるものとする。 

一 第七十四条の表イ及びロに規定する検査 

二 第七十四条の表ハに規定する検査（第七十五条の規定により経済産業大臣が支障がないと認めて第七十四条の表

イ及びロの上欄に掲げる工程の全部における検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合に限る。） 

三 法第五十一条第三項の検査のうち、検査を受ける燃料体が使用される発電用原子炉に係る原子力発電所に搬入さ

れた時に行うもの 

２ 前項の規定にかかわらず、燃料体の構造、材料その他の関係により経済産業大臣が自ら検査を行う必要があると認

めた場合は、当該燃料体に係る検査は、経済産業大臣が自ら行うものとする。 

３ 経済産業大臣は、前項の検査を行う必要があると認めた場合には、機構に対し、その旨を通知するものとする。 

４ 機構は、第七十六条の二第二項又は第七十八条の二第二項の通知に基づき、第一項の検査の方法その他必要な事項



を定めた検査実施要領書を定めるものとする。 

 

第七十八条の六 法第五十一条第六項の通知は、次に掲げる事項を記した書面によって行うものとする。 

一 検査を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 検査年月日 

三 検査を実施した場所 

四 検査の対象 

五 検査の方法 

六 検査の結果 

 

（溶接安全管理検査） 

第七十九条 法第五十二条第一項の経済産業省令で定めるボイラー等に属する機械又は器具は、次のとおりとする。 

一 火力発電所（内燃力を原動力とするものを除く。）に係る次の機械又は器具 

イ ボイラー、独立過熱器、独立節炭器、蒸気貯蔵器、蒸気だめ、熱交換器若しくはガス化炉設備に属する容器又

は液化ガス設備（原動力設備に係るものに限る。）に属する液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、ガスホルダー

若しくは冷凍設備（受液器及び油分離器に限る。） 

ロ 外径百五十ミリメートル以上の管（液化ガス設備にあっては、液化ガス燃料設備に係るものに限る。） 

二 原子力発電所に係る次の機械又は器具 

イ 原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備若しくは廃棄設備に属する容器（第八十

一条第一号に規定する容器を除く。）又はこれらの設備に属する外径百五十ミリメートル以上の管（同条第二号

に規定する部分及び同条第三号に規定する管を除く。）であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリ

ベクレル毎立方センチメートル（その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方セ

ンチメートル）未満のもの 

ロ 補助ボイラー、蒸気タービンに係る蒸気だめ、補助ボイラーに属する燃料燃焼設備若しくは蒸気タービンに係

る熱交換器又は非常用予備発電装置に属する容器 

ハ 補助ボイラー又は蒸気タービンに係る管であって、外径百五十ミリメートル以上のもの 

三 燃料電池発電所に係る次の機械又は器具 

イ 容器、熱交換器又は改質器であって、内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの

又は内容積が〇・〇四立方メートルを超えるもの 

ロ 外径百五十ミリメートル以上の管 

 

第八十条 法第五十二条第一項の経済産業省令で定める圧力は、次のとおりとする。 

一 水用の容器又は管であって、最高使用温度百度未満のものについては、最高使用圧力千九百六十キロパスカル 

二 液化ガス用の容器又は管については、最高使用圧力零キロパスカル 

三 前各号に規定する容器以外の容器については、最高使用圧力九十八キロパスカル 

四 第一号及び第二号に規定する管以外の管については、最高使用圧力九百八十キロパスカル（燃料電池設備に属さ

ない管の長手継手の部分にあっては、四百九十キロパスカル） 

 

第八十一条 法第五十二条第一項の経済産業省令で定める格納容器等に属する機械又は器具は、次のとおりとする。 

一 原子炉本体若しくは原子炉格納施設に属する容器又は原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備若しくは放射線管

理設備に属する容器であって非常時に安全装置として使用されるもの 

二 原子炉本体に属する容器又は原子炉格納容器に取り付けられる管であって、それが取り付けられる当該容器から

最も近い止め弁までの部分 

三 原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備又は放射線管理設備に属する管であって、非常時に安全装置として使用

されるもの（前号に規定する部分を除く。） 

四 原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備若しくは廃棄設備に属する容器（第一号に

規定する容器を除く。）又はこれらの設備に属する外径六十一ミリメートル（最高使用圧力九十八キロパスカル未

満の管にあっては、百ミリメートル）を超える管（第二号に規定する部分及び前号に規定する管を除く。）であっ

て、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル（その内包する放射性物質が液体

中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル）以上のもの 

 

第八十二条 溶接事業者検査は、溶接の状況について、法第三十九条第一項に規定する技術基準に適合するものである

ことを確認するために十分な方法で行うものとする。 



 

第八十二条の二 溶接事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。 

一 検査年月日 

二 検査の対象 

三 検査の方法 

四 検査の結果 

五 検査を実施した者の氏名 

六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 

七 検査の実施に係る組織 

八 検査の実施に係る工程管理 

九 検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項 

十 検査記録の管理に関する事項 

十一 検査に係る教育訓練に関する事項 

２ 溶接事業者検査の結果の記録は、前項第一号から第六号までに掲げる事項については、原子力発電所に係るものは

当該検査に係るボイラー等又は格納容器等の存続する期間、それ以外のものは五年間保存するものとし、同項第七号

から第十一号までに掲げる事項については、当該溶接事業者検査を行った後最初の法第五十二条第五項において準用

する法第五十条の二第七項の通知を受けるまでの期間保存するものとする。 

 

第八十三条 法第五十二条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。 

一 溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、経済産業大臣（ボイラー等又は格納容器等の

うち原子力発電所に係るもの以外のものにあっては、その検査の場所を管轄する産業保安監督部長）が支障がない

と認めて溶接事業者検査を行わないで使用することができる旨の指示をした場合 

二 次に掲げる工作物を、あらかじめ、経済産業大臣（その工作物が原子力発電所に係るもの以外のものにあっては、

その設置の場所を管轄する産業保安監督部長）に届け出て事業用電気工作物として使用する場合 

イ ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和四十七年労働省令第三十三号）第七条第一項若しくは第五十三条第一項

の溶接検査に合格した工作物又は同規則第八十四条第一項若しくは第九十条の二において準用する第八十四条

第一項の検定を受けた工作物 

ロ 発電所の原動力設備に属する工作物（一般高圧ガス保安規則（昭和四十一年通商産業省令第五十三号）第二条

第一号、第二号又は第四号に規定するガスを内包する液化ガス設備に係るものに限る。）であって、高圧ガス保

安法第五十六条の三の特定設備検査に合格し、又は同法第五十六条の六の十四第二項の規定若しくは第五十六条

の六の二十二第二項において準用する第五十六条の六の十四第二項の規定による特定設備基準適合証の交付を

受けたもの 

三 耐圧部分について径六十一ミリメートル以下の連続しない穴に管台若しくは座を取り付けるための溶接のみを

した第七十九条第一号に規定する機械若しくは器具（耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。）

又は漏止め溶接のみをした同条に規定する機械若しくは器具（耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを

含む。）を使用する場合 

 

第八十三条の二 法第五十二条第三項の経済産業省令で定める時期は、次のとおりとする。 

一 原子力発電所に関して、直近の法第五十二条第五項において準用する法第五十条の二第七項の通知（以下この条

において単に「通知」という。）（この号に規定する耐圧試験に係る通知であって、溶接事業者検査の実施につき十

分な体制がとられていると評定された組織に係るものを除く。）において、溶接事業者検査の実施につき十分な体

制がとられていると評定された組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に溶接事業者検査を行

ったものについては、耐圧試験を行う時期及び当該通知を受けた日から三年を経過した日以降三月を超えない時期 

二 火力発電所又は燃料電池発電所に関して、直近の通知において、溶接事業者検査の実施につき十分な体制がとら

れていると評定された組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に溶接事業者検査を行ったもの

については、当該通知を受けた日から三年を経過した日以降三月を超えない時期 

二の二 前各号に規定する組織であって、通知を受けた日から三年を超えない時期に法第五十二条第三項の審査（以

下「溶接安全管理審査」という。）を受ける必要があるとして経済産業大臣が定めるものについては、溶接安全管

理審査を受ける必要が生じた時期 

三 前各号に掲げる組織以外の組織については、溶接事業者検査を行う時期 

 

第八十三条の三 前条に定める時期に行う溶接安全管理審査は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。 

一 溶接事業者検査の実施に係る体制について確認するとともに、継続的な品質保証の確保がなされているか否かを



確認する方法 

二 溶接事業者検査の実施に係る体制について確認する方法 

 

第八十三条の四 法第五十二条第三項の経済産業省令で定める原子力を原動力とする発電用の特定ボイラー等又は輸入

特定ボイラー等は、第七十九条第二号の機械又は器具であって、第八十条で定める圧力以上の圧力を加えられる部分

について溶接をするものとする。 

２ 法第五十二条第三項の経済産業省令で定める特定格納容器等又は輸入特定格納容器等は、第八十一条の機械又は器

具であって溶接をするものとする。 

 

第八十四条 溶接安全管理審査であって、機構又は登録安全管理審査機関が行うもの以外のものを受けようとする者は、

様式第五十六の溶接安全管理審査申請書を提出しなければならない。 

２ 機構又は登録安全管理審査機関が行う溶接安全管理審査を受けようとする者は、機構又は当該登録安全管理審査機

関が定めるところにより、溶接安全管理審査申請書を機構又は当該登録安全管理審査機関に提出しなければならない。 

 

第八十五条 特定ボイラー等、特定格納容器等、輸入特定ボイラー等又は輸入特定格納容器等を設置する者は、当該特

定ボイラー等、特定格納容器等、輸入特定ボイラー等又は輸入特定格納容器等に係る溶接事業者検査を終了したとき

は、当該特定ボイラー等、特定格納容器等、輸入特定ボイラー等又は輸入特定格納容器等に溶接事業者検査を行った

ことを示す記号その他表示を付するものとする。 

 

第八十六条 第七十三条の八及び第七十三条の九の規定は、溶接安全管理検査に準用する。この場合において、第七十

三条の八中「法第五十条の二第四項」とあるのは「法第五十二条第四項」と、第七十三条の九中「法第五十条の二第

五項」とあるのは「法第五十二条第五項において準用する法第五十条の二第五項」と読み替えるものとする。 

 

（自家用電気工作物の使用開始の届出） 

第八十七条 法第五十三条ただし書の経済産業省令で定める場合は、次の場合以外の場合とする。 

一 法第四十七条第一項の認可又は法第四十八条第一項の規定による届出に係る電気工作物を他から譲り受け、又は

借り受けて自家用電気工作物として使用する場合 

二 鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を使

用する場合 

三 電車線路、き電線路又は帰線を使用する場合 

 

第八十八条 法第五十三条の規定による届出をしようとする者は、様式第六十の自家用電気工作物使用開始届出書を提

出しなければならない。 

 

第八十九条 法第五十四条第一項の経済産業省令で定める電気工作物は、原子力発電所に属するものであって、次の表

の上欄に掲げる電気工作物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械又は器具とする。 

電気工作物の種類 機械又は器具 

蒸気タービン本体 タービン本体、主要弁、復水器及び管 

蒸気タービンの附属設備 熱交換器、冷却塔、給水ポンプ、管、蒸気だめ、安全弁及び逃がし弁 

 

第八十九条の二 法第五十四条第一項の経済産業省令で定める圧力は、最高使用圧力零キロパスカルとする。 

 

第九十条 法第五十四条第一項の経済産業省令で定める発電用原子炉及びその附属設備は、原子炉本体、原子炉冷却系

統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納施設及び非常用予備発電装置とする。 

 

第九十条の二 法第五十四条第一項の検査（以下「定期検査」という。）は、次の各号に掲げる事項について、定期検査

を受ける者が行う定期事業者検査に電気工作物検査官（法第五十四条第二項の規定に基づき機構が定期検査に関する

事務の一部を行う場合にあっては、機構の検査員）が立ち会い、又はその定期事業者検査の記録を確認することによ

り行うものとする。 

一 原子力発電所に属する蒸気タービン本体及びその附属設備にあっては、次に掲げる定期事業者検査に係る事項 

イ タービン本体、主要弁、復水器、熱交換器及び主な配管の非破壊検査 

ロ タービン本体及び主要弁の組立て及び据付け状態を確認する検査並びに保安装置の作動検査 



二 発電用原子炉（沸騰水型軽水炉に限る。）及びその附属設備にあっては、次の表の上欄に掲げる電気工作物の種

類に応じ、同表の下欄に掲げる定期事業者検査に係る事項 

電気工作物の

種類 

定期事業者検査に係る事項 

一 原子炉本

体 

１ 原子炉圧力容器本体、原子炉圧力容器支持構造物及び原子炉圧力容器付属構造物の非破壊検査並びに

原子炉圧力容器本体及び原子炉圧力容器付属構造物の漏えい検査 

２ 再使用する燃料体の外観検査 

３ 炉心における燃料体の配置を確認する検査 

４ 原子炉の停止余裕を確認する検査 

二 原子炉冷

却系統設備 

１ 発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和五十五年通商産業省告示第五百一号）第二条に規

定する第一種機器（原子炉冷却系統設備に限る。以下この号において同じ。）及び第三種機器（原子炉

冷却系統設備に限る。以下この号において同じ。）並びにそれらの支持構造物の非破壊検査並びに第一

種機器及び第三種機器の漏えい検査 

２ 主蒸気安全弁及び主蒸気逃がし安全弁の非破壊検査、漏えい検査及び作動検査 

３ 主蒸気隔離弁の漏えい検査及び作動検査 

４ 非常用炉心冷却系ポンプ及び主要弁の非破壊検査並びに非常用炉心冷却系の作動検査 

５ 非常用復水器系の作動検査 

６ 原子炉隔離時冷却系ポンプ及び主要弁の非破壊検査（改良型沸騰水型軽水炉に係るものに限る。）並

びに原子炉隔離時冷却系の作動検査 

７ 原子炉補機冷却系の作動検査 

三 計測制御

系統設備 

１ 発電用原子力設備に関する構造等の技術基準第二条に規定する第一種機器（計測制御系統設備に限

る。以下この号において同じ。）及び第三種機器（計測制御系統設備に限る。以下この号において同じ。）

並びにそれらの支持構造物の非破壊検査並びに第一種機器及び第三種機器の漏えい検査 

２ 制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系スクラム弁の非破壊検査並びに制御棒駆動水圧系の制御棒緊

急そう入検査 

３ ほう酸水注入系の作動検査 

４ 安全保護系及び原子炉冷却材再循環ポンプトリップ系の作動検査 

四 燃料設備 燃料取扱装置の動力源喪失時における燃料体保持機能検査 

五 放射線管

理設備 

１ プロセスモニタリング設備の校正及び作動検査 

２ 非常用ガス処理系の作動検査及びそのフィルター性能検査 

３ 中央制御室非常用循環系の作動検査及びそのフィルター性能検査 

六 廃棄設備 気体廃棄物処理系の作動検査 

七 原子炉格

納施設 

１ 発電用原子力設備に関する構造等の技術基準第二条に規定する第三種機器（原子炉格納施設に限る。

以下この号において同じ。）及びその支持構造物の非破壊検査並びに第三種機器の漏えい検査 

２ 原子炉格納容器の漏えい率検査 

３ 原子炉建屋の気密性能検査 

４ 主要な原子炉格納容器隔離弁の非破壊検査及び原子炉格納容器隔離弁の作動検査 

５ 原子炉格納容器真空破壊弁の作動検査 

６ 原子炉格納容器スプレイ系ポンプ及び主要弁の非破壊検査並びに原子炉格納容器スプレイ系の作動

検査 

７ 可燃性ガス濃度制御系主要弁の非破壊検査及び可燃性ガス濃度制御系の作動検査 

八 非常用予

備発電装置 

１ ディーゼル機関の非破壊検査並びにディーゼル発電機の作動検査及び定格容量を確認する検査 

２ 直流電源系の充電状態を確認する検査 

 

三 発電用原子炉（加圧水型軽水炉に限る。）及びその附属設備にあっては、次の表の上欄に掲げる電気工作物の種

類に応じ、同表の下欄に掲げる定期事業者検査に係る事項 

電気工作物の

種類 

定期事業者検査に係る事項 

一 原子炉本

体 

１ 原子炉圧力容器本体、原子炉圧力容器支持構造物及び原子炉圧力容器付属構造物の非破壊検査並びに

原子炉圧力容器本体及び原子炉圧力容器付属構造物の漏えい検査 

２ 再使用する燃料体の外観検査 



３ 炉心における燃料体の配置を確認する検査 

４ 原子炉の停止余裕を確認する検査 

二 原子炉冷

却系統設備 

１ 発電用原子力設備に関する構造等の技術基準第二条に規定する第一種機器（原子炉冷却系統設備に限

る。以下この号において同じ。）及び第三種機器（原子炉冷却系統設備に限る。以下この号において同

じ。）並びにそれらの支持構造物の非破壊検査並びに第一種機器及び第三種機器の漏えい検査 

２ 加圧器安全弁及び加圧器逃がし弁の非破壊検査、漏えい検査及び作動検査 

３ 加圧器逃がし弁元弁の作動検査 

４ 主蒸気安全弁及び主蒸気逃がし弁の漏えい検査及び作動検査 

５ 主蒸気隔離弁の作動検査 

６ 非常用炉心冷却系ポンプ及び主要弁の非破壊検査並びに非常用炉心冷却系の作動検査 

７ 原子炉補機冷却系の作動検査 

８ 補助給水系ポンプの非破壊検査及び補助給水系の作動検査 

三 計測制御

系統設備 

１ 発電用原子力設備に関する構造等の技術基準第二条に規定する第一種機器（計測制御系統設備に限

る。以下この号において同じ。）及び第三種機器（計測制御系統設備に限る。以下この号において同じ。）

並びにそれらの支持構造物の非破壊検査並びに第一種機器及び第三種機器の漏えい検査 

２ 制御用空気圧縮系の作動検査 

３ 制御棒駆動系の制御棒緊急そう入検査 

４ ほう酸ポンプの非破壊検査 

５ 安全保護系の作動検査 

６ 事故時監視計器及び事故時試料採取設備の作動検査 

四 燃料設備 燃料取扱装置の動力源喪失時における燃料体保持機能検査 

五 放射線管

理設備 

１ 原子炉格納容器循環系のフィルター性能検査 

２ アニュラス再循環排気系の作動検査及びそのフィルター性能検査 

３ 中央制御室非常用循環系の作動検査及びそのフィルター性能検査 

六 廃棄設備 気体廃棄物処理系の作動検査 

七 原子炉格

納施設 

１ 発電用原子力設備に関する構造等の技術基準第二条に規定する第三種機器（原子炉格納施設に限る。

以下この号において同じ。）及びその支持構造物の非破壊検査並びに第三種機器の漏えい検査 

２ 原子炉格納容器の漏えい率検査 

３ 主要な原子炉格納容器隔離弁の非破壊検査及び原子炉格納容器隔離弁の作動検査 

４ 原子炉格納容器真空逃がし弁の作動検査 

５ 原子炉格納容器スプレイ系ポンプ及び主要弁の非破壊検査並びに原子炉格納容器スプレイ系の作動

検査 

６ アイスコンデンサの冷却性能検査 

７ 原子炉格納容器水素再結合装置の作動検査 

八 非常用予

備発電装置 

１ ディーゼル機関の非破壊検査並びにディーゼル発電機の作動検査及び定格容量を確認する検査 

２ 直流電源系の充電状態を確認する検査 

 

四 原子力発電所に属する蒸気タービン本体及びその附属設備並びに発電用原子炉（沸騰水型軽水炉及び加圧水型軽

水炉に限る。）及びその附属設備（非常用予備発電装置を除く。）にあっては、前三号に掲げるもののほか、その他

経済産業大臣が必要と認める定期事業者検査に係る事項 

五 原子力発電所に属する蒸気タービン本体及びその附属設備並びに発電用原子炉（沸騰水型軽水炉及び加圧水型軽

水炉に限る。）及びその附属設備（非常用予備発電装置を除く。）にあっては、前各号に掲げるもののほか、通常運

転時における総合的な性能に関する定期事業者検査に係る事項 

 

第九十一条 法第五十四条第一項の経済産業省令で定める時期は、次のとおりとする。 

一 原子力発電所に属する蒸気タービン本体及びその附属設備にあっては、運転が開始された日又は定期検査が終了

した日から一年を経過した日以降十三月を超えない時期 

二 第九十条で定めるものにあっては、運転が開始された日又は定期検査が終了した日以降十三月を超えない時期 

 

第九十二条 法第五十四条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。 

一 使用の状況から前条に規定する時期に定期検査を行う必要がないと認めて経済産業大臣が定期検査を受けるべ



き時期を定めて承認したとき。 

二 災害その他非常の場合において、前条に規定する時期に定期検査を受けることが著しく困難であると認めて経済

産業大臣が定期検査を受けるべき時期を定めて承認したとき。 

２ 前項各号の承認を受けようとする者は、様式第六十の二の定期検査時期変更承認申請書に使用の状況を記載した書

類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前項第二号の承認を受けようとする場合には、当該

書類を添付することを要しない。 

 

第九十三条 定期検査を受けようとする者は、様式第六十一の定期検査申請書を希望する検査開始日の一月前までに提

出しなければならない。 

２ 前項の申請には、次に掲げる事項を説明する書類を添えて提出しなければならない。 

一 定期検査の期間において行われる定期事業者検査の計画 

二 前号の定期事業者検査に関する放射線管理 

３ 第一項の申請書又は前項各号の書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提

出しなければならない。 

４ 第一項の申請書及び第二項の書類又は前項の書類の提出部数は、正本及びその写し各一通とする。 

 

第九十三条の二 経済産業大臣は、前条第一項の申請書の提出を受けた場合には、第九十条の二各号に掲げる事項につ

いて行うべき検査の方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書（法第五十四条第二項の規定によ

り機構が行う検査に関する事務の一部に係るものを除く。）を定めるものとする。 

２ 経済産業大臣は、前条第一項の申請書又は同条第三項の書類の提出を受けた場合には、機構に対し、当該申請に係

る法第五十四条第二項の規定により機構が行う検査に関する事務の一部の実施について、次に掲げる事項を記した通

知書により通知するものとする。 

一 検査を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名 

二 検査を受ける特定重要電気工作物を設置する発電所の名称 

三 検査を実施する時期 

四 検査を実施する場所 

五 検査の対象 

六 検査の方法 

３ 前項の通知書には、前条第一項の申請書及び添付書類又は同条第三項の書類の写しを添付するものとする。 

４ 経済産業大臣は、第二項の通知書に記載された事項を変更したときは、速やかにその旨を機構に連絡するものとす

る。 

 

第九十三条の三 経済産業大臣は、定期検査を終了したと認めたときは、定期検査終了証を交付する。 

 

第九十三条の四 法第五十四条第二項の経済産業省令で定める特定重要電気工作物は、原子力発電所に属する蒸気ター

ビン本体及びその附属設備、原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃

棄設備、原子炉格納施設及び非常用予備発電装置とする。 

２ 法第五十四条第二項の規定により機構が行う検査に関する事務の一部は、次に掲げるものとする。 

一 第九十条の二第一号に掲げる事項 

二 第九十条の二第二号に掲げる事項のうち、次に掲げるもの以外のもの 

イ 原子炉冷却系統設備に係る非常用炉心冷却系の作動検査 

ロ 計測制御系統設備に係る制御棒駆動水圧系の制御棒緊急そう入検査 

ハ 原子炉格納施設に係る原子炉格納容器の漏えい率検査 

ニ 非常用予備発電装置に係るディーゼル発電機の作動検査 

三 第九十条の二第三号に掲げる事項のうち、次に掲げるもの以外のもの 

イ 原子炉冷却系統設備に係る非常用炉心冷却系の作動検査 

ロ 計測制御系統設備に係る制御棒駆動系の制御棒緊急そう入検査 

ハ 原子炉格納施設に係る原子炉格納容器の漏えい率検査 

ニ 非常用予備発電装置に係るディーゼル発電機の作動検査 

３ 前項の規定にかかわらず、特定重要電気工作物の構造、材料その他の関係により経済産業大臣が自ら検査を行う必

要があると認めた場合は、当該特定重要電気工作物に係る検査は、経済産業大臣が自ら行うものとする。 

４ 経済産業大臣は、前項の検査を行う必要があると認めた場合には、機構に対し、その旨を通知するものとする。 

５ 機構は、第九十三条の二第二項の通知に基づき、第二項の検査の方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を



定めるものとする。 

６ 法第五十四条第三項の通知は、次に掲げる事項を記した書面によって行うものとする。 

一 検査を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名 

二 検査を受けた特定重要電気工作物を設置する発電所の名称 

三 検査年月日 

四 検査を実施した場所 

五 検査の対象 

六 検査の方法 

七 検査の結果 

 

第九十四条 法第五十五条第一項の経済産業省令で定める電気工作物は、次に掲げるものとする。ただし、非常用予備

発電装置に属するものを除く。 

一 蒸気タービン本体（出力千キロワット以上の発電設備であって、原子力発電所に属しないものに限る。）及びそ

の附属設備（以下「原子力発電所以外に属する蒸気タービン及びその附属設備」という。） 

一の二 原子力発電所に属する蒸気タービン本体及びその附属設備であって、次の表の上欄に掲げる電気工作物の種

類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械又は器具 

電気工作物の種類 機械又は器具 

蒸気タービン本体 タービン本体、主要弁、復水器及び管 

蒸気タービンの附属設備 熱交換器、冷却塔、給水ポンプ、管、蒸気だめ、安全弁及び逃がし弁 

 

二 ボイラー及びその附属設備 

三 独立過熱器及びその附属設備 

四 蒸気貯蔵器及びその附属設備 

五 ガスタービン（出力千キロワット以上の発電設備に係るもの（内燃ガスタービンにあってはガス圧縮機及びガス

圧縮機と一体となって燃焼用の圧縮ガスをガスタービンに供給する設備の総合体であって、高圧ガス保安法第二条

に定める高圧ガスを用いる機械又は器具に限る。）に限る。） 

六 液化ガス設備（液化ガス用燃料設備以外の液化ガス設備にあっては、高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百

四号）第五条第一項及び第二項並びに第二十四条の二に規定する事業所に該当する火力発電所の原動力設備に係る

ものに限る。） 

七 燃料電池用改質器（最高使用圧力九十八キロパスカル以上の圧力を加えられる部分がある燃料電池用改質器のう

ち、出力五百キロワット以上の発電設備に係るものであって、内径が二百ミリメートルを超え、かつ、長さが千ミ

リメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものに限る。） 

八 ガス化炉設備 

２ 法第五十五条第一項の経済産業省令で定める発電用原子炉及びその附属設備は、原子炉本体、原子炉冷却系統設備、

計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納施設、補助ボイラー及び非常用予備発電装置

とする。 

 

第九十四条の二 定期事業者検査は、次に掲げる時期に行うものとする。 

一 原子力発電所以外に属する蒸気タービン本体及びその附属設備にあっては、運転が開始された日又は定期事業者

検査が終了した日以降四年を超えない時期 

一の二 原子力発電所に属する蒸気タービン本体及びその附属設備にあっては、運転が開始された日又は第九十条の

二第五号の定期事業者検査が終了した日から一年を経過した日以降十三月を超えない時期 

二 ガスタービン（出力一万キロワット未満の発電設備に係るものに限る。）にあっては、運転が開始された日又は

定期事業者検査が終了した日以降三年を超えない時期 

三 ボイラー及びその附属設備、独立過熱器及びその附属設備、蒸気貯蔵器及びその附属設備、ガスタービン（出力

一万キロワット以上の発電設備に係るものに限る。）、液化ガス設備又はガス化炉設備にあっては、運転が開始され

た日又は定期事業者検査が終了した日以降二年を超えない時期 

四 燃料電池用改質器及び補助ボイラー（原子力発電所に属するものに限る。）にあっては、運転が開始された日又

は定期事業者検査が終了した日以降十三月を超えない時期 

五 前条第二項で定めるもの（補助ボイラーを除く。）にあっては、運転が開始された日又は第九十条の二第五号の

定期事業者検査が終了した日以降十三月を超えない時期 

２ 次に掲げる場合にあっては、前項の規定にかかわらず、経済産業大臣（特定電気工作物（原子力発電所に属するも



のを除く。）に係る定期事業者検査の場合にあっては、その特定電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部

長。以下この条において同じ。）が定める時期に定期事業者検査を行うものとする。 

一 使用の状況から前項に規定する時期に定期事業者検査を行う必要がないと認めて、経済産業大臣が定期事業者検

査を行うべき時期を定めて承認したとき。 

二 災害その他非常の場合において、前項に規定する時期に定期事業者検査を行うことが著しく困難であると認めて、

経済産業大臣が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき。 

３ 前項各号の承認を受けようとする者は、様式第六十一の二の定期事業者検査時期変更承認申請書に使用の状況を記

載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前項第二号の承認を受けようとする場合に

は、当該書類を添付することを要しない。 

 

第九十四条の三 定期事業者検査は、次に掲げる方法で行うものとする。 

一 開放、分解、非破壊検査その他の各部の損傷、変形、摩耗及び異常の発生状況を確認するために十分な方法 

二 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法 

 

第九十四条の四 定期事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。 

一 検査年月日 

二 検査の対象 

三 検査の方法 

四 検査の結果 

五 検査を実施した者の氏名 

六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 

七 検査の実施に係る組織 

八 検査の実施に係る工程管理 

九 検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項 

十 検査記録の管理に関する事項 

十一 検査に係る教育訓練に関する事項 

２ 定期事業者検査の結果の記録は、原子力発電所に属する特定電気工作物に係る前項各号に掲げる事項については、

その特定電気工作物が廃棄された後五年が経過するまでの間保存するものとし、それ以外の特定電気工作物に係るも

のについては、同項第一号から第六号までに掲げる事項については五年間、同項第七号から第十一号までに掲げる事

項については、当該定期事業者検査を行った後最初の法第五十五条第四項において準用する法第五十条の二第七項の

通知を受けるまでの期間保存するものとする。 

 

第九十四条の四の二 法第五十五条第三項の経済産業省令で定める原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物は、

発電用原子力設備に関する構造等の技術基準第二条に規定する第一種機器に属する容器及び管（フランジその他の接

合部及びシール部並びに蒸気発生器伝熱管を除く。）並びに炉心支持構造物（炉心シュラウド及びシュラウドサポー

トリングに限る。）とする。 

２ 法第五十五条第三項の規定により、次の表の上欄に掲げる事項に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる方法により、

評価を行う。 

評価事項 評価方法 

一 発電用原子力設備に関する技

術基準を定める省令（昭和四十年

通商産業省令第六十二号。以下こ

の号において「省令」という。）

第九条の二の規定に適合しなく

なると見込まれる時期 

次の各号により当該特定電気工作物ごとに評価を実施する。 

一 定期事業者検査により確認したき裂、孔その他の損傷（以下「き裂等」とい

う。）の発生原因を推定するとともに、き裂等の形状及び大きさを特定するこ

と。 

二 前号で特定したき裂等の形状及び大きさに基づき、所定の期間を設定して、

その期間におけるき裂等の進展を予測すること。 

三 前号の予測どおりにき裂等が進展したと仮定したとき、上欄の省令の規定に

適合しなくなると見込まれる時期を求めること。 

二 補修等の措置の内容 前号の下欄に掲げる評価方法により評価した結果、補修等の措置を講じる必要が

あるときには、その時期、範囲及び方法が適切であること。 

 

３ 法第五十五条第三項の評価の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。 

一 評価年月日 



二 評価の対象 

三 評価の方法 

四 評価の結果 

五 評価を実施した者の氏名 

六 評価の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 

七 評価の実施に係る組織 

八 評価の実施に係る工程管理 

九 評価において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項 

十 評価記録の管理に関する事項 

十一 評価に係る教育訓練に関する事項 

４ 法第五十五条第三項の評価の結果の記録は、評価された特定電気工作物が廃棄された後五年が経過するまでの間保

存するものとする。 

５ 法第五十五条第三項の評価の結果の報告は、第三項第一号から第六号までに掲げる事項について、その評価が実施

された後、速やかに行うものとする。 

 

第九十四条の五 法第五十五条第四項の経済産業省令で定める時期は、次のとおりとする。 

一 直近の法第五十五条第六項において準用する法第五十条の二第七項の通知（以下この条において単に「通知」と

いう。）において定期事業者検査（原子力発電所に係るものを除く。以下この号において同じ。）の実施につき十分

な体制がとられていると評定された組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に定期事業者検査

を行ったものについては、当該通知を受けた日から三年を経過した日以降三月を超えない時期 

一の二 前号に規定する組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に法第五十五条第四項の審査

（以下「定期安全管理審査」という。）を受ける必要があるとして経済産業大臣が定めるものについては、定期安

全管理審査を受ける必要が生じた時期 

二 前各号に規定する組織以外の組織については、定期事業者検査（原子力発電所に属する補助ボイラーに係るもの

を除く。）を行う時期 

２ 法第五十五条第四項の経済産業省令で定める原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物は、第九十四条第一項

第一の二号及び同条第二項に規定するものとする。 

 

（準用） 

第九十四条の五の二 第七十三条の六の二の規定は、法第五十五条第四項の原子力を原動力とする発電用の特定電気工

作物以外の電気工作物であって経済産業省令で定めるものに準用する。この場合において、第七十三条の六の二第一

項中「令第九条の表第九号の二」とあるのは「令第九条の表第十二号の二」と読み替えるものとする。 

 

第九十四条の六 定期安全管理審査であって、機構又は登録安全管理審査機関が行うもの以外のものを受けようとする

者は、様式第六十二の定期安全管理審査申請書を提出しなければならない。 

２ 機構又は登録安全管理審査機関が行う定期安全管理審査を受けようとする者は、機構又は当該登録安全管理審査機

関が定めるところにより、定期安全管理審査申請書を機構又は当該登録安全管理審査機関に提出しなければならない。 

 

第九十四条の七 第七十三条の八及び第七十三条の九の規定は、定期安全管理検査に準用する。この場合において、第

七十三条の八中「法第五十条の二第四項」とあるのは「法第五十五条第五項」と、第七十三条の九中「法第五十条の

二第五項」とあるのは「法第五十五条第六項において準用する法第五十条の二第五項」と読み替えるものとする。 

２ 経済産業大臣は、法第五十五条第六項において準用する法第五十条の二第七項の通知（機構が行った法第五十五条

第四項の規定による審査の結果に基づく同条第六項において準用する法第五十条の二第六項の評定の結果に限る。）

の写し一通を機構に送付するものとする。 

 

（電磁的方法による保存） 

第九十四条の八 第七十三条の五第一項各号、第八十二条の二第一項各号、第九十四条の四第一項各号及び第九十四条

の四の二第三項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を

用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第五十条の二第一項、

第五十二条第一項、第五十二条第一項並びに第五十五条第一項及び第三項に規定する当該事項が記載された記録の保

存に代えることができる。 

２ 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。 

 



     第四款 承継 

 

（事業用電気工作物を設置する者の地位の承継の届出） 

第九十五条 法第五十五条の二第二項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位の承継の届出をしようとする

者は、様式第六十二の二の事業用電気工作物設置者地位承継届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 

一 法第五十五条の二第一項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した相続人であって、二以上

の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第六十二の三による書面及び戸籍謄本 

二 法第五十五条の二第一項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した相続人であって、前号の

相続人以外のものにあっては、様式第六十二の四による書面及び戸籍謄本 

三 法第五十五条の二第一項の規定により合併又は分割によって事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した

法人にあっては、その法人の登記事項証明書 

 

    第三節 一般用電気工作物 

 

（一般用電気工作物の調査） 

第九十六条 法第五十七条第一項の規定による調査は、次の各号により行うものとする。 

一 調査は、一般用電気工作物が設置された時及び変更の工事（ロに掲げる一般用電気工作物にあっては、受電電力

の容量の変更を伴う変更の工事に限る。）が完成した時に行うほか、次に掲げる頻度で行うこと。 

イ ロに掲げる一般用電気工作物以外の一般用電気工作物にあっては、四年に一回以上 

ロ 民法（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条の規定に基づき設立された社団法人、中小企業等協同組合法

（昭和二十四年法律第百八十一号）第二十七条の二の規定に基づき設立された事業協同組合又は中小企業団体の

組織に関する法律（昭和三十二年法律第百八十五号）第四十二条の規定に基づき設立された工業組合（組合員に

出資をさせるものに限る。）であって、一般用電気工作物の所有者又は占有者から一般用電気工作物の維持及び

運用に関する保安の業務（以下「保守管理業務」という。）を受託する事業を行うことについて、当該受託事業

を行う区域を管轄する産業保安監督部長（当該受託事業を行う区域が二以上の産業保安監督部の管轄区域にわた

るときは、経済産業大臣。以下「所轄産業保安監督部長」という。）の承認を受けたもの（以下「承認法人」と

いう。）が保守管理業務を受託している一般用電気工作物（以下「受託電気工作物」という。）にあっては、五年

に一回以上 

二 法第五十七条第二項の規定による通知をしたときは、その通知に係る一般用電気工作物について、その通知後相

当の期間を経過したときに、その一般用電気工作物の所有者又は占有者の求めに応じて再び調査を行うこと。 

三 調査は、法第九十条第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する者が行うこと。 

四 調査を行う者（以下「調査員」という。）は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、

これを提示すること。 

五 調査は、測定器又は目視による方法その他の適切な方法により行うこと。 

 

第九十七条 前条第一号の承認を受けようとする者は、様式第六十三の保守管理業務承認申請書に次の書類を添えて所

轄産業保安監督部長に提出しなければならない。 

一 定款及び登記事項証明書 

二 最近の事業年度末の財産目録及び貸借対照表 

三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支見積書 

四 次の事項を記載した書類 

イ 役員の氏名及び履歴 

ロ 事業所の所在地 

ハ 社員又は組合員の名簿 

ニ 保守管理業務を受託する事業を行う区域 

ホ 保守管理業務を適確に行うことができる経理的基礎及び技術的能力を有する旨の説明 

２ 所轄産業保安監督部長は、前条第一号の承認の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、

同号の承認をしてはならない。 

一 保守管理業務を受託する事業を行う区域（以下「業務区域」という。）は、少なくとも一の都道府県の行政区域

を含むものであること。ただし、中小企業団体の組織に関する法律第四十二条の規定に基づき設立された工業組合

にあっては、この限りでない。 

二 電気工事業の業務の適正化に関する法律（昭和四十五年法律第九十六号）第二条第三項に規定する電気工事業者

並びに同法第三十四条第二項の規定により登録電気工事業者とみなされた者及び同条第三項の規定により通知電



気工事業者とみなされた者（以下単に「電気工事業者」という。）を主たる構成員とし、その数が、業務区域内に

事業所を有する電気工事業者の三分の一以上であること。 

三 保守管理業務を適確に行うことができる経理的基礎及び技術的能力を有すること。 

四 承認法人の役員のうちに、電気事業法、電気工事業の業務の適正化に関する法律若しくは電気工事士法（昭和三

十五年法律第百三十九号）又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を

終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者がないこと。 

五 第百条の規定により承認を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。 

 

第九十八条 承認法人は、一般用電気工作物の保守管理業務を適正に行うため、次に掲げる事項を定めた保守管理業務

規程を定めようとするときは、その業務の開始前に、様式第六十四の保守管理業務規程設定承認申請書を、当該保守

管理業務規程を変更しようとするときは、様式第六十五の保守管理業務規程変更承認申請書に変更を必要とする理由

を記載した書類を添えて、それぞれ所轄産業保安監督部長に提出し、その承認を受けなければならない。 

一 事業所の所在地及び業務区域 

二 保守管理業務を管理する者の職務及び組織に関する事項 

三 保守管理業務に従事する者の資格及びその配置に関する事項 

四 保守管理業務に従事する者に対する保安教育に関する事項 

五 委託者との契約に関する事項 

六 保守管理業務の実施方法に関する事項 

七 保守管理業務についての記録に関する事項 

八 委託者に対する損害賠償に関する事項 

九 その他保守管理業務に関し必要な事項 

２ 所轄産業保安監督部長は、前項の承認をした保守管理業務規程が保守管理業務の適確な遂行上不適当となったと認

めるときは、承認法人に対し、保守管理業務規程を変更すべきことを指示するものとする。 

 

第九十九条 承認法人は、保守管理業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を所轄産業保安監督部長に届け出なけれ

ばならない。 

２ 前項の届出は、様式第六十六の保守管理業務廃止届出書により行わなければならない。 

 

