改

正 案
︵使用の許可︶

現

行

○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律︵昭和三十二年法律第百六十七号︶ ︵附則第十六条関係︶︵傍線部分は今回改正部分︶

︵使用の許可︶

詰替えをする場合に限り︑廃棄のための詰替えを除く︒︶及び装備︵放

射性同位元素を製造する場合に限る︒︶︑詰替え︵放射性同位元素の

政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用︵製造︵放

射性同位元素装備機器に放射性同位元素を装備する場合に限る︒︶を

詰替えをする場合に限り︑廃棄のための詰替えを除く︒︶及び装備︵放

射性同位元素を製造する場合に限る︒︶︑詰替え︵放射性同位元素の

政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用︵製造︵放

第三条 放射性同位元素であつてその種類若しくは密封の有無に応じて 第三条 放射性同位元素であつてその種類若しくは密封の有無に応じて

射性同位元素装備機器に放射性同位元素を装備する場合に限る︒︶を

及び第四条において﹁表示付特定認証機器﹂という︒︶の使用をする

る︒︶及び第十二条の五第三項に規定する表示付特定認証機器︵次条

﹁認証条件﹂という︒︶に従つた使用︑保管及び運搬をするものに限

示付認証機器に係る第十二条の六に規定する認証条件︵次条において

の三において﹁表示付認証機器﹂という︒︶の使用をする者︵当該表

の五第二項に規定する表示付認証機器︵以下この項︑次条及び第三条

原子力規制委員会の許可を受けなければならない︒ただし︑第十二条

いては︑この限りでない︒

四条において﹁表示付特定認証機器﹂という︒︶の使用をする者につ

及び第十二条の五第三項に規定する表示付特定認証機器︵次条及び第

証条件﹂という︒︶に従つた使用︑保管及び運搬をするものに限る︒︶

認証機器に係る第十二条の六に規定する認証条件︵次条において﹁認

において﹁表示付認証機器﹂という︒︶の使用をする者︵当該表示付

第二項に規定する表示付認証機器︵以下この項︑次条及び第三条の三

文部科学大臣の許可を受けなければならない︒ただし︑第十二条の五

含む︒以下同じ︒︶をしようとする者は︑政令で定めるところにより︑ 含む︒以下同じ︒︶をしようとする者は︑政令で定めるところにより︑

者については︑この限りでない︒

前項本文の許可を受けようとする者は︑次の事項を記載した申請書

を文部科学大臣に提出しなければならない︒

前項本文の許可を受けようとする者は︑次の事項を記載した申請書 ２

を原子力規制委員会に提出しなければならない︒

一〜七 ︵略︶

２

一〜七 ︵略︶

︵使用の届出︶

前条第一項の放射性同位元素以外の放射性同位元素の使用 第三条の二 前条第一項の放射性同位元素以外の放射性同位元素の使用

︵使用の届出︶
第三条の二

一〜五 ︵略︶

の使用をする者については︑この限りでない︒

た使用︑保管及び運搬をするものに限る︒︶及び表示付特定認証機器

認証機器の使用をする者︵当該表示付認証機器に係る認証条件に従つ

事項を原子力規制委員会に届け出なければならない︒ただし︑表示付

をしようとする者は︑政令で定めるところにより︑あらかじめ︑次の

一〜五 ︵略︶

用をする者については︑この限りでない︒

用︑保管及び運搬をするものに限る︒︶及び表示付特定認証機器の使

機器の使用をする者︵当該表示付認証機器に係る認証条件に従つた使

事項を文部科学大臣に届け出なければならない︒ただし︑表示付認証

をしようとする者は︑政令で定めるところにより︑あらかじめ︑次の

前項本文の届出をした者︵以下﹁届出使用者﹂という︒︶は︑同項

第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは︑文部

前項本文の届出をした者︵以下﹁届出使用者﹂という︒︶は︑同項 ２

第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは︑原子

科学省令で定めるところにより︑あらかじめ︑その旨を文部科学大臣

２

力規制委員会規則で定めるところにより︑あらかじめ︑その旨を原子

届出使用者は︑第一項第一号に掲げる事項を変更したときは︑文部

に届け出なければならない︒

届出使用者は︑第一項第一号に掲げる事項を変更したときは︑原子 ３

力規制委員会に届け出なければならない︒
３

を文部科学大臣に届け出なければならない︒

力規制委員会規則で定めるところにより︑変更の日から三十日以内に︑ 科学省令で定めるところにより︑変更の日から三十日以内に︑その旨
その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない︒