第百条 所轄産業保安監督部長は、承認法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第九十六条第一号の承認を取り

消すことができる。 

一 第九十七条第二項第一号、第二号、第三号又は第四号の規定に適合しなくなったとき。 

二 第九十八条第一項の規定により承認を受けた保守管理業務規程によらないで業務を行ったとき。 

三 第九十八条第三項の指示に正当な理由なく従わなかったとき。 

四 不正の手段により承認を受けたとき。 

 

第百一条 所轄産業保安監督部長は、次の場合には、当該承認法人が受託事業を行う区域を供給区域とする一般電気事

業者及び当該区域を供給地点とする特定電気事業者に、その旨を通知しなければならない。 

一 第九十六条第一号の承認をしたとき。 

二 第九十九条第一項の規定による届出があったとき。 

三 前条の規定により承認を取り消したとき。 

 

第百二条 承認法人は、保守管理業務を受託する契約（以下「契約」という。）を締結したときは、遅滞なく、次に掲げ

る事項を、当該受託電気工作物の設置場所を供給区域とする一般電気事業者及び当該設置場所を供給地点とする特定

電気事業者（以下「供給電気事業者」という。）に通知するものとする。契約が更新されたときも、同様とする。 

一 委託者の氏名又は名称及び住所 

二 受託電気工作物の設置場所 

三 契約期間 

２ 承認法人は、契約期間満了前に契約が終了したときは、遅滞なく、その旨を供給電気事業者に通知するものとする。 

 

（調査結果の記録等） 

第百三条 法第五十七条第四項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 一般用電気工作物の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所 

二 調査年月日 



三 調査の結果 

四 通知年月日 

五 通知事項 

六 調査員の氏名 

２ 法第五十七条第四項の帳簿は、第九十六条第一号イに掲げる一般用電気工作物に係るものにあっては四年間、同号

ロに掲げる一般用電気工作物に係るものにあっては五年間、保存するものとする。 

 

（電磁的方法による保存） 

第百三条の二 前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他

の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第五十七条

第五項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。 

２ 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。 

 

（調査業務の委託の届出等） 

第百四条 法第五十七条の二第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第六十七の調査業務委託（委託廃止）

届出書を提出しなければならない。 

２ 調査業務の委託の届出をする場合は、前項の調査業務委託届出書に委託に係る契約書の写しを添えて提出しなけれ

ばならない。 

 

 

   第三章の二 土地等の使用 

 

（一時使用） 

第百四条の二 法第五十八条第二項の許可を受けようとする者は、様式第六十七の二の土地等一時使用許可申請書に次

の書類を添えて当該土地等の所在地を管轄する経済産業局長（当該土地等の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域

にわたるときは、経済産業大臣）に提出しなければならない。 

一 当該土地等の所有者及び占有者と交渉した経過を記載した書面（交渉することができなかったときは、その理由

書） 

二 土地の登記事項証明書（未登記の土地については、土地台帳の謄本。以下同じ。）その他の土地等に関する権利

関係を示す書類 

三 土地等の所在地を記載した図面 

イ 縮尺二万五千分の一以上の地形図（縮尺二万五千分の一以上の地形図が無い場合にあっては、縮尺五万分の一

以上の地形図。以下同じ。） 

ロ 縮尺二千分の一以上の実測平面図 

 

（立入り） 

第百四条の三 法第五十九条第一項の許可を受けようとする者は、様式第六十七の三の土地立入許可申請書に次の書類

を添えて当該土地の所在地を管轄する経済産業局長（当該土地の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたると

きは、経済産業大臣）に提出しなければならない。 

一 当該土地の所有者及び占有者と交渉した経過を記載した書面（交渉することができなかったときは、その理由書） 

二 土地の登記事項証明書その他の土地に関する権利関係を示す書類 

三 立ち入ろうとする土地の所在地を記載した図面 

イ 縮尺二万五千分の一以上の地形図 

ロ 縮尺二千分の一以上の実測平面図 

 

（植物の伐採又は移植） 

第百四条の四 法第六十一条第一項の許可を受けようとする者は、様式第六十七の四の植物の伐採又は移植許可申請書

に次の書類を添えて伐採又は移植を行う植物の所在地を管轄する経済産業局長（当該植物の所在地が二以上の経済産

業局の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣）に提出しなければならない。 

一 当該植物の所有者と交渉した経過を記載した書面（交渉することができなかったときは、その理由書） 

二 立木の登記事項証明書その他の植物に関する権利関係を示す書類 

三 土地の登記事項証明書その他の土地に関する権利関係を示す書類 

四 伐採又は移植しようとする植物の所在地を記載した図面 



イ 縮尺二万五千分の一以上の地形図 

ロ 縮尺二千分の一以上の実測平面図 

五 伐採又は移植しようとする植物の状態を示す書類 

 

第百四条の五 法第六十一条第三項の届出をしようとする者は、様式第六十七の五の植物の伐採又は移植届出書に次の

書類を添えて伐採又は移植した植物の所在地を管轄する経済産業局長（当該植物の所在地が二以上の経済産業局の管

轄区域にわたるときは、経済産業大臣）に提出しなければならない。 

一 立木の登記事項証明書その他の植物に関する権利関係を示す書類 

二 土地の登記事項証明書その他の土地に関する権利関係を示す書類 

三 伐採又は移植した植物の所在地を記載した図面 

イ 縮尺二万五千分の一以上の地形図 

ロ 縮尺二千分の一以上の実測平面図 

四 伐採又は移植した植物の現状を示す書類及びその明瞭な写真 

 

第百四条の六 法第六十三条第一項の裁定の申請をしようとする者は、様式第六十八の裁定申請書に協議の経過に関す

る説明書を添えて提出しなければならない。 

 

 

   第四章 登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関 

 

    第一節 登録安全管理審査機関 

 

第百五条 削除 

 

第百六条 削除 

 

（公示） 

第百七条 経済産業大臣は登録安全管理審査機関の登録をしたときは、登録安全管理審査機関の行う審査の業務の開始

の日を公示しなければならない。 

 

（登録の申請） 

第百八条 法第六十七条の規定により申請をしようとする者は、様式第六十九の登録安全管理審査機関登録申請書に次

の書類を添えて提出しなければならない。 

一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 

二 事業所の名称及び所在地を記載した書類 

三 申請者が法第六十八条各号の規定に該当しないことを説明した書面 

四 審査の業務を行う者が法第六十九条第一項第一号の規定に適合することを説明した書類 

五 申請者が法第六十九条第一項第二号の規定に適合することを説明した書類 

 

第百九条 削除 

 

（安全管理審査の方法） 

第百十条 法第七十一条第二項に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 

一 安全管理審査は、文書審査及び実地審査により、法第六十九条第一項第二号に規定する審査対象電気工作物設置

者（以下この条において「設置者」という。）の法定事業者検査の実施に係る体制を審査すること。 

二 実地審査は、法定事業者検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行うこと。 

三 実地審査は、法定事業者検査の立会い、記録及び関係者からの聞き取りにより、次に掲げる事項に関して審査を

行うこと。 

イ 設置者の法定事業者検査の実施に係る体制について文書審査により確認できない事項 

ロ 設置者があらかじめ定めた法定事業者検査の実施に係る体制に従って当該法定事業者検査が行われているか

どうかを判断するために必要な事項 

 

第百十一条 削除 



 

第百十二条 削除 

 

（登録安全管理審査機関に係る登録の更新） 

第百十三条 法第七十条の規定により、登録安全管理審査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第百五条から前

条までの規定を準用する。 

 

（事業所の変更の届出） 

第百十四条 登録安全管理審査機関は、法第七十二条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第

七十による事業所変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。 

 

（業務規程） 

第百十五条 法第七十三条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 審査の業務を行う時間及び休日に関する事項 

二 事業所の名称及びその事業所が審査の業務を行う区域 

三 料金の収納の方法に関する事項 

四 料金の算定方法 

五 審査の実施の方法に関する事項 

六 安全管理審査員の選任及び解任に関する事項 

七 安全管理審査員の配置に関する事項 

八 審査の申請書の保存に関する事項 

九 経済産業大臣に対する安全管理審査の結果の通知に関する事項 

十 前各号に掲げるもののほか、審査の業務に関し必要な事項 

２ 登録安全管理審査機関は、法第七十三条第一項の規定により業務規程の届出をするときは、様式第七十一の業務規

程届出書に業務規程を添えて提出しなければならない。 

３ 登録安全管理審査機関は、法第七十三条第一項の規定により業務規程の変更の届出をするときは、様式第七十二の

業務規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。 

 

（業務の休廃止） 

第百十六条 登録安全管理審査機関は、法第七十四条の届出をするときは、様式第七十三の安全管理審査業務休止（廃

止）届出書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。 

 

（電磁的記録に記録された事項を表示する方法等） 

第百十六条の二 法第七十五条第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は

出力装置の映像面に表示する方法とする。 

２ 法第七十五条第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録安全管理審査機関

が定めるものとする。 

一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組

織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えら

れたファイルに当該情報が記録されるもの 

二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製す

るファイルに情報を記録したものを交付する方法 

 

（帳簿） 

第百十七条 法第七十九条第一項の経済産業省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる審査の区分に応じて、それぞ

れ同表の下欄に掲げるとおりとする。 

審査の区分 記載すべき事項 

一 使用前安全管理審査 １ 審査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

２ 審査対象電気工作物に係る事業場の名称及び所在地 

３ 審査の申請を受けた年月日 

４ 審査を行った電気工作物の概要 

５ 審査の場所 



６ 審査年月日 

７ 安全管理審査員の氏名 

８ 審査の結果 

９ その他審査に関し必要な事項 

二 溶接安全管理審査 １ 審査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

２ 溶接施工工場の名称及び所在地 

３ 審査の申請を受けた年月日 

４ 審査を行ったボイラー等又は格納容器等の概要 

５ 審査の場所 

６ 審査年月日 

７ 安全管理審査員の氏名 

８ 審査の結果 

９ その他審査に関し必要な事項 

三 定期安全管理審査 １ 審査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

２ 審査対象電気工作物に係る事業場の名称及び所在地 

３ 審査の申請を受けた年月日 

４ 審査を行った電気工作物の概要 

５ 審査年月日 

６ 安全管理審査員の氏名 

７ 審査の結果 

８ その他審査に関し必要な事項 

 

２ 法第七十九条第一項の帳簿は、十年間保存するものとする。 

 

（電磁的方法による保存） 

第百十八条 前条第一項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機そ

の他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第七十

九条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。 

２ 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。 

 

（業務の引継ぎ） 

第百十八条の二 登録安全管理審査機関は、法第八十条第二項の規定により経済産業大臣が同項の安全管理審査の業務

の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 

一 引き継ぐべき安全管理審査の業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。 

二 引き継ぐべき安全管理審査の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。 

三 その他経済産業大臣が安全管理審査の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。 

 

    第二節 指定試験機関 

 

（指定の申請） 

第百十九条 法第八十一条第一項の規定により申請をしようとする者は、様式第七十七の指定試験機関指定申請書に次

の書類を添えて提出しなければならない。 

一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 

二 最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表 

三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 

四 次の事項を記載した書類 

イ 役員の氏名及び履歴並びに社団法人にあっては社員の氏名又は名称 

ロ 事務所の所在地 

ハ 申請に係る試験事務の実施の方法に関する計画 

ニ 試験員の選任に関する事項 

ホ 申請に係る試験事務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要 

 



（事務所の変更） 

第百二十条 指定試験機関は、事務所の所在地を変更しようとするときは、様式第七十の事務所変更届出書に変更を必

要とする理由を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 

 

（試験員の要件） 

第百二十一条 法第八十四条第二項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとす

る。 

一 学校教育法による大学又は高等専門学校において電気工学に関する学科を担当する教授、助教授又は講師（非常

勤講師を除く。）の職にあり、又はあった者 

二 教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）による高等学校教諭一級普通免許状を有する者であって、学

校教育法による高等学校において電気工学に関する学科を担当する教諭の職にあり、又はあったもの 

三 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において電

気工学に関する学科を修めて卒業し、かつ、電気技術に関する業務に十年以上従事した経験を有する者 

四 電気工作物検査官の職にあり、又はあった者 

五 第一種電気主任技術者免状の交付を受けている者であって、電気技術に関する業務に二年以上従事した経験を有

するもの 

六 第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者であって、電気技術に関する業務に四年以上従事した経験を有

するもの 

七 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 

 

（試験員の選任又は変更の届出） 

第百二十二条 指定試験機関は、法第八十四条第三項の規定により試験員を選任したとき又は試験員に変更があったと

きは、遅滞なく、様式第七十八の試験員の選任（変更）届出書に選任又は変更の理由を記載した書類を添えて提出し

なければならない。 

 

（業務の休廃止） 

第百二十二条の二 指定試験機関は、法第八十四条の二の二の許可を受けようとするときは、様式第七十八の二の試験

事務休止（廃止）許可申請書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。 

 

（事業計画等） 

第百二十二条の三 指定試験機関は、法第八十四条の三第一項の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようと

するときは、様式第七十八の三の事業計画及び収支予算認可申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて提出しなけ

ればならない。 

２ 指定試験機関は、法第八十四条の三第一項の規定により事業計画及び収支予算の変更の認可を受けようとするとき

は、様式第七十八の四の事業計画（収支予算）変更認可申請書に変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければ

ならない。 

 

（役員の選任及び解任） 

第百二十二条の四 指定試験機関は、法第八十四条の四の認可を受けようとするときは、様式第七十八の五の役員の選

任（解任）認可申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。 

 

（事務の引継ぎ） 

第百二十二条の五 指定試験機関は、法第八十八条第二項の規定により経済産業大臣が同項の試験事務の全部又は一部

を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 

一 引き継ぐべき試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。 

二 引き継ぐべき試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。 

三 その他経済産業大臣が試験事務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。 

 

（業務規程） 

第百二十三条 法第八十四条の二第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 

一 試験事務を行う時間及び休日に関する事項 

二 事務所の名称及びその事務所が試験事務を行う区域 

三 手数料の収納の方法に関する事項 



四 試験の実施の方法に関する事項 

五 試験結果通知書の発行に関する事項 

六 試験員の選任及び解任に関する事項 

七 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 

八 試験事務に関する書類の保存に関する事項 

九 前各号に掲げるもののほか、試験事務に関し必要な事項 

２ 指定試験機関は、第八十四条の二第一項の規定により業務規程の設定の認可を受けようとするときは、様式第七十

八の六の業務規程設定認可申請書に業務規程の案を添えて提出しなければならない。 

３ 指定試験機関は、第八十四条の二第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第七十

八の七の業務規程変更認可申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。 

 

（試験結果の報告） 

第百二十四条 指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、様式第七十九の試験結果報告書に合格者（一部の

科目に合格した者（以下「科目合格者」という。）を含む。以下同じ。）の氏名、生年月日、本籍地及び科目合格者に

あっては合格科目を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 

 

（帳簿） 

第百二十五条 法第八十七条の二第一項の経済産業省令で定める事項は、合格者に係る試験年月日、試験地、受験番号、

氏名、生年月日及び本籍地とする。 

２ 法第八十七条の二第一項の帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。 

 

（電磁的方法による保存） 

第百二十六条 前条第一項に規定する事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の

機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第八十七条の

二第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。 

２ 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。 

 

    第三節 登録調査機関 

 

（登録の申請） 

第百二十七条 法第八十九条の規定により申請をしようとする者は、様式第八十の登録調査機関登録申請書に次の書類

を添えて提出しなければならない。 

一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 

二 事業所の名称及び所在地を記載した書類 

三 申請者が法第九十二条の五において準用する法第六十八条各号の規定に該当しないことを説明した書面 

四 申請者が法第九十条第一項第一号の規定に適合することを説明した書類 

五 調査の業務を行う者が法第九十条第一項第二号の規定に適合することを説明した書類 

 

第百二十八条 削除 

 

第百二十九条 削除 

 

（調査業務の廃止） 

第百三十条 登録調査機関は、法第九十二条の二の規定による調査業務の廃止の届出をしようとするときは、様式第八

十三の調査業務廃止届出書を提出しなければならない。 

 

（業務規程） 

第百三十一条 法第九十二条の三第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 事業所の所在地及びその事業所が調査業務を行う区域 

二 料金の算定方法 

三 調査の実施の方法に関する事項 

四 調査を実施する者の選任及び解任に関する事項 

五 調査を実施する者の配置に関する事項 



六 一般用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な事項の委託者に対する連絡に関する事項 

七 前各号に掲げるもののほか、調査業務に関し必要な事項 

２ 登録調査機関は、法第九十二条の三第一項の規定により業務規程を届け出るときは、様式第八十三の二の業務規程

届出書に業務規程を添えて提出しなければならない。 

３ 登録調査機関は、法第九十二条の三第一項の規定により業務規程の変更を届け出るときは、様式八十三の三の業務

規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。 

 

（準用） 

第百三十二条 第百三条、第百三条の二、第百十三条及び第百十六条の二の規定は、登録調査機関に準用する。この場

合において、第百三条中「法第五十七条第四項」とあるのは「法第九十二条の五において準用する法第七十九条第一

項」と、第百三条の二中「法第五十七条第五項」とあるのは「法第九十二条の五において準用する法第七十九条第二

項」と、第百十三条中「法第七十条」とあるのは「法第九十二条の五において準用する法第七十条」と、「第百五条

から前条まで」とあるのは「第百二十七条」と、第百十六条の二第一項中「法第七十五条第二項第三号」とあるのは

「法第九十二条の五において準用する法第七十五条第二項第三号」と、同条第二項中「法第七十五条第二項第四号」

とあるのは「法第九十二条の五において準用する法第七十五条第二項第四号」と読み替えるものとする。 

 

 

   第五章 雑則 

 

（立入検査の身分証明書） 

第百三十三条 法第百七条第八項の証明書は、様式第八十四によるものとする。 

 

（原子力安全委員会への報告） 

第百三十三条の二 法第百七条の三第二項の規定による原子力安全委員会への報告は、次に掲げる各号について行うも

のとする。 

一 法第五十一条第二項第一号の規定に基づく認可に係る事項 

二 法第百六条の規定に基づく原子力発電工作物の事故及び故障に関する当該原子力発電工作物を設置した者の報

告に係る事項 

三 法第百七条第一項の規定に基づく立入検査に係る事項 

２ 前項の報告は次のとおり行うものとする。 

一 前項第一号にあっては、四半期ごとに、当該四半期の前四半期の実施状況について報告するものとする。 

二 前項第二号及び第三号にあっては、報告徴収又は立入検査を行った後速やかに報告するものとする。 

 

（公聴会） 

第百三十四条 経済産業大臣は、法第百八条の規定により公聴会を開こうとするときは、その期日の二十一日前までに、

件名、公聴会の期日及び場所並びに事案の要旨を告示しなければならない。 

２ 公聴会は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する。 

３ 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その期日の十四日前までに、意見の概要を記載した文書によりその

旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 

４ 経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、公聴会に出席して意見を述べることができる者を指

定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。 

５ 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に公聴会に

出席を求めることができる。 

６ 公聴会においては、第四項の規定による指定を受けた者又は前項の規定により公聴会に出席を求められた者以外の

者は意見を述べることができない。 

７ 第四項の規定による指定を受けた者又は第五項の規定により公聴会に出席を求められた者は、病気その他の事故に

より公聴会に出席することができないときは、意見を記載した書類を議長に提出することができる。 

８ 公聴会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は公聴会に出席している者が公聴会の秩

序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずるこ

とができる。 

９ 議長は、公聴会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第四項の規定による指定を受けた者及び第

五項の規定により公聴会に出席を求められた者に通知しなければならない。 

 



（聴聞） 

第百三十五条 行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十五条第一項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の二

十一日前までに行わなければならない。 

２ 前条第四項の規定は、聴聞に準用する。この場合において、「前項の規定による届出」とあるのは、「行政手続法第

十七条第一項の許可の申請」と読み替えるものとする。 

 

（意見の聴取） 

第百三十六条 法第百十条第一項の意見の聴取は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取

会によって行う。 

２ 利害関係人（参加人を除く。）又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会

の期日の十四日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によ

りその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 

３ 意見聴取会においては、異議申立人若しくは審査請求人、参加人、第七項において準用する第百三十四条第四項の

規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び第七項において準用する同条第五項の規定により意見聴取会に

出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。 

４ 意見聴取会においては、議長は、最初に異議申立人若しくは審査請求人又はこれらの代理人に異議申立て又は審査

請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。 

５ 意見聴取会において異議申立人若しくは審査請求人又はこれらの代理人が出席しないときは、議長は、異議申立書

又は審査請求書の朗読をもって前項の規定による陳述に代えることができる。 

６ 異議申立人若しくは審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければなら

ない。 

７ 第百三十四条第四項、第五項、第八項及び第九項並びに前条第一項の規定は、意見聴取会に準用する。 

 

第百三十七条 削除 

 

（申請書等の写しの提出） 

第百三十八条 経済産業大臣に対し次の表の上欄に掲げる申請又は届出をしようとする者は、その申請又は届出に係る

書類の写し一通をそれぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長に提出しなければならない。 

一 法第三条第一項の許可の申請 申請に係る電気工作物の設置の場所を

管轄する経済産業局長 

二 法第四十二条第一項又は第二項による届出 届出に係る電気工作物の設置の場所を

管轄する産業保安監督部長 

三 法第四十七条第一項又は第二項の認可の申請（原子力発電所に係る工事に関

するものを除く。） 

申請に係る電気工作物の設置の場所を

管轄する産業保安監督部長 

四 法第四十七条第四項若しくは第五項又は第四十八条第一項の規定による届

出（原子力発電所に係る工事に関するものを除く。） 

届出に係る電気工作物の設置の場所を

管轄する産業保安監督部長 

 

   附 則 

（施行期日） 

第一条 この省令は、電気事業法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成七年十二月一日）

から施行する。ただし、この省令による改正後の電気事業法施行規則（以下「新規則」という。）第三十七条の規定

は、この省令の施行の日から起算して三月を経過した日から施行する。 

 

（供給規程以外の供給条件） 

第二条 改正法附則第五条第一項の承認を受けようとする者は、附則様式の供給規程以外の供給条件承認申請書に承認

を受けようとする改正法による改正前の電気事業法（以下「旧法」という。）第二十一条ただし書の認可を受けた料

金その他の供給条件を添えて提出しなければならない。 

 

（振替供給約款） 

第三条 新規則第三十七条の規定により指定される電気事業者（以下この条、第四条及び第六条の規定において「指定

電気事業者」という。）は、同条の施行の日までに改正法による改正後の電気事業法（以下「新法」という。）第二十

四条の三第一項の振替供給約款を定め、新規則第四十条の定めるところにより、通商産業大臣に届け出ることができ



る。 

２ 前項の規定による届出をした振替供給約款は、新規則第三十七条の施行の日に新法第二十四条の三第一項の規定に

より届け出たものとみなす。 

 

第四条 指定電気事業者は、前条第一項の規定による届出をした振替供給約款により難い特別の事情がある場合におい

て、新規則第三十七条の施行の日以後において当該振替供給約款以外の供給条件により振替供給を行おうとするとき

は、同条の施行の日までに当該振替供給に係る料金その他の供給条件について、新規則第四十一条の定めるところに

より、通商産業大臣の承認を受けることができる。 

２ 前項の承認を受けた料金その他の供給条件は、新規則第三十七条の施行の日に新法第二十四条の三第二項ただし書

の規定により承認を受けたものとみなす。 

 

第五条 附則第三条第一項の規定による届出をした振替供給約款は、新規則第四十二条の定めるところによりこれを公

表したときは、新規則第三十七条の施行の日に新法第二十四条の三第四項の規定により公表したものとみなす。 

 

第六条 指定電気事業者は、附則第三条第一項の規定による届出及び前条の規定による公表をしたときは、新規則第四

十条及び第四十二条の規定にかかわらず、新規則第三十七条の施行の日から当該届出及び公表をした振替供給約款を

実施することができる。 

 

（供給計画） 

第七条 新法第二十九条第二項の規定によるこの省令の施行の日の属する年度の供給計画に係る届出については、新規

則第四十六条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 

 

（一般用電気工作物） 

第八条 この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している電気工作物であって、改正前の電気

事業法施行規則（以下「旧規則」という。）第六十六条第一項の規定により旧法第六十六条第一項の一般用電気工作

物に該当するもの（受電電圧が六百ボルト以下のものを除く。）については、新規則第四十八条第二項の規定にかか

わらず、この省令の施行の日から三年間は、なお従前の例によることができる。ただし、当該電気工作物のうち、変

更の工事（その工事の後に旧法第六十六条第一項の一般用電気工作物となる場合を除く。）を行うものについては、

当該工事の開始の後においては、この限りでない。 

 

（工事計画） 

第九条 この省令の施行前に旧法第四十一条第一項若しくは第二項若しくは旧法第七十条第一項若しくは第二項の規定

による認可の申請又は旧法第四十一条第五項若しくは旧法第七十条第五項の規定による届出のあった工事の計画に

ついては、なお従前の例による。 

 

第十条 この省令の施行前に旧法第四十二条第一項又は旧法第七十一条第一項の規定による届出をした工事の計画につ

いては、なお従前の例による。 

 

（使用前検査） 

第十一条 この省令の施行前に旧法第四十三条第一項（旧法第七十四条第一項において準用する場合を含む。）の規定に

よる工事についての検査に係る申請があったときは、当該工事についての検査については、なお従前の例による。 

 

（溶接検査） 

第十二条 この省令の施行前に旧法第四十六条第一項の規定による溶接についての検査に係る申請があったときは、当

該溶接についての検査については、なお従前の例による。 

 

第十三条 この省令の施行前に旧法第四十六条第二項第一号の認可を受けた者は、当該認可を受けた日の一年前の日に、

当該認可を受けた方法について、新規則第八十二条第一号に掲げる事項に係る新法第五十二条第一項の規定による検

査に合格したものとみなす。 

 

第十四条 この省令の施行前に旧法第四十六条第三項の規定による溶接についての検査に係る申請があったときは、当

該溶接についての検査については、なお従前の例による。 

 



（定期検査） 

第十五条 この省令の施行前に旧法第四十七条（旧法第七十四条第二項において準用する場合を含む。）の規定による検

査に係る申請があったときは、当該申請に係る検査については、なお従前の例による。 

２ 前項の場合において、当該申請に係る新法第三十八条第三項に規定する事業用電気工作物については、新法第四十

六条の規定は、当該申請に係る検査が終了する日までは、適用しない。 

 

（一般用電気工作物の調査） 

第十六条 この省令の施行の際現に新法第三十八条第一項の一般用電気工作物であって、この省令の施行前に旧法第六

十六条第一項の一般用電気工作物以外の電気工作物であったものについては、この省令の施行の日以後最初に行うべ

き法第五十七条第一項の調査の時期は、新規則第九十六条第一号イの場合にあってはこの省令の施行の日から四年を

超えない時期、同号ロの場合にあってはこの省令の施行の日から五年を超えない時期とする。 

 

（電気事業法施行規則の一部を改正する省令の一部改正） 

第十七条 電気事業法施行規則の一部を改正する省令（平成元年通商産業省令第四十三号）附則第二項及び第三項を削

る。 

 

   附 則 （平成九年三月二七日通商産業省令第三九号） 

 この省令は、公布の日から施行する。 

 

   附 則 （平成九年四月九日通商産業省令第七六号） 

 この省令は、公布の日から施行する。 

 

   附 則 （平成九年九月二五日通商産業省令第一〇九号） 

 この省令は、公布の日から施行する。 

 

   附 則 （平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三四号） 

第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。 

 

（電気事業法施行規則の改正に伴う経過措置） 

第二条 この省令の施行の際既に施設し、又は施設に着手した火力発電所の原動力設備に係る液化ガス設備（液化ガス

用燃料設備を除く。）は、電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第四十八条の規定にかかわらず、同条の規定

による届出を要しない。 

 

第三条 この省令の施行の際現に、高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）第五十六条の三の特定設備検査に

合格し、又は同法第五十六条の六の十四第二項の規定若しくは第五十六条の六の二十二第二項において準用する第五

十六条の六の十四第二項の規定による特定設備基準適合証の交付を受け、電気工作物として使用されている火力発電

所の原動力設備に係る液化ガス設備（アンモニアの貯槽に係るものに限る。）は、電気事業法第五十二条第一項の規

定にかかわらず、同項の検査を受けないで使用することができる。 

 

第四条 この省令の施行の際現に溶接をし、又は溶接を完了し（輸入したものを除く。）、若しくはこの省令の施行前に

輸入した火力発電所の原動力設備に係る液化ガス設備（液化ガス用燃料設備を除く。）は、電気事業法第五十二条第

一項の規定にかかわらず、同項の検査を受けないで使用することができる。 

 

   附 則 （平成一〇年六月一二日通商産業省令第五五号） 

 この省令は、環境影響評価法の施行の日（平成十一年六月十二日）から施行する。ただし、第六十一条の二から第六

十一条の五までの規定は、環境影響評価法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成十年六月十二日）から施

行する。 

 

   附 則 （平成一〇年九月三〇日通商産業省令第八〇号） 

（施行期日） 

１ この省令は、平成十年十月一日から施行する。 

２ この省令の施行前に電気事業法第四十七条第一項又は第二項の規定による認可の申請又は同法第四十八条第一項の

規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。 



 

   附 則 （平成一一年三月一八日通商産業省令第一八号） 

 この省令は、公布の日から施行する。 

 

   附 則 （平成一一年三月三一日通商産業省令第四〇号） 

 この省令は、公布の日から施行する。 

 

   附 則 （平成一一年一二月三日通商産業省令第一〇八号） 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成十二年三月二十一日から施行する。ただし、附則第二条及び第三条並びに第五条から第八条

までの規定は、公布の日から施行する。 

 

（最終保障約款） 

第二条 電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律（以下「改正法」という）附則第三条第一項の規定による最

終保障約款の届出をしようとする者は、この省令の公布の日から平成十二年一月四日までに、この省令による改正後

の電気事業法施行規則（以下「新規則」という。）様式第十九の二の最終保障約款届出書に当該最終保障約款及び料

金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書を添えて提出しなければなら

ない。 

２ 改正法附則第三条第一項の規定による最終保障約款の変更の届出をしようとする者は、この省令の施行の日の十日

前までに、新規則様式第十九の三の最終保障約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 

一 変更を必要とする理由を記載した書類 

二 変更しようとする部分を明らかにした現行の最終保障約款 

三 新規則第二十六条の二第四号から第六号までの事項を変更しようとするときは、料金又は使用者の負担となるべ

き金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書 

 

第三条 改正法附則第三条第三項の規定による最終保障約款の掲示をしようとする者は、平成十二年一月四日からこれ

を行わなければならない。 

 

（供給約款等以外の供給条件） 

第四条 改正法附則第二条第六項の承認を受けようとする者は、附則様式の供給約款等以外の供給条件承認申請書に承

認を受けようとする改正法による改正前の電気事業法第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件を

添えて提出しなければならない。 

 

（振替供給約款） 

第五条 改正法附則第四条第一項の規定による振替供給約款の届出をしようとする者は、この省令の公布の日から平成

十二年一月四日までに、新規則様式第二十八の振替供給約款届出書に、当該振替供給約款及び料金又は供給の相手方

の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書を添えて提出しなければならない。 

２ 改正法附則第四条第一項の規定による振替供給約款の変更の届出をしようとする者は、この省令の施行の日の十日

前までに、新規則様式第二十九の振替供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 

一 変更を必要とする理由を記載した書類 

二 変更しようとする部分を明らかにした現行の振替供給約款 

三 新規則第三十九条第二号から第四号までの事項を変更しようとするときは、料金又は供給の相手方の負担となる

べき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書 

 

第六条 改正法附則第四条第三項の規定による振替供給約款の公表は、平成十二年一月四日から、営業所及び事務所に

掲示することにより、これを行わなければならない。 

 

（接続供給約款） 

第七条 改正法附則第五条第一項の規定による接続供給約款の届出をしようとする者は、この省令の公布の日から平成

十二年一月四日までに、新規則様式第三十の二の接続供給約款届出書に、当該接続供給約款及び次の書類を添えて提

出しなければならない。 

一 接続供給約款料金算定規則様式第一から第九までにより作成した書類 

二 供給の相手方の負担となるべき金額（料金を除く。）の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書 



２ 改正法附則第五条第一項の規定による接続供給約款の変更の届出をしようとする者は、この省令の施行の日の十日

前までに、新規則様式第三十の三の接続供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 

一 変更を必要とする理由を記載した書類 

二 変更しようとする部分を明らかにした現行の接続供給約款 

三 新規則第四十二条の三第二号の事項を変更しようとするときは、接続供給約款料金算定規則様式第一から第九ま

でにより作成した書類 

四 新規則第四十二条の三第三号又は第四号の事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額

の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書 

 

第八条 改正法附則第五条第三項の規定による接続供給約款の公表は、平成十二年一月四日から、営業所及び事務所に

掲示することにより、これを行わなければならない。 

 

（供給計画） 

第九条 改正法による改正後の電気事業法第二十九条第二項の規定によるこの省令の施行の日の属する年度の供給計画

に係る届出については、新規則第四十六条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 

 

附則様式 （附則第４条関係） 

 

   附 則 （平成一二年一月一四日通商産業省令第四号） 

 この省令は、平成十二年一月十五日から施行する。 

 

   附 則 （平成一二年三月三一日通商産業省令第六九号） 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成十二年七月一日から施行する。 

 

（経過措置） 

第二条 この省令の施行前に申請がされた、通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律第九条

の規定による改正前の電気事業法（以下「旧法」という。）第四十九条第一項及び旧法第五十四条第一項の検査につ

いては、なお従前の例による。 

 

   附 則 （平成一二年六月三〇日通商産業省令第一二〇号） 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成十二年七月一日から施行する。 

 

（経過措置） 

第二条 この省令の施行前に通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律（以下「基準・認証一

括法」という。）第九条の規定による改正前の電気事業法第四十七条第一項又は第二項の規定による認可の申請であ

って、当該申請に係る工事の計画が基準・認証一括法第九条の規定による改正後の電気事業法第四十八条第一項の工

事の計画に該当するものは、同項の規定によりした届出と見なす。 

 

   附 則 （平成一二年六月三〇日通商産業省令第一二一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成十二年七月一日より施行する。 

 

   附 則 （平成一二年七月一四日通商産業省令第一三八号） 

 この省令は、公布の日から施行する。 

 

   附 則 （平成一二年七月三一日通商産業省令第一四一号） 

 この省令は、公布の日から施行する。 

 

   附 則 （平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二九四号） 

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 

 



   附 則 （平成一三年三月二一日経済産業省令第二一号） 

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 

 

   附 則 （平成一三年三月二九日経済産業省令第九九号） 抄 

（施行期日） 

１ この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する

法律の施行の日（平成十三年四月一日）から施行する。 

 

   附 則 （平成一三年四月二六日経済産業省令第一五七号） 

 この省令は、公布の日から施行する。 

 

   附 則 （平成一三年六月六日経済産業省令第一六九号） 

 この省令は、公布の日から施行する。 

 

   附 則 （平成一三年六月二九日経済産業省令第一七八号） 

 この省令は、平成十三年七月一日から施行する。 

 

   附 則 （平成一三年七月一三日経済産業省令第一八五号） 

 この省令は、公布の日から施行する。 

 

   附 則 （平成一三年一二月一四日経済産業省令第二二一号） 

 この省令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正す

る法律（平成十三年法律第七十三号）の施行の日（平成十三年十二月十五日）から施行する。 

 

   附 則 （平成一四年五月七日経済産業省令第七九号） 

 この省令は、平成十四年五月八日から施行する。 

 

   附 則 （平成一五年三月一二日経済産業省令第一九号） 

 この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の

日（平成十五年三月十七日）から施行する。 

 

   附 則 （平成一五年三月二五日経済産業省令第二六号） 

 この省令は、公布の日から施行する。 

 

   附 則 （平成一五年三月二八日経済産業省令第三五号） 

１ この省令は、公布の日から施行する。 

２ この省令の施行前に改正前の電気事業法施行規則第七十三条の二第八号の規定に該当するものについては、なお従

前の例による。 

 

   附 則 （平成一五年三月三一日経済産業省令第四三号） 抄 

 この省令は、公布の日から施行する。 

 

   附 則 （平成一五年三月三一日経済産業省令第四七号） 

 この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律（平成十

四年法律第百七十八号）附則第一条第一号に定める日（平成十五年四月一日）から施行する。 

 

   附 則 （平成一五年七月一日経済産業省令第八〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成十六年一月一日から施行する。 

 

（経過措置） 

第三条 この省令の施行前に改正前の電気事業法施行規則（以下「旧電気事業法施行規則」という。）第五十二条第二項

の規定により経済産業大臣の指定を受けた者が実施する工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務にこの省



令の施行の際現に従事している者については、改正後の電気事業法施行規則（以下「新電気事業法施行規則」という。）

第五十二条の二第一号ロに係る同条第二号イの規定は適用しない。 

 

第四条 この省令の施行前に旧電気事業法施行規則第五十二条第二項の規定により経済産業大臣の指定を受けた者につ

いては、この省令の施行の日から二年を経過する日までの間は、新電気事業法施行規則第五十二条の二第二号ハの規

定中「保安業務従事者であって申請事業場を担当する者（以下「保安業務担当者」という。）ごとに、担当する事業

場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した」とあるのは「保安管理業務を受託した事業場について、

事業場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した値の和を保安業務従事者の数で除した」と読み替え

るものとし、第五十三条第二項第二号の規定は適用しない。 

 

   附 則 （平成一五年七月一五日経済産業省令第八二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成十五年八月一日から施行する。 

 

（経過措置） 

第二条 この省令の施行前の電気事業法施行規則第八十三条の二第一号及び第二号、第三号及び第四号又は第五号に定

める溶接安全管理審査を受けなければならない時期は、それぞれこの省令の施行後の電気事業法施行規則第八十三条

の二第一号、第二号又は第三号に定める溶接安全管理審査を受けなければならない時期とみなす。 

 

   附 則 （平成一五年七月二五日経済産業省令第八四号） 

 この省令は、公布の日から施行する。 

 

   附 則 （平成一五年九月一日経済産業省令第九八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 

 

（経過措置） 

第二条 この省令の施行前に電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。）第四十七条第一項又は第

二項による認可の申請又は法第四十八条第一項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例によ

る。 

 

第三条 この省令の施行の際既に施設し、又は施設に着手した工事であって、この省令の施行により新たに法第四十七

条第一項又は法第四十八条第一項の規定に該当するものについては、法第四十七条第一項若しくは第二項又は法第四

十八条第一項の規定にかかわらず、当該各条の規定による認可又は届出を要しない。 

 

第四条 この省令による改正後の電気事業法施行規則第六十二条第一項又は第六十五条第一項に係る工事に関し法第四

十七条第一項又は第二項の認可を受けようとする者又は法第四十八条第一項の届出をしようとする者は、この省令の

施行前においても、その認可の申請又は届出を行うことができる。 

 

第五条 この省令による改正前の規定により法第四十九条第一項の検査を受けようとする者が法第百十二条第一項の規

定により納付しなければならない手数料の額は、次条の規定による改正後の電気事業法関係手数料規則（平成七年通

商産業省令第八十一号）の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

   附 則 （平成一五年九月二二日経済産業省令第一〇三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 

 

（経過措置） 

第二条 この省令の施行の際現に改正後の電気事業法施行規則（以下「新規則」という。）第七十八条第二項の規定の輸

入燃料体検査申請書を提出して輸入燃料体検査を受けるべき燃料体に係る燃料材の成形加工を開始しているもの（改

正前の電気事業法施行規則（以下「旧規則」という。）第七十八条の規定により輸入燃料体検査申請書を提出したも

のを除く。）に関する同項の表第一号の上欄の規定の適用については、同表第一号の上欄中「ウラン・プルトニウム

混合酸化物燃料材の成形加工に着手する一月前」とあるのは、「燃料体の本邦への輸送を開始する一月前」とし、同



表第一号の下欄中「前項各号に掲げる書類。この場合において、同項第五号中「結果」とあるのは「計画」と、同項

第六号中「品質保証」とあるのは「品質保証の計画」と読み替えるものとする。」とあるのは、「前項各号に掲げる書

類」とする。 

 

第三条 この省令の施行前に旧規則第九十二条第二項の規定により経済産業局長に提出された申請書（電気事業法施行

令の一部を改正する政令（平成十五年政令第二百四十三号）による改正前の電気事業法施行令（昭和四十年政令第二

百六号）第九条の表第十二号（二）に掲げるものに係るものに限る。）でこの省令の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後において新規則第九十二条第二項の規定により経済産業大臣に提出されるべきこととなるもの（当該申請

に係る処分がなされていないものに限る。）は、施行日以後においては、この規定により経済産業大臣に提出された

ものとみなす。 

 

第四条 この省令の施行前に独立行政法人原子力安全基盤機構法（平成十四年法律第百七十九号）附則第十条の規定に

よる改正前の電気事業法（以下「旧法」という。）第五十四条の規定による検査に係る申請があったものについては、

旧規則第九十条の二の規定は、なおその効力を有する。 

２ 前項において、旧規則第九十条の二中「電気工作物検査官」とあるのは、「電気工作物検査官（法第五十四条第二項

の規定により機構が検査に関する事務の一部を行う場合にあっては、機構の検査員）」とする。 

３ 第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧規則第九十条の二に規定する事項のうち次の各号に掲げ

るものについては、新規則第九十三条の四第二項各号の規定にかかわらず、独立行政法人原子力安全基盤機構法附則

第十条の規定による改正後の電気事業法（以下「新法」という。）第五十四条第二項の規定により、機構が行うもの

とする。 

一 旧規則第九十条の二第一号に掲げる事項 

二 旧規則第九十条の二第二号に掲げる事項のうち、次に掲げるもの以外のもの 

イ 原子炉冷却系統設備に係る非常用炉心冷却系の作動試験 

ロ 計測制御系統設備に係る制御棒駆動水圧系の制御棒緊急そう入試験 

ハ 原子炉格納施設に係る原子炉格納容器の漏えい試験 

ニ 非常用予備発電装置に係るディーゼル発電機の作動試験 

三 旧規則第九十条の二第三号に掲げる事項のうち、次に掲げるもの以外のもの 

イ 原子炉冷却系統設備に係る非常用炉心冷却系の作動試験 

ロ 計測制御系統設備に係る制御棒駆動系の制御棒緊急そう入試験 

ハ 原子炉格納施設に係る原子炉格納容器の漏えい試験 

ニ 非常用予備発電装置に係るディーゼル発電機の作動試験 

 

第五条 この省令の施行の際現に新法第五十五条第一項の特定電気工作物であるものについては、この省令の施行の日

以後最初に行うべき同項の検査の時期は、次に掲げる時期とする。 

一 新規則第九十四条の二第一項第一号の場合にあっては、運転が開始された日又は旧法第五十五条第一項の定期自

主検査が終了した日以降四年を超えない時期 

二 新規則第九十四条の二第一項第一号の二の場合にあっては、運転が開始された日又は旧法第五十四条の定期検査

が終了した日（前条第一項の場合にあっては、当該申請に係る定期検査が終了した日）から一年を経過した日以降

十三月を超えない時期 

三 新規則第九十四条の二第一項第二号の場合にあっては、運転が開始された日又は旧法第五十五条第一項の定期自

主検査が終了した日以降三年を超えない時期 

四 新規則第九十四条の二第一項第三号の場合にあっては、運転が開始された日又は旧法第五十五条第一項の定期自

主検査が終了した日から二年を超えない時期 

五 新規則第九十四条の二第一項第四号のうち燃料電池用改質器にあっては、運転が開始された日又は旧法第五十五

条第一項の定期自主検査が終了した日以降十三月を超えない時期 

六 新規則第九十四条の二第一項第四号のうち前号以外のものにあっては、運転が開始された日又は旧法第五十四条

の定期検査が終了した日（前条第一項の場合にあっては、当該申請に係る定期検査が終了した日）以降十三月を超

えない時期 

七 新規則第九十四条の二第一項第五号の場合にあっては、運転が開始された日又は旧法第五十四条の定期検査が終

了した日（前条第一項の場合にあっては、当該申請に係る定期検査が終了した日）以降十三月を超えない時期 

 

   附 則 （平成一五年九月三〇日経済産業省令第一三四号） 

 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。 



 

   附 則 （平成一五年一二月八日経済産業省令第一四九号） 

 この省令は、公布の日から施行する。 

 

   附 則 （平成一五年一二月一二日経済産業省令第一五四号） 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中電気事業法施行規則第二十条の改正規定並

びに附則第二条、第三条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。 

 

（最終保障約款） 

第二条 この省令の公布の際現に電気事業法（以下「法」という。）第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者（沖

縄電力株式会社を除く。以下同じ。）は、平成十六年一月十六日までに、第一条の規定による改正後の電気事業法施

行規則（以下「新施行規則」という。）第二条の二に定める要件に該当する法第二条第一項第七号に規定する特定規

模需要（附則第四条及び第五条において単に「特定規模需要」という。）に係る法第十九条の二第一項の約款を定め、

電気事業法施行規則様式第十九の二の最終保障約款届出書に、当該約款及び料金又は使用者の負担となるべき金額の

算出の根拠若しくは金額決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。 

２ 法第十九条の二第二項の規定は、前項の規定による届出に係る約款（以下「最終保障約款」という。）について準用

する。 

３ 第一項の規定は、前項において準用する法第十九条の二第二項の規定による命令により変更の届出をする場合につ

いて準用する。この場合において、第一項中「平成十六年一月十六日」とあるのは「平成十六年三月五日」と、「様

式第十九の二の最終保障約款届出書」とあるのは「様式第十九の三の最終保障約款変更届出書」と、「料金又は使用

者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額決定の方式に関する説明書」とあるのは「電気事業法施行規則第

二十六条の三第二項第一号から第三号までに定める書類」と読み替えるものとする。 

４ 第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年一月十六日までに、同項の規定による届出をした最

終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。 

５ 第三項において準用する第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年三月五日までに、同項の規

定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。 

６ 第一項の規定による届出をした最終保障約款（第三項において準用する第一項の規定により最終保障約款の変更の

届出をした場合にあっては、当該変更後の最終保障約款）は、この省令の施行の日に法第十九条の二第一項の規定に

よる届出をした約款とみなす。 

 

（接続供給約款） 

第三条 この省令の公布の際現に法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成十六年一月十六日までに、

新施行規則及び第三条の規定による改正後の接続供給約款料金算定規則（以下「新接続算定規則」という。）で定め

るところにより、法第二十四条の四第一項の接続供給約款を定め、電気事業法施行規則様式第三十の二の接続供給約

款届出書に、当該接続供給約款及び次の書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。 

一 新接続算定規則様式第一から様式第九までにより作成した書類 

二 供給の相手方の負担となるべき金額（料金を除く。）の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書 

２ 前項の場合において、新接続算定規則の規定の適用については、同規則第三条第一項中「将来の合理的な期間」と

あるのは「事業者の実情に応じた合理的な期間」と、同規則第十九条第一項中「総固定費、総可変費及び総需要家費

の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額（電源開発促進税に係る額を除く。）」と、「特

別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入」とあるのは「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入（電源開発促進税

に係る収入を除く。）」と、同条第二項中「送電・高圧配電関連需要種別原価等」とあるのは「送電・高圧配電関連需

要種別原価等及び平成十六年四月一日時点の電源開発促進税の税率」とすることができる。 

３ 法第二十四条の四第三項の規定は、第一項の規定による届出に係る接続供給約款について準用する。 

４ 第一項及び第二項の規定は、前項において準用する法第二十四条の四第三項の規定による命令により変更の届出を

する場合について準用する。この場合において、第一項中「平成十六年一月十六日」とあるのは「平成十六年三月五

日」と、「様式第三十の二の接続供給約款届出書」とあるのは「様式第三十の三の接続供給約款変更届出書」と、「一 

新接続算定規則様式第一から様式第九までにより作成した書類二 供給の相手方の負担となるべき金額（料金を除

く。）の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書」とあるのは「一 変更を必要とする理由を記載した書類二 

変更しようとする部分を明らかにした現行の接続供給約款三 電気事業法施行規則第四十二条の三第二号の事項を

変更しようとするときは、新接続算定規則様式第一から様式第九までにより作成した書類四 電気事業法施行規則第

四十二条の三第三号又は第四号の事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠



又は金額決定の方法に関する説明書」と読み替えるものとする。 

５ 第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年一月十六日までに、同項の規定による届出をした接

続供給約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。 

６ 第四項において準用する第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年三月五日までに、同項の規

定による届出をした接続供給約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。 

７ 第一項の規定による届出をした接続供給約款（第四項において準用する第一項の規定により接続供給約款の変更の

届出をした場合にあっては、当該変更後の接続供給約款）は、この省令の施行の日に法第二十四条の四第一項の規定

による届出をした接続供給約款とみなす。 

 

（経過措置） 

第四条 この省令の施行の際現に法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をしている供給約

款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款及び法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その

他の供給条件（特定規模需要のみに係る部分を除く。）は、この省令の施行の日に、それぞれ、法第十九条第一項の

認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をした供給約款、同条第七項の規定による届出をした選択約款及び法

第二十一条第一項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。 

 

第五条 この省令の施行の際現に法第十九条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をしている供

給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款又は法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金

その他の供給条件により特定規模需要に応ずる電気の供給を行っている一般電気事業者は、法第二十一条第二項の規

定にかかわらず、この省令の施行の日以降引き続き従前の例によりその特定規模需要に応ずる電気の供給を行うこと

ができる。 

 

第六条 この省令の施行の際現に法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者が法第十九条第一項の規定により

供給約款の認可を受けようとする場合における当該供給約款で設定する料金のうち高圧需要に係るものの算定方法

については、別に省令で定める。 

 

第七条 新接続算定規則第二十二条から第二十八条までの規定にかかわらず、特別高圧需要に係る変動・事故関連費の

整理については、当分の間、従前の例により行うものとする。この場合において、第三条の規定による改正前の接続

供給約款料金算定規則中「特定規模需要」とあるのは「特別高圧需要」と、新接続算定規則第二十九条第一項中「前

条」とあるのは「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令（平成十五年経済産業省令第百五十四号。以下「改正

省令」という。）附則第七条第一項の規定により従前の例によることとされた改正省令第三条の規定による改正前の

接続供給約款料金算定規則第二十八条」とする。 

２ 附則第三条第一項及び第二項の場合において、新接続算定規則の規定により設定する特別高圧需要に係る基準接続

供給料金の額が、この省令の公布前に法第二十四条の四第一項の規定により届出をしている接続供給約款で設定され

ている特定規模需要に係る基準接続供給料金の額（法第二十四条の四第二項の規定により承認を受けている場合は、

その承認を受けた額）を上回ることとなるときは、附則第三条第一項の規定による届出に係る特別高圧需要に係る基

準接続供給料金の算定は、新接続算定規則の規定にかかわらず、従前の例により行うものとする。 

 

   附 則 （平成一五年一二月二六日経済産業省令第一六三号） 

 この省令は、平成十六年一月十三日から施行する。 

 

   附 則 （平成一六年二月二五日経済産業省令第二〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。 

 

   附 則 （平成一六年三月九日経済産業省令第二九号） 

 この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。 

 

   附 則 （平成一六年三月一六日経済産業省令第三一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は、公布の日から施行する。 

 

   附 則 （平成一六年七月五日経済産業省令第七五号） 



 この省令は、公布の日から施行する。 

 

   附 則 （平成一六年九月二二日経済産業省令第九四号） 

 この省令は、公布の日から施行する。 

 

   附 則 （平成一六年一一月二九日経済産業省令第一〇七号） 

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手して

いる可燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃料の貯蔵設備については、平成十七年十一月三十日までの間は、

第二条の規定による改正後の発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第九章の規定は、適用しない。 

 

   附 則 （平成一六年一二月一日経済産業省令第一一〇号） 

 この省令は、公布の日から施行する。 

 

   附 則 （平成一六年一二月二〇日経済産業省令第一一七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から

施行する。 

一 附則第三条、第四条及び第五条の規定 公布の日 

二 第一条中電気事業法施行規則第二十一条の改正規定並びに附則第九条、第十条及び第十一条の規定 平成十七年

三月十五日 

 

（経過措置） 

第二条 平成十七年四月一日以降に、第二条の規定による改正後の電気事業法施行規則（以下「新施行規則」という。）

第二十二条第四号に規定する料金を、変更しようとする場合には、この省令の施行の日前においても、第二条の規定

による改正後の一般電気事業供給約款料金算定規則（以下「新供給約款算定規則」という。）、電源線の費用に関する

省令（平成十六年経済産業省令第百十九号。以下「電源線省令」という。）及び一般電気事業者間における振替供給

に係る費用の算定に関する省令（平成十六年経済産業省令第百十八号。以下「振替費用算定省令」という。）の規定

の例により、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律（以下「改正法」という。）第一条の規定による

改正後の電気事業法（以下「新法」という。）第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の届出をすることがで

きる。 

 

第三条 この省令の公布の際現に電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律（以下「改正法」という。）第一

条の規定による改正前の電気事業法（以下「旧法」という。）第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者（沖

縄電力株式会社を除く。以下この条において同じ。）は、平成十七年一月十七日までに、新施行規則第二条の二に定

める要件に該当する改正法第一条の規定による改正後の電気事業法（以下「新法」という。）第二条第一項第七号に

規定する特定規模需要（附則第六条及び第七条において単に「特定規模需要」という。）に係る旧法第十九条の二第

一項の約款を定め、新施行規則様式第十九の二の最終保障約款届出書に、当該約款及び料金の算出の根拠又は電気の

使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に届け

出なければならない。 

２ 旧法第十九条の二第二項の規定は、前項の規定による届出に係る約款（以下「最終保障約款」という。）について準

用する。 

３ 第一項の規定は、前項において準用する旧法第十九条の二第二項の規定による命令により変更の届出をする場合に

ついて準用する。この場合において、第一項中「平成十七年一月十七日」とあるのは「平成十七年三月四日」と、「様

式第十九の二の最終保障約款届出書」とあるのは「様式第十九の三の最終保障約款変更届出書」と、「料金の算出の

根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方式に関する説明書」とあるのは

「電気事業法施行規則第二十六条の三第二項第一号から第三号までに定める書類」と読み替えるものとする。 

４ 第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十七年一月十七日までに、同項の規定による届出をした最

終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。 

５ 第三項において準用する第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十七年三月四日までに、同項の規

定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。 

６ 第一項の規定による届出をした最終保障約款（第三項において準用する第一項の規定により最終保障約款の変更の

届出をした場合にあっては、当該変更後の最終保障約款）は、この省令の施行の日に新法第十九条の二第一項の規定

による届出をした約款とみなす。 



 

第四条 改正法附則第三条第一項の規定による託送供給約款の届出をしようとする者は、平成十七年一月四日までに、

新施行規則、第三条の規定による改正後の一般電気事業託送供給約款料金算定規則（平成十一年通商産業省令第百六

号。以下「託送算定規則」という。）及び電源線省令及び振替費用算定省令で定めるところにより、新法第二十四条

の三第一項に規定する託送供給約款を定め、新施行規則様式第二十八の託送供給約款届出書に、当該託送供給約款及

び次の書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。 

一 託送算定規則様式第一から様式第八までにより作成した書類 

二 供給の相手方の負担となるべき金額（料金を除く。）の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書 

２ 前項の場合において、託送算定規則の規定の適用については、託送算定規則第三条第一項中「将来の合理的な期間」

とあるのは「事業者の実情に応じた合理的な期間」と、託送算定規則第十九条第一項中「総固定費、総可変費及び総

需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額（電源開発促進税に係る額を除く。）」

と、「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入」とあるのは「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入（電源開

発促進税に係る収入を除く。）」と、同条第二項中「送電・高圧配電関連需要種別原価等」とあるのは「送電・高圧配

電関連需要種別原価等及び平成十七年四月一日時点の電源開発促進税の税率」と、託送算定規則第十九条の十五第一

項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額（電

源開発促進税に係る額を除く。）」と、「料金収入」とあるのは「料金収入（電源開発促進税に係る収入を除く。）」と、

同条第二項中「送電関連特別高圧需要原価等」とあるのは「送電関連特別高圧需要原価等及び平成十七年四月一日時

点の電源開発促進税の税率」とすることができる。 

３ 改正法附則第三条第一項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、平成十七年三月四日までに、

新施行規則様式第二十九の託送供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。 

一 変更を必要とする理由を記載した書類 

二 変更しようとする部分を明らかにした現行の託送供給約款 

三 新施行規則第三十九条第一項第二号ロの事項を変更しようとするときは、託送算定規則様式第一から様式第八ま

でにより作成した書類 

四 新施行規則第三十九条第一項第一号ロ若しくはハ又は同条第一項第二号ハ若しくはニの事項を変更しようとす

るときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書 

４ 改正法附則第三条第一項前段の規定による託送供給約款の届出をした一般電気事業者は、平成十七年一月四日まで

に、当該託送供給約款を営業所及び事務所において掲示することにより、公表しなければならない。 

５ 改正法附則第三条第一項後段の規定による託送供給約款の届出をした一般電気事業者は、平成十七年三月四日まで

に、当該託送供給約款を営業所及び事務所において掲示することにより、公表しなければならない。 

６ 改正法附則第五条の規定による新法第二十四条の三第二項ただし書の規定による承認を改正法施行前に受けようと

する者は、新施行規則様式第三十の託送供給特例承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 

一 託送供給約款により難い理由を記載した書類 

二 供給の相手方との契約書の写し 

 

第五条 改正法附則第五条の規定による新法第二十四条の四第一項ただし書の規定による承認を改正法の施行前に受け

ようとする者は、新施行規則様式第三十の四の振替供給条件届出不要承認申請書に次の書類を添えて提出しなければ

ならない。 

一 新法第二十四条の四第一項に規定する振替供給による電気の供給が想定されない理由を記載した書類 

二 電気の受給地点を示した送電関係一覧図 

 

第六条 この省令の施行の際現に旧法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をしている供給

約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款及び旧法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金

その他の供給条件（特定規模需要のみに係る部分を除く。）は、この省令の施行の日に、それぞれ、新法第十九条第

一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をした供給約款、同条第七項の規定による届出をした選択約款

及び新法第二十一条第一項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。 

 

第七条 この省令の施行の際現に旧法第十九条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をしている

供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款又は旧法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている

料金その他の供給条件により特定規模需要に応ずる電気の供給を行っている一般電気事業者は、新法第二十一条第二

項の規定にかかわらず、この省令の施行の日以降引き続き従前の例によりその特定規模需要に応ずる電気の供給を行

うことができる。 

 



   附 則 （平成一六年一二月二八日経済産業省令第一二八号） 

 この省令は、公布の日から施行する。 

 

   附 則 （平成一七年一月六日経済産業省令第一号） 

（施行期日） 

第一条 この省令は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によ

って修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書が日本国について効力を生ずる日（以下「施行日」という。）

から施行する。 

 

（経過措置） 

第二条 施行日前に、鉱山に属する工作物（海域にあり、定置式のものに限る。）に現に設置されている電気工作物（内

燃機関であって、ディーゼル発電機に限る。）については、この省令による改正後の電気事業法施行規則別表第四及

び別表第五並びに発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第四条第六項の規定は、適用しない。 

 

   附 則 （平成一七年三月三日経済産業省令第一三号） 

 この省令は、平成十七年三月二十二日から施行する。 

 

   附 則 （平成一七年三月四日経済産業省令第一四号） 

 この省令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。 

 

   附 則 （平成一七年三月一〇日経済産業省令第一九号） 抄 

１ この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事が行われている

燃料電池発電設備であって、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令（平成十七年経済

産業省令第十七号）による改正後の発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省令第五十一

号）の規定及び電気設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令（平成十七年経済産業省令第十八号）

による改正後の電気設備に関する技術基準を定める省令（平成九年通商産業省令第五十二号）の規定に適合しないも

のについては、平成十八年三月三十一日までは、なお従前の例による。 

 

   附 則 （平成一七年三月一一日経済産業省令第二一号） 

 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 

 

   附 則 （平成一七年三月三〇日経済産業省令第四八号） 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 

 

（経過措置） 

第二条 この省令の施行の際現に電気事業法第五十五条第一項に基づき検査し、又は検査に着手しているものについて

は、なお従前の例による。 

 

   附 則 （平成一七年五月三一日経済産業省令第六二号） 

 この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年六月一日）から施行する。 

 

   附 則 （平成一七年七月八日経済産業省令第六九号） 

（施行期日） 

第一条 この省令は、公布の日からから施行する。 

（経過措置） 

第二条 この省令の施行前に電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第五十条の二第三項又は第五十五条第四項に

よる申請のあった安全管理審査については、なお従前の例による。 

 

別表第一 （第六十一条の二関係） 

項目 調査及び予測の内容 

一 水力発電所  



（一） 騒音に関

する項目 

１ 調査項目 

（１） 騒音の諸元 

イ 建設機械の稼働の状況 

ロ 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況 

（２） 騒音の状況 

国又は地方公共団体の測定している騒音の測定点（以下「騒音の測定点」という。）の測定値

及び位置 

（３） 地形 

騒音の伝搬に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況 

（４） 地域の基準 

環境基本法（平成五年法律第九十一号）第十六条第一項の規定による騒音に係る環境上の条

件についての基準（以下「騒音に係る環境基準」という。） 

（５） 保全対象 

イ 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校、児童福祉法（昭和二

十二年法律第百六十四号）第七条に規定する保育所、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）

第一条の五第一項に規定する病院又は同条第三項に規定する診療所のうち患者の収容施設を

有するもの（以下「学校等」と総称する。） 

ロ 都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第九条第一項から第七項までに定める地域 

ハ 幹線道路の沿道の整備に関する法律（昭和五十五年法律第三十四号）第五条第一項の規定

により指定された沿道整備道路 

ニ 騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地点 

ホ 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める

命令（昭和四十六年総理府令・厚生省令第三号）に規定する限度を超えている地域 

２ 調査地域 

（１） 発電所の設置又は変更の工事（以下「工事」という。）を行う場所の周囲一キロメートルの

範囲内の区域 

（２） 保全対象のハからホまでについては、工事を行う場所の周囲十キロメートルの範囲内にお

いて工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域 

３ 予測 

（１） 工事による影響については、調査により確認された保全対象のイ、ロ又はニが存在する地

域における騒音が最大となるときの騒音の影響の程度を定量的に予測する。 

（２） 工事用資材等の搬出入に使用する自動車による影響については、調査により確認された保

全対象のハからホまでが存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数が

それぞれ最大となる日の道路交通騒音の影響の程度を定量的に予測する。 

（二） 振動に関

する項目 

１ 調査項目 

（１） 振動の諸元 

工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況 

（２） 保全対象 

振動規制法施行規則（昭和五十一年総理府令第五十八号）第十二条に規定する限度を超えて

いる地域 

２ 調査地域 

工事を行う場所の周囲十キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動

車が通過する道路に面する区域 

３ 予測 

調査により確認された保全対象が存在する地域において工事用資材等の搬出入に使用する自動

車の台数が最大となる日の道路交通振動の影響の程度を定量的に予測する。 

（三） 水質に関

する項目 

１ 調査項目 

（１） 排水の諸元 

排水の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量並びに排出量

（２） 水質の状況 

水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律（平成六年法律第八号）第二条第三項に規

定する取水地点（以下「水道原水取水地点」という。）並びに国又は地方公共団体が測定してい



る水質の測定点（以下「水質の測定点」という。）の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求

量、全窒素、全燐並びに位置 

（３） 地域の基準 

環境基本法第十六条第一項の規定による水質汚濁（生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求

量、全窒素又は全燐に関するものに限る。）に係る環境上の条件についての基準（以下「水質汚

濁に係る環境基準」という。） 

（４） 保全対象 

イ 排水基準を定める総理府令（昭和四十六年総理府令第三十五号）別表第二備考６及び７に

規定する湖沼 

ロ 水道原水取水地点 

ハ 水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第百三十八号）第四条の二第一項に規定する指定水域

又は指定地域 

ニ 湖沼水質保全特別措置法（昭和五十九年法律第六十一号）第三条第一項に規定する指定湖

沼又は同条第二項に規定する指定地域 

ホ 水質の測定点において生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐の水質

汚濁に係る環境基準が確保されていない地点 

２ 調査地域 

排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び減水区間 

３ 予測 

（１） 調査により確認された保全対象（保全対象のロを除く。）における排水の排出による生物化

学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の影響の程度を排水口直近の水質の測定

点において定量的に予測する。 

（四）植物に関す

る項目 

１ 調査項目 

国又は地方公共団体の調査により確認された自然林及び野生植物の重要な生育の場の状況 

２ 調査地域 

環境影響評価法第四条第一項に規定する第二種事業が実施されるべき区域（以下「事業実施区

域」という。）及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域

及び減水区間 

３ 予測 

（１） 国又は地方公共団体の調査により確認された野生植物の重要な生育の場に影響が及ぶかど

うかを予測する。 

（２） 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認され

た自然林又は野生植物の重要な生育の場が存在するかどうかを予測する。 

（五） 動物に関

する項目 

１ 調査項目 

国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場の状況 

２ 調査地域 

事業実施区域及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水

域及び減水区間 

３ 予測 

（１） 国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場に影響が及ぶかど

うかを予測する。 

（２） 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認され

た野生動物の重要な生息の場が存在するかどうかを予測する。 

（六） 自然保護

に関する項目 

１ 調査項目 

（１） 環境の保全を目的として指定された地域その他の対象の状況 

（２） 国又は地方公共団体の調査により確認された人為的な改変を受けていない自然湖岸又は河

川の水際線が人工改変を受けていない河岸の状況 

２ 調査地域 

事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内の区域 

３ 予測 

（１） 調査により確認された環境の保全を目的として指定された地域その他の対象への影響の程

度を予測する。 



（２） 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認され

た人為的な改変を受けていない自然湖岸又は河川の水際線が人工改変を受けていない河岸が存在

するかどうかを予測する。 

二 火力発電所

（地熱を利用す

るものを除く。） 

  

（一） 大気質に

関する項目 

１ 調査項目 

（１） 排ガスの諸元 

イ 硫黄酸化物、窒素酸化物及びばいじんの濃度及び排出量 

ロ 煙突の出口のガスの排出量、速度及び温度、地表上の高さ並びに個数 

（２） 大気質の状況 

国又は地方公共団体の測定している大気の測定点（以下「大気の測定点」という。）の二酸化

硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の地上濃度並びに位置 

（３） 気象 

地上の風向及び風速 

（４） 地形 

大気の拡散に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況 

（５） 地域の基準 

環境基本法第十六条第一項の規定による大気の汚染（二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子

状物質に関するものに限る。）に係る環境上の条件についての基準（以下「大気の汚染に係る環

境基準」という。） 

（６） 保全対象 

イ 学校等 

ロ 都市計画法第九条第一項から第七項までに定める地域 

ハ 大気汚染防止法（昭和四十三年法律第九十七号）第五条の二第一項に規定する指定地域 

ニ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関す

る特別措置法（平成四年法律第七十号）第六条第一項に規定する窒素酸化物対策地域又は同

法第八条第一項に規定する粒子状物質対策地域 

ホ 大気の測定点における二酸化硫黄、二酸化窒素又は浮遊粒子状物質の大気の汚染に係る環

境基準が確保されていない地点 

２ 調査地域 

発電所を設置する区域の周囲二十キロメートルの範囲内の区域 

３ 予測 

調査により確認された保全対象が存在する地域における二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子

状物質の大気の測定点への影響を定量的に予測する。 

（二） 騒音に関

する項目 

１ 調査項目 

（１） 騒音の諸元 

イ 建設機械及び発電所の施設の稼働の状況 

ロ 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況 

（２） 地形 

騒音の伝搬に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況 

（３） 保全対象 

イ 学校等 

ロ 都市計画法第九条第一項から第七項までに定める地域 

ハ 幹線道路の沿道の整備に関する法律第五条第一項の規定により指定された沿道整備道路 

ニ 騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地点 

ホ 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める

命令に規定する限度を超えている地域 

２ 調査地域 

（１） 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内の区域 

（２） 保全対象のハからホまでについては、事業実施区域の周囲十キロメートルの範囲内におい

て工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域 



３ 予測 

（１） 工事及び発電所の施設の稼働による影響については、調査により確認された保全対象のイ、

ロ又はニが存在する地域における騒音が最大となる日の騒音の影響の程度を定量的に予測する。

（２） 工事用資材等の搬出入に使用する自動車による影響については、調査により確認された保

全対象のハからホまでが存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数が

最大となる日の道路交通騒音の影響の程度を定量的に予測する。 

（三） 振動に関

する項目 

１ 調査項目 

（１） 振動の諸元 

工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況 

（２） 保全対象 

振動規制法施行規則第十二条に規定する限度を超えている地域 

２ 調査地域 

事業実施区域の周囲十キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車

が通過する道路に面する区域 

３ 予測 

調査により確認された保全対象が存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動

車の台数が最大となる日の道路交通振動の影響の程度を定量的に予測する。 

（四） 水質に関

する項目 

１ 調査項目 

（１） 排水の諸元 

イ 排水の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、窒素含有量、燐含有量並びに排出量

ロ 温排水の排出量及び排水の温度 

（２） 水質の状況 

水道原水取水地点及び水質の測定点の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素、

全燐、水温並びに位置 

（３） 地域の基準 

水質汚濁に係る環境基準 

（４） 保全対象 

イ 排水基準を定める総理府令別表第二備考６及び７に規定する湖沼及び海域 

ロ 水道原水取水地点 

ハ 水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定水域又は指定地域 

ニ 湖沼水質保全特別措置法第三条第一項に規定する指定湖沼又は同条第二項に規定する指定

地域 

ホ 瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和四十八年法律第百十号）第二条第一項に規定する瀬戸

内海又は同条第二項の関係府県の区域（瀬戸内海環境保全特別措置法施行令（昭和四十八年

政令第三百二十七号）第三条の区域を除く。） 

ヘ 水質の測定点において生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐に係る

環境基準が確保されていない地点 

２ 調査地域 

排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域 

３ 予測 

（１） 調査により確認された保全対象（保全対象のロを除く。）に対する排水の排出による生物化

学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の影響の程度を排水口直近の水質の測定

点において定量的に予測する。 

（２） 排水の排出によって、調査により確認された保全対象のロに影響が及ぶかどうかを定量的

に予測する。 

（五） 植物に関

する項目 

１ 調査項目 

国又は地方公共団体の調査により確認された自然林、藻場及び野生植物の重要な生育の場の状

況 

２ 調査地域 

事業実施区域の周辺区域及び排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び排

水の排出により水温の状態が一定程度以上変化するおそれのある水域 

３ 予測 



（１） 国又は地方公共団体の調査により確認された藻場又は野生植物の重要な生育の場に影響が

及ぶかどうかを予測する。 

（２） 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認され

た自然林、藻場又は野生植物の重要な生育の場が存在するかどうかを予測する。 

（六） 動物に関

する項目 

１ 調査項目 

国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集及び野生動物の重要な生息の場の状況

２ 調査地域 

事業実施区域及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水

域及び排水の排出により水温の状態が一定程度以上変化するおそれのある水域 

３ 予測 

（１） 国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集又は野生動物の重要な生息の場に

影響が及ぶかどうかを予測する。 

（２） 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認され

たさんご群集又は野生動物の重要な生息の場が存在するかどうかを予測する。 

（七） 自然保護

に関する項目 

１ 調査項目 

（１） 環境の保全を目的として指定された地域その他の対象の状況 

（２） 国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、汽水湖、人為的な改変を受けていない

自然海岸、自然湖岸及び河川の水際線が人工改変を受けていない河岸の状況 

２ 調査地域 

事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内の区域並びに排水の排出により水温の状態が一定

程度以上変化するおそれのある水域 

３ 予測 

（１） 調査により確認された環境の保全を目的として指定された地域その他の対象への影響の程

度を予測する。 

（２） 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認され

た干潟、汽水湖、人為的な改変を受けていない自然海岸、自然湖岸又は河川の水際線が人工改変

を受けていない河岸が存在するかどうかを予測する。 

（３） 調査により確認された干潟に影響が及ぶかどうかを予測する。 

三 火力発電所

（地熱を利用す

るものに限る。） 

  

（一） 大気質に

関する項目 

１ 調査項目 

（１） 排ガスの諸元 

イ 硫化水素の濃度及び排出量 

ロ 排出口のガスの排出量、速度及び温度、地表上の高さ並びに個数 

ハ 冷却塔の運転の状況 

（２） 気象 

地上の風向及び風速 

（３） 地形 

大気の拡散に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況 

２ 調査地域 

排出ガス中の硫化水素が影響を及ぼすおそれがある範囲内の区域 

３ 予測 

２の区域における硫化水素の濃度を定量的に予測する。 

（二） 騒音に関

する項目 

１ 調査項目 

（１） 騒音の諸元 

イ 建設機械及び発電所の施設の稼働の状況 

ロ 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況 

（２） 地形 

騒音の伝搬に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況 

（３） 保全対象 

イ 学校等 



ロ 都市計画法第九条第一項から第七項までに定める地域 

ハ 幹線道路の沿道の整備に関する法律第五条第一項の規定により指定された沿道整備道路 

ニ 騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地点 

ホ 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める

命令に規定する限度を超えている地域 

２ 調査地域 

（１） 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内の区域 

（２） 保全対象のハからホまでについては、事業実施区域の周囲十キロメートルの範囲内におい

て工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域 

３ 予測 

（１） 工事及び発電所の施設の稼働による影響については、調査により確認された保全対象のイ、

ロ又はニが存在する地域における騒音が最大となる日の騒音の影響の程度を定量的に予測する。

（２） 工事用資材等の搬出入に使用する自動車による影響は、調査により確認された保全対象の

ハからホまでが存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数が最大とな

る日の自動車騒音の影響の程度を定量的に予測する。 

（三） 振動に関

する項目 

１ 調査項目 

（１） 振動の諸元 

工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況 

（２） 保全対象 

振動規制法施行規則第十二条に規定する限度を超えている地域 

２ 調査地域 

事業実施区域の周囲十キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車

が通過する道路に面する区域 

３ 予測 

調査により確認された保全対象が存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動

車の台数が最大となる日の道路交通振動の影響の程度を定量的に予測する。 

（四） 水質に関

する項目 

１ 調査項目 

（１） 排水の諸元 

イ 排水の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、窒素含有量、燐含有量並びに排出量

ロ 温排水の排出量及び排水の温度 

（２） 水質の状況 

水道原水取水地点及び水質の測定点の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素、

全燐、水温並びに位置 

（３） 地域の基準 

水質に係る環境基準 

（４） 保全対象 

イ 排水基準を定める総理府令別表第二備考６及び７に規定する湖沼 

ロ 水道原水取水地点 

ハ 水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定地域 

ニ 湖沼水質保全特別措置法第三条第一項に規定する指定湖沼又は同条第二項に規定する指定

地域 

ホ 水質の測定点において生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐の水質

汚濁に係る環境基準が確保されていない地点 

２ 調査地域 

排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域 

３ 予測 

（１） 調査により確認された保全対象（保全対象のロを除く。）に対する排水の排出による生物化

学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の影響の程度を排水口直近の水質の測定

点において定量的に予測する。 

（２） 排水の排出によって、調査により確認された保全対象のロに影響が及ぶかどうかを定量的

に予測する。 

（五） 植物に関 １ 調査項目 



する項目 国又は地方公共団体の調査により確認された自然林及び野生植物の重要な生育の場の状況 

２ 調査地域 

事業実施区域及びその周辺区域並びに硫化水素の排出により影響を及ぼすおそれのある範囲内

の区域、排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び排水の排出により水温の

状態が一定程度以上変化するおそれのある水域 

３ 予測 

（１） 国又は地方公共団体の調査により確認された野生植物の重要な生育の場に影響が及ぶかど

うかを予測する。 

（２） 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内において国又は地方公共団体の調査により確

認された自然林又は野生植物の重要な生育の場が存在するかどうかを予測する。 

（六） 動物に関

する項目 

１ 調査項目 

国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場の状況 

２ 調査地域 

事業実施区域及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水

域及び排水の排出により水温の状態が一定程度以上変化するおそれのある水域 

３ 予測 

（１） 国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場に影響が及ぶかど

うかを予測する。 

（２） 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内において国又は地方公共団体の調査により確

認された野生動物の重要な生息の場が存在するかどうかを予測する。 

（七） 自然保護

に関する項目 

１ 調査項目 

（１） 環境の保全を目的として指定された地域その他の対象の状況 

（２） 国又は地方公共団体の調査により確認された人為的な改変を受けていない自然湖岸及び河

川の水際線が人工改変を受けていない河岸の状況 

２ 調査地域 

事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内の区域 

３ 予測 

（１） 調査により確認された環境の保全を目的として指定された地域その他の対象への影響の程

度を予測する。 

（２） 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認され

た人為的な改変を受けていない自然湖岸又は河川の水際線が人工改変を受けていない河岸が存在

するかどうかを予測する。 

 



別表第二 （第六十二条、第六十五条関係） 

工事の種類 認可を要するもの 事前届出を要するもの 

一 設置の工事 １ 発電所の設置であって、次

に掲げるもの以外のもの 

 （１） 水力発電所の設置 

 （２） 火力発電所の設置 

 （３） 燃料電池発電所の設

置 

 （４） 太陽電池発電所の設

置 

 （５） 風力発電所の設置 

１ 発電所の設置であって、次に掲げるも

の 

 （１） 水力発電所の設置 

 （２） 火力発電所であって汽力を原動

力とするものの設置 

 （３） 出力千キロワット以上の火力発

電所であってガスタービンを原動力とす

るものの設置 

 （４） 出力一万キロワット以上の火力

発電所の設置であって内燃力を原動力と

するものの設置 

 （５） 火力発電所であって汽力、ガス

タービン及び内燃力以外を原動力とする

ものの設置 

 （６） 火力発電所であって二以上の原

動力を組み合わせたものを原動力とする

ものの設置 

 （７） 出力五百キロワット以上の燃料

電池発電所の設置 

 （８） 出力五百キロワット以上の太陽

電池発電所の設置 

 （９） 出力五百キロワット以上の風力

発電所の設置 

２ １以外の発電所の設置であって送電電

圧十七万ボルト以上のものに係る送電線

引出口の遮断器（需要設備と電気的に接

続するためのものを除く。）の設置 

二 変更の工事 

 （一）発電設備の

設置 

発電設備の設置であって、次に

掲げるもの以外のもの 

 （１） 水力発電所の発電設

備の設置 

 （２） 火力発電所の発電設

備の設置 

 （３） 燃料電池発電所の発

電設備の設置 

 （４） 太陽電池発電所の発

電設備の設置 

 （５） 風力発電所の発電設

備の設置 

発電設備の設置であって、次に掲げるもの

 （１） 水力発電所の発電設備の設置 

 （２） 火力発電所の発電設備であって

汽力を原動力とするものの設置 

 （３） 火力発電所の出力千キロワット

以上の発電設備であってガスタービン

を原動力とするものの設置 

 （４） 火力発電所の出力一万キロワッ

ト以上の発電設備の設置であって内燃

力を原動力とするものの設置 

 （５） 火力発電所の発電設備であって

汽力、ガスタービン及び内燃力以外を原

動力とするものの設置 

 （６） 火力発電所の発電設備であって

二以上の原動力を組み合わせたものを

原動力とするものの設置 

 （７） 燃料電池発電所の出力五百キロ

ワット以上の発電設備の設置 

 （８） 太陽電池発電所の出力五百キロ

ワット以上の発電設備の設置 

 （９） 風力発電所の出力五百キロワッ

ト以上の発電設備の設置 

発電所 

 （二）発電設備の   １ ダムの設置 



設置の工事以外の

変更の工事であっ

て、次の設備に係

るもの 

 １ 原動力設備 

  （１） 水力設備 

   イ ダム 

２ ダムの改造であって、堤体の強度若し

くは安定度又は洪水吐きの容量、強度若

しくは安定度の変更を伴うもの 

３ 洪水吐きゲート操作用予備動力設備

の設置又は取替え（出力五百キロワット

以上の発電設備に係るものに限る。） 

４ 洪水吐きゲートの制御方法の変更を

伴うもの 

   ロ 取水設備   １ 出力三万キロワット以上の発電設備

に係る取水設備の設置 

２ 出力十万キロワット以上の発電設備

に係る取水設備の改造であって、通水容

量の変更を伴うもの 

   ハ 沈砂池   出力三万キロワット以上の発電設備に係

る沈砂池の設置 

   ニ 導水路   １ 出力三万キロワット以上の発電設備

に係る導水路の設置及び延長 

２ 改造であって、次に掲げるもの 

 （１） 出力三万キロワット以上の発電

設備に係る圧力導水路の改造であって、

次に掲げるもの 

  イ 通水容量の変更を伴うもの 

  ロ 水路橋又はサイホンの強度の変

更を伴うもの 

 （２） 出力三万キロワット以上の発電

設備に係る圧力のかからない導水路を

圧力導水路とするもの 

   ホ 放水路   １ 出力三万キロワット以上の発電設備

に係る放水路の設置及び延長 

２ 出力三万キロワット以上の発電設備

に係る放水路の改造であって、次に掲げ

るもの 

 （１） 通水容量の変更を伴うもの 

 （２） 水路橋又はサイホンの強度の変

更を伴うもの 

   ヘ ヘッドタ

ンク 

  出力三万キロワット以上の発電設備に係

るヘッドタンクの設置 

   ト サージタ

ンク 

  出力三万キロワット以上の発電設備に係

るサージタンクの設置 

   チ 水圧管路   １ 出力三万キロワット以上の発電設備

に係る水圧管路の設置及び延長 

２ 出力三万キロワット以上の発電設備

に係る水圧管路の改造であって、次に掲

げるもの 

 （１） 管胴本体の強度の変更を伴うも

の 

 （２） 圧力の変更を伴うもの 

 