︵表示付認証機器の使用をする者の届出︶

表示付認証機器の使用をする者︵第二十四条及び第三十二条において

第三条第一項ただし書及び前条第一項ただし書に規定する 第三条の三 第三条第一項ただし書及び前条第一項ただし書に規定する

︵表示付認証機器の使用をする者の届出︶
第三条の三

表示付認証機器の使用をする者︵第二十四条及び第三十二条において

当該表示付認証機器の使用の開始の日から三十日以内に︑次の事項を

文部科学大臣に届け出なければならない︒

当該表示付認証機器の使用の開始の日から三十日以内に︑次の事項を

﹁表示付認証機器使用者﹂という︒︶は︑政令で定めるところにより︑ ﹁表示付認証機器使用者﹂という︒︶は︑政令で定めるところにより︑

原子力規制委員会に届け出なければならない︒

一〜三 ︵略︶

は︑同項各号に掲げる事項を変更したときは︑文部科学省令で定める

前項の届出をした者︵以下﹁表示付認証機器届出使用者﹂という︒︶２ 前項の届出をした者︵以下﹁表示付認証機器届出使用者﹂という︒︶

一〜三 ︵略︶
２

は︑同項各号に掲げる事項を変更したときは︑原子力規制委員会規則

︵販売及び賃貸の業の届出︶

規制委員会に届け出なければならない︒

で定めるところにより︑変更の日から三十日以内に︑その旨を原子力

︵販売及び賃貸の業の届出︶

届け出なければならない︒

ところにより︑変更の日から三十日以内に︑その旨を文部科学大臣に

て販売し︑又は賃貸する者については︑この限りでない︒

会に届け出なければならない︒ただし︑表示付特定認証機器を業とし

政令で定めるところにより︑あらかじめ︑次の事項を原子力規制委員

一〜三 ︵略︶

売し︑又は賃貸する者については︑この限りでない︒

届け出なければならない︒ただし︑表示付特定認証機器を業として販

政令で定めるところにより︑あらかじめ︑次の事項を文部科学大臣に

第四条 放射性同位元素を業として販売し︑又は賃貸しようとする者は︑第四条 放射性同位元素を業として販売し︑又は賃貸しようとする者は︑

一〜三 ︵略︶

下﹁届出賃貸業者﹂という︒︶は︑同項第二号又は第三号に掲げる事

者﹂という︒︶又は同項本文の規定により賃貸の業の届出をした者︵以

項を変更しようとするときは︑文部科学省令で定めるところにより︑

下﹁届出賃貸業者﹂という︒︶は︑同項第二号又は第三号に掲げる事

者﹂という︒︶又は同項本文の規定により賃貸の業の届出をした者︵以

前項本文の規定により販売の業の届出をした者︵以下﹁届出販売業 ２ 前項本文の規定により販売の業の届出をした者︵以下﹁届出販売業

項を変更しようとするときは︑原子力規制委員会規則で定めるところ

あらかじめ︑その旨を文部科学大臣に届け出なければならない︒

２

により︑あらかじめ︑その旨を原子力規制委員会に届け出なければな
らない︒

届出販売業者又は届出賃貸業者は︑第一項第一号に掲げる事項を変 ３ 届出販売業者又は届出賃貸業者は︑第一項第一号に掲げる事項を変

更したときは︑文部科学省令で定めるところにより︑変更の日から三

３

更したときは︑原子力規制委員会規則で定めるところにより︑変更の

十日以内に︑その旨を文部科学大臣に届け出なければならない︒

︵廃棄の業の許可︶

日から三十日以内に︑その旨を原子力規制委員会に届け出なければな
らない︒
︵廃棄の業の許可︶

放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物

を業として廃棄しようとする者は︑政令で定めるところにより︑文部

放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物 第四条の二

を業として廃棄しようとする者は︑政令で定めるところにより︑原子

科学大臣の許可を受けなければならない︒

第四条の二

力規制委員会の許可を受けなければならない︒

部科学大臣に提出しなければならない︒

前項の許可を受けようとする者は︑次の事項を記載した申請書を文

子力規制委員会に提出しなければならない︒
一〜七 ︵略︶

前項の許可を受けようとする者は︑次の事項を記載した申請書を原 ２

一〜七 ︵略︶
︵欠格条項︶

２

︵欠格条項︶

︵略︶

講ずることができない者として文部科学省令で定めるもの

一 心身の障害により放射線障害の防止のために必要な措置を適切に

２

第五条 ︵略︶

心身の障害により放射線障害の防止のために必要な措置を適切に

︵略︶

第五条 ︵略︶
２
一
講ずることができない者として原子力規制委員会規則で定めるもの

二

︵略︶

二

︵使用の許可の基準︶

︵略︶

︵使用の許可の基準︶

においては︑その申請が次の各号に適合していると認めるときでなけ

第六条 原子力規制委員会は︑第三条第一項本文の許可の申請があつた 第六条 文部科学大臣は︑第三条第一項本文の許可の申請があつた場合
場合においては︑その申請が次の各号に適合していると認めるときで

基準に適合するものであること︒

三 廃棄施設の位置︑構造及び設備が文部科学省令で定める技術上の

基準に適合するものであること︒

二 貯蔵施設の位置︑構造及び設備が文部科学省令で定める技術上の

基準に適合するものであること︒

一 使用施設の位置︑構造及び設備が文部科学省令で定める技術上の

れば︑許可をしてはならない︒

使用施設の位置︑構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める

なければ︑許可をしてはならない︒
一

貯蔵施設の位置︑構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める

技術上の基準に適合するものであること︒
二

廃棄施設の位置︑構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める

技術上の基準に適合するものであること︒
三

技術上の基準に適合するものであること︒

四

︵略︶

四

︵廃棄の業の許可の基準︶

︵略︶

︵廃棄の業の許可の基準︶

第七条 原子力規制委員会は︑第四条の二第一項の許可の申請があつた 第七条 文部科学大臣は︑第四条の二第一項の許可の申請があつた場合

場合においては︑その申請が次の各号に適合していると認めるときで

においては︑その申請が次の各号に適合していると認めるときでなけ

基準に適合するものであること︒

三 廃棄施設の位置︑構造及び設備が文部科学省令で定める技術上の

術上の基準に適合するものであること︒

二 廃棄物貯蔵施設の位置︑構造及び設備が文部科学省令で定める技

術上の基準に適合するものであること︒

一 廃棄物詰替施設の位置︑構造及び設備が文部科学省令で定める技

れば︑許可をしてはならない︒

廃棄物詰替施設の位置︑構造及び設備が原子力規制委員会規則で

なければ︑許可をしてはならない︒
一

廃棄物貯蔵施設の位置︑構造及び設備が原子力規制委員会規則で

定める技術上の基準に適合するものであること︒
二

廃棄施設の位置︑構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める

定める技術上の基準に適合するものであること︒
三
技術上の基準に適合するものであること︒

四

︵略︶

四

︵許可証︶

︵略︶

︵許可証︶

︵使用施設等の変更︶

２〜４ ︵略︶

可をしたときは︑許可証を交付する︒

第九条 原子力規制委員会は︑第三条第一項本文又は第四条の二第一項 第九条 文部科学大臣は︑第三条第一項本文又は第四条の二第一項の許
の許可をしたときは︑許可証を交付する︒
２〜４ ︵略︶
︵使用施設等の変更︶