   リ 水車   １ 出力三万キロワット以上の発電設備

に係る水車の設置 

２ 出力三万キロワット以上の発電設備

に係る水車の改造であって、二十パーセ



ント以上の出力の変更を伴うもの 

   ヌ 揚水式発

電設備に係る揚水

用のポンプ 

  １ 出力三万キロワット以上の揚水式発

電設備に係る揚水用のポンプの設置 

２ 出力三万キロワット以上の揚水式発

電設備に係る揚水用のポンプの改造で

あって、二十パーセント以上の入力の変

更を伴うもの 

   ル 貯水池又

は調整池 

  １ 貯水池又は調整池の設置 

２ 貯水池又は調整池の改造であって、常

時満水位又は最低水位の変更を伴うも

の 

３ 貯水池又は調整池の改造であって有

効容量の変更を伴うもの 

  （２） 火力設

備 

   イ 蒸気ター

ビン 

  １ 出力千キロワット以上の発電設備に

係る蒸気タービンの設置 

２ 出力千キロワット以上の発電設備に

係る蒸気タービンの改造であって、次に

掲げるもの 

 （１） 主蒸気止め弁の入口の圧力又は

温度の変更を伴うもの 

 （２） 回転速度の変更又は五パーセン

ト以上の定格出力の変更を伴うもの 

 （３） 調速装置又は非常調速装置の種

類の変更を伴うもの 

３ 出力千キロワット以上の発電設備に

係る蒸気タービンの取替え 

   ロ ボイラー

若しくは独立過熱

器（バーナーを含

む。以下同じ。）又

は蒸気貯蔵器 

  １ 発電設備に係るボイラー、独立過熱器

又は蒸気貯蔵器の設置 

２ ボイラー、独立過熱器又は蒸気貯蔵器

の改造であって、次に掲げるもの 

 （１） 最高使用圧力又は最高使用温度

の変更を伴うもの 

 （２） 再熱器の最高使用圧力又は最高

使用温度の変更を伴うもの 

 （３） 安全弁の能力の変更を伴うもの

３ ボイラー、独立過熱器又は蒸気貯蔵器

の取替え 

４ 出力千キロワット以上の発電設備に

係るボイラーの改造であって、燃料の種

類の変更又は追加を伴うもの（石炭、石

油、液化ガス及びガス以外のものに係る

場合に限る。） 

   ハ 蒸気井   設置 

 

   ニ ガスター

ビン（空気圧縮機、

ガス発生機及び燃

焼器を含む。以下

同じ。） 

  １ 出力千キロワット以上の発電設備に

係るガスタービンの設置 

２ 出力千キロワット以上の発電設備に

係るガスタービンに属するガス圧縮機

の設置 

３ 出力一万キロワット以上の発電設備

に係るガスタービンの改造であって、次

に掲げるもの 

 （１） 入口の圧力又は温度の変更を伴



うもの 

 （２） 回転速度の変更又は五パーセン

ト以上の定格出力の変更を伴うもの 

 （３） 調速装置又は非常調速装置の種

類の変更を伴うもの 

４ 出力一万キロワット以上の発電設備

に係るガスタービンの取替え 

   ホ 内燃機関   出力一万キロワット以上の発電設備に係

る内燃機関の設置又は取替え 

 

   ヘ 燃料設備

（内燃力発電設備

に係るものを除

く。） 

  １ 出力千キロワット以上の発電設備に

係る燃料設備の設置 

２ 出力千キロワット以上の発電設備に

係る燃料設備の改造であって、次に掲げ

るもの 

 （１） 液化ガス用燃料設備に属するも

のであって、ガス・液化ガス用容器（液

化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、ガス

ホルダー、熱交換器（ガス又は液化ガス

用のものに限る。）、冷凍設備（受液器、

油分離器又は凝縮器に限る。）及びその

他のガス又は液化ガス用の容器をいう。

以下別表第二及び別表第三において同

じ。）、冷凍設備に係る冷媒ガス圧縮機

（最高使用圧力が九百八十キロパスカ

ル以上のものに限る。以下別表第二及び

別表第三において同じ。）、液化ガス用ポ

ンプ、圧送機（最高使用圧力が九百八十

キロパスカル以上のものに限る。以下別

表第二及び別表第三において同じ。）、ガ

ス・液化ガス用配管（外径が百五十ミリ

メートル以上のガス又は液化ガスを通

ずる配管をいう。以下別表第二及び別表

第三において同じ。）又は導管の設置 

 （２） 液化ガス用燃料設備に属するも

のであって、ガス・液化ガス用容器若し

くは配管の最高使用圧力、最高使用温度

若しくは最低使用温度（通常の使用状態

の温度が零度以下のものに限る。以下別

表第二及び別表第三において同じ。）又

は導管の最高使用圧力の変更を伴うも

の 

 （３） 液化ガス用燃料設備に属するも

のであって、低温貯槽（圧力が零キロパ

スカルにおける沸点が零度以下の液化

ガスを温度が零度以下又は当該液化ガ

スの気相部における通常の使用状態で

の圧力が九十八キロパスカル以下の液

体の状態で貯蔵する貯槽をいう。以下同

じ。）に係る防液堤の容量の変更又は冷

凍設備に係る冷媒ガス圧縮機、液化ガス

用ポンプ若しくは圧送機の能力又は吐

出圧力の変更を伴うもの 



 （４） 液化ガス用燃料設備に属するガ

ス・液化ガス用容器の胴又は安全弁に係

るもの 

 （５） 液化ガス用燃料設備に属するガ

ス・液化ガス用配管又は導管の変更に係

る長さが百メートル以上のもの 

 （６） 液化ガス用燃料設備に属する液

化ガス用気化器、ガス若しくは液化ガス

用の熱交換器又は冷凍設備に係る凝縮

器の伝熱面積の変更を伴うもの 

 （７） 液化ガス用燃料設備に属する導

管の位置の変更が二十メートル以上の

もの 

３ 可燃性の廃棄物を主な原材料として

固形化した燃料（以下「廃棄物固形化燃

料」という。）の貯蔵設備の改造であっ

て、次に掲げるもの 

 （１） 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の

主要寸法、材料又は個数の変更を伴うも

の 

 （２） 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の

湿度、温度若しくは酸素若しくは可燃性

のガスの濃度を測定するための装置、こ

れらの測定の結果を記録するための装

置、不活性ガスを封入するための装置そ

の他燃焼を防止するための装置又は消

火のための装置の種類、能力、個数又は

取付箇所の変更を伴うもの 

 （３） 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備に

おいて、当該燃料を受け入れるための装

置、当該燃料の全部を撤去するための装

置又は当該撤去の実施後の点検のため

の装置の種類、能力、個数又は取付箇所

の変更を伴うもの 

 （４） その他廃棄物固形化燃料の貯蔵

設備の安全を確保するための装置に係

る変更を伴うもの 

 

   ト 液化ガス

設備（液化ガス用

燃料設備を除く。） 

  １ 出力千キロワット以上の発電設備に

係る液化ガス設備の設置 

２ 出力千キロワット以上の発電設備に

係る液化ガス設備の改造であって、次に

掲げるもの 

 （１） ガス・液化ガス用容器、液化ガ

ス用ポンプ、ガス圧縮機（最高使用圧力

が九百八十キロパスカル以上のものに

限る。以下別表第二及び別表第三におい

て同じ。）、ガス・液化ガス用配管又は導

管の設置 

 （２） ガス・液化ガス用容器の最高使

用圧力、最高使用温度若しくは最低使用

温度又は導管の最高使用圧力の変更を

伴うもの 



 （３） 液化ガス用ポンプ又はガス圧縮

機の能力又は吐出圧力の変更を伴うも

の 

 （４） 液化ガス用容器の胴又は安全弁

に係るもの 

 （５） ガス・液化ガス用配管の最高使

用圧力、最高使用温度又は最低使用温度

の変更を伴うもの 

 （６） 液化ガス用気化器又は熱交換器

の伝熱面積の変更を伴うもの 

 （７） ガス・液化ガス用配管又は導管

の変更に係る長さが百メートル以上の

もの 

 （８） 導管の位置の変更が二十メート

ル以上のもの 

   チ ガス化炉

設備 

  １ 発電設備に係るガス化炉設備の設置 

２ ガス化炉設備の改造であって、次に掲

げるもの 

 （１） ガス化炉用容器（ガス化炉、蒸

気発生器、熱交換器その他のガス化炉用

の容器の最高使用圧力が九百八十キロ

パスカル以上のものをいう。以下別表第

二及び別表第三において同じ。）、ガス圧

縮機（最高使用圧力が九百八十キロパス

カル以上のものに限る。以下別表第二及

び別表第三において同じ。）又はガス用

配管（外径が百五十ミリメートル以上の

ガスを通ずる配管であって、最高使用圧

力が九百八十キロパスカル以上のもの

をいう。以下別表第二及び別表第三にお

いて同じ。）の設置 

 （２） ガス化炉用容器又は再熱器の最

高使用圧力又は最高使用温度の変更を

伴うもの 

 （３） ガス圧縮機の能力又は吐出圧力

の変更を伴うもの 

 （４） ガス化炉用容器の胴又は安全弁

に係るもの 

 （５） ガス用配管の最高使用圧力又は

最高使用温度の変更を伴うもの 

 （６） 熱交換器の伝熱面積の変更を伴

うもの 

 （７） ガス用配管の変更に係る長さが

百メートル以上のもの 

 （８） 蒸気発生器の取替え 

 

   リ 汽力、ガ

スタービン及び内

燃力以外を原動力

とする火力設備 

  １ 設置 

２ 改造であって、次に掲げるもの 

 （１） 最高使用圧力、最高使用温度又

は最低使用温度の変更を伴うもの 

 （２） 回転速度の変更又は五パーセン

ト以上の定格出力の変更を伴うもの 

 （３） 取替え又は容器若しくは熱交換



器に係る強度に影響を及ぼす修理 

  （３） 原子力

設備 

   イ 原子炉本

体 

１ 沸騰水型原子力発電設備に

係るものの改造であって、次

に掲げるもの 

 （１） 炉型式、定格熱出力、

過剰反応度、反応度係数又は

減速材の変更を伴うもの 

 （２） 炉心に係るもの 

 （３） 反射材 

 （４） 原子炉圧力容器本体

（監視試験片を除く。） 

 （５） 原子炉圧力容器支持

構造物に係るもの 

 （６） 原子炉圧力容器付属

構造物に係るもの 

 （７） 原子炉圧力容器内部

構造物（スパージャ若しくは

内部配管又は中性子束計測

案内管に限る。）に係るもの

２ 加圧水型原子力発電設備に

係るものの改造であって、次

に掲げるもの 

 （１） 炉型式、定格熱出力、

過剰反応度、反応度係数又は

減速材の変更を伴うもの 

 （２） 炉心に係るもの 

 （３） 反射材 

 （４） 原子炉容器本体（監

視試験片を除く。） 

 （５） 原子炉容器支持構造

物に係るもの 

 （６） 原子炉容器付属構造

物に係るもの 

 （７） 原子炉容器内部構造

物に係るもの 

３ ナトリウム冷却型原子力発

電設備に係るものの改造であ

って、次に掲げるもの 

 （１） 炉型式、定格熱出力、

過剰反応度又は反応度係数の

変更を伴うもの 

 （２） 炉心に係るもの 

 （３） 反射材 

 （４） 原子炉容器本体（監

視試験片を除く。） 

 （５） 原子炉容器支持構造

物に係るもの 

 （６） 原子炉容器付属構造

物に係るもの 

 （７） 原子炉容器内部構造

物に係るもの 

１ 沸騰水型原子力発電設備に係るもの

の改造（中欄に掲げるものを除く。）で

あって、原子炉圧力容器内部構造物に係

るもの 

２ 沸騰水型原子力発電設備に係るもの

の修理であって、次に掲げるもの 

 （１） 原子炉圧力容器本体（監視試験

片を除く。）又は原子炉圧力容器付属構

造物（原子炉冷却材圧力バウンダリに係

るものに限る。）に係るものの取替え 

 （２） 炉心（炉心支持構造物に限る。）、

原子炉圧力容器本体（監視試験片を除

く。）、原子炉圧力容器支持構造物、原子

炉圧力容器付属構造物又は原子炉圧力

容器内部構造物（スパージャ若しくは内

部配管又は中性子束計測案内管に限

る。）に係るものの性能又は強度に影響

を及ぼすもの 

３ 加圧水型原子力発電設備に係るもの

の改造であって、熱遮へい材に係るもの

４ 加圧水型原子力発電設備に係るもの

の修理であって、次に掲げるもの 

 （１） 原子炉容器本体（監視試験片を

除く。）又は原子炉容器付属構造物に係

るものの取替え 

 （２） 炉心（炉心支持構造物に限る。）、

反射材、原子炉容器本体（監視試験片を

除く。）、原子炉容器支持構造物、原子炉

容器付属構造物又は原子炉容器内部構

造物に係るものの性能又は強度に影響

を及ぼすもの 

５ ナトリウム冷却型原子力発電設備に

係るものの修理であって、次に掲げるも

の 

 （１） 原子炉容器本体（監視試験片を

除く。）、原子炉容器付属構造物又は原子

炉容器内部構造物に係るものの取替え 

 （２） 炉心（炉心支持構造物に限る。）、

反射材、原子炉容器本体（監視試験片を

除く。）、原子炉容器支持構造物、原子炉

容器付属構造物又は原子炉容器内部構

造物に係るものの性能又は強度に影響

を及ぼすもの 

 

   ロ 原子炉冷 １ 沸騰水型原子力発電設備に １ 沸騰水型原子力発電設備に係るもの



 却系統設備 係るものの改造であって、次

に掲げるもの 

 （１） 原子炉冷却材の種類

又は純度の変更を伴うもの 

 （２） 原子炉圧力容器本体

の入口又は出口の原子炉冷

却材の圧力又は温度の変更

を伴うもの 

 （３） 原子炉圧力容器本体

の炉心の原子炉冷却材の流

量又は蒸気の発生量の変更

を伴うもの 

 （４） 原子炉冷却材再循環

設備に係るもの 

 （５） 原子炉冷却材の循環

設備（原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ又は主蒸気系に係る

ものに限る。）に係るもの 

 （６） 残留熱除去設備に係

るもの 

 （７） 非常用炉心冷却設備

に係るもの 

 （８） 原子炉冷却材補給設

備（原子炉隔離時冷却系に係

るものに限る。）に係るもの

 （９） 原子炉補機冷却設備

（非常用のものに限る。）に

係るもの 

 （１０） 原子炉冷却材浄化

設備に係るもの 

２ 加圧水型原子力発電設備に

係るものの改造であって、次

に掲げるもの 

 （１） 一次冷却材の種類又

は純度の変更を伴うもの 

 （２） 原子炉容器本体の入

口又は出口の一次冷却材の

圧力又は温度の変更を伴う

もの 

 （３） 原子炉容器本体の炉

心の一次冷却材の流量の変

更を伴うもの 

 （４） 加圧器の圧力の変更

を伴うもの 

 （５） 一次冷却材の循環設

備に係るもの 

 （６） 主蒸気・主給水設備

に係るもの 

 （７） 余熱除去設備に係る

もの 

 （８） 非常用炉心冷却設備

に係るもの 

の改造（中欄に掲げるものを除く。）で

あって、原子炉冷却材の循環設備（ポン

プにあっては、給水ポンプに限る。）、原

子炉冷却材補給設備（ポンプを除く。）、

原子炉補機冷却設備（ポンプを除く。）

又は原子炉格納容器内の原子炉冷却材

の漏えいを監視する装置に係るもの 

２ 沸騰水型原子力発電設備に係るもの

の修理であって、次に掲げるもの 

 （１） 原子炉冷却材再循環設備、原子

炉冷却材の循環設備（原子炉冷却材圧力

バウンダリに係るものに限る。安全弁及

び逃がし弁を除く。）、残留熱除去設備

（原子炉冷却材圧力バウンダリに係る

ものに限る。）、非常用炉心冷却設備（原

子炉冷却材圧力バウンダリに係るもの

に限る。）、原子炉冷却材補給設備（原子

炉冷却材圧力バウンダリに係るものに

限る。）又は原子炉冷却材浄化設備（原

子炉冷却材圧力バウンダリに係るもの

に限る。）に係るものの取替え 

 （２） 原子炉冷却材再循環設備、原子

炉冷却材の循環設備（原子炉冷却材圧力

バウンダリ又は主蒸気系に係るものに

限る。）、残留熱除去設備、非常用炉心冷

却設備、原子炉冷却材補給設備（原子炉

隔離時冷却系に係るものに限る。）、原子

炉補機冷却設備（非常用のものに限る。）

又は原子炉冷却材浄化設備に係るもの

の性能又は強度に影響を及ぼすもの 

３ 加圧水型原子力発電設備に係るもの

の改造（中欄に掲げるものを除く。）で

あって、原子炉補機冷却水設備（主要弁

を除く。）、原子炉補機冷却海水設備（主

要弁を除く。）又は原子炉格納容器内の

一次冷却材の漏えいを監視する装置に

係るもの 

４ 加圧水型原子力発電設備に係るもの

の修理であって、次に掲げるもの 

 （１） 一次冷却材の循環設備、余熱除

去設備（原子炉冷却材圧力バウンダリに

係るものに限る。）、非常用炉心冷却設備

（原子炉冷却材圧力バウンダリに係る

ものに限る。）又は化学体積制御設備（原

子炉冷却材圧力バウンダリに係るもの

に限る。）に係るものの取替え 

 （２） 一次冷却材の循環設備、主蒸気・

主給水設備、余熱除去設備、非常用炉心

冷却設備、化学体積制御設備、原子炉補

機冷却水設備（非常用のものに限る。）

又は原子炉補機冷却海水設備（非常用の

ものに限る。）に係るものの性能又は強



  （９） 化学体積制御設備に

係るもの 

 （１０） 原子炉補機冷却水

設備（非常用のものに限る。）

に係るもの 

 （１１） 原子炉補機冷却海

水設備（非常用のものに限

る。）に係るもの 

３ ナトリウム冷却型原子力発

電設備に係るものの改造で

あって、次に掲げるもの 

 （１） 一次冷却材の種類又

は酸素濃度の変更を伴うも

の 

 （２） 原子炉容器本体の入

口又は出口の一次冷却材の

圧力、温度又は流量の変更を

伴うもの 

 （３） 一次主冷却系中間熱

交換器一次側の一次冷却材

の温度又は流量の変更を伴

うもの 

 （４） 一次冷却材の循環設

備に係るもの 

 （５） 二次冷却材の種類又

は酸素濃度の変更を伴うも

の 

 （６） 一次主冷却系中間熱

交換器二次側の二次冷却材

の温度又は流量の変更を伴

うもの 

 （７） 蒸気発生器ナトリウ

ム側の二次冷却材の温度又

は流量の変更を伴うもの 

 （８） 二次冷却材の循環設

備に係るもの 

 （９） 補助冷却設備に係る

もの 

 （１０） 一次ナトリウム補

助設備に係るもの 

 （１１） 二次ナトリウム補

助設備に係るもの 

 （１２） 一次アルゴンガス

系設備に係るもの 

 （１３） メンテナンス冷却

系設備（一次冷却系に係るも

のに限る。）に係るもの 

 （１４） ライニング設備 

 （１５） 原子炉補機冷却水

設備（非常用のものに限る。）

に係るもの 

 （１６） 原子炉補機冷却海

度に影響を及ぼすもの 

５ ナトリウム冷却型原子力発電設備に

係るものの改造（中欄に掲げるものを除

く。）であって、二次アルゴンガス系設

備、メンテナンス冷却系設備、原子炉補

機冷却水設備（ポンプ及び主要弁を除

く。）又は原子炉補機冷却海水設備（ポ

ンプ及び主要弁を除く。）に係るもの 

６ ナトリウム冷却型原子力発電設備に

係るものの修理であって、次に掲げるも

の 

 （１） 一次冷却材の循環設備、一次ナ

トリウム補助設備（原子炉冷却材バウン

ダリ又は原子炉カバーガスバウンダリ

に係るものに限る。）、一次アルゴンガス

系設備（原子炉冷却材バウンダリ又は原

子炉カバーガスバウンダリに係るもの

に限る。）又はメンテナンス冷却系設備

（原子炉冷却材バウンダリに係るもの

に限る。）に係るものの取替え 

 （２） 一次冷却材の循環設備、二次冷

却材の循環設備、補助冷却設備、一次ナ

トリウム補助設備、二次ナトリウム補助

設備、一次アルゴンガス系設備、メンテ

ナンス冷却系設備（一次冷却系に係るも

のに限る。）、ライニング設備、原子炉補

機冷却水設備（非常用のものに限る。）、

原子炉補機冷却海水設備（非常用のもの

に限る。）又は機器冷却系設備（非常用

のものに限る。）の性能又は強度に影響

を及ぼすもの 



水設備（非常用のものに限

る。）に係るもの 

 （１７） 機器冷却系設備（非

常用のものに限る。）に係る

もの 

 

   ハ 計測制御

系統設備 

１ 沸騰水型原子力発電設備に

係るものの改造であって、次

に掲げるもの 

 （１） 制御方式（非常用の

ものに限る。）又は制御方法

（非常用のものに限る。）の

変更を伴うもの 

 （２） 制御材に係るもの 

 （３） 制御材駆動装置（非

常用のものに限る。）に係る

もの 

 （４） ほう酸水注入設備に

係るもの 

 （５） 計測装置（非常用の

ものに限る。）に係るもの 

 （６） 原子炉非常停止信号

の変更を伴うもの 

 （７） 工学的安全施設起動

信号の変更を伴うもの 

２ 加圧水型原子力発電設備に

係るものの改造であって、次

に掲げるもの 

 （１） 制御方式（非常用の

ものに限る。）又は制御方法

（非常用のものに限る。）の

変更を伴うもの 

 （２） 制御材（制御棒又は

ほう酸に限る。）に係るもの

 （３） 制御棒駆動装置 

 （４） ほう酸注入機能を有

する設備（非常用のものに限

る。）に係るもの 

 （５） ほう素熱再生設備に

係るもの 

 （６） 計測装置（非常用の

ものに限る。）に係るもの 

 （７） 原子炉非常停止信号

の変更を伴うもの 

 （８） 工学的安全施設作動

信号の変更を伴うもの 

 （９） 制御用空気設備（非

常用の機器への供給ライン

に係るものに限る。）に係る

もの 

３ ナトリウム冷却型原子力発

電設備に係るものの改造で

あって、次に掲げるもの 

１ 沸騰水型原子力発電設備に係るもの

の改造（中欄に掲げるものを除く。）で

あって、次に掲げるもの 

 （１） 制御方式又は制御方法の変更を

伴うもの 

 （２） 制御材駆動装置、計測装置、制

御用空気設備（圧縮機を除く。）又は原

子炉冷却材再循環ポンプ電源装置に係

るもの 

２ 沸騰水型原子力発電設備に係るもの

の修理であって、次に掲げるもの 

 （１） ほう酸水注入設備（原子炉冷却

材圧力バウンダリに係るものに限る。）

に係るものの取替え 

 （２） 制御材駆動装置（非常用のもの

に限る。）又はほう酸水注入設備に係る

ものの性能又は強度に影響を及ぼすも

の 

３ 加圧水型原子力発電設備に係るもの

の改造（中欄に掲げるものを除く。）で

あって、次に掲げるもの 

 （１） 制御方式又は制御方法の変更を

伴うもの 

 （２） 制御材、ほう酸注入機能を有す

る設備（ポンプを除く。）、計測装置又は

制御用空気設備に係るもの 

４ 加圧水型原子力発電設備に係るもの

の修理であって、次に掲げるもの 

 （１） 制御棒駆動装置（原子炉冷却材

圧力バウンダリに係る制御棒駆動装置

ハウジングに限る。）の取替え 

 （２） 制御棒駆動装置、ほう酸注入機

能を有する設備（非常用のものに限

る。）、ほう素熱再生設備又は制御用空気

設備（非常用の機器への供給ラインに係

るものに限る。）に係るものの性能又は

強度に影響を及ぼすもの 

５ ナトリウム冷却型原子力発電設備に

係るものの改造（中欄に掲げるものを除

く。）であって、次に掲げるもの 

 （１） 制御方式又は制御方法の変更を

伴うもの 

 （２） 計測装置、ナトリウム漏えい検

出装置又は制御用空気設備に係るもの 

６ ナトリウム冷却型原子力発電設備に

係るものの修理であって、次に掲げるも

の 



 （１） 制御方式（非常用の

ものに限る。）又は制御方法

（非常用のものに限る。）の

変更を伴うもの 

 （２） 制御材に係るもの 

 （３） 制御棒駆動装置 

 （４） 計測装置（非常用の

ものに限る。）に係るもの 

 （５） ナトリウム漏えい検

出装置（非常用のものに限

る。） 

 （６） 破損燃料検出装置 

 （７） 原子炉非常停止信号

の変更を伴うもの 

 （８） 工学的安全施設作動

信号の変更を伴うもの 

 （９） 制御用空気設備（非

常用のものに限る。）に係る

もの 

 （１） 制御棒駆動装置（原子炉カバー

ガスバウンダリに係る案内管に限る。）

の取替え 

 （２） 制御材、制御棒駆動装置又は制

御用空気設備（非常用のものに限る。）

に係るものの性能又は強度に影響を及

ぼすもの 

 

   ニ 燃料設備 １ 沸騰水型原子力発電設備に

係るものの改造であって、次

に掲げるもの 

 （１） 燃料取扱設備に係る

もの 

 （２） 新燃料貯蔵設備（新

燃料貯蔵ラックに限る。）に

係るもの 

 （３） 使用済燃料貯蔵設備

（使用済燃料貯蔵槽、使用済

燃料運搬用容器ピット、使用

済燃料貯蔵ラック、破損燃料

貯蔵ラック又は使用済燃料

貯蔵用容器に限る。）に係る

もの 

２ 加圧水型原子力発電設備に

係るものの改造であって、次

に掲げるもの 

 （１） 燃料取扱設備（使用

済燃料を取扱うものに限

る。）に係るもの 

 （２） 新燃料貯蔵設備（新

燃料貯蔵ラックに限る。）に

係るもの 

 （３） 使用済燃料貯蔵設備

（使用済燃料貯蔵槽、使用済

燃料運搬用容器ピット、使用

済燃料貯蔵ラック、破損燃料

貯蔵ラック又は使用済燃料

貯蔵用容器に限る。）に係る

もの 

 （４） 燃料取替用水設備に

係るもの 

１ 沸騰水型原子力発電設備に係るもの

の改造（中欄に掲げるものを除く。）で

あって、新燃料貯蔵設備（仮貯蔵庫を除

く。）、使用済燃料貯蔵設備（制御棒貯蔵

ラック又は使用済燃料貯蔵槽の水位若

しくは漏えいを監視する装置に限る。）

又は使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（ポ

ンプを除く。）に係るもの 

２ 沸騰水型原子力発電設備に係るもの

の修理であって、燃料取扱設備、新燃料

貯蔵設備（新燃料貯蔵ラックに限る。）

又は使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料貯

蔵槽、使用済燃料運搬用容器ピット、使

用済燃料貯蔵ラック、破損燃料貯蔵ラッ

ク又は使用済燃料貯蔵用容器に限る。）

に係るものの性能又は強度に影響を及

ぼすもの 

３ 加圧水型原子力発電設備に係るもの

の改造（中欄に掲げるものを除く。）で

あって、燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備、

使用済燃料貯蔵設備又は使用済燃料貯

蔵槽冷却浄化設備（ポンプを除く。）に

係るもの 

４ 加圧水型原子力発電設備に係るもの

の修理であって、燃料取扱設備（使用済

燃料を取扱うものに限る。）、新燃料貯蔵

設備（新燃料貯蔵ラックに限る。）、使用

済燃料貯蔵設備（使用済燃料貯蔵槽、使

用済燃料運搬用容器ピット、使用済燃料

貯蔵ラック、破損燃料貯蔵ラック又は使

用済燃料貯蔵用容器に限る。）又は燃料

取替用水設備に係るものの性能又は強

度に影響を及ぼすもの 



３ ナトリウム冷却型原子力発

電設備に係るものの改造で

あって、次に掲げるもの 

 （１） 燃料取扱設備（使用

済燃料を取扱うものに限

る。）に係るもの 

 （２） 新燃料貯蔵設備（新

燃料貯蔵ラックに限る。）に

係るもの 

 （３） 使用済燃料貯蔵設備

（使用済燃料貯蔵槽、使用済

燃料運搬用容器ピット、使用

済燃料貯蔵ラック又は使用

済燃料貯蔵用容器に限る。）

に係るもの 

 （４） 炉外燃料貯蔵設備（炉

外燃料貯蔵槽、炉外燃料貯蔵

槽冷却設備又は炉外燃料貯

蔵槽補助ナトリウム設備（一

次系に係るものに限る。）に

限る。）に係るもの 

５ ナトリウム冷却型原子力発電設備に

係るものの改造（中欄に掲げるものを除

く。）であって、燃料取扱設備（ポンプ、

ブロワ及び主要弁を除く。）、新燃料貯蔵

設備、使用済燃料貯蔵設備、使用済燃料

貯蔵槽冷却浄化設備（ポンプを除く。）、

炉外燃料貯蔵設備（炉外燃料貯蔵槽補助

ナトリウム設備、炉外燃料貯蔵槽アルゴ

ンガス設備又はライニング設備に限

る。）に係るもの 

６ ナトリウム冷却型原子力発電設備に

係るものの修理であって、燃料取扱設備

（使用済燃料を取扱うものに限る。）、新

燃料貯蔵設備（新燃料貯蔵ラックに限

る。）、使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料

貯蔵槽、使用済燃料運搬用容器ピット、

使用済燃料貯蔵ラック又は使用済燃料

貯蔵用容器に限る。）又は炉外燃料貯蔵

設備（炉外燃料貯蔵槽、炉外燃料貯蔵槽

冷却設備又は炉外燃料貯蔵槽補助ナト

リウム設備（一次系に係るものに限る。）

に限る。）に係るものの性能又は強度に

影響を及ぼすもの 

 

   ホ 放射線管

理設備 

１ 沸騰水型原子力発電設備に

係るものの改造であって、次

に掲げるもの 

 （１） プロセスモニタリン

グ設備（非常用のものに限

る。）に係るもの 

 （２） 換気設備（非常用の

ものに限る。）に係るもの 

 （３） 生体遮へい装置（一

次遮へい、二次遮へい又は中

央制御室遮へいに限る。）に

係るもの 

２ 加圧水型原子力発電設備に

係るものの改造であって、次

に掲げるもの 

 （１） エリアモニタリング

設備（非常用のものに限る。）

に係るもの 

 （２） 換気設備（非常用の

ものに限る。）に係るもの 

 （３） 生体遮へい装置（中

央制御室遮へい又は外部遮

へいに限る。）に係るもの 

３ ナトリウム冷却型原子力発

電設備に係るものの改造で

あって、次に掲げるもの 

 （１） エリアモニタリング

設備（非常用のものに限る。）

に係るもの 

１ 沸騰水型原子力発電設備に係るもの

の改造（中欄に掲げるものを除く。）で

あって、プロセスモニタリング設備、エ

リアモニタリング設備、固定式周辺モニ

タリング設備、移動式周辺モニタリング

設備又は生体遮へい装置に係るもの 

２ 沸騰水型原子力発電設備に係るもの

の修理であって、換気設備（非常用のも

のに限る。）又は生体遮へい装置（一次

遮へい、二次遮へい又は中央制御室遮へ

いに限る。）に係るものの性能又は強度

に影響を及ぼすもの 

３ 加圧水型原子力発電設備に係るもの

の改造（中欄に掲げるものを除く。）で

あって、プロセスモニタリング設備、エ

リアモニタリング設備、固定式周辺モニ

タリング設備、移動式周辺モニタリング

設備又は生体遮へい装置に係るもの 

４ 加圧水型原子力発電設備に係るもの

の修理であって、換気設備（非常用のも

のに限る。）又は生体遮へい装置（中央

制御室遮へい又は外部遮へいに限る。）

に係るものの性能又は強度に影響を及

ぼすもの 

５ ナトリウム冷却型原子力発電設備に

係るものの改造（中欄に掲げるものを除

く。）であって、プロセスモニタリング

設備、エリアモニタリング設備、固定式

周辺モニタリング設備、移動式周辺モニ



 （２） 換気設備（非常用の

ものに限る。）に係るもの 

 （３） 生体遮へい装置（中

央制御室遮へい又は外部遮

へいに限る。）に係るもの 

タリング設備又は生体遮へい装置に係

るもの 

６ ナトリウム冷却型原子力発電設備に

係るものの修理であって、換気設備（非

常用のものに限る。）又は生体遮へい装

置（中央制御室遮へい又は外部遮へいに

限る。）に係るものの性能又は強度に影

響を及ぼすもの 

   ヘ 廃棄設備 改造であって、気体、液体又は

固体廃棄物処理設備（気体廃

棄物処理に係る容器又は原

子炉格納容器バウンダリに

係るものに限る。）に係るも

の 

１ 改造（中欄に掲げるものを除く。）で

あって、気体、液体若しくは固体廃棄物

貯蔵設備（ポンプを除く。）、気体、液体

若しくは固体廃棄物処理設備（ポンプ、

圧縮機、送風機、排風機及びブロワを除

く。）、堰その他の設備又は原子炉格納容

器本体外の廃棄物貯蔵設備若しくは廃

棄物処理設備からの流体状の放射性廃

棄物の漏えいの検出装置若しくは自動

警報装置に係るもの 

２ 修理であって、気体、液体若しくは固

体廃棄物処理設備（気体廃棄物処理に係

る容器又は原子炉格納容器バウンダリ

に係るものに限る。）に係るものの性能

又は強度に影響を及ぼすもの 

 

   ト 原子炉格

納施設 

１ 沸騰水型原子力発電設備に

係るものの改造であって、次

に掲げるもの 

 （１） 原子炉格納容器に係

るもの 

 （２） 原子炉建屋に係るも

の 

 （３） 圧力低減設備その他

の安全設備（原子炉格納容器

調気設備にあっては、原子炉

格納容器バウンダリに係る

ものに限る。）に係るもの 

２ 加圧水型原子力発電設備に

係るものの改造であって、次

に掲げるもの 

 （１） 原子炉格納容器に係

るもの 

 （２） 二次格納施設に係る

もの 

 （３） 圧力低減設備その他

の安全設備（圧力逃がし装置

にあっては、原子炉格納容器

バウンダリに係るものに限

る。）に係るもの 

３ ナトリウム冷却型原子力発

電設備に係るものの改造で

あって、次に掲げるもの 

 （１） 原子炉格納容器に係

るもの 

１ 沸騰水型原子力発電設備に係るもの

の改造（中欄に掲げるものを除く。）で

あって、圧力低減設備その他の安全設備

（原子炉格納容器調気設備に限る。）に

係るもの 

２ 沸騰水型原子力発電設備に係るもの

の修理であって、原子炉格納容器、原子

炉建屋又は圧力低減設備その他の安全

設備（原子炉格納容器調気設備にあって

は、原子炉格納容器バウンダリに係るも

のに限る。）に係るものの性能又は強度

に影響を及ぼすもの 

３ 加圧水型原子力発電設備に係るもの

の修理であって、原子炉格納容器、二次

格納施設又は圧力低減設備その他の安

全設備（圧力逃がし装置にあっては、原

子炉格納容器バウンダリに係るものに

限る。）に係るものの性能又は強度に影

響を及ぼすもの 

４ ナトリウム冷却型原子力発電設備に

係るものの修理であって、原子炉格納容

器、二次格納施設、圧力低減設備その他

の安全設備に係る真空逃がし装置又は

ライニング設備に係るものの性能又は

強度に影響を及ぼすもの 



 （２） 二次格納施設に係る

もの 

 （３） 圧力低減設備その他

の安全設備に係る真空逃が

し装置 

 （４） ライニング設備 

   チ 排気筒 改造 修理であって、性能又は強度に影響を及ぼ

すもの 

   リ 蒸気ター

ビン 

  １ 設置 

２ 改造であって、次に掲げるもの 

 （１） 主蒸気止め弁の入口の圧力又は

温度の変更を伴うもの 

 （２） 回転速度の変更又は五パーセン

ト以上の定格出力の変更を伴うもの 

 （３） 車室、円板又は車軸の強度の変

更を伴うもの 

 （４） 調速装置又は非常調速装置の種

類の変更を伴うもの 

３ 取替え 

４ 修理であって、車室、円板又は車軸の

強度に影響を及ぼすもの（溶接補修を除

く。） 

   ヌ 補助ボイ

ラー 

  １ 設置 

２ 改造であって、次に掲げるもの 

 （１） 最高使用圧力又は最高使用温度

の変更を伴うもの 

 （２） 再熱器の最高使用圧力又は最高

使用温度の変更を伴うもの 

 （３） 安全弁の能力の変更を伴うもの

 （４） 燃料の種類（原油又は原油以外

の石油（液化石油ガスを除く。）の別）

の変更を伴うもの 

３ 取替え 

４ 修理であって、安全弁の取替えを伴う

もの 

   ル 補助ボイ

ラーに属する燃料

設備 

  設置 

   ヲ 補助ボイ

ラーに属するばい

煙処理設備 

  １ 設置 

２ 改造であって、ばい煙の処理能力の変

更を伴うもの 

３ 廃止 

 

  （４） 燃料電

池設備 

  １ 出力五百キロワット以上の燃料電池

設備の設置 

２ 出力五百キロワット以上の燃料電池

設備の改造であって、次に掲げるもの 

 （１） 燃料電池の設置又は改造であっ

て二十パーセント以上の電圧若しくは

出力の変更を伴うもの 

 （２） 容器、熱交換器又は改質器（内

径が二百ミリメートルを超えかつ長さ

が千ミリメートルを超えるもの及び内



容積が〇・〇四立方メートルを超えるも

のであって、最高使用圧力が九十八キロ

パスカル以上のものに限る。）の設置又

は改造であって最高使用圧力若しくは

最高使用温度の変更を伴うもの若しく

は胴若しくは安全弁に係るもの 

 （３） 液体窒素用貯槽、気化器又は窒

素ガス用ガスだめ（内径が二百ミリメー

トルを超えかつ長さが千ミリメートル

を超えるもの及び内容積が〇・〇四立方

メートルを超えるものであって、最高使

用圧力が九十八キロパスカル以上のも

のに限る。）の設置又は改造であって最

高使用圧力、最低使用温度（通常の使用

状態での温度が零度以下のものに限

る。）若しくは最高使用温度の変更を伴

うもの若しくは胴若しくは安全弁に係

るもの 

 （４） 燃料貯蔵設備に係る（二）１（２）

への下欄に準ずるもの 

３ 出力五百キロワット以上の燃料電池

設備に係る燃料電池の取替え 

４ 出力五百キロワット以上かつ改質器

の最高使用圧力が九十八キロパスカル

以上の燃料電池設備の修理であって、次

に掲げるもの 

 （１） 容器、熱交換器、改質器、液体

窒素用貯槽、気化器又は窒素ガス用ガス

だめ（内径が二百ミリメートルを超えか

つ長さが千ミリメートルを超えるもの

及び内容積が〇・〇四立方メートルを超

えるものであって、最高使用圧力が九十

八キロパスカル以上のものに限る。）の

取替え又は修理であって次に掲げるも

の 

  イ 胴又は安全弁の取替え 

  ロ 胴の強度に影響を及ぼすもの 

  ハ 安全弁の性能に影響を及ぼすも

の 

 （２） 燃料貯蔵設備に係る（二）１（２）

への下欄に準ずるもの 

 

  （５） 太陽電

池設備 

   太陽電池 

  １ 出力五百キロワット以上の太陽電池

の設置 

２ 出力五百キロワット以上の太陽電池

の取替え 

３ 出力五百キロワット以上の太陽電池

の改造であって、次に掲げるもの 

 （１） 二十パーセント以上の電圧の変

更を伴うもの 

 （２） 支持物の強度の変更を伴うもの

４ 出力五百キロワット以上の太陽電池

の修理であって、支持物の強度に影響を



及ぼすもの 

  （６） 風力設

備 

   風力機関 

  １ 出力五百キロワット以上の発電設備

に係る風力機関の設置 

２ 出力五百キロワット以上の発電設備

に係る風力機関の改造であって、次に掲

げるもの 

 （１） 回転速度の変更又は五パーセン

ト以上の出力の変更を伴うもの 

 （２） 風車又は支持物の強度の変更を

伴うもの 

 （３） 調速装置又は非常調速装置の種

類の変更を伴うもの 

３ 出力五百キロワット以上の発電設備

に係る風力機関の取替え 

４ 出力五百キロワット以上の発電設備

に係る風力機関の修理であって、次に掲

げるもの 

 （１） 調速装置又は非常調速装置の取

替え 

 （２） 風車又は支持物の強度に影響を

及ぼすもの 

 ２ 電気設備 

  （１） 発電機 

１ （一）中欄の発電設備に係

る発電機の設置 

２ （一）中欄の発電設備に係

る発電機の改造であって、次

に掲げるもの 

 （１） 二十パーセント以上

の電圧又は容量の変更を伴

うもの 

 （２） 周波数の変更を伴う

もの 

１ （一）下欄の発電設備（水力発電所に

あっては、出力三万キロワット以上のも

のに限る。）に係る発電機の設置 

２ （一）下欄の発電設備（水力発電所に

あっては、出力三万キロワット以上のも

のに限る。）に係る発電機の改造であっ

て、次に掲げるもの 

 （１） 二十パーセント以上の電圧又は

容量の変更を伴うもの 

 （２） 周波数の変更を伴うもの 

  （２） 変圧器 １ （一）中欄の発電設備に係

る変圧器であって電圧三十

万ボルト以上かつ容量十万

キロボルトアンペア以上の

ものの設置 

２ （一）中欄の発電設備に係

る変圧器であって電圧三十

万ボルト以上かつ容量十万

キロボルトアンペア以上の

ものの改造のうち、次に掲げ

るもの 

 （１） 二十パーセント以上

の電圧又は容量の変更を伴

うもの 

 （２） 電圧調整装置を付加

するもの 

１ 電圧十七万ボルト以上であって、容量

十万キロボルトアンペア以上の変圧器

（中欄に掲げるものを除く。）の設置 

２ 電圧十七万ボルト以上であって、容量

十万キロボルトアンペア以上の変圧器

（中欄に掲げるものを除く。）の改造で

あって、次に掲げるもの 

 （１） 二十パーセント以上の電圧又は

容量の変更を伴うもの 

 （２） 電圧調整装置を付加するもの 

３ 電圧十七万ボルト以上であって、容量

十万キロボルトアンペア以上の変圧器

の取替え 

 

  （３） 電圧調

整器又は電圧位相

調整器 

  １ 送電電圧十七万ボルト以上の発電所

に係る容量一万キロボルトアンペア以

上の電圧調整器又は電圧位相調整器の

設置 

２ 送電電圧十七万ボルト以上の発電所



に係る容量一万キロボルトアンペア以

上の電圧調整器又は電圧位相調整器の

改造であって、二十パーセント以上の電

圧又は容量の変更を伴うもの 

３ 送電電圧十七万ボルト以上の発電所

に係る容量一万キロボルトアンペア以

上の電圧調整器又は電圧位相調整器の

取替え 

  （４） 調相機   １ 送電電圧十七万ボルト以上の発電所

に係る容量二万キロボルトアンペア以

上の調相機の設置 

２ 送電電圧十七万ボルト以上の発電所

に係る容量二万キロボルトアンペア以

上の調相機の改造であって、二十パーセ

ント以上の電圧又は容量の変更を伴う

もの 

３ 送電電圧十七万ボルト以上の発電所

に係る容量二万キロボルトアンペア以

上の調相機の取替え 

  （５） 電力用

コンデンサー 

  １ 送電電圧十七万ボルト以上の発電所

に係る容量一万キロボルトアンペア以

上の群の設置 

２ 送電電圧十七万ボルト以上の発電所

に係る容量一万キロボルトアンペア以

上の群の改造であって、二十パーセント

以上の容量の変更を伴うもの 

３ 送電電圧十七万ボルト以上の発電所

に係る容量一万キロボルトアンペア以

上の群の取替え 

  （６） 分路リ

アクトル又は限流

リアクトル 

  １ 送電電圧十七万ボルト以上の発電所

に係る容量一万キロボルトアンペア以

上の分路リアクトル又は限流リアクト

ルの設置 

２ 送電電圧十七万ボルト以上の発電所

に係る容量一万キロボルトアンペア以

上の分路リアクトル又は限流リアクト

ルの改造であって、二十パーセント以上

の容量の変更を伴うもの 

３ 送電電圧十七万ボルト以上の発電所

に係る容量一万キロボルトアンペア以

上の分路リアクトル又は限流リアクト

ルの取替え 

 

  （７） 周波数

変換機器又は整流

機器 

  １ 容量十五万キロボルトアンペア以上

又は出力十五万キロワット以上の周波

数変換機器又は整流機器の設置 

２ 容量十五万キロボルトアンペア以上

又は出力十五万キロワット以上の周波

数変換機器又は整流機器の改造であっ

て、二十パーセント以上の電圧の変更又

は二十パーセント以上の容量若しくは

出力の変更を伴うもの 

３ 容量十五万キロボルトアンペア以上



又は出力十五万キロワット以上の周波

数変換機器又は整流機器の取替え 

  （８） 遮断器 １ （一）中欄の発電設備に係

る送電線引出口の遮断器（需

要設備と電気的に接続する

ためのものを除く。）であっ

て、電圧三十万ボルト以上の

ものの設置（ガス遮断器又は

ガス遮断器以外の遮断器に

替え、ガス遮断器を設置する

場合を除く。） 

２ （一）中欄の発電設備に係

る送電線引出口の遮断器（需

要設備と電気的に接続する

ためのものを除く。）であっ

て、電圧三十万ボルト以上の

ものの改造のうち、二十パー

セント（ガス遮断器及び真空

遮断器にあっては、三十パー

セント）以上の遮断電流の変

更を伴うもの 

３ （一）中欄の発電設備に係

る遮断器であって、周波数低

下による事故の拡大を防止す

るために設置するもののうち

電気事業の用に供する電圧三

十万ボルト以上のものの設置

１ 送電線引出口の遮断器（需要設備と電

気的に接続するためのものを除く。）で

あって、電圧十七万ボルト以上のもの

（中欄に掲げるものを除く。）の設置（ガ

ス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器

に替え、ガス遮断器を設置する場合を除

く。） 

２ 送電線引出口の遮断器（需要設備と電

気的に接続するためのものを除く。）で

あって、電圧十七万ボルト以上のものの

改造のうち、二十パーセント（ガス遮断

器及び真空遮断器にあっては、三十パー

セント）以上の遮断電流の変更を伴うも

の（中欄に掲げるものを除く。） 

３ 周波数低下による事故の拡大を防止

するために設置する遮断器であって、電

気事業の用に供する電圧三十万ボルト

以上のもの（中欄に掲げるものを除く。）

の設置 

４ 他の者が設置する電気工作物（需要設

備を除く。）と電気的に接続するための

遮断器であって、電圧十七万ボルト以上

のものの取替え 

  （９） 蓄電池

（原子力発電所に

設置されるもの又

は設置されている

ものに限る。） 

改造（非常用のものに係るもの

に限る。） 

  

  （１０） 逆変

換装置 

  燃料電池発電所、太陽電池発電所又は風力

発電所における出力五百キロワット以上

の発電設備に係る逆変換装置の設置、取替

え又は改造であって二十パーセント以上

の電圧若しくは出力の変更を伴うもの 

 ３ 附帯設備 

  （１） 発電所

の運転を管理する

ための制御装置 

改造であって、次に掲げるもの

 （１） 制御方式の変更を伴

うもの（原子力発電所に限

る。） 

 （２） 中央制御室機能の変

更を伴うもの（原子力発電所

に限る。） 

 （３） 中央制御室外原子炉

停止機能の変更を伴うもの 

出力千キロワット未満（内燃力を原動力と

するものにあっては一万キロワット未満）

の火力発電所又は出力五百キロワット未

満の水力発電所、燃料電池発電所、太陽電

池発電所若しくは風力発電所以外の発電

所に係る制御装置の改造であって、制御方

式の変更を伴うもの（中欄に掲げるものを

除く。） 

 

  （２） 非常用

予備発電装置（原

子力発電所に設置

されるもの又は設

置されているもの

に限る。） 

改造であって、次に掲げるもの

 （１） 常用電源装置との切

換方法の変更を伴うもの 

 （２） 内燃機関（機関若し

くは過結機、調速装置若しく

は非常調速装置、内燃機関に

１ 改造（中欄に掲げるものを除く。）で

あって、内燃機関（内燃機関に附属する

空気圧縮設備にあっては圧縮機を除

く。）に係るもの 

２ 修理であって、内燃機関（機関若しく

は過結機、調速装置若しくは非常調速装



 附属する冷却水設備、内燃機

関に附属する空気圧縮設備

（空気だめに限る。）又は燃

料デイタンク若しくはサー

ビスタンクに限る。）に係る

もの 

 （３） 非常用予備発電装置

に係る基本設計方針、適用基

準又は適用規格の変更を伴

うもの。 

 （４） 発電機（発電機又は

励磁装置に限る。）に係るも

の 

 （５） 冷却設備に係るもの

 （６） その他の電源装置（非

常用のものに限る。）に係る

もの 

置、内燃機関に附属する冷却水設備、内

燃機関に附属する空気圧縮設備（空気だ

めに限る。）又は燃料デイタンク若しく

はサービスタンクに限る。）、発電機（発

電装置又は励磁装置に限る。）、冷却設備

又はその他の電源装置（非常用のものに

限る。）に係るものの性能又は強度に影

響を及ぼすもの 

一 設置の工事   電圧十七万ボルト以上（構内以外の場所か

ら伝送される電気を変成するために設置

する変圧器その他の電気工作物の総合体

であって、構内以外の場所に伝送するため

のもの以外のもの（以下「受電所」という。）

にあっては十万ボルト以上）の変電所の設

置 

二 変更の工事であ

って、次の設備に

係るもの 

 （一）変圧器 

  １ 電圧十七万ボルト以上であって、容量

十万キロボルトアンペア以上（受電所に

あっては、電圧十万ボルト以上であっ

て、容量一万キロボルトアンペア以上）

の変圧器の設置 

２ 電圧十七万ボルト以上であって、容量

十万キロボルトアンペア以上（受電所に

あっては、電圧十万ボルト以上であっ

て、容量一万キロボルトアンペア以上）

の変圧器の改造であって、次に掲げるも

の 

 （１） 二十パーセント以上の電圧又は

容量の変更を伴うもの 

 （２） 電圧調整装置を付加するもの 

３ 電圧十七万ボルト以上であって、容量

十万キロボルトアンペア以上（受電所に

あっては、電圧十万ボルト以上であっ

て、容量一万キロボルトアンペア以上）

の変圧器の取替え 

変電所 

 （二）電圧調整器

又は電圧位相調整

器 

  １ 電圧十七万ボルト以上（受電所にあっ

ては、電圧十万ボルト以上）の変電所に

係る容量一万キロボルトアンペア以上

の電圧調整器又は電圧位相調整器の設

置 

２ 電圧十七万ボルト以上（受電所にあっ

ては、電圧十万ボルト以上）の変電所に

係る容量一万キロボルトアンペア以上

の電圧調整器又は電圧位相調整器の改



造であって、二十パーセント以上の電圧

又は容量の変更を伴うもの 

３ 電圧十七万ボルト以上（受電所にあっ

ては、電圧十万ボルト以上）の変電所に

係る容量一万キロボルトアンペア以上

の電圧調整器又は電圧位相調整器の取

替え 

 （三）調相機   １ 電圧十七万ボルト以上の変電所に係

る容量二万キロボルトアンペア以上の

調相機（受電所にあっては、電圧十万ボ

ルト以上の変電所に係る容量一万キロ

ボルトアンペア以上の調相機）の設置 

２ 電圧十七万ボルト以上の変電所に係

る容量二万キロボルトアンペア以上の

調相機（受電所にあっては、電圧十万ボ

ルト以上の変電所に係る容量一万キロ

ボルトアンペア以上の調相機）の改造で

あって、二十パーセント以上の電圧又は

容量の変更を伴うもの 

３ 電圧十七万ボルト以上の変電所に係

る容量二万キロボルトアンペア以上の

調相機（受電所にあっては、電圧十万ボ

ルト以上の変電所に係る容量一万キロ

ボルトアンペア以上の調相機）の取替え

 （四）電力用コン

デンサー 

  １ 電圧十七万ボルト以上（受電所にあっ

ては、電圧十万ボルト以上）の変電所に

係る容量一万キロボルトアンペア以上

の群の設置 

２ 電圧十七万ボルト以上（受電所にあっ

ては、電圧十万ボルト以上）の変電所に

係る容量一万キロボルトアンペア以上

の群の改造であって、二十パーセント以

上の容量の変更を伴うもの 

３ 電圧十七万ボルト以上（受電所にあっ

ては、電圧十万ボルト以上）の変電所に

係る容量一万キロボルトアンペア以上

の群の取替え 

 

 （五）分路リアク

トル又は限流リア

クトル 

  １ 電圧十七万ボルト以上（受電所にあっ

ては、電圧十万ボルト以上）の変電所に

係る容量一万キロボルトアンペア以上

の分路リアクトル又は限流リアクトル

の設置 

２ 電圧十七万ボルト以上（受電所にあっ

ては、電圧十万ボルト以上）の変電所に

係る容量一万キロボルトアンペア以上

の分路リアクトル又は限流リアクトル

の改造であって、二十パーセント以上の

容量の変更を伴うもの 

３ 電圧十七万ボルト以上（受電所にあっ

ては、電圧十万ボルト以上）の変電所に

係る容量一万キロボルトアンペア以上

の分路リアクトル又は限流リアクトル



の取替え 

 （六）周波数変換

機器又は整流機器

（鉄道営業法、軌

道法又は鉄道事業

法が適用され又は

準用される変電所

の直流き電側のも

のを除く。） 

  １ 容量十五万キロボルトアンペア以上

又は出力十五万キロワット以上（受電所

にあっては、容量十万キロボルトアンペ

ア以上又は出力十万キロワット以上）の

周波数変換機器又は整流機器の設置 

２ 容量十五万キロボルトアンペア以上

又は出力十五万キロワット以上（受電所

にあっては、容量十万キロボルトアンペ

ア以上又は出力十万キロワット以上）の

周波数変換機器又は整流機器の改造で

あって、二十パーセント以上の電圧の変

更又は二十パーセント以上の容量若し

くは出力の変更を伴うもの 

３ 容量十五万キロボルトアンペア以上

又は出力十五万キロワット以上（受電所

にあっては、容量十万キロボルトアンペ

ア以上又は出力十万キロワット以上）の

周波数変換機器又は整流機器の取替え 

 

 （七）遮断器   １ 送電線引出口の遮断器（需要設備と電

気的に接続するためのものを除く。）で

あって、電圧十七万ボルト以上（受電所

にあっては、電圧十万ボルト以上）のも

のの設置（ガス遮断器又はガス遮断器以

外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置す

る場合を除く。） 

２ 送電線引出口の遮断器（需要設備と電

気的に接続するためのものを除く。）で

あって、電圧十七万ボルト以上（受電所

にあっては、電圧十万ボルト以上）のも

のの改造のうち、二十パーセント（ガス

遮断器及び真空遮断器にあっては、三十

パーセント）以上の遮断電流の変更を伴

うもの 

３ 周波数低下による事故の拡大を防止

するために設置する遮断器であって、電

気事業の用に供する電圧三十万ボルト

以上のものの設置 

４ 他の者が設置する電気工作物（需要設

備を除く。）と電気的に接続するための

遮断器であって、電圧十七万ボルト以上

（受電所にあっては、電圧十万ボルト以

上）のものの取替え 

一 設置の工事   電圧十七万ボルト以上の送電線路又は電

圧十七万ボルト以上の電気鉄道用送電線

路（鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が

適用され又は準用される送電線路であっ

て、電気鉄道の専用敷地内に設置されるも

のをいう。以下同じ。）の設置 

送電線路（電線路と

一体的に工事が

行われる送電線

引出口の遮断器

（需要設備と電

気的に接続する

ためのものを除

く。）を含む。以

下この項におい

二 変更の工事であ

って、次の設備に

係るもの 

  １ 電圧十七万ボルト以上の電線路又は

電気鉄道用送電線路に属する電圧十七

万ボルト以上の電線路の一キロメート



 （一）電線路（電

線路と一体的に工

事が行われる送電

線引出口の遮断器

（需要設備と電気

的に接続するため

のものを除く。）を

含む。以下この項

において同じ。） 

ル以上の延長 

２ 電圧十七万ボルト以上の電線路又は

電気鉄道用送電線路に属する電圧十七

万ボルト以上の電線路の改造であって、

次に掲げるもの 

 （１） 電圧の変更（昇圧に限る。）を

伴うもの 

 （２） 電気方式又は回線数の変更を伴

うもの 

 （３） 電線の種類の変更を伴うもの 

 （４） 電線の一回線当たりの条数の変

更を伴うもの（電圧三十万ボルト以上の

電線路（電気鉄道用送電線路に属するも

のを除く。）に係るものに限る。） 

 （５） 二十パーセント以上の電線の太

さの変更を伴うもの（電圧三十万ボルト

以上の電線路（電気鉄道用送電線路に属

するものを除く。）に係るものに限る。）

 （６） 支持物（上部及び基礎）の種類

又は基数の変更を伴うもの（電圧三十万

ボルト以上の電線路（電気鉄道用送電線

路に属するものを除く。）に係るものに

限る。） 

 （７） 地中電線路の布設方式の変更を

伴うもの 

３ 電圧十七万ボルト未満の電線路の電

圧を十七万ボルト以上とする改造 

４ 電圧十七万ボルト以上の電線路の左

右五十メートル以上の位置変更 

て同じ。） 

 （二）開閉所   １ 電圧十七万ボルト以上の開閉所の設

置 

２ 電圧十七万ボルト以上の開閉所の改

造であって、次に掲げるもの 

 （１） 電圧の変更（昇圧に限る。）を

伴うもの 

 （２） 送電線引出口の遮断器（需要設

備と電気的に接続するためのものを除

く。）の設置（ガス遮断器又はガス遮断

器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設

置する場合を除く。） 

 （３） 送電線引出口の遮断器（需要設

備と電気的に接続するためのものを除

く。）の改造であって、二十パーセント

（ガス遮断器及び真空遮断器にあって

は、三十パーセント）以上の遮断電流の

変更を伴うもの 

 （４） 周波数低下による事故の拡大を

防止するための遮断器であって、電気事

業の用に供する電圧三十万ボルト以上

のもの（電気鉄道用送電線路に属するも

のを除く。）の設置 

３ 電圧十七万ボルト未満の開閉所の電



 圧を十七万ボルト以上とする改造 

４ 電圧十七万ボルト以上の開閉所の修

理であって、他の者が設置する電気工作

物（需要設備を除く。）と電気的に接続

するための遮断器の取替え 

一 設置の工事   受電電圧一万ボルト以上の需要設備の設置

二 変更の工事であ

って、次の設備に

係るもの 

 （一）遮断器 

  １ 他の者が設置する電気工作物と電気

的に接続するための遮断器（受電電圧一

万ボルト以上の需要設備に属するもの

に限る。）であって、電圧一万ボルト以

上のものの設置 

２ 他の者が設置する電気工作物と電気

的に接続するための遮断器（受電電圧一

万ボルト以上の需要設備に属するもの

に限る。）であって、電圧一万ボルト以

上のものの改造のうち、二十パーセント

以上の遮断電流の変更を伴うもの 

３ 他の者が設置する電気工作物と電気的

に接続するための遮断器（受電電圧一万

ボルト以上の需要設備に属するものに限

る。）であって、電圧一万ボルト以上のも

のの取替え 

 （二）（一）の機器

以外の機器（計器

用変成器を除く。） 

  １ 電圧一万ボルト以上の機器であって、

容量一万キロボルトアンペア以上又は

出力一万キロワット以上のものの設置 

２ 電圧一万ボルト以上の機器であって、

容量一万キロボルトアンペア以上又は

出力一万キロワット以上のものの改造

のうち、二十パーセント以上の電圧の変

更又は二十パーセント以上の容量若し

くは出力の変更を伴うもの 

３ 電圧一万ボルト以上の機器であって、

容量一万キロボルトアンペア以上又は

出力一万キロワット以上のものの取替

え 

需要設備（鉱山保安

法が適用される

ものを除く。） 

 （三）電線路   １ 電圧五万ボルト以上の電線路の設置 

２ 電圧十万ボルト以上の電線路の一キ

ロメートル以上の延長 

３ 電圧十万ボルト以上の電線路の改造

であって、次に掲げるもの 

 （１） 電圧の変更（昇圧に限る。）を

伴うもの 

 （２） 電気方式又は回線数の変更を伴

うもの 

 （３） 電線の種類又は一回線当たりの

条数の変更を伴うもの 

 （４） 二十パーセント以上の電線の太

さの変更を伴うもの 

 （５） 支持物に係るもの 

 （６） 地中電線路の布設方式の変更を

伴うもの 

４ 電圧十万ボルト未満の電線路の電圧



 を十万ボルト以上とする改造 

５ 電圧十万ボルト以上の電線路の左右

五十メートル以上の位置変更 

 



別表第三 （第六十三条、第六十六条関係） 

記載すべき事項 電気工作物の種類 

一般記載事項 設備別記載事項（認可の申請又は届出

に係る工事の内容に関係あるものに

限る。） 

添付書類（認可の申請又は届出に係る

工事の内容に関係あるものに限る。）

一 発電所 １ 発電所の名称及び

位置（都道府県郡市区

町村字を記載するこ

と。） 

２ 発電所の出力（水力

発電所の場合は、常時

出力及び常時せん頭

出力を付記するこ

と。）及び周波数 

３ 水力発電所の場合

は、使用水量、有効落

差及び理論水力（それ

ぞれ最大、常時及び常

時せん頭の別に記載

すること。） 

４ 特定対象事業に係

るものにあっては、そ

の特定対象事業に係

る法第四十六条の十

七第二項の規定によ

る通知に係る評価書

に従っている環境の

保全のための措置 

５ 環境影響評価法第

二条第三項に規定す

る第二種事業（特定対

象事業を除く。）に係

るものにあっては、同

法第四条第三項第二

号（同条第四項及び同

法第二十九条第二項

において準用する場

合を含む。）の措置が

とられたものである

旨 

  送電関係一覧図 

事業用電気工作物が電気の円滑な供

給を確保するため技術上適切なもの

であることの説明書（電圧十七万ボル

ト以上の電力系統に係る事業用電気

工作物であって、一般電気事業の用に

供されるものに係る場合に限る。） 

特定対象事業に係るものにあっては、

特定対象事業実施区域内の主要工作

物及び主要仮設備の配置図（水力発電

所の場合は、減水区間の長さも併せて

記載すること。） 

特定対象事業に係るものにあっては、

その特定対象事業に係る法第四十六

条の十七第二項の規定による通知に

係る評価書に従っている環境の保全

のための措置に関する説明書 

環境影響評価法第二条第三項に規定

する第二種事業（特定対象事業を除

く。）に係るものにあっては、同法第

四条第三項第二号（同条第四項及び同

法第二十九条第二項において準用す

る場合を含む。）の措置に関する説明

書 

大気汚染防止法第二条第二項のばい

煙発生施設を設置する場合は、ばい煙

に関する説明書 

騒音規制法第三条第一項の規定によ

り指定された地域内に同法第二条第

一項の特定施設を設置する場合は、騒

音に関する説明書 

振動規制法第三条第一項の規定によ

り指定された地域内に同法第二条第

一項の特定施設を設置する場合は、振

動に関する説明書 

ダイオキシン類対策特別措置法第二

条第二項の特定施設を設置する場合

は、ダイオキシン類に関する説明書

急傾斜地崩壊危険区域内において行

う制限工事に係る場合は、当該区域内

の急傾斜地（急傾斜地の崩壊による災

害の防止に関する法律第二条第一項

に規定するものをいう。以下同じ。）

の崩壊の防止措置に関する説明書 

発電所の概要を明示した地形図（水力

発電所の場合は、縮尺五万分の一以上

の地形図） 



主要設備の配置の状況を明示した平

面図及び断面図（水力発電所の場合

は、各設備の主要寸法を記載するこ

と。） 

単線結線図（接地線（計器用変成器を

除く。）については電線の種類、太さ

及び接地の種類も併せて記載するこ

と。） 

新技術の内容を十分に説明した書類

 （一）水力設備     流量資料 

使用水量の決定に関する説明書 

有効落差、理論水力及び出力について

の計算書 

流量の調整方法及び引水方法に関す

る説明書 

揚水発電所の揚水量の決定に関する

説明書 

 １ ダム   １ 種類、高さ、余裕高、頂長、頂幅、

越流頂標高、越流幅及び越流水深

２ 堤体の体積、最大敷幅並びに上下

流面こう配又は中心角及び半径 

３ 高さ十五メートル以上のダムに

係る次の事項 

 （１） 基礎地盤の処理方法 

 （２） コンクリートの材料の種類、

コンクリート一立方メートル当た

りのセメント使用量及びコンクリ

ート以外の堤体材料の材料試験の

結果 

４ 洪水吐きに係る次の事項 

 （１） 種類及び容量 

 （２） ゲートの種類、主要寸法及

び門数 

 （３） ゲート操作用常用動力設備

の種類及び容量並びに制御方法 

 （４） ゲート操作用予備動力設備

の制御方法、常用との切換方法の他

（二）６、（二）７及び（七）１の

中欄に準ずるもの 

 （５） 水たたきの減勢方式 

５ 洪水吐き以外の放流設備の種類、

主要寸法及び設置箇所の標高 

ダムの構造図 

土砂推積量計算書 

設計洪水流量計算書 

堤体の強度及び安定度についての計

算書 

高さ十五メートル以上のダムの基礎

地盤の地質及び処理の方法に関する

説明書 

高さ十五メートル以上のダムの施工

方法に関する説明書 

洪水吐きの構造図並びに容量、強度及

び安定度についての計算書 

ゲート制御の方法に関する説明書 

ゲート操作用予備動力装置の出力の

決定に関する説明書の他（二）６、（二）

７及び（七）１の下欄に準ずるもの

水たたきの減勢計算書又は水たたき

の減勢についての水理模型実験の結

果を記載した書類 

 ２ 取水設備   １ 取水する河川又は湖沼の名称及

び取水地点の位置（都道府県郡市区

町村字番地を記載すること。） 

２ 取水方法 

３ 取水口の主要寸法及び取水口敷

標高 

４ 制水門の種類及び主要寸法 

  

 ３ 沈砂池   主要寸法   

 ４ 導水路   １ こう長（本水路及び支水路の別並

びにトンネル、暗きょ、開きょ、水

導水路定規図 

通水容量計算書（取水設備を含む。）



路橋、サイホン及びその他の別に記

載すること。）及び圧力 

２ こう配、標準断面形及び標準断面

寸法 

３ 水路橋、サイホンの標準巻厚及び

標準断面寸法 

４ 合流そうの主要寸法 

水路橋及びサイホンの構造計算書 

 ５ 放水路   １ 放水する河川又は湖沼の名称及

び放水地点の位置（都道府県郡市区

町村字番地を記載すること。） 

２ こう長（それぞれトンネル、暗き

ょ、開きょ及びその他の別に記載す

ること。）及び圧力 

３ こう配、標準断面形及び標準断面

寸法 

４ 放水口の主要寸法及び放水口敷

標高 

５ 調圧水室の種類及び主要寸法 

放水路定規図 

通水容量計算書 

 ６ ヘッドタン

ク又はサージタ

ンク 

  １ 種類及び圧力 

２ 水槽の主要寸法 

  

 ７ 水圧管路   １ 圧力 

２ 管胴本体の長さ（本管及び条管の

別に記載すること。）、最大管厚、最

小管厚、最大内径、最小内径、材料、

接合方法及び支持方法 

３ アンカーブロックの個数及び小

支台の種類 

圧力計算書 

管胴本体の構造計算書 

アンカーブロックの強度及び安定度

についての計算書 

 ８ 水車   １ 種類、出力、回転速度並びにポン

プ水車にあっては揚水量、揚程及び

入力 

２ 調速機の種類 

３ 制水門又は制水弁の種類及び主

要寸法 

４ 吸出管の種類及び吸出高 

５ ポンプ水車の場合は、駆動装置の

種類及び出力 

  

 ９ 揚水式発電

所における揚水

用のポンプ 

  １ 種類、揚水量、揚程、入力及び回

転速度 

２ 制水門又は制水弁の種類及び主

要寸法 

３ 駆動装置の種類及び出力 

  

 １０ 貯水池又

は調整池 

  全容量、有効容量、サーチャージ容量、

利用水深、常時満水位、最低水位、

設計洪水位、サーチャージ水位、制

限水位及びたん水面積 

貯水池又は調整池の縦断図及び横断

図 

水位たん水面積曲線図 

水位容量曲線図 

背水位計算書 

 （二）火力設備 

 １ 蒸気タービ

ン 

  １ 種類、出力、主蒸気止め弁の入口

の圧力及び温度、回転速度並びに被

動機一体の危険速度 

２ 主要な管の主要寸法及び材料 

蒸気タービンの構造図 

制御方法に関する説明書（蒸気タービ

ンの振動管理に関する説明書を含

む。） 



３ 調速装置及び非常調速装置の種

類 

４ 復水器の種類及び冷却水温度 

５ 蒸気タービンに附属する冷却塔

又は冷却池の種類及び容量 

６ 蒸気タービンに附属する熱交換

器に係る次の事項 

 （１） 種類、発生蒸気量、入口及

び出口の温度、最高使用圧力（一次

側及び二次側の別に記載するこ

と。）、最高使用温度（一次側及び二

次側の別に記載すること。）、主要寸

法、材料並びに個数 

 （２） 蒸気を発生する熱交換器の

安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、

個数及び取付箇所 

７ 蒸気タービンに附属する管に係

る次の事項 

 （１） 主要な管の最高使用圧力、

最高使用温度、外径、厚さ及び材料

 （２） 安全弁及び逃がし弁の種類、

吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇

所 

８ 蒸気タービンの基本設計方針、適

用基準及び適用規格 

蒸気タービンに附属する管の配置の

概要を明示した図面 

 ２ ボイラー   １ 種類、最大蒸発量、最高使用圧力、

最高使用温度、排出ガス量、ばい煙

量、ばい煙濃度及び伝熱面積 

２ 再熱器の通過蒸気量、最高使用圧

力及び最高使用温度 

３ 胴、管寄せ及び主要な管の主要寸

法及び材料 

４ 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、

個数及び取付箇所 

５ ボイラーに附属する給水設備に

係るポンプの種類、個数及び原動機

の種類 

６ ボイラーに附属する熱交換器に

係る次の事項 

 （１） 種類、発生蒸気量、入口及

び出口の温度、最高使用圧力（一次

側及び二次側の別に記載するこ

と。）、最高使用温度（一次側及び二

次側の別に記載すること。）、主要寸

法、材料及び個数 

 （２） 蒸気を発生する熱交換器の

安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、

個数及び取付箇所 

７ ボイラーに附属する通風設備に

係る次の事項 

 （１） 通風機の種類及び個数 

 （２） 煙突の種類、出口のガスの

ボイラーの構造図 

制御方法に関する説明書 

ボイラーに附属する管の配置の概要

を明示した図面 



速度及び温度、口径、地表上の高さ、

有効高さ並びに個数 

８ ボイラーに附属する空気圧縮設

備及びガス圧縮設備に係る次の事

項 

 （１） 空気だめ及びガスだめの種

類、容量、最高使用圧力、主要寸法、

材料及び個数 

 （２） 空気だめ及びガスだめの安

全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個

数及び取付箇所 

 （３） 空気圧縮機及びガス圧縮機

の種類、容量、吐出圧力及び個数

９ ボイラーに附属する管に係る次

の事項 

 （１） 主要な管の最高使用圧力、

最高使用温度、外径、厚さ及び材料

 （２） 安全弁及び逃がし弁の種類、

吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇

所 

１０ 微粉炭燃焼用機器に係る乾燥

機、給炭機、粉砕機、輸送装置及び

バーナーの種類、容量及び個数並び

に微粉炭の発熱量、硫黄分、窒素分

及び灰分 

１１ 微粉炭以外の石炭の燃焼用機

器に係るストーカーの種類、燃焼容

量、火床の幅及び長さ、個数並びに

石炭の発熱量、硫黄分、窒素分及び

灰分 

１２ 油燃焼用機器に係る次の事項

 （１） 原油用又は原油以外の石油

（液化石油ガスを除く。）用の別 

 （２） 輸送装置及びバーナーの種

類、容量及び個数並びに原油及び原

油以外の石油（液化石油ガスを除

く。）の発熱量、硫黄分、窒素分及

び灰分 

 （３） 熱交換器の種類、入口及び

出口の温度、最高使用圧力（一次側

及び二次側の別に記載すること。）、

最高使用温度（一次側及び二次側の

別に記載すること。）、主要寸法、材

料並びに個数 

１３ ガス燃焼用機器に係る輸送装

置及びバーナーの種類、容量及び個

数並びにガスの発熱量、硫黄分、窒

素分及び灰分 

１４ 液化ガス用燃料設備に属する

燃焼用機器に係る次の事項 

 （１） 液化ガスに係るガスの種類、

発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分



   （２） バーナーの種類、容量及び

個数 

 （３） ガス又は液化ガス用の容器

（熱交換器を除く。）の種類、最高

使用圧力、最高使用温度、最低使用

温度、主要寸法、材料及び個数 

 （４） ガス又は液化ガス用の熱交

換器の種類、入口及び出口の温度、

最高使用圧力（一次側及び二次側の

別に記載すること。）、最高使用温度

（一次側及び二次側の別に記載す

ること。）、最低使用温度（一次側及

び二次側の別に記載すること。）、主

要寸法、材料並びに個数並びに当該

容器及び熱交換器の安全弁の種類、

吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇

所 

 （５） ガス・液化ガス用配管の最

高使用圧力、最高使用温度、最低使

用温度、外径、厚さ及び材料 

１５ その他燃料の燃焼用機器に係

る輸送装置及び燃焼器の種類、容量

及び個数並びにその他燃料の発熱

量、硫黄分、窒素分及び灰分 

１６ ボイラーの基本設計方針、適用

基準及び適用規格 

 