原子力規制委員会に届け出なければならない︒この場合において︑氏

規制委員会規則で定めるところにより︑変更の日から三十日以内に︑

う︒︶は︑同条第二項第一号に掲げる事項を変更したときは︑原子力

称又は住所の変更をしたときは︑その届出の際に︑許可証を文部科学

大臣に届け出なければならない︒この場合において︑氏名若しくは名

学省令で定めるところにより︑変更の日から三十日以内に︑文部科学

う︒︶は︑同条第二項第一号に掲げる事項を変更したときは︑文部科

第十条 第三条第一項本文の許可を受けた者︵以下﹁許可使用者﹂とい 第十条 第三条第一項本文の許可を受けた者︵以下﹁許可使用者﹂とい

名若しくは名称又は住所の変更をしたときは︑その届出の際に︑許可

大臣に提出し︑訂正を受けなければならない︒

許可使用者は︑第三条第二項第二号から第七号までに掲げる事項の ２ 許可使用者は︑第三条第二項第二号から第七号までに掲げる事項の

証を原子力規制委員会に提出し︑訂正を受けなければならない︒
２

変更︵第六項の規定に該当するものを除く︒︶をしようとするときは︑ 変更︵第六項の規定に該当するものを除く︒︶をしようとするときは︑

ものであるときは︑この限りでない︒

ならない︒ただし︑その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微な

政令で定めるところにより︑原子力規制委員会の許可を受けなければ

きは︑この限りでない︒

ない︒ただし︑その変更が文部科学省令で定める軽微なものであると

政令で定めるところにより︑文部科学大臣の許可を受けなければなら

︵略︶

︵略︶

３

３

第二項の規定により変更の許可を受けようとする許可使用者は︑そ ４ 第二項の規定により変更の許可を受けようとする許可使用者は︑そ

の変更の許可の申請の際に︑許可証を文部科学大臣に提出しなければ

４
の変更の許可の申請の際に︑許可証を原子力規制委員会に提出しなけ

ならない︒

許可使用者は︑第二項ただし書に規定する軽微な変更をしようとす ５ 許可使用者は︑第二項ただし書に規定する軽微な変更をしようとす

ればならない︒
５

を添えてその旨を文部科学大臣に届け出なければならない︒

るときは︑原子力規制委員会規則で定めるところにより︑あらかじめ︑ るときは︑文部科学省令で定めるところにより︑あらかじめ︑許可証
許可証を添えてその旨を原子力規制委員会に届け出なければならな
い︒

原子力規制委員会規則で定めるところにより︑あらかじめ︑その旨を

て︑第三条第二項第四号に掲げる事項を変更しようとするときには︑

検査その他政令で定める目的のため一時的に使用をする場合におい

量以下の放射性同位元素又は政令で定める放射線発生装置を︑非破壊

大臣に届け出なければならない︒

文部科学省令で定めるところにより︑あらかじめ︑その旨を文部科学

て︑第三条第二項第四号に掲げる事項を変更しようとするときには︑

検査その他政令で定める目的のため一時的に使用をする場合におい

量以下の放射性同位元素又は政令で定める放射線発生装置を︑非破壊

許可使用者は︑使用の目的︑密封の有無等に応じて政令で定める数 ６ 許可使用者は︑使用の目的︑密封の有無等に応じて政令で定める数

原子力規制委員会に届け出なければならない︒

︵廃棄施設等の変更︶

６

︵廃棄施設等の変更︶

という︒︶は︑同条第二項第一号に掲げる事項を変更したときは︑原

部科学省令で定めるところにより︑変更の日から三十日以内に︑文部

という︒︶は︑同条第二項第一号に掲げる事項を変更したときは︑文

第十一条 第四条の二第一項の許可を受けた者︵以下﹁許可廃棄業者﹂ 第十一条 第四条の二第一項の許可を受けた者︵以下﹁許可廃棄業者﹂

子力規制委員会規則で定めるところにより︑変更の日から三十日以内

に︑原子力規制委員会に届け出なければならない︒この場合において︑ 科学大臣に届け出なければならない︒この場合において︑氏名若しく

可証を原子力規制委員会に提出し︑訂正を受けなければならない︒

氏名若しくは名称又は住所の変更をしたときは︑その届出の際に︑許

科学大臣に提出し︑訂正を受けなければならない︒

は名称又は住所の変更をしたときは︑その届出の際に︑許可証を文部

許可廃棄業者は︑第四条の二第二項第二号から第七号までに掲げる ２ 許可廃棄業者は︑第四条の二第二項第二号から第七号までに掲げる

事項を変更しようとするときは︑政令で定めるところにより︑文部科

２
事項を変更しようとするときは︑政令で定めるところにより︑原子力

学大臣の許可を受けなければならない︒
︵略︶

規制委員会の許可を受けなければならない︒
３

︵略︶

その変更の許可の申請の際に︑許可証を文部科学大臣に提出しなけれ

３

その変更の許可の申請の際に︑許可証を原子力規制委員会に提出しな

ばならない︒

第二項の規定により変更の許可を受けようとする許可廃棄業者は︑ ４ 第二項の規定により変更の許可を受けようとする許可廃棄業者は︑

ければならない︒

︵許可証の再交付︶

４

︵許可証の再交付︶

規制委員会に申請し︑その再交付を受けることができる︒

失つたときは︑原子力規制委員会規則で定めるところにより︑原子力

︵放射性同位元素装備機器の設計認証等︶

申請し︑その再交付を受けることができる︒

失つたときは︑文部科学省令で定めるところにより︑文部科学大臣に

第十二条 許可使用者及び許可廃棄業者は︑許可証を汚し︑損じ︑又は 第十二条 許可使用者及び許可廃棄業者は︑許可証を汚し︑損じ︑又は

︵放射性同位元素装備機器の設計認証等︶

び運搬に関する条件︵運搬に関する条件にあつては︑船舶又は航空機

に当該放射性同位元素装備機器の年間使用時間その他の使用︑保管及

確認の方法を含む︒以下この条及び次条第一項において同じ︒︶並び

害防止のための機能を有する部分の設計︵当該設計に合致することの

政令で定めるところにより︑当該放射性同位元素装備機器の放射線障

以下この項において同じ︒︶を製造し︑又は輸入しようとする者は︑

による運搬以外の運搬について定める運搬する物についての措置に係

び運搬に関する条件︵運搬に関する条件にあつては︑船舶又は航空機

に当該放射性同位元素装備機器の年間使用時間その他の使用︑保管及

確認の方法を含む︒以下この条及び次条第一項において同じ︒︶並び

害防止のための機能を有する部分の設計︵当該設計に合致することの

政令で定めるところにより︑当該放射性同位元素装備機器の放射線障

以下この項において同じ︒︶を製造し︑又は輸入しようとする者は︑

第十二条の二 放射性同位元素装備機器︵次項に規定するものを除く︒ 第十二条の二 放射性同位元素装備機器︵次項に規定するものを除く︒

による運搬以外の運搬について定める運搬する物についての措置に係

機器にあつては︑原子力規制委員会の登録を受けた者︵以下﹁登録認

する放射性同位元素装備機器その他政令で定める放射性同位元素装備

員会︵その種類に応じ政令で定める数量以下の放射性同位元素を装備

るものに限る︒以下この章において同じ︒︶について︑原子力規制委

にあつては︑文部科学大臣の登録を受けた者︵以下﹁登録認証機関﹂

放射性同位元素装備機器その他政令で定める放射性同位元素装備機器

︵その種類に応じ政令で定める数量以下の放射性同位元素を装備する

るものに限る︒以下この章において同じ︒︶について︑文部科学大臣

を受けることができる︒

証機関﹂という︒︶又は原子力規制委員会︶の認証︵以下﹁設計認証﹂ という︒︶又は文部科学大臣︶の認証︵以下﹁設計認証﹂という︒︶
という︒︶を受けることができる︒