 ３ 独立過熱器   １ 種類、最大通過蒸気量、最高使用

圧力、最高使用温度及び伝熱面積

２ 管寄せ及び主要な管の主要寸法

及び材料 

３ 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、

個数及び取付箇所 

４ 独立過熱器に附属する熱交換器

の種類、入口及び出口の温度、最高

使用圧力（一次側及び二次側の別に

記載すること。）、最高使用温度（一

次側及び二次側の別に記載するこ

と。）、伝熱面積、主要寸法、材料並

びに個数 

５ 独立過熱器に附属する通風設備

に係る次の事項 

 （１） 通風機の種類及び個数 

 （２） 煙突の種類、出口のガスの

速度及び温度、口径、地表上の高さ

並びに個数 

６ 独立過熱器に附属する空気圧縮

設備及びガス圧縮設備に係る次の

事項 

 （１） 空気だめ及びガスだめの種

類、容量、最高使用圧力、主要寸法、

材料及び個数 

 （２） 空気だめ及びガスだめの安

独立過熱器の構造図 

制御方法に関する説明書 

独立過熱器に附属する管の配置の概

要を明示した図面 



全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個

数及び取付箇所 

 （３） 空気圧縮機及びガス圧縮機

の種類、容量、吐出圧力及び個数

７ 独立過熱器に附属する管に係る

次の事項 

 （１） 主要な管の最高使用圧力、

最高使用温度、外径、厚さ及び材料

 （２） 安全弁及び逃がし弁の種類、

吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇

所 

８ （二）２の中欄１０から１５まで

に準ずるもの 

９ 独立加熱器の基本設計方針、適用

基準及び適用規格 

 ４ 蒸気貯蔵器   １ 種類、容量、最高使用圧力及び使

用圧力の範囲 

２ 胴の主要寸法及び材料 

３ 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、

個数及び取付箇所 

４ 蒸気貯蔵器に附属する管に係る

次の事項 

 （１） 主要な管の最高使用圧力、

最高使用温度、外径、厚さ及び材料

 （２） 安全弁及び逃がし弁の種類、

吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇

所 

５ 蒸気貯蔵器の基本設計方針、適用

基準及び適用規格 

蒸気貯蔵器の構造図 

制御方法に関する説明書 

蒸気貯蔵器に附属する管の配置の概

要を明示した図面 

 ５ 蒸気井   １ 孔径、深さ並びに噴出蒸気の圧

力、温度及び量 

２ 蒸気井に附属する蒸気分離器の

種類、容量、最高使用圧力、最高使

用温度、主要寸法、材料及び個数

３ 蒸気井に附属する熱交換器に係

る次の事項 

 （１） 種類、発生蒸気量、入口及

び出口の温度、最高使用圧力（一次

側及び二次側の別に記載するこ

と。）、最高使用温度（一次側及び二

次側の別に記載すること。）、主要寸

法、材料並びに個数 

 （２） 蒸気を発生する熱交換器の

安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、

個数及び取付箇所 

４ 蒸気井に附属する管に係る次の

事項 

 （１） 主要な管の最高使用圧力、

最高使用温度、外径、厚さ及び材料

 （２） 安全弁及び逃がし弁の種類、

吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇

所 

蒸気井の構想図 

蒸気井に附属する管の配置の概要を

明示した図面 



５ 蒸気井の基本設計方針、適用基準

及び適用規格 

 ６ ガスタービ

ン（空気圧縮機、

ガス発生機、燃

焼器を含む。以

下同じ。） 

  １ 種類、出力、入口及び出口の圧力

及び温度、設計外気温度、回転速度、

被動機一体の危険速度、排出ガス

量、ばい煙量並びにばい煙濃度 

２ 主要な管の主要寸法及び材料 

３ 調速装置及び非常調速装置の種

類 

４ ガスタービンに附属する熱交換

器の種類、入口及び出口の温度、最

高使用圧力（一次側及び二次側の別

に記載すること。）、最高使用温度

（一次側及び二次側の別に記載す

ること。）、主要寸法、材料並びに個

数 

５ ガスタービンに附属する煙突の

種類、出口のガスの速度及び温度、

口径、地表上の高さ、有効高さ並び

に個数 

６ ガスタービンに附属する空気圧

縮機及びガス圧縮機に係る次の事

項 

 （１） 空気だめ及びガスだめの種

類、容量、最高使用圧力、主要寸法、

材料及び個数 

 （２） 空気だめ及びガスだめの安

全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個

数及び取付箇所 

 （３） 空気圧縮機及びガス圧縮機

の種類、容量、吐出圧力及び個数

 （４） 空気圧縮器に附属する冷却

塔又は冷却池の種類及び容量 

７ 空気冷却器に係る次の事項 

 （１） 種類、入口及び出口の温度

並びに個数 

 （２） 中間冷却器の最高使用圧力、

主要寸法及び材料 

８ ガスタービンに附属する管に係

る次の事項 

 （１） 主要な管の最高使用圧力、

最高使用温度、外径、厚さ及び材料

 （２） 安全弁及び逃がし弁の種類、

吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇

所 

９ （二）２の中欄１０から１５まで

に準ずるもの 

１０ ガスタービンの基本設計方針、

適用基準及び適用規格 

ガスタービンの構造図 

制御方法に関する説明書 

ガスタービンに附属する管の配置の

概要を明示した図面 

 ７ 内燃機関   １ 種類、出力、回転速度、燃料の種

類、発熱量、硫黄分、窒素分、灰分

及び使用量、排出ガス量、ばい煙量

燃料系統図 



並びにばい煙濃度 

２ 調速装置及び非常調速装置の種

類 

３ 内燃機関に附属する冷却水設備

の容量 

４ 内燃機関に附属する空気圧縮設

備に係る次の事項 

 （１） 空気だめの種類、容量、最

高使用圧力、主要寸法、材料及び個

数 

 （２） 空気だめの安全弁の種類、

吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇

所 

 （３） 空気圧縮機の種類、容量、

吐出圧力及び個数 

５ 内燃機関に附属する煙突の種類、

出口のガスの速度及び温度、口径、

地表上の高さ、有効高さ並びに個数

６ 内燃機関に附属するばい煙処理

設備に係る次の事項 

 （１） 種類、容量、入口及び出口

におけるばい煙量、ばい煙濃度及び

ガスの温度、アンモニアの注入量並

びにアンモニアの注入により発生

するばいじんに係るばい煙濃度 

 （２） ばい煙処理設備に附属する

空気圧縮機、通風機、破砕機又は摩

砕機の種類、容量及び個数 

７ 内燃機関の基本設計方針、適用基

準及び適用規格 

 ８ 燃料設備   １ 燃料運搬設備に係る次の事項 

 （１） 揚炭機及び運炭機の種類、

容量及び個数 

 （２） 油又はガスの輸送管（液化

ガス用燃料設備に属するものを除

く。）であって、外径三百ミリメー

トル以上のものの最高使用圧力、最

高使用温度、外径、厚さ及び材料

 （３） 液化ガス用燃料設備に属す

る配管及び導管の始点及び終点の

位置（導管に係るものに限る。）、延

長（導管に係るものに限る。）（地中、

水底及びその他の別に記載するこ

と。）、最高使用圧力、外径、厚さ並

びに材料並びに当該導管のガス遮

断装置の種類 

 （４） 液化ガス用燃料設備に属す

る圧送機の種類、型式、能力、入口

及び出口の圧力、回転速度、個数（常

用及び予備の別に記載すること。）

並びに原動機の種類及び出力 

２ 液化ガス用燃料設備に属するガ

燃料系統図 

液化ガス用燃料設備に属する液化ガ

ス用貯槽、液化ガス用気化器、ガスホ

ルダー、冷凍設備、液化ガス用ポンプ

及び圧縮機（最高使用圧力が九百八十

キロパスカル毎平方センチメートル

以上のものに限る。）の保安物件に対

する離隔距離並びに液化ガス用貯槽

及びガスホルダーのそれぞれの相互

間の離隔距離に関する説明書 

制御方法に関する説明書 

液化ガス用燃料設備に属する液化ガ

ス用貯槽（低温貯槽にあっては、防液

堤を含む。）及びガスホルダーの基礎

に関する説明書 

熱交換器（液化ガス用燃料設備に属す

るものを除く。）、油タンク、ガスタン

ク（液化ガス用燃料設備に属するもの

を除く。）並びに液化ガス用燃料設備

に属するガス・液化ガス用容器（液化

ガス用貯槽及びガスホルダーの支持

物並びに低温貯槽に係る防液堤を含



ス発生設備に係る次の事項 

 （１） 液化ガス用気化器の種類、

能力、加熱用熱源の及び容量、出口

の圧力及び温度、最高使用圧力（一

次側及び二次側の別に記載するこ

と。）、最高使用温度（一次側及び二

次側の別に記載すること。）及び最

低使用温度（一次側及び二次側の別

に記載すること。）、主要寸法、材料

並びに個数並びに当該液化ガス用

気化器の安全弁の種類、吹出圧力、

吹出量、個数及び取付箇所  

（２） （二）２の中欄１４（３）及

び（４）に準ずるもの（液化ガス用

気化器に係るものを除く。） 

３ 燃料貯蔵設備に係る次の事項 

 （１） 貯炭場の面積及び貯炭容量

及び個数 

 （２） 油タンク及びガスタンク（液

化ガス用燃料設備に属するものを

除く。）の種類、容量及び個数 

 （３） 液化ガス用燃料設備に属す

るガスホルダーの種類、容量及び個

数、最高使用圧力、主要寸法及び材

料並びに当該ガスホルダーの安全

弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数

及び取付箇所 

 （４） 液化ガス用燃料設備に属す

る液化ガス用貯槽の種類、容量及び

個数、最高使用圧力、最高使用温度、

最低使用温度、主要寸法及び材料、

低温貯槽に係る保冷の形式、保冷材

の種類及び充てん厚さ並びに防液

堤の容量、主要寸法及び材料並びに

当該液化ガス用貯槽の安全弁の種

類、吹出圧力、吹出量、個数及び取

付箇所 

 （５） 液化ガス用燃料設備に属す

る冷凍設備の冷媒ガスの種類、当該

冷凍設備に係る受液器、油分離器及

び凝縮器に係る２の中欄１４（３）

に掲げる事項に準ずるもの並びに

当該冷凍設備に係る冷媒ガス圧縮

機に係る８の中欄１（４）に掲げる

事項に準ずるもの 

 （６） 液化ガス用燃料設備に属す

る液化ガス用ポンプの種類、能力、

吐出圧力及び個数（常用及び予備の

別に記載すること。）  

 （７） ２の中欄１４（３）及び（４）

に準ずるもの（ガスホルダー、液化

ガス用貯槽又は冷凍設備に係るも

む。）、冷凍設備に係る冷媒ガス圧縮

機、液化ガス用ポンプ及び圧送機の構

造図 

熱交換器（液化ガス用燃料設備に属す

るものを除く。）、外径が三百ミリメー

トル以上の油又はガスの輸送管（液化

ガス用燃料設備に属するものを除

く。）並びに液化ガス用燃料設備に属

するガス・液化ガス用容器（液化ガス

用貯槽及びガスホルダーの支持物並

びに低温貯槽に係る防液堤を含む。）、

ガス・液化ガス用配管及び導管の強度

に関する説明書 

液化ガス用燃料設備に属する液化ガ

ス用貯槽及び導管の緊急遮断装置並

びに液化ガス用気化器の緊急停止装

置に関する説明書 

液化ガス用燃料設備に属する導管の

経路（地中、水底及びその他の別を表

示すること。）、経過地の名称及び付近

に存する主要な道路、建築物その他の

工作物の位置を明示した縮尺三千分

の一以上の地形図（圧力逃がし装置、

ガス遮断装置及び伸縮吸収装置の位

置並びに道路面下に埋設する場合で

あって他の地下埋設物と接近又は交

叉するときはその地下埋設物との離

隔距離を付記すること。） 

液化ガス用燃料設備に属する導管の

伸縮吸収措置、防食措置及び機械的衝

撃に対する防護措置に関する説明書

並びに当該導管の圧力逃がし装置の

構造図粉じん発生施設に関する説明

書 

廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の構造

図 

廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の湿度、

温度並びに酸素及び可燃性のガスの

濃度を測定するための装置、これらの

測定の結果を記録するための装置、不

活性ガスを封入するための装置その

他燃焼を防止するための装置並びに

消火のための装置に関する説明書 

廃棄物固形化燃料の貯蔵設備におい

て、当該燃料を受け入れるための装

置、当該燃料の全部を撤去するための

装置及び当該撤去の実施後の点検の

ための装置に関する説明書 

その他廃棄物固形化燃料の貯蔵設備

の安全を確保するための装置に関す

る説明書 



  のを除く。） 

 （８） 廃棄物固形化燃料の貯蔵設

備の主要寸法、材料及び個数 

 （９） 廃棄物固形化燃料の貯蔵設

備の湿度、温度並びに酸素及び可燃

性のガスの濃度を測定するための

装置、これらの測定の結果を記録す

るための装置、不活性ガスを封入す

るための装置その他燃焼を防止す

るための装置並びに消火のための

装置の種類、能力、個数及び取付箇

所 

 （１０） 廃棄物固形化燃料の貯蔵

設備において、当該燃料を受け入れ

るための装置、当該燃料の全部を撤

去するための装置及び当該撤去の

実施後の点検のための装置の種類、

能力、個数及び取付箇所 

 （１１） その他廃棄物固形化燃料

の貯蔵設備の安全を確保するため

の装置の種類、能力、個数及び取付

箇所 

４ 灰じん輸送装置の種類、容量及び

個数 

５ 灰じん堆積場の面積及び堆積容

量 

６ 運炭機、貯炭場及び灰じん堆積場

に係る粉じん防止設備の種類、型式

及び個数 

７ 微粉炭燃焼用機器に係る乾燥機

の燃料の種類、硫黄分、窒素分、灰

分、発熱量及び使用量、排出ガス量、

ばい煙量、ばい煙濃度並びに煙突の

出口のガスの速度、出口のガスの温

度、地表上の高さ及び有効高さ 

８ 微粉炭燃焼用機器に係る乾燥機

に附属する空気圧縮機又は通風機

の種類、容量及び個数 

 

 ９ ばい煙処理

設備 

  １ ばい煙処理設備に係る次の事項

 （１） 種類、容量、入口及び出口

におけるばい煙量、ばい煙濃度及び

ガスの温度、アンモニアの注入量、

アンモニアの注入により発生する

ばいじんに係るばい煙濃度並びに

個数 

 （２） 廃ガス洗浄施設（石炭を燃

料とする火力設備に係るものに限

る。）に係る用水及び排水の系統 

２ ばい煙処理設備に附属する空気

圧縮機、通風機、破砕機又は摩砕機

の種類、容量及び個数 

ばい煙処理設備の構造図 

水質汚濁防止法第二条第二項の特定

施設を設置する場合は、汚水等に関す

る説明書 

 １０ 液化ガス  １ 液化ガス用気化器の種類、能力、ガス・液化ガス系統図 



設備（液化ガス

用燃料設備を除

く。） 

加熱用熱源の種類及び容量、出口の

圧力及び温度、最高使用圧力（一次

側及び二次側の別に記載するこ

と。）、最高使用温度（一次側及び二

次側の別に記載すること。）及び最

低使用温度（一次側及び二次側の別

に記載すること。）、主要寸法、材料

及び個数並びに当該液化ガス用気

化器の安全弁の種類、吹出圧力、吹

出量、個数及び取付箇所 

２ 液化ガス用貯槽の種類、容量及び

個数、最高使用圧力、最高使用温度、

最低使用温度、主要寸法及び材料、

低温貯槽に係る保冷の形式、保冷材

の種類及び充てん厚さ並びに液化

ガス用貯槽に係る防液堤の容量、主

要寸法及び材料並びに当該液化ガ

ス用貯槽の安全弁の種類、吹出圧

力、吹出量、個数及び取付箇所 

３ ガス圧縮機に係る８の中欄１

（４）に掲げる事項に準ずるもの

４ 液化ガス用ポンプの種類、能力、

吐出圧力及び個数（常用及び予備の

別に記載すること。） 

５ ガス・液化ガス用配管及び導管の

最高使用圧力、最高使用温度、最低

使用温度、外径、厚さ及び材料 

６ （二）２の中欄１４（４）に準ず

るもの（液化ガス用気化器又は液化

ガス用貯槽に係るものを除く。） 

７ （二）８の中欄１（３）に準ずる

もの 

液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、

液化ガス用ポンプ及びガス圧縮機の

保安物件に対する離隔距離並びに液

化ガス設備の隣接する設備に対する

離隔距離に関する説明書 

液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器及

びガス圧縮機の構造図 

ガス・液化ガス用容器、ガス・液化ガ

ス用配管及び導管の強度計算に関す

る説明書 

液化ガス設備に属する導管の経路（地

中、水底及びその他の別を表示するこ

と。）、経過地の名称及び付近に存する

主要な道路、建築物その他の工作物の

位置を示した縮尺三千分の一以上の

地形図（圧力逃がし装置、ガス遮断装

置及び伸縮吸収装置の位置並びに道

路面下に埋設する場合であって他の

地下埋設物と接近又は交又するとき

はその地下埋設物との離隔距離を付

記すること。） 

 １１ ガス化炉

設備 

  １ ガス化炉に係る次の事項 

 （１） 種類、最大ガス発生量、最

高使用圧力及び最高使用温度 

 （２） 主要寸法及び材料 

 （３） 安全弁の種類、吹出圧力、

吹出量、個数及び取付箇所 

 （４） （二）２の中欄１０から１

５までに準ずるもの 

 （５） ガス化炉に附属する給水設

備に係る給水ポンプの種類、個数及

び原動機の種類 

２ 蒸気発生器に係る次の事項 

 （１） 種類、最大蒸発量、最高使

用圧力、最高使用温度及び伝熱面積

 （２） 再熱器の通過蒸気量、最高

使用圧力、最高使用温度 

 （３） 胴、管寄せ及び主要な管の

主要寸法及び材料 

 （４） 安全弁の種類、吹出圧力、

吹出量、個数及び取付箇所 

ガス化炉用容器及びガス圧縮機の構

造図 

制御方法に関する説明書 

ガス化炉及びガス圧縮機の保安物件

に対する離隔距離に関する説明書 

ガス化炉用容器及びガス用配管の強

度計算に関する説明書 

ガス化炉設備の緊急停止装置に関す

る説明書 

ガス化炉設備に附属する管の配置の

概要を明示した図面 



 （５） 蒸気発生器に附属する給水

設備に係る給水ポンプの種類、個数

及び原動機の種類 

３ 熱交換器に係る次の事項 

 （１） 種類、発生蒸気量、入口及

び出口の温度、最高使用圧力（一次

側及び二次側の別に記載するこ

と。）、最高使用温度（一次側及び二

次側の別に記載すること。）、主要寸

法、材料並びに個数 

 （２） 熱交換器の安全弁の種類、

吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇

所 

４ ガス化炉用容器（ガス化炉、蒸気

発生器及び熱交換器を除く。）の種

類、最高使用圧力、最高使用温度、

主用寸法、材料及び個数 

５ ガス圧縮機の種類、型式、能力、

入口及び出口の圧力、回転速度、個

数（常用及び予備の別に記載するこ

と。）並びに原動機の種類及び出力

６ ガス化炉設備に属する配管に係

る次の事項 

 （１） 主要な管の最高使用圧力、

最高使用温度、外径、厚さ及び材料

 （２） 安全弁及び逃がし弁の種類、

吹出圧力、吹出量、個数並びに取付

箇所 

７ ガス化炉設備の基本設計方針、適

用基準及び適用規格 

 １２ 汽力、ガス

タービン及び内

燃力以外を原動

力とする火力設

備 

  １ 種類、出力、最高使用圧力、最高

使用温度、最低使用温度、ばい煙量

及びばい煙濃度 

２ 容器（内径が二百ミリメートルを

超えかつ長さが千ミリメートルを

超えるもの及び内容積が〇・〇四立

方メートルを超えるものであって、

最高使用圧力が九十八キロパスカ

ル以上のものに限る。下欄において

同じ。）の種類、容量、最高使用圧

力、最高使用温度、主要寸法、材料

及び個数 

３ 熱交換器（内径が二百ミリメート

ルを超えかつ長さが千ミリメート

ルを超えるもの及び内容積が〇・〇

四立方メートルを超えるものであ

って、最高使用圧力が九十八キロパ

スカル以上のものに限る。下欄にお

いて同じ。）の種類、入口及び出口

の温度、最高使用圧力（一次側及び

二次側の別に記載すること。）、主要

寸法、材料並びに個数 

熱精算図 

総合系統図 

構造図 

容器及び熱交換器の強度計算に関す

る説明書 

安全弁の吹出量に関する説明書（構造

図を含む。） 

管の配置の概要を明示した図面及び

強度計算に関する説明書 

制御方法に関する説明書 



４ 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、

個数及び取付箇所 

５ 管（外径百五十ミリメートル以上

かつ最高使用圧力が九十八キロパ

スカル以上のものに限る。下欄にお

いて同じ。）の最高使用圧力、最高

使用温度、外形、厚さ及び材料 

６ 火力設備の基本設計方針、適用基

準及び適用規格 

 （三）原子力設備     発電所熱精算図 

熱出力計算書 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律（昭和三十二年法律

第百六十六号）に基づく原子炉の設置

の許可との整合性に関する説明書（設

置の工事に限る。） 

排気中及び排水中の放射性物質の濃

度に関する説明書 

人が常時勤務し、又は頻繁に出入する

原子力発電所内の場所における線量

に関する説明書 

原子力設備の耐震設計上重要な設備

を設置する施設及び非常用に係る取

水設備の耐震性に関する説明書 

放射性物質により汚染するおそれが

ある管理区域（発電用原子力設備に関

する技術基準を定める省令（昭和四十

年通商産業省令第六十二号）第二条第

七号に規定する管理区域のうち、その

場所における外部放射線に係る線量

のみが同号の規定に基づき告示する

線量を超えるおそれがある場所を除

いた場所をいう。）並びにその地下に

施設する排水路並びに当該排水路に

施設する排水監視設備及び放射性物

質を含む排水を安全に処理する設備

の配置の概要を明示した図面 

取水口及び放水口に関する説明書 

設備別記載事項（蒸気タービン、補助

ボイラー、補助ボイラーに属する燃料

設備及び補助ボイラーに属するばい

煙処理設備を除く。）のうち、容量又

は注入速度、最高使用圧力、最高使用

温度、加熱面積、伝熱面積、揚程又は

吐出圧力、原動機の出力、外径、閉止

時間、漏えい率、制限流量、落下速度、

駆動速度及び挿入時間、効率、吹出圧

力、慣性定数、回転速度半減時間、慣

性モーメント、設定破裂圧力、最低予

熱温度並びに設計温度の設定根拠に

関する説明書 

風向又は風速を測定する装置の構造



図及び取付箇所を明示した図面 

緊急時対策所の設置場所を明示した

図面及び機能に関する説明書 

原子力発電所の火災防護に関する説

明書並びに消火設備及び警報装置の

取付箇所を明示した図面 

ナトリウム漏えいによる物理的又は

化学的影響を抑制する措置に関する

説明書及び建物内に敷設するライニ

ング設備の敷設範囲を明示した図面

通信連絡設備に関する説明書及び取

付箇所を明示した図面 

安全避難通路に関する説明書及び安

全避難通路を明示した図面 

非常用照明に関する説明書及び取付

箇所を明示した図面 

 １ 原子炉本体   沸騰水型原子力発電設備に係るもの

にあっては、次の事項 

１ 炉型式、定格熱出力、過剰反応度

及び反応度係数（減速材温度係数、

燃料棒温度係数、減速材ボイド係数

及び出力反応度係数）並びに減速材

の名称、種類及び組成 

２ 炉心に係る次の事項 

 （１） 炉心形状（チャンネルボッ

クスの主要寸法及び材料を付記す

ること。）、格子形状、燃料集合体数、

炉心有効高さ及び炉心等価直径 

 （２） 燃料の種類、燃料集合体平

均濃縮度又は富化度（初装荷及び取

替の別に記載すること。）、燃料集合

体最高燃焼度（初装荷及び取替の別

に記載すること。）及び燃料の最大

装荷量 

 （３） 燃料材の最高温度 

 （４） 熱的制限値（最小限界出力

比及び最大線出力密度） 

 （５） 炉心支持構造物に係る次の

事項 

  イ 炉心シュラウド及びシュラ

ウドサポートの名称、種類、最高使

用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料及び個数 

  ロ 上部格子板の名称、種類、最

高使用圧力、最高使用温度、主要寸

法、材料及び個数 

  ハ 炉心支持板の名称、種類、最

高使用圧力、最高使用温度、主要寸

法、材料及び個数 

  ニ 燃料支持金具の名称、種類、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

耐震性に関する説明書 

強度に関する説明書 

構造図 

原子炉本体の基礎に関する説明書及

びその基礎の状況を明示した図面 

監視試験片の取付箇所を明示した図

面 

原子炉（圧力）容器の脆性破壊防止に

関する説明書 

品質保証に関する説明書 



  ホ 制御棒案内管の名称、種類、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

３ 反射材の名称、種類及び組成 

４ 原子炉圧力容器に係る次の事項

 （１） 原子炉圧力容器本体の名称、

種類、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数並びに監視

試験片の種類、初装荷個数及び取付

箇所 

 （２） 原子炉圧力容器支持構造物

に係る次の事項 

  イ 支持構造物の名称、種類、最

高使用温度、主要寸法、材料及び個

数 

  ロ 基礎ボルトの名称、種類、最

高使用温度、主要寸法、材料及び個

数 

 （３） 原子炉圧力容器付属構造物

に係る次の事項 

  イ 原子炉圧力容器スタビライ

ザの名称、種類、最高使用温度、主

要寸法、材料及び個数 

  ロ 原子炉格納容器スタビライ

ザの名称、種類、最高使用温度、主

要寸法、材料及び個数 

  ハ 中性子束計測ハウジングの

名称、種類、最高使用圧力、最高使

用温度、主要寸法、材料及び個数

  ニ 制御棒駆動機構ハウジング

の名称、種類、最高使用圧力、最高

使用温度、主要寸法、材料及び個数

  ホ 制御棒駆動機構ハウジング

支持金具の名称、種類、最高使用温

度、主要寸法、材料及び個数 

  ヘ 原子炉冷却材再循環ポンプ

モータケーシング（改良型沸騰水型

原子力発電設備に係るものに限

る。）の名称、種類、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数 

  ト ジェットポンプ計測管貫通

部シールの名称、種類、最高使用圧

力、最高使用温度、主要寸法、材料

及び個数 

  チ 差圧検出・ほう酸水注入配管

の名称、種類、最高使用圧力、最高

使用温度、主要寸法、材料及び個数

  リ 主蒸気流量制限器（改良型沸

騰水型原子力発電設備に係るもの

に限る。）の名称、種類、制限流量、

主要寸法、材料、個数及び取付箇所



 （４） 原子炉圧力容器内部構造物

に係る次の事項 

  イ 蒸気乾燥器の蒸気乾燥器ユ

ニット及び蒸気乾燥器ハウジング

の名称、種類、主要寸法、材料及び

個数 

  ロ 気水分離器及びスタンドパ

イプの名称、種類、主要寸法、材料

及び個数 

  ハ シュラウドヘッドの名称、種

類、主要寸法、材料及び個数 

  ニ ジェットポンプの名称、種

類、主要寸法、材料及び個数 

  ホ スパージャ及び内部配管の

名称、種類、主要寸法、材料及び個

数 

  ヘ 中性子束計測案内管の名称、

種類、主要寸法、材料及び個数 

  

加圧水型原子力発電設備に係るもの

にあっては、次の事項 

１ 炉型式、定格熱出力、過剰反応度

及び反応度係数（減速材温度係数、

ドップラ係数、ボイド係数及び圧力

係数）並びに減速材の名称、種類及

び組成 

２ 炉心に係る次の事項 

 （１） 炉心形状、燃料集合体数、

炉心有効高さ及び炉心等価直径 

 （２） 燃料の種類、燃料の濃縮度

又は富化度（初装荷及び取替の別に

記載すること。）、燃料集合体最高燃

焼度（初装荷及び取替の別に記載す

ること。）及び燃料の最大装荷量 

 （３） 燃料材の最高温度 

 （４） 核的・熱的制限値（制御棒

クラスタ落下時の制御棒価値及び

核的エンタルピ上昇熱水路係数、制

御棒クラスタ飛び出し時の制御棒

価値及び熱流束熱水路係数、最大線

出力密度、水平方向ピーキング係

数、最大反応度添加率並びに通常運

転時の最小限界熱流束比） 

 （５） 炉心支持構造物に係る次の

事項 

  イ 炉心槽の名称、種類、最高使

用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料及び個数 

  ロ 上部炉心支持板の名称、種

類、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

  ハ 上部炉心板の名称、種類、最

高使用圧力、最高使用温度、主要寸

 



法、材料及び個数 

  ニ 上部炉心支持柱の名称、種

類、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

  ホ 下部炉心支持板の名称、種

類、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

  ヘ 下部炉心板の名称、種類、最

高使用圧力、最高使用温度、主要寸

法、材料及び個数 

  ト 下部炉心支持柱の名称、種

類、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

３ 反射材の名称、種類、組成、主要

寸法、材料及び個数 

４ 熱遮へい材の名称、種類、主要寸

法、材料及び個数 

５ 原子炉容器に係る次の事項 

 （１） 原子炉容器本体の名称、種

類、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数並びに監視

試験片の種類、初装荷個数及び取付

箇所 

 （２） 原子炉容器支持構造物に係

る次の事項 

  イ 支持構造物の名称、種類、最

高使用温度、主要寸法、材料及び個

数 

  ロ 基礎ボルトの名称、種類、最

高使用温度、主要寸法、材料及び個

数 

 （３） 原子炉容器付属構造物に係

る次の事項 

  イ 原子炉容器ふた管台の名称、

種類、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

  ロ 炉内計装筒の名称、種類、最

高使用圧力、最高使用温度、主要寸

法、材料及び個数 

 （４） 原子炉容器内部構造物に係

る制御棒クラスタ案内管の名称、種

類、主要寸法、材料及び個数 

  

ナトリウム冷却型原子力発電設備に

係るものにあっては、次の事項 

１ 炉型式、定格熱出力、過剰反応度

及び反応度係数（ドップラ係数、燃

料温度係数、構造材温度係数、冷却

材温度係数、炉心支持板温度係数及

び出力係数） 

２ 炉心に係る次の事項 

 （１） 炉心形状、燃料集合体数（燃

料の種類ごとに記載すること。）、炉

 



心燃料領域高さ、炉心燃料領域等価

直径、軸方向ブランケット厚さ及び

半径方向ブランケット等価厚さ 

 （２） 燃料の種類、燃料の濃縮度

又は富化度（初装荷及び取替の別に

記載すること。）、燃料集合体最高燃

焼度（初装荷及び取替の別に記載す

ること。）及び燃料の最大装荷量（初

装荷及び取替の別に記載するこ

と。） 

 （３） 核的・熱的制限値（反応度

停止余裕、制御棒のうち調整棒によ

る最大反応度添加率、出力係数、燃

料材の最高温度及び炉心燃料集合

体の被ふく管最高温度（肉厚中心））

 （４） 炉心支持構造物に係る次の

事項 

  イ 炉心槽の名称、種類、最高使

用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料及び個数 

  ロ 上部炉心支持板の名称、種

類、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

  ハ 支持柱の名称、種類、最高使

用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料及び個数 

  ニ 下部炉心支持板の名称、種

類、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

  ホ 炉内構造支持構造物の名称、

種類、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

  ヘ 据付ボルトの名称、種類、最

高使用圧力、最高使用温度、主要寸

法、材料及び個数 

  ト 上部炉心支持枠の名称、種

類、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

  チ 下部炉心支持枠の名称、種

類、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

  リ 連結管の名称、種類、最高使

用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料及び個数 

  ヌ 連結柱の名称、種類、最高使

用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料及び個数 

  

３ 反射材の名称、種類、主要寸法、

材料及び個数 

４ 原子炉容器に係る次の事項 

 （１） 原子炉容器本体の名称、種

類、最高使用圧力、最高使用温度、

 



  主要寸法、材料及び個数並びに監視

試験片の種類、初装荷個数及び取付

箇所 

 （２） 原子炉容器支持構造物に係

る次の事項 

  イ 支持構造物の名称、種類、最

高使用温度、主要寸法、材料及び個

数 

  ロ 基礎ボルトの名称、種類、最

高使用温度、主要寸法、材料及び個

数 

 （３） 原子炉容器付属構造物に係

る次の事項 

  イ 遮へいプラグの名称、種類、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

  ロ 炉心上部機構上板の名称、種

類、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

  ハ 炉心上部機構制御棒上部案

内管の名称、種類、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数 

 （４） 原子炉容器内部構造物に係

る上部支持板の名称、種類、主要寸

法、材料及び個数 

 

沸騰水型原子力発電設備に係るもの

にあっては、次の事項 

１ 原子炉冷却材の種類及び純度並

びに原子炉圧力容器本体の入口及

び出口の原子炉冷却材の圧力及び

温度 

２ 原子炉圧力容器本体の炉心の原

子炉冷却材の流量及び蒸気の発生

量 

３ 原子炉冷却材再循環設備に係る

次の事項 

 （１） ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、慣性定数又は回

転速度半減時間、最高使用圧力、最

高使用温度、主要寸法、材料及び個

数並びに原動機の種類、出力及び個

数（インターナルポンプにあって

は、原動機の冷却方式及び定格回転

速度を付記すること。） 

 （２） 主要弁の名称、種類、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （３） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

 ２ 原子炉冷却

系統設備 

  

４ 原子炉冷却材の循環設備に係る

原子炉冷却系統設備に係る機器の配

置を明示した図面及び系統図 

耐震性に関する説明書（支持構造物を

含めて記載すること。） 

強度に関する説明書（支持構造物を含

めて記載すること。） 

構造図 

原子炉格納容器内の原子炉冷却材又

は一次冷却材の漏えいを監視する装

置の構成に関する説明書、検出器の取

付箇所を明示した図面並びに計測範

囲及び警報動作範囲に関する説明書

蒸気発生器及び一次主冷却系中間熱

交換器の基礎に関する説明書及びそ

の基礎の状況を明示した図面 

蒸気発生器伝熱管の振動管理に関す

る説明書 

安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書

（バネ式のものに限る。） 

ナトリウム冷却型原子力発電設備の

緊急ドレンに関する説明書 

品質保証に関する説明書 



  次の事項 

 （１） 熱交換器の名称、種類、容

量、最高使用圧力（管側及び胴側の

別に記載すること。）、最高使用温度

（管側及び胴側の別に記載するこ

と。）、伝熱面積、主要寸法、材料及

び個数 

 （２） ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の種類、出力及び

個数 

 （３） 容器の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

 （４） ろ過装置の名称、種類、容

量、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

 （５） 主蒸気流量制限器（改良型

沸騰水型原子力発電設備に係るも

のを除く。）の名称、種類、最高使

用圧力、最高使用温度、制限流量、

主要寸法、材料、個数及び取付箇所

 （６） 安全弁及び逃がし弁の名称、

種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、

材料、駆動方法、個数（自動減圧機

能を有する場合は、その個数を付記

すること。）、取付箇所及び吹出場所

 （７） 主要弁の名称、種類、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

（主蒸気隔離弁にあっては、閉止時

間及び漏えい率を付記すること。）

 （８） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

５ 残留熱除去設備に係る次の事項

 （１） 熱交換器の名称、種類、容

量、最高使用圧力（管側及び胴側の

別に記載すること。）、最高使用温度

（管側及び胴側の別に記載するこ

と。）、伝熱面積、主要寸法、材料及

び個数 

 （２） ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の種類、出力及び

個数 

 （３） ろ過装置の名称、種類、容

量、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

 （４） 主要弁の名称、種類、最高

 



使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （５） 主配管（使用済燃料貯蔵槽

の補給及び冷却に用いるものを含

む。）の名称、最高使用圧力、最高

使用温度、外径、厚さ及び材料 

  

６ 非常用炉心冷却設備に係る次の

事項 

 （１） ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の種類、出力及び

個数 

 （２） 主要弁の名称、種類、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （３） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

７ 原子炉冷却材補給設備に係る次

の事項 

 （１） ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の種類、出力及び

個数 

 （２） 容器の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

 （３） 貯蔵槽の名称、種類、容量、

主要寸法、材料及び個数 

 （４） 主要弁の名称、種類、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （５） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

８ 原子炉補機冷却設備に係る次の

事項 

 （１） 熱交換器の名称、種類、容

量、最高使用圧力（管側及び胴側の

別に記載すること。）、最高使用温度

（管側及び胴側の別に記載するこ

と。）、伝熱面積、主要寸法、材料及

び個数 

 （２） ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の種類、出力及び

個数 

 （３） ろ過装置の名称、種類、容

量、最高使用圧力、最高使用温度、

 



主要寸法、材料及び個数 

 （４） 主要弁の名称、種類、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （５） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

９ 原子炉冷却材浄化設備に係る次

の事項 

 （１） 熱交換器の名称、種類、容

量、最高使用圧力（管側及び胴側の

別に記載すること。）、最高使用温度

（管側及び胴側の別に記載するこ

と。）、伝熱面積、主要寸法、材料及

び個数 

 （２） ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の種類、出力及び

個数 

 （３） ろ過装置の名称、種類、容

量、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

 （４） 主要弁の名称、種類、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （５） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

１０ 原子炉格納容器内の原子炉冷

却材の漏えいを監視する装置の名

称、種類、計測範囲、取付箇所及び

個数 

  

加圧水型原子力発電設備に係るもの

にあっては、次の事項 

１ 一次冷却材の種類及び純度並び

に原子炉容器本体の入口及び出口

の一次冷却材の圧力及び温度 

２ 原子炉容器本体の炉心の一次冷

却材の流量 

３ 加圧器の圧力 

４ 一次冷却材の循環設備に係る次

の事項 

 （１） 蒸気発生器（主蒸気流量制

限器がある場合はその旨を記載す

ること。）の名称、種類、容量、最

高使用圧力（一次側、二次側、管板

及び伝熱管の別に記載すること。）、

最高使用温度（一次側、二次側、管

板及び伝熱管の別に記載するこ

と。）、加熱面積、伝熱管の本数、主

要寸法、材料及び個数並びに伝熱管

 



振止め金具の種類、主要寸法、材料、

個数及び取付位置 

 （２） ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、慣性モーメン

ト、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数並びに原動

機の種類、出力及び個数 

 （３） 加圧器（スプレイがある場

合はその旨を記載すること。）の名

称、種類、容量、最高使用圧力、最

高使用温度、主要寸法、材料及び個

数 

 （４） 加圧器ヒータの名称、種類、

容量、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数（比例ヒー

タ及び後備ヒータの別に記載する

こと。） 

 （５） 安全弁及び逃がし弁の名称、

種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、

材料、駆動方法、個数、取付箇所及

び吹出場所 

 （６） 主要弁の名称、種類、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （７） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

  

５ 主蒸気・主給水設備に係る次の事

項 

 （１） 安全弁及び逃がし弁の名称、

種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （２） 主要弁の名称、種類、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （３） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

６ 余熱除去設備に係る次の事項 

 （１） 熱交換器の名称、種類、容

量、最高使用圧力（管側及び胴側の

別に記載すること。）、最高使用温度

（管側及び胴側の別に記載するこ

と。）、伝熱面積、主要寸法、材料及

び個数 

 （２） ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の種類、出力及び

個数 

 （３） 安全弁及び逃がし弁の名称、

種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、

 



材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （４） 主要弁の名称、種類、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （５） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

７ 非常用炉心冷却設備に係る次の

事項 

 （１） ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の種類、出力及び

個数 

 （２） 容器の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

 （３） 貯蔵槽（格納容器再循環サ

ンプを含む。）の名称、種類、容量、

主要寸法、材料及び個数 

 （４） 安全弁及び逃がし弁の名称、

種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （５） 主要弁の名称、種類、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （６） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

  

８ 化学体積制御設備に係る次の事

項 

 （１） 熱交換器の名称、種類、容

量、最高使用圧力（管側及び胴側の

別に記載すること。）、最高使用温度

（管側及び胴側の別に記載するこ

と。）、伝熱面積、主要寸法、材料及

び個数 

 （２） ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の種類、出力及び

個数 

 （３） 容器の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

 （４） ろ過装置の名称、種類、容

量、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

 （５） 安全弁及び逃がし弁の名称、

種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （６） 主要弁の名称、種類、最高

 



使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （７） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

９ 原子炉補機冷却水設備に係る次

の事項 

 （１） 熱交換器の名称、種類、容

量、最高使用圧力（管側及び胴側の

別に記載すること。）、最高使用温度

（管側及び胴側の別に記載するこ

と。）、伝熱面積、主要寸法、材料及

び個数 

 （２） ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の種類、出力及び

個数 

 （３） 容器の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

 （４） 主要弁の名称、種類、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （５） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

１０ 原子炉補機冷却海水設備に係

る次の事項 

 （１） ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の種類、出力及び

個数 

 （２） ろ過装置の名称、種類、容

量、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

 （３） 主要弁の名称、種類、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （４） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

１１ 原子炉格納容器内の一次冷却

材の漏えいを監視する装置の名称、

種類、計測範囲、取付箇所及び個数

  

ナトリウム冷却型原子力発電設備に

係るものにあっては、次の事項 

１ 一次冷却材の種類及び酸素濃度

２ 原子炉容器本体の入口及び出口

の一次冷却材の圧力、温度及び流量

３ 一次主冷却系中間熱交換器一次

 



  側の一次冷却材の温度及び流量 

４ 一次冷却材の循環設備に係る次

の事項 

 （１） 一次冷却系の系統数 

 （２） 熱交換器の名称、種類、容

量、最高使用圧力（管側及び胴側の

別に記載すること。）、最高使用温度

（管側及び胴側の別に記載するこ

と。）、伝熱面積、主要寸法、材料及

び個数 

 （３） ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の名称、種類、出

力及び個数 

 （４） 容器の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

 （５） 主要弁の名称、種類、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （６） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

５ 二次冷却材の種類及び酸素濃度

６ 一次主冷却系中間熱交換器二次

側の二次冷却材の温度及び流量 

７ 蒸気発生器ナトリウム側の二次

冷却材の温度及び流量 

８ 二次冷却材の循環設備に係る次

の事項 

 （１） 二次冷却系の系統数 

 （２） 熱交換器の名称、種類、容

量、最高使用圧力（管側及び胴側の

別に記載すること。）、最高使用温度

（管側及び胴側の別に記載するこ

と。）、伝熱面積、主要寸法、材料及

び個数 

 （３） ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の名称、種類、出

力及び個数 

 （４） 容器の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

 （５） 主要弁の名称、種類、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （６） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

 



 （７） 圧力開放板の名称、種類、

型式、設定破裂圧力、個数及び取付

箇所 

 （８） 緊急ドレンに使用する主要

弁に設置する予熱設備の名称、種類

及び最低予熱温度 

  

９ 補助冷却設備に係る次の事項 

 （１） 熱交換器の名称、種類、容

量、最高使用圧力（管側及び胴側の

別に記載すること。）、最高使用温度

（管側及び胴側の別に記載するこ

と。）、伝熱面積、主要寸法、材料及

び個数 

 （２） 送風機の名称、種類、容量、

主要寸法及び個数並びに原動機の

種類、出力及び個数 

 （３） 主要弁の名称、種類、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （４） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

１０ 一次ナトリウム補助設備に係

る次の事項 

 （１） 熱交換器の名称、種類、容

量、最高使用圧力（管側及び胴側の

別に記載すること。）、最高使用温度

（管側及び胴側の別に記載するこ

と。）、伝熱面積、主要寸法、材料及

び個数 

 （２） ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の種類、出力及び

個数 

 （３） 容器の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

 （４） ろ過装置の名称、種類、容

量、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

 （５） 主要弁の名称、種類、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （６） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

１１ 二次ナトリウム補助設備に係

る次の事項 

 （１） 熱交換器の名称、種類、容

量、最高使用圧力（管側及び胴側の

別に記載すること。）、最高使用温度

 



（管側及び胴側の別に記載するこ

と。）、伝熱面積、主要寸法、材料及

び個数 

 （２） ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の種類、出力及び

個数 

 （３） 容器の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

 （４） ろ過装置の名称、種類、容

量、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

 （５） 主要弁の名称、種類、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （６） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

１２ 一次アルゴンガス系設備に係

る次の事項 

 （１） 圧縮機の名称、種類、容量、

吐出圧力、主要寸法及び個数並びに

原動機の種類、出力及び個数 

 （２） 容器の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

 （３） ろ過装置の名称、種類、容

量、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

 （４） 主要弁の名称、種類、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （５） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

  

１３ 二次アルゴンガス系設備に係

る次の事項 

 （１） 圧縮機の名称、種類、容量、

吐出圧力、主要寸法及び個数並びに

原動機の種類、出力及び個数 

 （２） 容器の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

 （３） ろ過装置の名称、種類、容

量、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

 （４） 主要弁の名称、種類、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （５） 主配管の名称、最高使用圧

 



  力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

１４ メンテナンス冷却系設備に係

る次の事項 

 （１） 熱交換器の名称、種類、容

量、最高使用圧力（管側及び胴側の

別に記載すること。）、最高使用温度

（管側及び胴側の別に記載するこ

と。）、伝熱面積、主要寸法、材料及

び個数 

 （２） ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の種類、出力及び

個数 

 （３） 容器の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

 （４） ろ過装置の名称、種類、容

量、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

 （５） 送風機の名称、種類、容量、

主要寸法及び個数並びに原動機の

種類、出力及び個数 

 （６） 主要弁の名称、種類、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （７） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

１５ ナトリウム機器を内包する区

域の換気設備（放射線管理設備に属

する換気設備を除く。）に係る次の

事項 

 （１） 送風機の名称、種類、容量、

主要寸法及び個数並びに原動機の

種類、出力及び個数 

 （２） 排風機の名称、種類、容量、

主要寸法及び個数並びに原動機の

種類、出力及び個数 

１６ ライニング設備の名称、種類、

設計温度、主要寸法及び材料 

１７ 原子炉補機冷却水設備に係る

次の事項 

 （１） 熱交換器の名称、種類、容

量、最高使用圧力（管側及び胴側の

別に記載すること。）、最高使用温度

（管側及び胴側の別に記載するこ

と。）、伝熱面積、主要寸法、材料及

び個数 

 （２） ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、

 



最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の種類、出力及び

個数 

 （３） 容器の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

 （４） 主要弁の名称、種類、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （５） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

  

１８ 原子炉補機冷却海水設備に係

る次の事項 

 （１） ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の種類、出力及び

個数 

 （２） ろ過装置の名称、種類、容

量、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

 （３） 主要弁の名称、種類、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （４） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

１９ 機器冷却系設備に係る次の事

項 

 （１） 熱交換器の名称、種類、容

量、最高使用圧力（管側及び胴側の

別に記載すること。）、最高使用温度

（管側及び胴側の別に記載するこ

と。）、伝熱面積、主要寸法、材料及

び個数 

 （２） ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の種類、出力及び

個数 

 （３） 容器の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

 （４） 送風機の名称、種類、容量、

主要寸法及び個数並びに原動機の

種類、出力及び個数 

 （５） 主要弁の名称、種類、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （６） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

 



  材料  

沸騰水型原子力発電設備に係るもの

にあっては、次の事項 

１ 制御方式及び制御方法 

 （１） 原子炉の制御方式 原子炉

の反応度の制御方式、ほう酸水注入

の制御方式、原子炉の圧力の制御方

式及び原子炉の水位の制御方式 

 （２） 原子炉の制御方法 制御棒

の位置の制御方法、原子炉再循環流

量の制御方法、ほう酸水注入設備の

制御方法、原子炉の圧力の制御方法

及び給水の制御方法 

２ 制御材に係る次の事項 

 （１） 制御棒の名称、種類、組成、

反応度制御能力、停止余裕、最大反

応度価値（制御棒グループごとに引

抜く場合は、グループ及び一本の別

に記載すること。）、主要寸法、個数

及び落下速度 

 （２） ほう酸水の名称、種類、組

成、反応度制御能力、停止余裕、負

の反応度添加率及び貯蔵量 

３ 制御材駆動装置に係る次の事項

 （１） 制御棒駆動機構の名称、種

類、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料、駆動方法、個数、

駆動速度及び挿入時間並びに電動

駆動の場合にあっては原動機の種

類、出力及び個数 

 （２） 制御棒駆動水圧設備に係る

次の事項 

  イ ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の種類、出力及び

個数 

  ロ 容器の名称、種類、容量、最

高使用圧力、最高使用温度、主要寸

法、材料及び個数 

  ハ ろ過装置の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

  ニ 主要弁の名称、種類、最高使

用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

  ホ 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

 ３ 計測制御系

統設備 

  

４ ほう酸水注入設備に係る次の事

項 

 （１） ポンプの名称、種類、容量、

計測制御系統設備に係る機器（計測装

置を除く。）の配置を明示した図面及

び系統図 

制御能力についての計算書（最大反応

度価値、反応度制御能力、停止余裕、

負の反応度添加率、ほう酸及びほう酸

水の貯蔵量並びにほう素濃度の根拠

に関する説明を併記すること。） 

耐震性に関する説明書（支持構造物を

含めて記載すること。） 

強度に関する説明書（支持構造物を含

めて記載すること。） 

構造図 

計測装置の構成に関する説明書、計測

制御系統図及び検出器の取付箇所を

明示した図面並びに計測範囲及び警

報動作範囲に関する説明書 

原子炉非常停止信号の作動回路の説

明図及び設定値の根拠に関する説明

書 

工学的安全施設起動（作動）信号の起

動（作動）回路の説明図及び設定値の

根拠に関する説明書 

安全弁の吹出量計算書（バネ式のもの

に限る。） 

品質保証に関する説明書 



揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の種類、出力及び

個数 

 （２） 容器の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

 （３） 主要弁の名称、種類、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （４） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

５ 計測装置に係る次の事項（警報装

置を有する場合は、その動作範囲を

付記すること。） 

 （１） 起動領域計測装置（中性子

源領域計測装置、中間領域計測装

置）及び出力領域計測装置の名称、

検出器の種類、計測範囲及び個数

 （２） 原子炉圧力容器本体の入口

又は出口の原子炉冷却材の圧力、温

度又は流量を計測する装置の名称、

検出器の種類、計測範囲及び個数

 （３） 原子炉圧力容器本体内の圧

力又は水位を計測する装置の名称、

検出器の種類、計測範囲及び個数

 （４） 原子炉格納容器本体内の圧

力、温度、酸素ガス濃度又は水素ガ

ス濃度を計測する装置の名称、検出

器の種類、計測範囲及び個数 

 （５） 原子炉冷却材浄化設備に係

る原子炉冷却材の水質を計測する

装置の名称、検出器の種類、計測範

囲及び個数 

 （６） 原子炉冷却材再循環流量（改

良型沸騰水型原子力発電設備に係

るものにあっては、炉心流量）を計

測する装置の名称、検出器の種類、

計測範囲及び個数 

 （７） 制御棒の位置を計測する装

置の名称、検出器の種類、計測範囲

及び個数 

 （８） 制御棒駆動水の圧力を計測

する装置の名称、検出器の種類、計

測範囲及び個数 

  

６ 原子炉非常停止信号の種類、検出

器の種類及び個数、原子炉非常停止

に要する信号の個数及び設定値並

びに原子炉非常停止信号を発信さ

せない条件 

７ 工学的安全施設起動信号の種類、

 



検出器の種類及び個数、工学的安全

施設起動に要する信号の個数及び

設定値並びに工学的安全施設起動

信号を発信させない条件 

８ 制御用空気設備に係る次の事項

 （１） 圧縮機の名称、種類、容量、

吐出圧力、主要寸法及び個数並びに

原動機の種類、出力及び個数 

 （２） 容器の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

 （３） 安全弁の名称、種類、吹出

圧力、吹出量、主要寸法、材料、個

数及び取付箇所 

 （４） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

９ 原子炉冷却材再循環ポンプ電源

装置に係る次の事項 

 （１） 原子炉冷却材再循環ポンプ

可変周波数電源装置の名称、種類、

容量、主要寸法、電圧、相、周波数

及び個数（電圧、相及び周波数は入

力及び出力の別に記載すること。）

 （２） 原子炉冷却材再循環ポンプ

ＭＧセットの名称、発電機の種類、

容量、主要寸法、回転速度及び個数

並びに原動機の種類、容量、主要寸

法、電圧及び個数（可変流体継手を

有する場合は、種類、出力、すくい

管速度及び個数を記載すること。）

  

加圧水型原子力発電設備に係るもの

にあっては、次の事項 

１ 制御方式及び制御方法 

 （１） 原子炉の制御方式  原子

炉の反応度の制御方式、加圧器の圧

力及び加圧器の水位の制御方式 

 （２） 原子炉の制御方法  制御

棒の位置の制御方法（一次冷却材の

温度の制御を含む。）、一次冷却材の

ほう素濃度の制御方法、加圧器の圧

力及び加圧器の水位の制御方法 

２ 制御材に係る次の事項 

 （１） 制御棒の名称、種類、組成、

反応度制御能力、停止余裕、主要寸

法及び個数 

 （２） ほう酸の名称、種類、組成、

反応度制御能力、停止余裕、貯蔵量、

負の反応度添加率及び出力運転時

のほう素濃度 

 （３） バーナブルポイズンの名称、

種類、組成、反応度制御能力、主要

 



寸法及び個数 

３ 制御棒駆動装置の名称、種類、最

高使用圧力、最高使用温度、主要寸

法、材料、駆動方法、個数、駆動速

度及び挿入時間並びに原動機の種

類、出力及び個数 

４ ほう酸注入機能を有する設備に

係る次の事項 

 （１） ポンプの名称、種類、容量

又は注入速度、揚程又は吐出圧力、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数並びに原動機の

種類、出力及び個数 

 （２） 容器の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

 （３） ろ過装置の名称、種類、容

量、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

 （４） 主要弁の名称、種類、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （５） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

  

５ ほう素熱再生設備に係る次の事

項 

 （１） 熱交換器の名称、種類、容

量、最高使用圧力（管側及び胴側の

別に記載すること。）、最高使用温度

（管側及び胴側の別に記載するこ

と。）、伝熱面積、主要寸法、材料及

び個数 

 （２） ろ過装置の名称、種類、容

量、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

最高使用温度、外径、厚さ及び材料

６ 計測装置に係る次の事項（警報装

置を有する場合は、その動作範囲を

付記すること。） 

 （１） 中性子源領域計測装置、中

間領域計測装置及び出力領域計測

装置の名称、検出器の種類、計測範

囲及び個数 

 （２） 原子炉容器本体の入口又は

出口の一次冷却材の圧力、温度又は

流量を計測する装置の名称、検出器

の種類、計測範囲及び個数 

 （３） 加圧器内の圧力又は水位を

計測する装置の名称、検出器の種

類、計測範囲及び個数 

 （４） 原子炉格納容器本体内の圧

 



力又は温度を計測する装置の名称、

検出器の種類、計測範囲及び個数

 （５） 蒸気発生器内の水位を計測

する装置の名称、検出器の種類、計

測範囲及び個数 

 （６） 主蒸気の圧力、温度又は流

量を計測する装置の名称、検出器の

種類、計測範囲及び個数 

７ 原子炉非常停止信号の種類、検出

器の種類及び個数、原子炉非常停止

に要する信号の個数及び設定値並

びに原子炉非常停止信号を発信さ

せない条件 

８ 工学的安全施設作動信号の種類、

検出器の種類及び個数、工学的安全

施設作動に要する信号の個数及び

設定値並びに工学的安全施設作動

信号を発信させない条件 

９ 制御用空気設備に係る次の事項

 （１） 圧縮機の名称、種類、容量、

吐出圧力、主要寸法及び個数並びに

原動機の種類、出力及び個数 

 （２） 容器の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

 （３） 安全弁の名称、種類、吹出

圧力、吹出量、主要寸法、材料、個

数及び取付箇所 

 （４） 主要弁の名称、種類、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （５） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

  

ナトリウム冷却型原子力発電設備に

係るものにあっては、次の事項 

１ 制御方式及び制御方法 

 （１） 原子炉の制御方式 

  原子炉の反応度の制御方式 

 （２） 原子炉の制御方法 

  制御棒の位置の制御方法、一次冷

却材温度の制御方法並びに一次及

び二次冷却材流量の制御方法 

２ 制御材に係る次の事項 

 （１） 制御棒の名称、種類、組成、

反応度制御能力、停止余裕、主要寸

法及び個数 

 （２） 固定吸収体の名称、種類、

組成、反応度制御能力、主要寸法及

び個数 

３ 制御棒駆動装置の名称、種類、最

高使用圧力、最高使用温度、主要寸

 



  法、材料、駆動方法、個数、駆動速

度、駆動距離及び挿入時間並びに原

動機の種類、出力及び個数 

４ 計測装置に係る次の事項（警報装

置を有する場合は、その動作範囲を

付記すること。） 

 （１） 線源領域計測装置、広域計

測装置及び出力領域計測装置の名

称、検出器の種類、計測範囲及び個

数 

 （２） 一次冷却材の循環設備に設

置する一次冷却材の圧力、温度又は

流量を計測する装置の名称、検出器

の種類、計測範囲及び個数 

 （３） 原子炉容器本体内の液位を

計測する装置の名称、検出器の種

類、計測範囲及び個数 

 （４） 一次冷却材の酸素濃度を計

測する装置の名称、検出器の種類、

計測範囲及び個数 

 （５） 原子炉格納容器本体内の圧

力、温度又は窒素雰囲気区域酸素濃

度を計測する装置の名称、検出器の

種類、計測範囲及び個数 

 （６） 二次冷却材の循環設備に設

置する二次冷却材の温度又は流量

を計測する装置の名称、検出器の種

類、計測範囲及び個数 

 （７） 一次冷却材又は二次冷却材

のカバーガス設備に設置するカバ

ーガスの圧力を計測する装置の名

称、検出器の種類、計測範囲及び個

数 

 （８） メンテナンス冷却系設備に

設置する冷却材の温度を計測する

装置の名称、検出器の種類、計測範

囲及び個数 

 （９） 制御棒の位置を計測する装

置の名称、検出器の種類、計測範囲

及び個数 

５ ナトリウム漏えい検出装置の名

称、検出器の種類、計測範囲及び個

数（警報装置を有する場合は、その

動作範囲を付記すること。） 

６ 破損燃料検出設備に係る次の事

項（警報装置を有する場合は、その

動作範囲を付記すること。） 

 （１） 破損燃料検出装置の名称、

検出器の種類、計測範囲及び個数

 （２） 容器の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

 



   （３） ろ過装置の名称、種類、容

量、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

７ 原子炉非常停止信号の種類、検出

器の種類及び個数、原子炉非常停止

に要する信号の個数及び設定値並

びに原子炉非常停止信号を発信さ

せない条件 

８ 工学的安全施設作動信号の種類、

検出器の種類及び個数、工学的安全

施設作動に要する信号の個数及び

設定値並びに工学的安全施設作動

信号を発信させない条件 

９ 制御用空気設備に係る次の事項

 （１） 圧縮機の名称、種類、容量、

吐出圧力、主要寸法及び個数並びに

原動機の種類、出力及び個数 

 （２） 容器の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

 （３） 安全弁の名称、種類、吹出

圧力、吹出量、主要寸法、材料、個

数及び取付箇所 

 （４） 主要弁の名称、種類、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （５） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

 

 ４ 燃料設備   沸騰水型原子力発電設備に係るもの

にあっては、次の事項 

１ 燃料取扱設備に係る次の事項 

 （１） 新燃料又は使用済燃料を取

扱う機器の名称、種類、容量、主要

寸法、材料及び個数 

 （２） 原子炉ウェルの名称、種類、

主要寸法及び材料 

 （３） 使用済燃料運搬用容器の名

称、種類、容量、最高使用圧力、最

高使用温度、主要寸法、材料及び個

数 

２ 新燃料貯蔵設備に係る次の事項

 （１） 新燃料貯蔵庫（仮貯蔵庫を

含む。）の名称、種類、容量、主要

寸法、材料及び個数 

 （２） 新燃料貯蔵ラックの名称、

種類、容量、主要寸法、材料及び個

数 

３ 使用済燃料貯蔵設備に係る次の

事項 

 （１） 使用済燃料貯蔵槽の名称、

種類、容量、主要寸法、材料及び個

燃料設備に係る機器の配置を明示し

た図面及び系統図 

耐震性に関する説明書（支持構造物を

含めて記載すること。） 

強度に関する説明書（支持構造物を含

めて記載すること。） 

構造図 

使用済燃料貯蔵槽の水位又は漏えい

を監視する装置の構成に関する説明

書、検出器の取付箇所を明示した図面

並びに計測範囲及び警報動作範囲に

関する説明書 

燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備、使用

済燃料貯蔵設備及び炉外燃料貯蔵設

備の核燃料物質が臨界に達しないこ

とに関する説明書 

新燃料又は使用済燃料を取扱う機器

の燃料集合体の落下防止に関する説

明書 

使用済燃料貯蔵槽及び炉外燃料貯蔵

設備の冷却能力に関する説明書 

使用済燃料貯蔵槽の水深及び炉外燃

料貯蔵槽遮へいプラグの遮へい能力



数 

 （２） 使用済燃料運搬用容器ピッ

トの名称、種類、容量、主要寸法、

材料及び個数 

 （３） 使用済燃料貯蔵ラックの名

称、種類、容量、主要寸法、材料及

び個数 

 （４） 破損燃料貯蔵ラックの名称、

種類、容量、主要寸法、材料及び個

数 

 （５） 制御棒貯蔵ラックの名称、

種類、容量、主要寸法、材料及び個

数 

 （６） 制御棒貯蔵ハンガの名称、

種類、容量、主要寸法、材料及び個

数 

 （７） 使用済燃料貯蔵用容器の名

称、種類、容量、最高使用圧力、最

高使用温度、主要寸法、材料及び個

数 

 （８） 使用済燃料貯蔵槽の水位又

は漏えいを監視する装置の名称、種

類、計測範囲、取付箇所及び個数

４ 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備

に係る次の事項 

 （１） 熱交換器の名称、種類、容

量、最高使用圧力（管側及び胴側の

別に記載すること。）、最高使用温度

（管側及び胴側の別に記載するこ

と。）、伝熱面積、主要寸法、材料及

び個数 

 （２） ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の種類、出力及び

個数 

 （３） スキマサージ槽の名称、種

類、容量、主要寸法、材料及び個数

 （４） ろ過装置の名称、種類、容

量、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

 （５） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

加圧水型原子力発電設備に係るもの

にあっては、次の事項 

１ 燃料取扱設備に係る次の事項 

 （１） 新燃料又は使用済燃料を取

扱う機器の名称、種類、容量、主要

寸法、材料及び個数 

 （２） 原子炉キャビティ及び燃料

取替キャナルの名称、種類、主要寸

に関する説明書 

品質保証に関する説明書 



  法及び材料 

 （３） 使用済燃料運搬用容器の名

称、種類、容量、最高使用圧力、最

高使用温度、主要寸法、材料及び個

数 

２ 新燃料貯蔵設備に係る次の事項

 （１） 新燃料貯蔵庫の名称、種類、

容量、主要寸法、材料及び個数 

 （２） 新燃料貯蔵ラックの名称、

種類、容量、主要寸法、材料及び個

数 

３ 使用済燃料貯蔵設備に係る次の

事項 

 （１） 使用済燃料貯蔵槽の名称、

種類、容量、主要寸法、材料及び個

数 

 （２） 使用済燃料運搬用容器ピッ

トの名称、種類、容量、主要寸法、

材料及び個数 

 （３） 使用済燃料貯蔵ラックの名

称、種類、容量、主要寸法、材料及

び個数 

 （４） 破損燃料貯蔵ラックの名称、

種類、容量、主要寸法、材料及び個

数 

 （５） 使用済燃料貯蔵用容器の名

称、種類、容量、最高使用圧力、最

高使用温度、主要寸法、材料及び個

数 

 （６） 使用済燃料貯蔵槽の水位又

は漏えいを監視する装置の名称、種

類、計測範囲、取付箇所及び個数

４ 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備

に係る次の事項 

 （１） 熱交換器の名称、種類、容

量、最高使用圧力（管側及び胴側の

別に記載すること。）、最高使用温度

（管側及び胴側の別に記載するこ

と。）、伝熱面積、主要寸法、材料及

び個数 

 （２） ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の種類、出力及び

個数 

 （３） ろ過装置の名称、種類、容

量、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

 （４） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

５ 燃料取替用水設備に係る次の事

 



項 

 （１） ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の種類、出力及び

個数 

 （２） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

  

ナトリウム冷却型原子力発電設備に

係るものにあっては、次の事項 

１ 燃料取扱設備に係る次の事項 

 （１） 新燃料又は使用済燃料を取

扱う機器の名称、種類、容量、主要

寸法、材料及び個数 

 （２） 新燃料又は使用済燃料を取

扱う機器に附属する機器 

  イ 熱交換器の名称、種類、容量、

最高使用圧力（管側及び胴側の別に

記載すること。）、最高使用温度（管

側及び胴側の別に記載すること。）、

伝熱面積、主要寸法、材料及び個数

  ロ ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の種類、出力及び

個数 

  ハ 容器の名称、種類、容量、最

高使用圧力、最高使用温度、主要寸

法、材料及び個数 

  ニ ブロワの名称、種類、容量、

主要寸法及び個数並びに原動機の

種類、出力及び個数 

  ホ ろ過装置の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

  ヘ 主要弁の名称、種類、最高使

用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

  ト 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

 （３） 使用済燃料運搬用容器の名

称、種類、容量、最高使用圧力、最

高使用温度、主要寸法、材料及び個

数 

２ 新燃料貯蔵設備に係る次の事項

 （１） 新燃料貯蔵庫（仮貯蔵庫を

含む。）の名称、種類、容量、主要

寸法、材料及び個数 

 （２） 新燃料貯蔵ラックの名称、

種類、容量、主要寸法、材料及び個

 



数 

３ 使用済燃料貯蔵設備に係る次の

事項 

 （１） 使用済燃料貯蔵槽の名称、

種類、容量、主要寸法、材料及び個

数 

 （２） 使用済燃料運搬用容器ピッ

トの名称、種類、容量、主要寸法、

材料及び個数 

 （３） 使用済燃料貯蔵ラックの名

称、種類、容量、主要寸法、材料及

び個数 

 （４） 使用済燃料貯蔵用容器の名

称、種類、容量、最高使用圧力、最

高使用温度、主要寸法、材料及び個

数 

 （５） 使用済燃料貯蔵槽の水位又

は漏えいを監視する装置の名称、種

類、計測範囲、取付箇所及び個数

４ 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備

に係る次の事項 

 （１） 熱交換器の名称、種類、容

量、最高使用圧力（管側及び胴側の

別に記載すること。）、最高使用温度

（管側及び胴側の別に記載するこ

と。）、伝熱面積、主要寸法、材料及

び個数 

 （２） ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の種類、出力及び

個数 

 （３） ろ過装置の名称、種類、容

量、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

 （４） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

  

５ 炉外燃料貯蔵設備に係る次の事

項 

 （１） 炉外燃料貯蔵槽に係る次の

事項 

  イ 容器の名称、種類、容量、最

高使用圧力、最高使用温度、主要寸

法、材料及び個数 

  ロ 遮へいプラグの名称、種類、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

  ハ 貯蔵ラックの名称、種類、容

量、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

 （２） 炉外燃料貯蔵槽冷却設備に

 



  係る次の事項 

  イ 熱交換器の名称、種類、容量、

最高使用圧力（管側及び胴側の別に

記載すること。）、最高使用温度（管

側及び胴側の別に記載すること。）、

伝熱面積、主要寸法、材料及び個数

  ロ ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の種類、出力及び

個数 

  ハ 容器の名称、種類、容量、最

高使用圧力、最高使用温度、主要寸

法、材料及び個数 

  ニ 送風機の名称、種類、容量、

主要寸法及び個数並びに原動機の

種類、出力及び個数 

  ホ 主要弁の名称、種類、最高使

用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

  ヘ 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

 （３） 炉外燃料貯蔵槽補助ナトリ

ウム設備に係る次の事項 

  イ 熱交換器の名称、種類、容量、

最高使用圧力（管側及び胴側の別に

記載すること。）、最高使用温度（管

側及び胴側の別に記載すること。）、

伝熱面積、主要寸法、材料及び個数

  ロ ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の種類、出力及び

個数 

  ハ 容器の名称、種類、容量、最

高使用圧力、最高使用温度、主要寸

法、材料及び個数 

  ニ ろ過装置の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

  ホ 主要弁の名称、種類、最高使

用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

  ヘ 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

 （４） 炉外燃料貯蔵槽アルゴンガ

ス設備に係る次の事項 

  イ 容器の名称、種類、容量、最

高使用圧力、最高使用温度、主要寸

法、材料及び個数 

 



    ロ ろ過装置の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

  ハ 主要弁の名称、種類、最高使

用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

  ニ 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

 （５） ナトリウム機器を内包する

区域の換気設備（放射線管理設備に

属する換気設備を除く。）に係る次

の事項 

  イ 送風機の名称、種類、容量、

主要寸法及び個数並びに原動機の

種類、出力及び個数 

  ロ 排風機の名称、種類、容量、

主要寸法及び個数並びに原動機の

種類、出力及び個数 

 （６） ライニング設備の名称、種

類、設計温度、主要寸法及び材料

 

 ５ 放射線管理

設備 

  沸騰水型原子力発電設備に係るもの

にあっては、次の事項 

１ 放射線管理用計測装置に係る次

の事項（警報装置を有する場合は、

その動作範囲を付記すること。） 

 （１） プロセスモニタリング設備

に係る次の事項 

  イ 主蒸気管中の放射性物質濃

度を計測する装置の名称、検出器の

種類、計測範囲、取付箇所（監視・

記録の場所を付記すること。）及び

個数 

  ロ 原子炉格納容器本体内の放

射性物質濃度を計測する装置の名

称、検出器の種類、計測範囲、取付

箇所（監視・記録の場所を付記する

こと。）及び個数 

  ハ 放射性物質により汚染する

おそれがある管理区域から環境に

放出する排水中又は排気中の放射

性物質濃度を計測する装置の名称、

検出器の種類、計測範囲、取付箇所

（監視・記録の場所を付記するこ

と。）及び個数 

 （２） エリアモニタリング設備に

係る次の事項 

  イ 中央制御室の線量当量率を

計測する装置の名称、検出器の種

類、計測範囲、取付箇所（監視・記

録の場所を付記すること。）及び個

数 

放射線管理設備に係る機器（放射線管

理用計測装置を除く。）の配置を明示

した図面及び系統図 

放射線管理用計測装置の構成に関す

る説明書 

放射線管理用計測装置の系統図及び

検出器の取付箇所を明示した図面並

びに計測範囲及び警報動作範囲に関

する説明書 

管理区域の出入管理設備、環境放射能

測定装置及び環境試料分析装置に関

する説明書 

耐震性に関する説明書（支持構造物を

含めて記載すること。） 

強度に関する説明書（支持構造物を含

めて記載すること。） 

構造図 

生体遮へい装置の放射線の遮へい及

び熱除去についての計算書 

品質保証に関する説明書 



  ロ 使用済燃料貯蔵槽エリアの

線量当量率を計測する装置の名称、

検出器の種類、計測範囲、取付箇所

（監視・記録の場所を付記するこ

と。）及び個数 

  ハ 放射性物質により汚染する

おそれがある管理区域内の人の放

射線防護を目的として線量当量率

を計測する装置の名称、検出器の種

類、計測範囲、取付箇所（監視・記

録の場所を付記すること。）及び個

数 

 （３） 固定式周辺モニタリング設

備の名称、検出器の種類、計測範囲、

取付箇所（監視・記録の場所を付記

すること。）及び個数 

 （４） 移動式周辺モニタリング設

備の名称、検出器の種類、計測範囲

及び個数 

２ 換気設備（中央制御室に設置する

もの（非常用のものに限る。）、非常

用ガス処理設備として設置するも

の及び放射性物質により汚染され

た空気による放射線障害を防止す

る目的で給気又は排気設備として

設置するもの。一時的に設置する可

搬型のものを除く。）に係る次の事

項 

 （１） 送風機の名称、種類、容量、

主要寸法及び個数並びに原動機の

種類、出力及び個数 

 （２） 排風機の名称、種類、容量、

主要寸法及び個数並びに原動機の

種類、出力及び個数 

 （３） フィルター（公衆の放射線

障害の防止及び中央制御室の従事

者等の放射線防護を目的として設

置するものに限る。）の名称、種類、

効率、主要寸法及び個数 

 （４） 主要弁の名称、種類、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （５） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

３ 生体遮へい装置（一次遮へい、二

次遮へい、補助遮へい、中央制御室

遮へい及び原子炉遮へいに限る。一

時的に設置するものを除く。）の名

称、種類、主要寸法、冷却方法及び

材料 

加圧水型原子力発電設備に係るもの



  にあっては、次の事項 

１ 放射線管理用計測装置に係る次

の事項（警報装置を有する場合は、

その動作範囲を付記すること。） 

 （１） プロセスモニタリング設備

に係る次の事項 

  イ 主蒸気管中の放射性物質濃

度を計測する装置の名称、検出器の

種類、計測範囲、取付箇所（監視・

記録の場所を付記すること。）及び

個数 

  ロ 原子炉格納容器本体内の放

射性物質濃度を計測する装置の名

称、検出器の種類、計測範囲、取付

箇所（監視・記録の場所を付記する

こと。）及び個数 

  ハ 蒸気発生器ブローダウン水

中の放射性物質濃度を計測する装

置の名称、検出器の種類、計測範囲、

取付箇所（監視・記録の場所を付記

すること。）及び個数 

  ニ 復水器排ガス中の放射性物

質濃度を計測する装置の名称、検出

器の種類、計測範囲、取付箇所（監

視・記録の場所を付記すること。）

及び個数 

  ホ 一次冷却材抽出水中の放射

性物質濃度を計測する装置の名称、

検出器の種類、計測範囲、取付箇所

（監視・記録の場所を付記するこ

と。）及び個数 

  ヘ 放射性物質により汚染する

おそれがある管理区域から環境に

放出する排水中又は排気中の放射

性物質濃度を計測する装置の名称、

検出器の種類、計測範囲、取付箇所

（監視・記録の場所を付記するこ

と。）及び個数 

 （２） エリアモニタリング設備に

係る次の事項 

  イ 中央制御室の線量当量率を

計測する装置の名称、検出器の種

類、計測範囲、取付箇所（監視・記

録の場所を付記すること。）及び個

数 

  ロ 原子炉格納容器本体内の線

量当量率を計測する装置の名称、検

出器の種類、計測範囲、取付箇所（監

視・記録の場所を付記すること。）

及び個数 

  ハ 使用済燃料貯蔵槽エリアの

線量当量率を計測する装置の名称、

 



検出器の種類、計測範囲、取付箇所

（監視・記録の場所を付記するこ

と。）及び個数 

  ニ 放射性物質により汚染する

おそれがある管理区域内の人の放

射線防護を目的として線量当量率

を計測する装置の名称、検出器の種

類、計測範囲、取付箇所（監視・記

録の場所を付記すること。）及び個

数 

 （３） 固定式周辺モニタリング設

備の名称、検出器の種類、計測範囲、

取付箇所（監視・記録の場所を付記

すること。）及び個数 

 （４） 移動式周辺モニタリング設

備の名称、検出器の種類、計測範囲

及び個数 

２ 換気設備（中央制御室に設置する

もの（非常用のものに限る。）、アニ

ュラス空気浄化設備、アニュラス循

環排気設備又は安全補機室空気浄

化設備として設置するもの、放射性

物質により汚染された空気による

放射線障害を防止する目的で給気

又は排気設備として設置するもの、

格納容器再循環ファン又は格納容

器空気浄化装置として設置するも

の。一時的に設置する可搬型のもの

を除く。）に係る次の事項 

 （１） 送風機の名称、種類、容量、

主要寸法及び個数並びに原動機の

種類、出力及び個数 

 （２） 排風機の名称、種類、容量、

主要寸法及び個数並びに原動機の

種類、出力及び個数 

 （３） フィルター（公衆の放射線

障害の防止及び中央制御室の従事

者等の放射線防護を目的として設

置するものに限る。）の名称、種類、

効率、主要寸法及び個数 

 （４） 主要弁の名称、種類、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （５） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

３ 生体遮へい装置（一次遮へい、二

次遮へい、補助遮へい、中央制御室

遮へい及び外部遮へいに限る。一時

的に設置するものを除く。）の名称、

種類、主要寸法、冷却方法及び材料

  

ナトリウム冷却型原子力発電設備に

 



  係るものにあっては、次の事項 

１ 放射線管理用計測装置に係る次

の事項（警報装置を有する場合は、

その動作範囲を付記すること。） 

 （１） プロセスモニタリング設備

に係る次の事項 

  イ 原子炉格納容器本体内の放

射性物質濃度を計測する装置の名

称、検出器の種類、計測範囲、取付

箇所（監視・記録の場所を付記する

こと。）及び個数 

  ロ 二次主冷却材中の放射性物

質濃度を計測する装置の名称、検出

器の種類、計測範囲、取付箇所（監

視・記録の場所を付記すること。）

及び個数 

  ハ 一次アルゴンガス設備設置

室内の放射性物質濃度を計測する

装置の名称、検出器の種類、計測範

囲、取付箇所（監視・記録の場所を

付記すること。）及び個数 

  ニ 燃料出入機冷却ガス中の放

射性物質濃度を計測する装置の名

称、検出器の種類、計測範囲、取付

箇所（監視・記録の場所を付記する

こと。）及び個数 

  ホ 放射性物質により汚染する

おそれがある管理区域から環境に

放出する排水中又は排気中の放射

性物質濃度を計測する装置の名称、

検出器の種類、計測範囲、取付箇所

（監視・記録の場所を付記するこ

と。）及び個数 

 （２） エリアモニタリング設備に

係る次の事項 

  イ 中央制御室の線量当量率を

計測する装置の名称、検出器の種

類、計測範囲、取付箇所（監視・記

録の場所を付記すること。）及び個

数 

  ロ 原子炉格納容器本体内の線

量当量率を計測する装置の名称、検

出器の種類、計測範囲、取付箇所（監

視・記録の場所を付記すること。）

及び個数 

  ハ 使用済燃料貯蔵槽エリアの

線量当量率を計測する装置の名称、

検出器の種類、計測範囲、取付箇所

（監視・記録の場所を付記するこ

と。）及び個数 

  ニ 放射性物質により汚染する

おそれがある管理区域内の人の放

 



射線防護を目的として線量当量率

を計測する装置の名称、検出器の種

類、計測範囲、取付箇所（監視・記

録の場所を付記すること。）及び個

数 

 （３） 固定式周辺モニタリング設

備の名称、検出器の種類、計測範囲、

取付箇所（監視・記録の場所を付記

すること。）及び個数 

 （４） 移動式周辺モニタリング設

備の名称、検出器の種類、計測範囲

及び個数 

  

２ 換気設備（中央制御室に設置する

もの（非常用のものに限る。）、アニ

ュラス循環排気設備として設置す

るもの、放射性物質により汚染され

た空気による放射線障害を防止す

る目的で給気又は排気設備として

設置するもの並びに原子炉格納施

設換気空調設備及び窒素雰囲気調

節設備として設置するもの。一時的

に設置する可搬型のものを除く。）

に係る次の事項 

 （１） 送風機の名称、種類、容量、

主要寸法及び個数並びに原動機の

種類、出力及び個数 

 （２） 排風機の名称、種類、容量、

主要寸法及び個数並びに原動機の

種類、出力及び個数 

 （３） フィルター（公衆の放射線

障害の防止及び中央制御室の従事

者等の放射線防護を目的として設

置するものに限る。）の名称、種類、

効率、主要寸法及び個数 

 （４） 主要弁の名称、種類、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （５） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

３ 生体遮へい装置（原子炉本体遮へ

い、一次主冷却系遮へい、補助遮へ

い、中央制御室遮へい及び外部遮へ

いに限る。一時的に設置するものを

除く。）の名称、種類、主要寸法、

冷却方法及び材料 

 

 ６ 廃棄設備   １ 気体、液体又は固体廃棄物貯蔵設

備に係る次の事項 

 （１） ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の種類、出力及び

廃棄設備に係る機器（流体状の放射性

廃棄物の漏えいの検出装置及び自動

警報装置を除く。）の配置を明示した

図面及び系統図 

耐震性に関する説明書（支持構造物を

含めて記載すること。） 



個数 

 （２） 容器の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数並びに漏えい防

止のための制御方法 

 （３） 貯蔵槽の名称、種類、容量、

主要寸法、材料及び個数並びに漏え

い防止のための制御方法 

 （４） ろ過装置の名称、種類、容

量、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

 （５） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

 （６） 廃棄物貯蔵庫の名称、種類、

容量、主要寸法及び材料 

２ 気体、液体又は固体廃棄物処理設

備に係る次の事項（機器がある処理

能力を発揮することを目的として

一体となった装置を構成する場合

は、その装置の名称、種類、処理能

力及び個数を付記すること。） 

 （１） 熱交換器の名称、種類、容

量、最高使用圧力（管側及び胴側の

別に記載すること。）、最高使用温度

（管側及び胴側の別に記載するこ

と。）、伝熱面積、主要寸法、材料及

び個数 

 （２） ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力（真空ポンプにあ

っては到達真空度）、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の種類、出力及び

個数 

 （３） 圧縮機の名称、種類、容量、

吐出圧力、主要寸法及び個数並びに

原動機の種類、出力及び個数 

 （４） 容器の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数並びに漏えい防

止のための制御方法 

 （５） 貯蔵槽の名称、種類、容量、

主要寸法、材料及び個数並びに漏え

い防止のための制御方法 

 （６） ろ過装置の名称、種類、容

量、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

 （７） 主要弁の名称、種類、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

 （８） 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

強度に関する説明書（支持構造物を含

めて記載すること。） 

構造図 

流体状の放射性廃棄物の漏えいの拡

大防止能力及び施設外への漏えい防

止能力についての計算書 

固体廃棄物処理設備における放射性

物質の散逸防止に関する説明書 

流体状の放射性廃棄物の漏えいの検

出装置及び自動警報装置の構成に関

する説明書、検出器の取付箇所を明示

した図面並びに計測範囲及び警報動

作範囲に関する説明書 

品質保証に関する説明書 



材料 

 （９） 送風機の名称、種類、容量、

主要寸法及び個数並びに原動機の

種類、出力及び個数 

 （１０） 排風機の名称、種類、容

量、主要寸法及び個数並びに原動機

の種類、出力及び個数 

 （１１） ブロワの名称、種類、容

量、主要寸法及び個数並びに原動機

の種類、出力及び個数 

 （１２） 減容・固化設備に係る焼

却装置、溶融装置、圧縮装置、アス

ファルト固化装置、セメント固化装

置、ガラス固化装置又はプラスチッ

ク固化装置に係る主要機器のうち

（１）から（１１）までに掲げるも

の以外の主要機器の名称、種類、容

量又は処理能力、主要寸法、材料及

び個数並びに原動機の種類、出力及

び個数 

 （１３） 排気口の名称、種類、主

要寸法、材料及び個数 

３ 堰その他の設備に係る次の事項

 （１） 原子炉格納容器本体外に設

置される流体状の放射性廃棄物（気

体状のものを除く。以下同じ。）を

内包する容器（放射性物質の濃度が

三十七キロベクレル毎立方センチ

メートル以上の流体状の放射性廃

棄物を内包するものに限る。）から

の流体状の放射性廃棄物の漏えい

の拡大を防止するために施設する

堰の名称、主要寸法、材料及び取付

箇所並びに床面及び壁面の塗装の

範囲及び材料 

 （２） 原子炉格納容器本体外に設

置される流体状の放射性廃棄物を

内包する容器からの流体状の放射

性廃棄物の施設外への漏えいを防

止するために施設する堰の名称、主

要寸法、材料及び取付箇所並びに床

面及び壁面の塗装の範囲及び材料

４ 原子炉格納容器本体外の廃棄物

貯蔵設備又は廃棄物処理設備から

の流体状の放射性廃棄物の漏えい

の検出装置又は自動警報装置の名

称、種類、計測範囲、取付箇所及び

個数 

 ７ 原子炉格納

施設 

  沸騰水型原子力発電設備に係るもの

にあっては、次の事項 

１ 原子炉格納容器に係る次の事項

 （１） 原子炉格納容器本体の名称、

原子炉格納施設に係る機器の配置を

明示した図面及び系統図 

耐震性に関する説明書（支持構造物を

含めて記載すること。） 



種類、最高使用圧力、最高使用温度、

設計漏えい率、主要寸法、材料及び

個数（ドライウェル及びサプレッシ

ョンプールの最高使用圧力、最高使

用温度、主要寸法及び材料を付記す

ること。） 

 （２） 機器搬出入口の名称、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料及び個数 

 （３） エアロックの名称、最高使

用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料及び個数 

 （４） 原子炉格納容器配管貫通部

及び電気配線貫通部の名称又は貫

通部番号、種類、個数、最高使用圧

力、最高使用温度、構成、主要寸法

及び材料 

２ 原子炉建屋に係る次の事項 

 （１） 原子炉建屋原子炉棟の名称、

種類、設計気密度、主要寸法、材料

及び個数 

 （２） 機器搬出入口の名称、主要

寸法及び個数 

 （３） エアロックの名称、主要寸

法及び個数 

 （４） 原子炉建屋基礎スラブの名

称、種類、主要寸法及び材料 

３ 圧力低減設備その他の安全設備

に係る次の事項 

 （１） 真空破壊装置の名称、種類、

主要寸法、材料、駆動方法、個数及

び取付箇所 

 （２） ダイヤフラムフロアの名称、

種類、設計差圧、主要寸法及び材料

 （３） ダウンカマの名称、種類、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

 （４） ベント管の名称、種類、最

高使用圧力、最高使用温度、主要寸

法、材料及び個数 

 （５） ベントヘッダの名称、種類、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

 （６） 原子炉格納容器スプレイ設

備に係る次の事項 

  イ 熱交換器の名称、種類、容量、

最高使用圧力（管側及び胴側の別に

記載すること。）、最高使用温度（管

側及び胴側の別に記載すること。）、

伝熱面積、主要寸法、材料及び個数

  ロ ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、

強度に関する説明書（支持構造物を含

めて記載すること。） 

構造図 

原子炉格納施設の設計条件に関する

説明書（原子炉格納容器本体の脆性破

壊防止に関する説明を併せて記載す

ること。） 

原子炉格納施設の基礎に関する説明

書及びその基礎の状況を明示した図

面 

安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書

（バネ式のものに限る。） 

品質保証に関する説明書 



最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の種類、出力及び

個数 

  ハ ろ過装置の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

  ニ 主要弁の名称、種類、最高使

用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

  ホ 主配管（スプレイヘッダを含

む。）の名称、最高使用圧力、最高

使用温度、外径、厚さ及び材料 

  