運搬に関する条件︵年間使用時間に係るものを除く︒︶について︑原

する部分の設計並びに当該放射性同位元素装備機器の使用︑保管及び

り︑当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有

機器を製造し︑又は輸入しようとする者は︑政令で定めるところによ

のおそれが極めて少ないものとして政令で定める放射性同位元素装備

部科学大臣又は登録認証機関の認証︵以下﹁特定設計認証﹂という︒︶

運搬に関する条件︵年間使用時間に係るものを除く︒︶について︑文

する部分の設計並びに当該放射性同位元素装備機器の使用︑保管及び

り︑当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有

機器を製造し︑又は輸入しようとする者は︑政令で定めるところによ

のおそれが極めて少ないものとして政令で定める放射性同位元素装備

その構造︑装備される放射性同位元素の数量等からみて放射線障害 ２ その構造︑装備される放射性同位元素の数量等からみて放射線障害

子力規制委員会又は登録認証機関の認証︵以下﹁特定設計認証﹂とい

を受けることができる︒

２

う︒︶を受けることができる︒

した申請書を文部科学大臣又は登録認証機関に提出しなければならな

設計認証又は特定設計認証を受けようとする者は︑次の事項を記載

した申請書を原子力規制委員会又は登録認証機関に提出しなければな

い︒

設計認証又は特定設計認証を受けようとする者は︑次の事項を記載 ３

らない︒

一〜三 ︵略︶

３

一〜三 ︵略︶

計並びに使用︑保管及び運搬に関する条件︵特定設計認証の申請にあ

前項の申請書には︑放射線障害防止のための機能を有する部分の設

計並びに使用︑保管及び運搬に関する条件︵特定設計認証の申請にあ

つては︑年間使用時間に係るものを除く︒次条第一項及び第十二条の

前項の申請書には︑放射線障害防止のための機能を有する部分の設 ４

つては︑年間使用時間に係るものを除く︒次条第一項及び第十二条の

六において同じ︒︶を記載した書面︑放射性同位元素装備機器の構造

４

六において同じ︒︶を記載した書面︑放射性同位元素装備機器の構造

図その他原子力規制委員会規則で定める書類を添付しなければならな
い︒
︵認証の基準︶

図その他文部科学省令で定める書類を添付しなければならない︒

︵認証の基準︶

で定める放射線に係る安全性の確保のための技術上の基準に適合して

使用︑保管及び運搬に関する条件が︑それぞれ原子力規制委員会規則

定設計認証の申請があつた場合において︑当該申請に係る設計並びに

きは︑設計認証又は特定設計認証をしなければならない︒

に係る安全性の確保のための技術上の基準に適合していると認めると

保管及び運搬に関する条件が︑それぞれ文部科学省令で定める放射線

計認証の申請があつた場合において︑当該申請に係る設計並びに使用︑

第十二条の三 原子力規制委員会又は登録認証機関は︑設計認証又は特 第十二条の三 文部科学大臣又は登録認証機関は︑設計認証又は特定設

いると認めるときは︑設計認証又は特定設計認証をしなければならな
い︒

係る体制について実地の調査を行うものとする︒

会規則で定めるところにより︑次条第二項の規定による検査の実施に

のための審査に当たり︑必要があると認めるときは︑原子力規制委員

︵設計合致義務等︶

いて実地の調査を行うものとする︒

るところにより︑次条第二項の規定による検査の実施に係る体制につ

めの審査に当たり︑必要があると認めるときは︑文部科学省令で定め

原子力規制委員会又は登録認証機関は︑設計認証又は特定設計認証 ２ 文部科学大臣又は登録認証機関は︑設計認証又は特定設計認証のた

︵設計合致義務等︶

第十二条の四 ︵略︶

２

第十二条の四 ︵略︶

について検査を行い︑原子力規制委員会規則で定めるところにより︑

方法に従い︑その製造又は輸入に係る前項の放射性同位元素装備機器

記録を作成し︑これを保存しなければならない︒

について検査を行い︑文部科学省令で定めるところにより︑その検査

方法に従い︑その製造又は輸入に係る前項の放射性同位元素装備機器

認証機器製造者等は︑当該設計認証又は特定設計認証に係る確認の ２ 認証機器製造者等は︑当該設計認証又は特定設計認証に係る確認の

その検査記録を作成し︑これを保存しなければならない︒

︵認証機器の表示等︶

２

︵認証機器の表示等︶

り設計認証に係る設計に合致していることが確認された放射性同位元

第十二条の五 認証機器製造者等は︑前条第二項の規定による検査によ 第十二条の五 認証機器製造者等は︑前条第二項の規定による検査によ
り設計認証に係る設計に合致していることが確認された放射性同位元

機器﹂という︒︶に︑原子力規制委員会規則で定めるところにより︑

確認された放射性同位元素装備機器︵以下この条において﹁特定認証

規定による検査により特定設計認証に係る設計に合致していることが

素装備機器︵以下この条において﹁認証機器﹂という︒︶又は同項の

認証機器又は特定認証機器である旨の表示を付することができる︒

機器﹂という︒︶に︑文部科学省令で定めるところにより︑それぞれ

確認された放射性同位元素装備機器︵以下この条において﹁特定認証

規定による検査により特定設計認証に係る設計に合致していることが

素装備機器︵以下この条において﹁認証機器﹂という︒︶又は同項の

２〜３ ︵略︶

それぞれ認証機器又は特定認証機器である旨の表示を付することがで
きる︒
２〜３ ︵略︶

第十二条の六 表示付認証機器又は表示付特定認証機器を販売し︑又は 第十二条の六 表示付認証機器又は表示付特定認証機器を販売し︑又は

員会規則で定める事項を記載した文書を添付しなければならない︒

定する者にその廃棄を委託しなければならない旨その他原子力規制委

う︒︶︑これを廃棄しようとする場合にあつては第十九条第五項に規

認証に係る使用︑保管及び運搬に関する条件︵以下﹁認証条件﹂とい

認証又は特定設計認証の番号をいう︒︶︑当該設計認証又は特定設計

当該表示付認証機器又は表示付特定認証機器に︑認証番号︵当該設計

︵認証の取消し等︶

事項を記載した文書を添付しなければならない︒

にその廃棄を委託しなければならない旨その他文部科学省令で定める

これを廃棄しようとする場合にあつては第十九条第五項に規定する者

係る使用︑保管及び運搬に関する条件︵以下﹁認証条件﹂という︒︶︑

は特定設計認証の番号をいう︒︶︑当該設計認証又は特定設計認証に

示付認証機器又は表示付特定認証機器に︑認証番号︵当該設計認証又

賃貸しようとする者は︑原子力規制委員会規則で定めるところにより︑ 賃貸しようとする者は︑文部科学省令で定めるところにより︑当該表

︵認証の取消し等︶

ずれかに該当するときは︑当該設計認証又は特定設計認証︵以下﹁設

証等﹂という︒︶を取り消すことができる︒

かに該当するときは︑当該設計認証又は特定設計認証︵以下﹁設計認

第十二条の七 原子力規制委員会は︑認証機器製造者等が次の各号のい 第十二条の七 文部科学大臣は︑認証機器製造者等が次の各号のいずれ

計認証等﹂という︒︶を取り消すことができる︒

一・二 ︵略︶

文部科学大臣は︑前項各号のいずれかに該当する認証機器製造者等

及びその他の第十二条の五第二項若しくは第三項又は前条の規定に違

原子力規制委員会は︑前項各号のいずれかに該当する認証機器製造 ２

一・二 ︵略︶
２

者等及びその他の第十二条の五第二項若しくは第三項又は前条の規定

をとるべきことを命ずることができる︒

当該不正又は違反に係る放射性同位元素装備機器の回収その他の措置

︵施設検査︶

とるべきことを命ずることができる︒

該不正又は違反に係る放射性同位元素装備機器の回収その他の措置を

に違反した者に対し︑放射線障害を防止するため必要な限度において︑ 反した者に対し︑放射線障害を防止するため必要な限度において︑当

︵施設検査︶

下﹁登録検査機関﹂という︒︶の検査を受け︑これに合格した後でな

ついて原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者︵以

は︑原子力規制委員会規則で定めるところにより︑当該使用施設等に

更︵原子力規制委員会規則で定める軽微な変更を除く︒︶をしたとき

用施設等の位置︑構造若しくは設備若しくは貯蔵施設の貯蔵能力の変

等﹂という︒︶を設置したとき︑又は第十条第二項の許可を受けて使

同じ︒︶は︑使用施設︑貯蔵施設若しくは廃棄施設︵以下﹁使用施設

に限る︒︶又は放射線発生装置の使用をする許可使用者をいう︒以下

無に応じて政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵施設を設置するもの

じ︒︶の使用をする許可使用者︵貯蔵する放射性同位元素の密封の有

が少ないものとして政令で定めるものを除く︒以下この項において同

位元素であつて︑その構造︑使用状況等からみて放射線障害のおそれ

をしてはならない︒

の検査を受け︑これに合格した後でなければ︑当該使用施設等の使用

臣又は文部科学大臣の登録を受けた者︵以下﹁登録検査機関﹂という︒︶

科学省令で定めるところにより︑当該使用施設等について文部科学大

更︵文部科学省令で定める軽微な変更を除く︒︶をしたときは︑文部

用施設等の位置︑構造若しくは設備若しくは貯蔵施設の貯蔵能力の変

等﹂という︒︶を設置したとき︑又は第十条第二項の許可を受けて使

同じ︒︶は︑使用施設︑貯蔵施設若しくは廃棄施設︵以下﹁使用施設

に限る︒︶又は放射線発生装置の使用をする許可使用者をいう︒以下

無に応じて政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵施設を設置するもの

じ︒︶の使用をする許可使用者︵貯蔵する放射性同位元素の密封の有

が少ないものとして政令で定めるものを除く︒以下この項において同

位元素であつて︑その構造︑使用状況等からみて放射線障害のおそれ

第十二条の八 特定許可使用者︵放射性同位元素︵密封された放射性同 第十二条の八 特定許可使用者︵放射性同位元素︵密封された放射性同

ければ︑当該使用施設等の使用をしてはならない︒

設︵以下﹁廃棄物詰替施設等﹂という︒︶を設置したとき︑又は第十

一条第二項の許可を受けて廃棄物詰替施設等の位置︑構造若しくは設

設︵以下﹁廃棄物詰替施設等﹂という︒︶を設置したとき︑又は第十

許可廃棄業者は︑廃棄物詰替施設︑廃棄物貯蔵施設若しくは廃棄施 ２ 許可廃棄業者は︑廃棄物詰替施設︑廃棄物貯蔵施設若しくは廃棄施

一条第二項の許可を受けて廃棄物詰替施設等の位置︑構造若しくは設

備の変更︵文部科学省令で定める軽微な変更を除く︒︶をしたときは︑

２

備の変更︵原子力規制委員会規則で定める軽微な変更を除く︒︶をし

詰替施設等について原子力規制委員会又は登録検査機関の検査を受

たときは︑原子力規制委員会規則で定めるところにより︑当該廃棄物

ければ︑当該廃棄物詰替施設等の使用をしてはならない︒

文部科学大臣又は登録検査機関の検査を受け︑これに合格した後でな

文部科学省令で定めるところにより︑当該廃棄物詰替施設等について

︵略︶

︵定期検査︶

３

け︑これに合格した後でなければ︑当該廃棄物詰替施設等の使用をし

︵略︶

てはならない︒
３
︵定期検査︶

員会規則で定めるところにより︑政令で定める期間ごとに︑原子力規

登録検査機関の検査を受けなければならない︒

で定めるところにより︑政令で定める期間ごとに︑文部科学大臣又は

第十二条の九 特定許可使用者は︑使用施設等について︑原子力規制委 第十二条の九 特定許可使用者は︑使用施設等について︑文部科学省令

制委員会又は登録検査機関の検査を受けなければならない︒

許可廃棄業者は︑廃棄物詰替施設等︵廃棄物埋設地︵その附属設備

を含む︒以下同じ︒︶である廃棄施設を除く︒︶について︑文部科学

許可廃棄業者は︑廃棄物詰替施設等︵廃棄物埋設地︵その附属設備 ２

を含む︒以下同じ︒︶である廃棄施設を除く︒︶について︑原子力規

省令で定めるところにより︑政令で定める期間ごとに︑文部科学大臣

２

制委員会規則で定めるところにより︑政令で定める期間ごとに︑原子

︵略︶
︵定期確認︶

３

又は登録検査機関の検査を受けなければならない︒

︵略︶

力規制委員会又は登録検査機関の検査を受けなければならない︒
３
︵定期確認︶

期間ごとに︑原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた

ついて︑原子力規制委員会規則で定めるところにより︑政令で定める

期確認機関﹂という︒︶の確認︵以下﹁定期確認﹂という︒︶を受け

に︑文部科学大臣又は文部科学大臣の登録を受けた者︵以下﹁登録定

ついて︑文部科学省令で定めるところにより︑政令で定める期間ごと

第十二条の十 特定許可使用者又は許可廃棄業者は︑次に掲げる事項に 第十二条の十 特定許可使用者又は許可廃棄業者は︑次に掲げる事項に

者︵以下﹁登録定期確認機関﹂という︒︶の確認︵以下﹁定期確認﹂

放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況が測定され︑その結

一 第二十条第一項及び第二項の文部科学省令で定めるところにより

なければならない︒

第二十条第一項及び第二項の原子力規制委員会規則で定めるとこ

という︒︶を受けなければならない︒
一

ろにより放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況が測定さ

れ︑その結果について同条第三項の記録が作成され︑保存されている
こ と︒
第二十五条第一項又は第三項の帳簿が︑それぞれ同条第一項又は

果について同条第三項の記録が作成され︑保存されていること︒

二 第二十五条第一項又は第三項の帳簿が︑それぞれ同条第一項又は

第三項の文部科学省令で定めるところにより記載され︑同条第四項の

二
第三項の原子力規制委員会規則で定めるところにより記載され︑同条

文部科学省令で定めるところにより保存されていること︒

︵使用施設等の基準適合義務︶

第四項の原子力規制委員会規則で定めるところにより保存されてい
ること︒
︵使用施設等の基準適合義務︶

第十三条 ︵略︶

︵略︶
︵使用施設等の基準適合命令︶

３

で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない︒

届出使用者は︑その貯蔵施設の位置︑構造及び設備を原子力規制委 ２ 届出使用者は︑その貯蔵施設の位置︑構造及び設備を文部科学省令

第十三条 ︵略︶
２

員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければなら

︵略︶

ない︒
３
︵使用施設等の基準適合命令︶

許可使用者に対し︑使用施設︑貯蔵施設又は廃棄施設の移転︑修理又

合していないと認めるときは︑その技術上の基準に適合させるため︑

置︑構造又は設備が第六条第一号から第三号までの技術上の基準に適

造を命ずることができる︒

使用者に対し︑使用施設︑貯蔵施設又は廃棄施設の移転︑修理又は改

ていないと認めるときは︑その技術上の基準に適合させるため︑許可

構造又は設備が第六条第一号から第三号までの技術上の基準に適合し

第十四条 原子力規制委員会は︑使用施設︑貯蔵施設又は廃棄施設の位 第十四条 文部科学大臣は︑使用施設︑貯蔵施設又は廃棄施設の位置︑

は改造を命ずることができる︒

術上の基準に適合していないと認めるときは︑その技術上の基準に適

文部科学大臣は︑貯蔵施設の位置︑構造又は設備が前条第二項の技

の技術上の基準に適合していないと認めるときは︑その技術上の基準

合させるため︑届出使用者に対し︑貯蔵施設の移転︑修理又は改造を

原子力規制委員会は︑貯蔵施設の位置︑構造又は設備が前条第二項 ２

に適合させるため︑届出使用者に対し︑貯蔵施設の移転︑修理又は改

命ずることができる︒

２

造を命ずることができる︒

ため︑許可廃棄業者に対し︑廃棄物詰替施設︑廃棄物貯蔵施設又は廃

準に適合していないと認めるときは︑その技術上の基準に適合させる

設の位置︑構造又は設備が第七条第一号から第三号までの技術上の基

の移転︑修理又は改造を命ずることができる︒

許可廃棄業者に対し︑廃棄物詰替施設︑廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設

適合していないと認めるときは︑その技術上の基準に適合させるため︑

位置︑構造又は設備が第七条第一号から第三号までの技術上の基準に

原子力規制委員会は︑廃棄物詰替施設︑廃棄物貯蔵施設又は廃棄施 ３ 文部科学大臣は︑廃棄物詰替施設︑廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設の

棄施設の移転︑修理又は改造を命ずることができる︒

︵使用の基準︶

３

︵使用の基準︶

第十五条 許可使用者及び届出使用者︵以下﹁許可届出使用者﹂という︒︶第十五条 許可使用者及び届出使用者︵以下﹁許可届出使用者﹂という︒︶

原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防

に必要な措置を講じなければならない︒

文部科学省令で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のため

は︑放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合においては︑ は︑放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合においては︑

止のために必要な措置を講じなければならない︒

関する措置が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは︑

届出使用者に対し︑使用の方法の変更その他放射線障害の防止のため

る措置が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは︑許可

文部科学大臣は︑放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に関す

許可届出使用者に対し︑使用の方法の変更その他放射線障害の防止の

に必要な措置を命ずることができる︒

原子力規制委員会は︑放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に ２

ために必要な措置を命ずることができる︒

︵保管の基準等︶

２

︵保管の基準等︶

十九条の二まで及び第三十条の二において同じ︒︶は︑放射性同位元

︵以下﹁許可取消等廃棄業者﹂という︒︶を含む︒同項︑次条から第

可廃棄業者︵第三十条第六号から第八号までのいずれかに該当する者

次条から第十九条の二まで及び第三十条の二において同じ︒︶及び許

に該当する者︵以下﹁許可取消等使用者﹂という︒︶を含む︒次項︑

素又は放射性同位元素によつて汚染された物を保管する場合において

十九条の二まで及び第三十条の二において同じ︒︶は︑放射性同位元

︵以下﹁許可取消等廃棄業者﹂という︒︶を含む︒同項︑次条から第

可廃棄業者︵第三十条第六号から第八号までのいずれかに該当する者

次条から第十九条の二まで及び第三十条の二において同じ︒︶及び許

に該当する者︵以下﹁許可取消等使用者﹂という︒︶を含む︒次項︑

第十六条 許可届出使用者︵第三十条第六号から第八号までのいずれか 第十六条 許可届出使用者︵第三十条第六号から第八号までのいずれか

素又は放射性同位元素によつて汚染された物を保管する場合において

の防止のために必要な措置を講じなければならない︒

は︑原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害

ために必要な措置を講じなければならない︒

は︑文部科学省令で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止の

汚染された物の保管に関する措置が前項の技術上の基準に適合してい

と認めるときは︑許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し︑保管の方

された物の保管に関する措置が前項の技術上の基準に適合していない

原子力規制委員会は︑放射性同位元素又は放射性同位元素によつて ２ 文部科学大臣は︑放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染

ないと認めるときは︑許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し︑保管

法の変更その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることが

２

の方法の変更その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずるこ

︵略︶
︵運搬の基準︶

３

できる︒

︵略︶

とができる︒
３
︵運搬の基準︶

る場合においては︑原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従

廃棄施設を設置した廃棄事業所をいう︒以下同じ︒︶において運搬す

業所︑許可廃棄業者にあつては廃棄物詰替施設︑廃棄物貯蔵施設又は

者にあつては使用施設︑貯蔵施設又は廃棄施設を設置した工場又は事

射性同位元素によつて汚染された物を工場又は事業所︵許可届出使用

線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない︒

る場合においては︑文部科学省令で定める技術上の基準に従つて放射

廃棄施設を設置した廃棄事業所をいう︒以下同じ︒︶において運搬す

業所︑許可廃棄業者にあつては廃棄物詰替施設︑廃棄物貯蔵施設又は

者にあつては使用施設︑貯蔵施設又は廃棄施設を設置した工場又は事

射性同位元素によつて汚染された物を工場又は事業所︵許可届出使用

第十七条 許可届出使用者及び許可廃棄業者は︑放射性同位元素又は放 第十七条 許可届出使用者及び許可廃棄業者は︑放射性同位元素又は放

つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない︒

廃棄業者に対し︑運搬の停止その他放射線障害の防止のために必要な

上の基準に適合していないと認めるときは︑許可届出使用者又は許可

射性同位元素によつて汚染された物の運搬に関する措置が同項の技術

を命ずることができる︒

業者に対し︑運搬の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置

基準に適合していないと認めるときは︑許可届出使用者又は許可廃棄

同位元素によつて汚染された物の運搬に関する措置が同項の技術上の

前項の場合において︑原子力規制委員会は︑放射性同位元素又は放 ２ 前項の場合において︑文部科学大臣は︑放射性同位元素又は放射性

措置を命ずることができる︒

︵運搬に関する確認等︶

２

︵運搬に関する確認等︶

る技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じ

ついては︑運搬する物についての措置を除き︑国土交通省令︶で定め

則︵鉄道︑軌道︑索道︑無軌条電車︑自動車及び軽車両による運搬に

空機により運搬する場合を除く︒︶においては︑原子力規制委員会規

染された物を工場又は事業所の外において運搬する場合︵船舶又は航

者等﹂という︒︶は︑放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚

業者並びにこれらの者から運搬を委託された者︵以下﹁許可届出使用

らない︒

基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければな

運搬する物についての措置を除き︑国土交通省令︶で定める技術上の

軌道︑索道︑無軌条電車︑自動車及び軽車両による運搬については︑

空機により運搬する場合を除く︒︶においては︑文部科学省令︵鉄道︑

染された物を工場又は事業所の外において運搬する場合︵船舶又は航

者等﹂という︒︶は︑放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚

業者並びにこれらの者から運搬を委託された者︵以下﹁許可届出使用

第十八条 許可届出使用者︑届出販売業者︑届出賃貸業者及び許可廃棄 第十八条 許可届出使用者︑届出販売業者︑届出賃貸業者及び許可廃棄

なければならない︒

汚染された物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合とし

前項の場合において︑放射性同位元素又は放射性同位元素によつて ２ 前項の場合において︑放射性同位元素又は放射性同位元素によつて

汚染された物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合とし

て政令で定める場合に該当するときは︑許可届出使用者等は︑その運

２

て政令で定める場合に該当するときは︑許可届出使用者等は︑その運

の登録を受けた者︵以下﹁登録運搬物確認機関﹂という︒︶又は原子

器を用いて運搬する物についての措置にあつては︑原子力規制委員会

搬に関する措置にあつては原子力規制委員会︵次項の承認を受けた容

交通大臣︶の確認︵以下﹁運搬方法確認﹂という︒︶を︑その他の運

登録を受けた者︵以下﹁登録運搬方法確認機関﹂という︒︶又は国土

該措置のうち国土交通省令で定めるものにあつては︑国土交通大臣の

︵運搬する物についての措置を除く︒︶にあつては国土交通大臣︵当

軌道︑索道︑無軌条電車︑自動車及び軽車両による運搬に関する措置

の確認︵以下﹁運搬物確認﹂という︒︶を受けなければならない︒

受けた者︵以下﹁登録運搬物確認機関﹂という︒︶又は文部科学大臣︶

用いて運搬する物についての措置にあつては︑文部科学大臣の登録を

搬に関する措置にあつては文部科学大臣︵次項の承認を受けた容器を

交通大臣︶の確認︵以下﹁運搬方法確認﹂という︒︶を︑その他の運

登録を受けた者︵以下﹁登録運搬方法確認機関﹂という︒︶又は国土

該措置のうち国土交通省令で定めるものにあつては︑国土交通大臣の

︵運搬する物についての措置を除く︒︶にあつては国土交通大臣︵当

軌道︑索道︑無軌条電車︑自動車及び軽車両による運搬に関する措置

搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて︑鉄道︑ 搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて︑鉄道︑

力規制委員会︶の確認︵以下﹁運搬物確認﹂という︒︶を受けなけれ

ばならない︒

力規制委員会規則で定めるところにより︑原子力規制委員会の承認を

できる︒この場合において︑文部科学大臣の承認を受けた容器につい

科学省令で定めるところにより︑文部科学大臣の承認を受けることが

許可届出使用者等は︑運搬に使う容器について︑あらかじめ︑文部

受けることができる︒この場合において︑原子力規制委員会の承認を

ては︑第一項の技術上の基準のうち容器に関する基準は︑満たされた

許可届出使用者等は︑運搬に使う容器について︑あらかじめ︑原子 ３

受けた容器については︑第一項の技術上の基準のうち容器に関する基

ものとする︒

３

準は︑満たされたものとする︒

同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の運搬に関する措

第一項の場合において︑文部科学大臣又は国土交通大臣は︑放射性

射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の運搬に関す

置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは︑許可届出

第一項の場合において︑原子力規制委員会又は国土交通大臣は︑放 ４

る措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは︑許可

使用者等に対し︑運搬の停止その他放射線障害の防止のために必要な

４

届出使用者等に対し︑運搬の停止その他放射線障害の防止のために必

措置を命ずることができる︒

︵廃棄の基準等︶

５〜 ︵略︶

要な措置を命ずることができる︒
５〜 ︵略︶
︵廃棄の基準等︶

る場合においては︑原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従

射性同位元素によつて汚染された物を工場又は事業所において廃棄す

線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない︒

る場合においては︑文部科学省令で定める技術上の基準に従つて放射

射性同位元素によつて汚染された物を工場又は事業所において廃棄す

第十九条 許可届出使用者及び許可廃棄業者は︑放射性同位元素又は放 第十九条 許可届出使用者及び許可廃棄業者は︑放射性同位元素又は放

つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない︒

位元素によつて汚染された物を工場又は事業所の外において廃棄する

許可届出使用者及び許可廃棄業者は︑放射性同位元素又は放射性同 ２ 許可届出使用者及び許可廃棄業者は︑放射性同位元素又は放射性同

位元素によつて汚染された物を工場又は事業所の外において廃棄する

場合においては︑文部科学省令で定める技術上の基準に従つて放射線

２

場合においては︑原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つ

障害の防止のために必要な措置を講じなければならない︒

原子力規制委員会は︑放射性同位元素又は放射性同位元素によつて ３ 文部科学大臣は︑放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染

て放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない︒
３

棄の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることが

いないと認めるときは︑許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し︑廃

汚染された物の廃棄に関する措置が前二項の技術上の基準に適合して

る︒

停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができ

いと認めるときは︑許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し︑廃棄の

された物の廃棄に関する措置が前二項の技術上の基準に適合していな

︵廃棄に関する確認︶

４・５ ︵略︶

で き る︒
４・５ ︵略︶
︵廃棄に関する確認︶

条第二項の技術上の基準に適合することについて︑原子力規制委員会

して政令で定める場合に該当するときは︑その廃棄に関する措置が前

て汚染された物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合と

て廃棄する場合において︑放射性同位元素又は放射性同位元素によつ

は放射性同位元素によつて汚染された物を工場又は事業所の外におい

めるところにより︑文部科学大臣の確認を受けなければならない︒

条第二項の技術上の基準に適合することについて︑文部科学省令で定

して政令で定める場合に該当するときは︑その廃棄に関する措置が前

て汚染された物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合と

て廃棄する場合において︑放射性同位元素又は放射性同位元素によつ

は放射性同位元素によつて汚染された物を工場又は事業所の外におい

第十九条の二 許可届出使用者及び許可廃棄業者は︑放射性同位元素又 第十九条の二 許可届出使用者及び許可廃棄業者は︑放射性同位元素又

規則で定めるところにより︑原子力規制委員会の確認を受けなければ
ならない︒

埋設において講ずる措置が前条第一項の技術上の基準に適合すること

について︑文部科学省令で定めるところにより︑文部科学大臣又は文

埋設において講ずる措置が前条第一項の技術上の基準に適合すること

廃棄物埋設をしようとする許可廃棄業者は︑その都度︑当該廃棄物 ２ 廃棄物埋設をしようとする許可廃棄業者は︑その都度︑当該廃棄物

について︑原子力規制委員会規則で定めるところにより︑原子力規制

部科学大臣の登録を受けた者︵以下﹁登録埋設確認機関﹂という︒︶

２

委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者︵以下﹁登録埋設確認

の確認︵以下﹁埋設確認﹂という︒︶を受けなければならない︒

︵測定︶

機関﹂という︒︶の確認︵以下﹁埋設確認﹂という︒︶を受けなけれ
ばならない︒
︵測定︶

第二十条 許可届出使用者及び許可廃棄業者は︑原子力規制委員会規則 第二十条 許可届出使用者及び許可廃棄業者は︑文部科学省令で定める

射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定しなければなら

で定めるところにより︑放射線障害のおそれのある場所について︑放

及び放射性同位元素による汚染の状況を測定しなければならない︒

ところにより︑放射線障害のおそれのある場所について︑放射線の量

ない︒

るところにより︑使用施設︑廃棄物詰替施設︑貯蔵施設︑廃棄物貯蔵

廃棄施設に立ち入つた者について︑その者の受けた放射線の量及び放

により︑使用施設︑廃棄物詰替施設︑貯蔵施設︑廃棄物貯蔵施設又は

許可届出使用者及び許可廃棄業者は︑原子力規制委員会規則で定め ２ 許可届出使用者及び許可廃棄業者は︑文部科学省令で定めるところ

施設又は廃棄施設に立ち入つた者について︑その者の受けた放射線の

射性同位元素による汚染の状況を測定しなければならない︒

２

量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定しなければならない︒

記録の作成︑保存その他の文部科学省令で定める措置を講じなければ

許可届出使用者及び許可廃棄業者は︑前二項の測定の結果について ３ 許可届出使用者及び許可廃棄業者は︑前二項の測定の結果について

記録の作成︑保存その他の原子力規制委員会規則で定める措置を講じ

ならない︒

３

なければならない︒

︵放射線障害予防規程︶

販売する者を除く︒以下この条において同じ︒︶︑届出賃貸業者︵表

許可届出使用者︑届出販売業者︵表示付認証機器等のみを 第二十一条 許可届出使用者︑届出販売業者︵表示付認証機器等のみを

︵放射線障害予防規程︶
第二十一条

販売する者を除く︒以下この条において同じ︒︶︑届出賃貸業者︵表

若しくは放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄の業を開始する

の使用︑放射性同位元素の販売若しくは賃貸の業又は放射性同位元素

規則で定めるところにより︑放射性同位元素若しくは放射線発生装置

及び許可廃棄業者は︑放射線障害を防止するため︑原子力規制委員会

射線障害予防規程を作成し︑文部科学大臣に届け出なければならない︒

放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄の業を開始する前に︑放

放射性同位元素の販売若しくは賃貸の業又は放射性同位元素若しくは

めるところにより︑放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用︑

及び許可廃棄業者は︑放射線障害を防止するため︑文部科学省令で定

示付認証機器等のみを賃貸する者を除く︒以下この条において同じ︒︶ 示付認証機器等のみを賃貸する者を除く︒以下この条において同じ︒︶

前に︑放射線障害予防規程を作成し︑原子力規制委員会に届け出なけ

ときは︑許可届出使用者︑届出販売業者︑届出賃貸業者又は許可廃棄

原子力規制委員会は︑放射線障害を防止するために必要があると認 ２ 文部科学大臣は︑放射線障害を防止するために必要があると認める

ればならない︒
２

めるときは︑許可届出使用者︑届出販売業者︑届出賃貸業者又は許可

廃棄業者に対し︑放射線障害予防規程の変更を命ずることができる︒

業者に対し︑放射線障害予防規程の変更を命ずることができる︒

放射線障害予防規程を変更したときは︑変更の日から三十日以内に