 （７） 可燃性ガス濃度制御設備に

係る次の事項 

  イ 再結合装置の名称、種類、容

量、最高使用圧力、最高使用温度、

再結合効率、主要寸法、材料及び個

数 

  ロ ブロワの名称、種類、容量、

主要寸法及び個数並びに原動機の

種類、出力及び個数 

  ハ 加熱器の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

  ニ 容器の名称、種類、容量、最

高使用圧力、最高使用温度、主要寸

法、材料及び個数 

  ホ 蒸発器の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

  ヘ 加温器の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

  ト 主要弁の名称、種類、最高使

用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

  チ 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

 （８） 原子炉格納容器調気設備に

係る次の事項 

  イ 容器の名称、種類、容量、最

高使用圧力、最高使用温度、主要寸

法、材料及び個数 

  ロ 蒸発器の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

  ハ 加温器の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

  ニ 主要弁の名称、種類、最高使

用圧力、最高使用温度、主要寸法、

 



材料、駆動方法、個数及び取付箇所

  ホ 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

加圧水型原子力発電設備に係るもの

にあっては、次の事項 

１ 原子炉格納容器に係る次の事項

 （１） 原子炉格納容器本体の名称、

種類、最高使用圧力、最高使用温度、

設計漏えい率、主要寸法、材料及び

個数 

 （２） 機器搬出入口の名称、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料及び個数 

 （３） エアロックの名称、最高使

用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料及び個数 

 （４） 原子炉格納容器配管貫通部

及び電気配線貫通部の名称又は貫

通部番号、種類、個数、最高使用圧

力、最高使用温度、構成、主要寸法

及び材料 

２ 二次格納施設に係る次の事項 

 （１） プレストレストコンクリー

ト製格納容器に係るアニュラス区

画構造物の名称、種類、設計負圧、

設計温度、主要寸法及び材料 

 （２） 鋼製格納容器に係る次の事

項 

 イ 外周コンクリート壁の名称、種

類、主要寸法及び材料 

 ロ アニュラスシールの名称、種

類、設計圧力、設計温度及び材料

 （３） ハイブリッド型格納容器に

係る外周コンクリート壁の名称、種

類、設計圧力、主要寸法及び材料

  

３ 圧力低減設備その他の安全設備

に係る次の事項 

 （１） 格納容器スプレイ設備に係

る次の事項 

  イ 熱交換器の名称、種類、容量、

最高使用圧力（管側及び胴側の別に

記載すること。）、最高使用温度（管

側及び胴側の別に記載すること。）、

伝熱面積、主要寸法、材料及び個数

種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料及び個数並びに原動機の種類、

出力及び個数 

  ハ 容器の名称、種類、容量、最

高使用圧力、最高使用温度、主要寸

法、材料及び個数 

 



  ニ 安全弁及び逃がし弁の名称、

種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

  ホ 主要弁の名称、種類、最高使

用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

  ヘ 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

 （２） アイスコンデンサ設備に係

る次の事項 

  イ 上部、下部及びアイスコンデ

ンサのコンパートメントの主要寸

法及び材料 

  ロ 下部入口ドア、中間デッキド

ア及び上部デッキドアの主要寸法

及び材料 

  ハ アイスバスケットの種類、主

要寸法、材料及び個数 

  ニ エアリターンファンの名称、

種類、容量、主要寸法及び個数 

  ホ 空気冷却ファンクーラの名

称、種類、容量、主要寸法及び個数

  ヘ ドレン管の主要寸法、材料及

び個数 

  ト 格納容器水素再結合装置の

名称、種類、容量、再結合効率、主

要寸法、材料及び個数並びに電熱器

の名称、種類、容量及び個数 

 （３） 真空逃がし装置の名称、種

類、主要寸法、材料、駆動方法、個

数及び取付箇所 

 （４） 圧力逃がし装置に係る次の

事項 

  イ 主要弁の名称、種類、最高使

用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

  ロ 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

  

ナトリウム冷却型原子力発電設備に

係るものにあっては、次の事項 

１ 原子炉格納容器に係る次の事項

 （１） 原子炉格納容器本体の名称、

種類、最高使用圧力、最高使用温度、

設計漏えい率、主要寸法、材料及び

個数 

 （２） 機器搬出入口の名称、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料及び個数 

 （３） エアロックの名称、最高使

用圧力、最高使用温度、主要寸法、

 



  材料及び個数 

 （４） 原子炉格納容器配管貫通部、

電気配線貫通部及び格納容器貫通

部スリーブの名称又は貫通部番号、

種類、個数、最高使用圧力、最高使

用温度、構成（貫通部スリーブを除

く。）、主要寸法及び材料 

２ 二次格納施設に係る次の事項 

 （１） 外周コンクリート壁の名称、

種類、主要寸法及び材料 

 （２） アニュラスシールの名称、

種類、設計圧力、設計温度及び材料

３ 圧力低減設備その他の安全設備

に係る真空逃がし装置の名称、種

類、主要寸法、材料、駆動方法、個

数及び取付箇所 

４ ライニング設備の名称、種類、設

計温度、主要寸法及び材料 

 

 ８ 排気筒   名称、種類、主要寸法、材料及び個数

（内筒及び外筒の別に記載するこ

と。） 

排気筒の構造図及び設置場所を明示

した図面 

排気筒の基礎に関する説明書及びそ

の基礎の状況を明示した図面（自立型

のものに限る。） 

耐震性及び強度に関する説明書（自立

型のものに限る。） 

品質保証に関する説明書 

 ９ 蒸気タービ

ン 

  １ 種類、定格出力、気筒数、主蒸気

止め弁の入口の圧力及び温度、再熱

蒸気止め弁の入口の圧力及び温度、

抽気圧力、抽気量、排気圧力、回転

速度並びに被動機一体の危険速度

２ 車室、円板、隔板、噴口、翼、車

軸の主要寸法及び材料並びに管の

最高使用圧力、最高使用温度、外径、

厚さ及び材料 

３ 調速装置及び非常調速装置の種

類並びに調速装置で制御される主

要弁の種類、駆動方法及び個数 

４ 復水器に係る次の事項 

 （１） 種類、冷却水温度、冷気面

積及び材料 

 （２） 空気抽出器、復水ポンプ及

び冷却水ポンプの種類、容量及び個

数 

５ 蒸気タービンに附属する冷却塔

又は冷却池の種類、容量、入口及び

出口の冷却水標準温度、設計外気温

度、主要寸法並びに個数 

６ 蒸気タービンに附属する熱交換

器（湿分分離器を含む。）に係る次

の事項 

 （１） 種類、容量又は発生蒸気量、

蒸気タービンの構造図 

蒸気タービンの制御方法に関する説

明書 

蒸気タービンの振動管理に関する説

明書 

蒸気タービンの基礎に関する説明書

及びその基礎の状況を明示した図面

冷却水の種類及び冷却水として海水

を使用しない場合は、可能取水量を記

載した書類 

耐震性に関する説明書 

蒸気タービンの強度に関する説明書

蒸気タービンの管並びに蒸気タービ

ンに附属する熱交換器、蒸気だめ、ド

レンタンク及び主配管の強度に関す

る説明書（構造図を含む。） 

蒸気タービンに附属する蒸気を発生

する熱交換器の安全弁並びに蒸気タ

ービンに附属する管等の安全弁及び

逃がし弁の吹出量計算書（構造図を含

む。） 

給水処理系統図 

蒸気タービンの管並びに蒸気タービ

ンに附属する主配管の配置の概要を

明示した図面及び系統図 



入口及び出口の温度、最高使用圧力

（一次側及び二次側の別に記載す

ること。）、最高使用温度（一次側及

び二次側の別に記載すること。）、主

要寸法、材料並びに個数 

 （２） 蒸気を発生する熱交換器の

安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、

個数及び取付箇所 

７ 蒸気タービンに附属する給水ポ

ンプの種類、原動機の種類、出力及

び貯水設備の種類、容量、個数並び

に給水処理設備の種類、容量及び個

数 

８ 蒸気タービンに附属する管等に

係る次の事項 

 （１） 主配管の最高使用圧力、最

高使用温度、外径、厚さ及び材料

 （２） 蒸気だめ、ドレンタンクの

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法及び材料 

 （３） 安全弁及び逃がし弁の種類、

吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇

所 

９ 蒸気タービンの基本設計方針、適

用基準及び適用規格 

 １０ 補助ボイ

ラー 

  １ 種類、最大蒸発量、最高使用圧力、

最高使用温度、伝熱面積、排出ガス

量、ばい煙量、ばい煙濃度及び個数

２ 再熱器の通過蒸気量、最高使用圧

力、最高使用温度及び伝熱面積 

３ 節炭器の伝熱面積 

４ 胴、管寄せ及び管の主要寸法及び

材料 

５ 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、

個数及び取付箇所 

６ ボイラーに附属する給水設備に

係る次の事項 

 （１） 給水ポンプの種類、個数並

びに原動機の種類及び出力 

 （２） 貯水設備の種類、容量及び

個数 

７ ボイラーに附属する熱交換器に

係る次の事項 

 （１） 種類、発生蒸気量、入口及

び出口の温度、最高使用圧力（一次

側及び二次側の別に記載するこ

と。）、最高使用温度（一次側及び二

次側の別に記載すること。）、主要寸

法、材料並びに個数 

 （２） 蒸気を発生する熱交換器の

安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、

個数及び取付箇所 

水循環系統図 

補助ボイラーの制御方法に関する説

明書 

補助ボイラーの基礎に関する説明書

補助ボイラー並びに補助ボイラーに

附属する熱交換器の強度に関する説

明書（構造図を含む。） 

補助ボイラーの安全弁の吹出量計算

書（構造図を含む。） 

補助ボイラーに附属する主配管の配

置の概要を明示した図面及び系統図



８ ボイラーに附属する通風設備に

係る次の事項 

 （１） 通風機の種類及び個数 

 （２） 煙突の種類、出口のガスの

速度及び温度、口径、地表上の高さ、

有効高さ並びに個数 

９ ボイラーに附属する空気圧縮設

備及びガス圧縮設備に係る次の事

項 

 （１） 空気だめ及びガスだめの種

類、容量、最高使用圧力、主要寸法、

材料及び個数 

 （２） 空気だめ及びガスだめの安

全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個

数及び取付箇所 

 （３） 空気圧縮機及びガス圧縮機

の種類、容量、吐出圧力及び個数

１０ ボイラーに附属する管等に係

る次の事項 

 （１） 主配管の最高使用圧力、最

高使用温度、外径、厚さ及び材料

 （２） 蒸気だめ、減圧装置及び減

温装置の最高使用圧力、最高使用温

度、主要寸法及び材料 

 （３） 安全弁及び逃がし弁の種類、

吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇

所 

１１ 油燃焼用機器に係る次の事項

 （１） 原油用又は原油以外の石油

（液化石油ガスを除く。）用の別 

 （２） 輸送装置及びバーナーの種

類、容量及び個数並びに原油及び原

油以外の石油（液化石油ガスを除

く。）の発熱量、硫黄分、窒素分及

び灰分 

 （３） 熱交換器の種類及び個数

１２ その他の燃料の燃焼用機器に

係る輸送装置及び燃焼器の種類、容

量及び個数並びにその他燃料の発

熱量、硫黄分、窒素分及び灰分 

１３ ボイラーの基本設計方針、適用

基準及び適用規格 

 １１ 補助ボイ

ラーに属する燃

料設備 

  １ 燃料運搬設備に係る油の輸送管

であって、外径三百ミリメートル以

上のものの最高使用圧力、最高使用

温度、外径、厚さ及び材料 

２ 燃料貯蔵設備に係る油タンクの

種類、容量及び個数 

補助ボイラーに属する燃料系統図 

補助ボイラーに属する燃料設備の制

御方法に関する説明書 

油タンクの構造図 

外径が三百ミリメートル以上の油の

輸送管の強度に関する説明書 

 １２ 補助ボイ

ラーに属するば

い煙処理設備 

  １ 種類、容量、入口及び出口におけ

るばい煙量、ばい煙濃度及びガスの

温度、アンモニアの注入量並びにア

ンモニアの注入により発生するば

ばい煙処理設備の構造図 



いじんに係るばい煙濃度 

２ ばい煙処理設備に附属する空気

圧縮機、通風機、破砕機又は摩砕機

の名称、種類、容量及び個数 

 （四）燃料電池設

備 

  １ 燃料電池の種類、出力、電圧、電

流、冷却法、台数及び保護継電装置

の種類 

２ 容器（内径が二百ミリメートルを

超えかつ長さが千ミリメートルを

超えるもの及び内容積が〇・〇四立

方メートルを超えるものであって、

最高使用圧力が九十八キロパスカ

ル以上のものに限る。下欄において

同じ。）の種類、容量、最高使用圧

力、最高使用温度、主要寸法、材料

及び個数 

３ 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、

個数及び取付箇所 

４ 熱交換器（内径が二百ミリメート

ルを超えかつ長さが千ミリメート

ルを超えるもの及び内容積が〇・〇

四立方メートルを超えるものであ

って、最高使用圧力が九十八キロパ

スカル以上のものに限る。下欄にお

いて同じ。）の種類、入口及び出口

の温度、最高使用圧力（一次側及び

二次側の別に記載すること。）、主要

寸法、材料並びに個数 

５ 改質器に係る次の事項 

 （１） 燃料の種類、発熱量、硫黄

分、窒素分及び灰分 

 （２） 種類、容量、入口及び出口

の温度、最高使用圧力（一次側及び

二次側の別に記載すること。）、加熱

面積、主要寸法、材料、個数、排出

ガス量、ばい煙量並びにばい煙濃度

 （３） バーナーの燃料の種類、発

熱量、硫黄分、窒素分及び灰分 

 （４） 通風設備の種類、出口のガ

スの速度及び温度、口径、地表上の

高さ、有効煙突高さ並びに個数 

６ 燃料貯蔵設備に係る（二）８の中

欄に準ずるもの 

７ 液体窒素用貯槽（内径が二百ミリ

メートルを超えかつ長さが千ミリ

メートルを超えるもの及び内容積

が〇・〇四立方メートルを超えるも

のであって、最高使用圧力が九十八

キロパスカル以上のものに限る。下

欄において同じ。）の種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、最低

使用温度、主要寸法、材料及び個数

発電方式に関する説明書 

総合系統図 

燃料電池並びに容器、熱交換器、改質

器液体窒素用貯槽、気化器及び窒素ガ

ス用ガスだめの構造図容器並びに熱

交換器、液体窒素用貯槽、気化器及び

窒素ガス用ガスだめの強度計算に関

する説明書 

燃料電池設備の安全弁の吹出量に関

する説明書（構造図を含む。） 

ガス置換方法及び置換ガスの種類に

関する説明書 

燃料貯蔵設備に係る（二）８の下欄に

準ずるもの 

管の配置の概要を明示した図面及び

強度計算に関する説明書 



並びに低温貯槽に係る保冷の形式

並びに保冷材の種類及び充てん厚

さ 

８ 気化器（内径が二百ミリメートル

を超えかつ長さが千ミリメートル

を超えるもの及び内容積が〇・〇四

立方メートルを超えるものであっ

て、最高使用圧力が九十八キロパス

カル以上のものに限る。下欄におい

て同じ。）の種類、能力、加熱用熱

源の種類及び容量、出口の圧力及び

温度、最高使用圧力（一次側及び二

次側の別に記載すること。）、最高使

用温度（一次側及び二次側の別に記

載すること。）、最低使用温度（一次

側及び二次側の別に記載するこ

と。）、主要寸法、材料並びに個数

９ 窒素ガス用ガスだめ（内径が二百

ミリメートルを超えかつ長さが千

ミリメートルを超えるもの及び内

容積が〇・〇四立方メートルを超え

るものであって、最高使用圧力が九

十八キロパスカル以上のものに限

る。下欄において同じ。）の種類、

容量、最高使用圧力、主要寸法、材

料及び個数 

１０ 管（外径三百ミリメートル以上

かつ最高使用圧力が九十八キロパ

スカル以上のものに限る。下欄にお

いて同じ。）の最高使用圧力、最高

使用温度、外径、厚さ及び材料 

 （五）太陽電池設

備 

  太陽電池 

  種類、出力、開放電圧、短絡電流及び

モジュールの個数 

発電方式に関する説明書 

支持物の構造図及び強度計算書 

 （六）風力設備 

  風力機関 

  １ 種類、出力、回転速度及び台数

２ ロータの直径並びに翼の枚数及

び材料 

３ 調速装置及び非常調速装置の種

類 

発電方式に関する説明書 

風車の構造図及び強度計算書 

支持物の構造図及び強度計算書 

 （七）電気設備     電磁誘導電圧計算書（電圧十七万ボル

ト以上の電力系統に係る中性点接地

装置の工事を含む場合に限る。） 

 １ 発電機   １ 種類、容量、力率、電圧、相、周

波数、回転速度、結線法及び冷却法

並びに発電電動機の場合は、出力

２ 励磁装置の種類、容量、回転速度、

駆動方法及び個数（常用及び予備の

別に記載すること。） 

３ 保護継電装置の種類 

４ 原動機との連結方法 

短絡強度計算書 

 ２ 変圧器   第二号（一）の中欄に準ずるもの 第二号（一）の下欄に準ずるもの 

 ３ 電圧調整器  第二号（二）の中欄に準ずるもの 第二号（二）の下欄に準ずるもの 



又は電圧位相調

整器 

 ４ 調相機   第二号（三）の中欄に準ずるもの 第二号（三）の下欄に準ずるもの 

 ５ 電力用コン

デンサー 

  第二号（四）の中欄に準ずるもの 第二号（四）の下欄に準ずるもの 

 ６ 分路リアク

トル又は限流リ

アクトル 

  第二号（五）の中欄に準ずるもの 第二号（五）の下欄に準ずるもの 

 ７ 周波数変換

機器又は整流機

器 

  第二号（六）の中欄に準ずるもの 第二号（六）の下欄に準ずるもの 

 ８ 遮断器   第二号（七）の中欄に準ずるもの 第二号（七）の下欄に準ずるもの 

 ９ 蓄電池（原子

力発電所に設置

されるもの又は

設置されている

ものに限る。） 

  １ 名称、種類、容量、主要寸法、電

圧、電流及び個数 

２ 保護継電装置の種類 

  

 １０ 逆変換装

置 

  １ 種類、容量、電圧、電流、相、周

波数、結線法及び個数 

２ 保護継電装置の種類 

逆変換装置の用途に関する説明書 

 （八）附帯設備 

 １ 発電所の運

転を管理するた

めの制御装置 

  制御方式 

原子力発電所にあっては、中央制御室

機能及び中央制御室外原子炉停止

機能 

制御方法に関する説明書 

原子力発電所にあっては、中央制御室

の機能に関する説明書並びに中央制

御室外の原子炉停止機能及び監視機

能に関する説明書 

 ２ 非常用予備

発電装置（原子

力発電所に設置

されるもの又は

設置されている

ものに限る。） 

  １ 常用電源装置との切換方法 

２ 非常用ディーゼル発電設備に係

る次の事項 

 （１） 内燃機関に係る次の事項

  イ 機関の名称、種類、出力、回

転速度、燃料の種類及び使用量並び

に個数並びに過給機の種類、出口の

圧力、回転速度及び個数 

  ロ 調速装置及び非常調速装置

の名称及び種類 

  ハ 内燃機関に附属する冷却水

設備の名称、種類、容量及び個数

  ニ 内燃機関に附属する空気圧

縮設備に係る次の事項 

   １ 空気だめの名称、種類、容

量、最高使用圧力、最高使用温度、

主要寸法、材料及び個数 

   ２ 空気だめの安全弁の名称、

種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、

材料、個数及び取付箇所 

   ３ 圧縮機の名称、種類、容量、

吐出圧力、主要寸法及び個数並びに

原動機の種類、出力及び個数 

  ホ 燃料デイタンク又はサービ

スタンクの名称、種類、容量、最高

使用圧力、最高使用温度、主要寸法、

非常用ディーゼル発電設備の出力の

決定に関する説明書 

燃料系統図 

耐震性に関する説明書 

強度に関する説明書 

構造図 

容量（発電機及び励磁装置を除く。）、

最高使用圧力、最高使用温度、揚程又

は吐出圧力、吹出圧力及び外径の根拠

に関する説明書 

安全弁の吹出量計算書（バネ式のもの

に限る。） 

品質保証に関する説明書 



材料及び個数 

  ヘ 非常用ディーゼル発電設備

の基本設計方針、適用基準及び適用

規格 

 （２） 発電機に係る次の事項 

  イ 発電機の名称、種類、容量、

主要寸法、力率、電圧、相、周波数、

回転速度、結線法、冷却方法及び個

数 

  ロ 励磁装置の名称、種類、容量

及び個数 

  ハ 保護継電装置の名称及び種

類 

  ニ 原動機との連結方法 

 （３） 冷却設備に係る次の事項

  イ 熱交換器の名称、種類、容量、

最高使用圧力（管側及び胴側の別に

記載すること。）、最高使用温度（管

側及び胴側の別に記載すること。）、

伝熱面積、主要寸法、材料及び個数

  ロ ポンプの名称、種類、容量、

揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、

最高使用温度、主要寸法、材料及び

個数並びに原動機の種類、出力及び

個数 

  ハ ろ過装置の名称、種類、容量、

最高使用圧力、最高使用温度、主要

寸法、材料及び個数 

  ニ 主要弁の名称、種類、最高使

用圧力、最高使用温度、主要寸法、

材料、駆動方法、個数及び取付箇所

  ホ 主配管の名称、最高使用圧

力、最高使用温度、外径、厚さ及び

材料 

 （４） その他の電源装置に係る次

の事項 

  イ 無停電電源装置の名称、種

類、容量、電圧、周波数、主要寸法

及び個数 

二 変電所 １ 変電所の名称及び

位置（都道府県郡市区

町村字を記載するこ

と。） 

２ 変電所の出力及び

周波数 

  送電関係一覧図 

事業用電気工作物が電気の円滑な供

給を確保するため技術上適切なもの

であることの説明書（電圧十七万ボル

ト以上の電力系統に係る事業用電気

工作物であって、一般電気事業の用に

供されるものに係る場合に限る。） 

急傾斜地崩壊危険区域内において行

う制限工事に係る場合は、当該区域内

の急傾斜地の崩壊の防止措置に関す

る説明書 

主要設備の配置の状況を明示した平

面図及び断面図 



単線結線図（接地線（計器用変成器を

除く。）については、電線の種類、太

さ及び接地の種類も併せて記載する

こと。） 

新技術の内容を十分に説明した書類

電磁誘導電圧計算書（電圧十七万ボル

ト以上（受電所にあっては十万ボル

ト以上）の電力系統に係る中性点接

地装置の工事を含む場合に限る。）

 （一）変圧器   １ 種類、容量、電圧（一次、二次及

び三次の別に記載し、電圧調整装置

を有するものの場合は、電圧調整範

囲及びタップ数を付記すること。）、

相、周波数、結線法、冷却法並びに

電気事業の用に供するものにあっ

ては、常用及び予備の別 

２ 保護継電装置の種類 

短絡強度計算書 

 （二）電圧調整器

又は電圧位相調

整器 

  １ 種類、容量、電圧（電圧調整範囲

及びタップ数を付記すること。）、

相、周波数、結線法及び冷却法 

２ 保護継電装置の種類 

設置計画についての説明書 

 （三）調相機   １ 種類、容量（進相及び遅相の別に

記載すること。）、電圧、周波数、回

転速度及び冷却法 

２ 励磁装置の種類及び容量 

３ 保護継電装置の種類 

設置計画についての説明書 

短絡強度計算書 

 （四）電力用コン

デンサー 

  １ 並列用及び直列用の別、一群の容

量、一群当たりの個数、電圧並びに

結線法 

２ 保護継電装置の種類 

設置計画についての説明書 

 （五）分路リアク

トル又は限流リ

アクトル 

  １ 容量、電圧、相、周波数、結線法

及び冷却法 

２ 保護継電装置の種類 

設置計画についての説明書 

 （六）周波数変換

機器又は整流機

器（鉄道営業法、

軌道法又は鉄道

事業法が適用さ

れ又は準用され

る変電所の直流

き電側のものを

除く。） 

  １ 種類、容量又は出力、電圧、電流、

相、周波数、回転速度、結線法及び

励磁法 

２ 保護継電装置の種類 

制御方法に関する説明書（電圧十万ボ

ルト以上のものに係る場合に限る。）

電波障害の防止措置に関する説明書

（電圧十万ボルト以上のものに係る

場合に限る。） 

 （七）遮断器   １ 種類、電圧、電流、遮断電流及び

遮断時間 

２ 保護継電装置の種類 

三相短絡容量計算書 

 （八）変電所の運

転を管理するた

めの制御装置 

  第一号（八）１の中欄に準ずるもの 第一号（八）１の下欄に準ずるもの

三 送電線路（電線

路と一体的に工

事が行われる送

１ 送電線路の名称及

び区間 

２ 送電線路の電圧（設

  送電関係一覧図 

事業用電気工作物が電気の円滑な供

給を確保するため技術上適切なもの



電線引出口の遮

断器（需要設備

と電気的に接続

するためのもの

を除く。）を含

む。以下この項

において同じ。） 

計電圧と異なる場合

は、設計電圧を付記す

ること。） 

であることの説明書（電圧十七万ボル

ト以上の電力系統に係る事業用電気

工作物であって、一般電気事業の用に

供されるものに係る場合に限る。） 

急傾斜地崩壊危険区域内において行

う制限工事に係る場合は、当該区域内

の急傾斜地の崩壊の防止措置に関す

る説明書 

送電線路の経路及び開閉所の位置並

びにその送電線路の維持のための保

安通信設備の通信経路を明示した縮

尺二十万分の一以上の地形図 

気候及び立地条件についての説明書

（地中電線路及び開閉所に係るもの

を除く。） 

新技術の内容を十分に説明した書類

 （一）電線路（電

線路と一体的に

工事が行われる

送電線引出口の

遮断器（需要設

備と電気的に接

続するためのも

のを除く。）を含

む。以下この項

において同じ。） 

  １ こう長（架空、地中、水底及びそ

の他の別に記載すること。） 

２ 電気方式、中性点接地方式、回線

数（設計回線数と異なる場合は、設

計回線数を付記すること。）及び再

閉路方式 

３ 電線の種類、太さ及び一回線当た

りの条数 

４ 架空電線路の電線の最低の高さ、

電線相互間の間隔及びねん架の方

法 

５ 架空地線の種類、太さ及び条数

６ 支持物（上部及び基礎）の種類及

び基数 

７ がいしの種類、大きさ及び懸垂型

のものにあっては、一連の個数 

８ 地中電線路の布設方式 

９ 遮断器に係る事項であって、第二

号（七）の中欄に準ずるもの 

電線路の中心線（架空、地中、水底及

びその他の別を表示すること。）、経過

する都道府県郡市区町村の境界及び

名称並びに電線路から左右百メート

ル以内にある弱電流電線路、鉄道、道

路、建造物その他の工作物（架空電線

路以外の電線路にあっては、電線路に

接近又は交さするもの）の位置を明示

した縮尺五千分の一以上（市街地にお

ける架空電線路及び架空電線路以外

の電線路の場合は、二千分の一以上）

の地形図（架空電線路にあっては、航

空障害灯、昇塔防止設備を、架空電線

路以外の電線路にあっては、電線路の

布設図を併せて記載すること。） 

支持物の構造図及び強度計算書（設計

条件に関する説明も併せて記載する

こと。） 

がいしの種類、大きさ及び懸垂型のも

のの一連の個数の決定に関する説明

書 

ケーブル構造図 

電磁誘導電圧計算書 

静電誘導電流計算書 

電波障害の防止措置に関する説明書

遮断器に係る第二号（七）の下欄に準

ずるもの 

 （二）開閉所   １ 開閉所の位置（都道府県郡市区町

村字を記載すること。） 

２ 遮断器に係る事項であって、第二

号（七）の中欄に準ずるもの 

主要設備の配置の状況を明示した平

面図及び断面図 

遮断器に係る第二号（七）の下欄に準

ずるもの 

四 需要設備 １ 需要設備の位置（都

道府県郡市区町村字

を記載し、事業場の名

称を付記すること。） 

２ 需要設備の最大電

  主要設備の配置の状況及び受電点の

位置を明示した平面図及び断面図 

単線結線図（接地線（計器用変成器を

除く。）については、電線の種類、太

さ及び接地の種類も併せて記載する



力及び受電電圧 

３ 需要設備に直接電

気を供給する発電所

又は変電所の名称 

こと。） 

新技術の内容を十分に説明した書類

電磁誘導電圧計算書（電圧十万ボルト

以上の電力系統に係る中性点接地装

置の工事を含む場合に限る。） 

 （一）遮断器   第二号（七）の中欄に準ずるもの 第二号（七）の下欄に準ずるもの 

 （二） （一）の

機器以外の機器

（計器用変成器

を除く。） 

  電圧一万ボルト以上の機器に係る次

の事項 

 （１） 種類、容量又は出力、電圧、

相、周波数、回転速度及び結線法

 （２） 保護継電装置の種類 

短絡強度計算書 

 （三）電線路   電圧一万ボルト以上の電線路に係る

次の事項 

 （１） 架空、屋側、屋上、地中及

びその他の別 

 （２） 電気方式及び中性点接地方

式 

 （３） 電線の種類及び太さ 

 （４） 架空電線路の電線の最低の

高さ及び電線相互間の間隔 

 （５） 支持物の種類 

 （６） がいしの種類、大きさ及び

懸垂型のものにあっては、一連の個

数 

 （７） 地中電線路の布設方式 

 （８） 保護継電装置の種類 

ケーブルの構造図（電圧十万ボルト以

上のものに係る場合に限る。） 

支持物の構造図及び強度計算書（電圧

十万ボルト以上のものに係る場合に

限る。また、設計条件に関する説明も

併せて記載すること。） 

地中電線路の布設図 

 



別表第四 （第六十五条関係） 

工事の種類 事前届出を要するもの 

一 大気汚染防止法（昭和四十三年法律第九

十七号）第二条第二項に規定するばい煙発

生施設に該当する電気工作物に係る工事 

１ 水力発電所におけるダムに附属する洪水吐きゲート操作用予備動力設

備の設置又は改造であって原動機の出力の変更を伴うもの 

２ ガスタービン又は内燃機関の設置又は改造であって燃料の燃焼能力若

しくは燃料の種類の変更を伴うもの 

３ 火力発電所における微粉炭燃焼機器に係る乾燥機の設置又は改造であ

って乾燥能力の変更を伴うもの 

４ 燃料電池発電設備に係る改質器の設置又は改造であってバーナーの燃

料の燃焼能力若しくは燃料の種類の変更を伴うもの 

５ 発電所におけるボイラー又は独立過熱器の改造であって伝熱面積又は

バーナーの燃料の燃焼能力若しくは燃料の種類の変更を伴うもの 

６ 発電所における廃棄物焼却炉の設置又は改造であって焼却能力の変更

を伴うもの 

７ 非常用予備発電装置又は非常用予備動力装置の設置又は改造であって

原動機の出力の変更を伴うもの 

二 大気汚染防止法第二条第三項に規定す

るばい煙処理施設に該当する電気工作物

に係る工事 

１ 次に掲げる設備に附属するばい煙処理設備の設置、改造であってばい

煙処理能力の変更を伴うもの又は廃止（１） ボイラー 

（２） ガスタービン 

（３） 内燃機関 

（４） 火力発電所における微粉炭燃焼機器に係る乾燥機 

（５） 発電所における廃棄物焼却炉 

（６） 非常用予備発電装置 

（７） 非常用予備動力装置 

（８） ガス化炉設備 

 ２ 次に掲げる設備に附属する通風設備の設置、改造又は廃止であって、

煙突の種類、出口におけるガスの速度、温度若しくは大気汚染防止法第

六条第二項に規定するばい煙濃度、口径、地表上の高さ又は排出ガス量

の変更を伴うもの 

（１） ボイラー 

（２） 独立過熱器 

（３） ガスタービン 

（４） 内燃機関 

（５） ばい煙処理設備 

（６） 燃料電池発電設備に属する改質器 

（７） 発電所における廃棄物焼却炉 

（８） 非常用予備発電装置 

（９） 非常用予備動力装置 

三 大気汚染防止法第二条第十項に規定す

る一般粉じん発生施設に該当する電気工

作物に係る工事 

１ 火力発電所における運炭機及び灰じん輸送装置の設置若しくは改造で

あって運搬能力の変更を伴うもの又はこれに係る粉じん防止設備（一般

粉じん発生施設から飛散する粉じんを防止するための設備をいう。）の設

置若しくは改造であって粉じん飛散防止の能力の変更を伴うもの若しく

は廃止 

２ 火力発電所における貯炭場若しくは灰じんの堆積場の設置若しくは改

造であって堆積能力の変更を伴うもの又はこれに係る粉じん防止設備の

設置若しくは改造であって粉じん飛散防止能力の変更を伴うもの若しく

は廃止 

３ 火力発電所における破砕機、粉砕機又は摩砕機の設置若しくは改造で

あって能力の変更を伴うもの又はこれに係る粉じん防止設備の設置若し

くは改造であって粉じん処理能力の変更を伴うもの若しくは廃止 

四 ダイオキシン類対策特別措置法（平成十

一年法律第百五号）第二条第二項に規定す

１ 発電所における廃棄物焼却炉の設置又は改造であって焼却能力の変更

を伴うもの 



る特定施設に該当する電気工作物に係る

工事 

２ 廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの

及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃

液を排出するものの設置又は改造であって汚水又は廃液の排出量の変更

を伴うもの 

（１） 廃ガス洗浄施設 

（２） 湿式集じん施設 

五 水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第百

三十八号）第二条第二項に規定する特定施

設に該当する電気工作物を設置する事業

場の電気工作物に係る工事 

 廃ガス洗浄施設（水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設に該

当するものに限る。）若しくはこれに係る設備の設置又は改造であって、

構造、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態若しくは量

（水質汚濁防止法第四条の五第一項に規定する指定地域内事業場に係る

場合にあっては、排水系統別の汚染状態若しくは量を含む。）、同法第二

条第七項に規定する特定地下浸透水の浸透の方法又は用水若しくは排水

の系統の変更を伴うもの 

六 騒音規制法（昭和四十三年法律第九十八

号）第二条第一項に規定する特定施設に該

当する電気工作物（同法第三条第一項の規

定により指定された地域内に設置するも

のに限る。）を設置する事業場の電気工作

物に係る工事 

 発電所、変電所、送電線路、電力用保安通信設備、需要設備若しくはこ

れらの設置のための事業場における空気圧縮機、送風機、通風機、破砕

機、粉砕機若しくは摩砕機（騒音規制法第二条第一項に規定する特定施

設に該当するものに限る。）の設置又はこれらに係る騒音防止設備の廃止

若しくは改造であって騒音防止の能力の減少を伴うもの 

七 振動規制法（昭和五十一年法律第六十四

号）第二条第一項に規定する特定施設に該

当する電気工作物（同法第三条第一項の規

定により指定された地域内に設置するも

のに限る。）を設置する事業場の電気工作

物に係る工事 

 発電所、変電所、送電線路、電力保安用通信設備、需要設備若しくはこ

れらの設置のための事業場における圧縮機、破砕機、粉砕機若しくは摩

砕機（振動規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当するものに限

る。）の設置若しくは改造であって能力の変更を伴うもの又はこれらに係

る振動防止設備の廃止若しくは改造であって振動防止の能力の減少を伴

うもの 

八 鉱山保安法（昭和二十四年法律第七十

号）第二条第二項に規定する鉱山に属する

工作物（海域にあり、定置式のものに限

る。）に設置する電気工作物に係る工事 

 内燃機関（ディーゼル発電機に限る。）の設置又は改造であって、千九百

七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十

八年の議定書によって修正された同条約附属書六第三章第十三規則（１）

及び（２）（ａ）の要件を満たすもの 

 



別表第五 （第六十六条関係） 

記載すべき事項 電気工作物の種類 

一般記載事項 設備別記載事項（届出に係る工事の内容に関係の

あるものに限る。） 

添付書類（届出に係る工

事の内容に関係のある

ものに限る。） 

一 環境関連     

１ ばい煙発生施設の種類、出力又は能力及び個

数 

２ 伝熱面積及び有効火床面積 

３ 燃料の燃焼能力（重油換算） 

（一） ばい煙発生施設 

４ 燃料の種類、硫黄分、窒素分、灰分、発熱量

及び使用量 

ばい煙に関する説明書

１ ばい煙処理設備に係る次の事項 

 （１） 種類、容量及び個数 

 （２） 入口及び出口のばい煙量、ばい煙濃度

及びガスの温度 

 （３） アンモニアの注入量及びアンモニアの

注入により発生するばいじんに係るばい煙濃度 

２ 通風設備に係る次の事項 

 （１） 通風機又は圧縮機の種類、容量及び個

数 

（二） ばい煙処理施設 

 （２） 煙突の種類、出口のガスの速度及び温

度、口径、地表上の高さ、有効高さ並びに個数 

ばい煙に関する説明書

１ 運炭機又は灰じん輸送装置の種類、容量及び

個数 

２ 貯炭場又は灰じん堆積場の面積及び容量 

３ 破砕機、粉砕機又は摩砕機の種類、容量及び

個数 

（三） 粉じん発生施設 

４ 粉じん防止設備の種類型式及び個数 

粉じんに関する説明書

１ 廃棄物焼却炉に係る次の事項 

 （１） 廃棄物焼却炉の種類、火床面積、焼却

能力及び個数 

 （２） 廃ガス洗浄施設の種類、容量及び個数 

 （３） 湿式集じん施設の種類、容量及び個数 

（四） ダイオキシン類対策

特別措置法第二条第二項に

規定する特定施設 

 （４） 灰の貯留施設の面積及び容量 

ダイオキシン類に関す

る説明書 

（五） 水質汚濁防止法第二

条第二項に規定する特定施

設 

１ 廃ガス洗浄施設の種類、容量、個数並びに用

水及び排水の系統 

汚水等に関する説明書

１ 送風機、通風機、空気圧縮機、破砕機、粉砕

機又は摩砕機の種類、容量及び個数 

（六） 騒音発生施設 

２ 騒音防止設備の種類 

騒音に関する説明書 

１ 圧縮機、破砕機、粉砕機又は摩砕機の種類、

容量及び個数 

（七） 振動発生施設 

２ 振動防止設備の種類 

振動に関する説明書 

１ 出力又は能力及び個数 （八） 鉱山に属する工作物

（海域にあり、定置式のも

のに限る。）に設置する電気

工作物（内燃機関であって、

ディーゼル発電機に限る。）

事業場の名称

及び位置 

２ 燃料の種類、硫黄分及び窒素分 

窒素酸化物、硫黄酸化物

及び燃料油の品質に関

する説明書 



 

 


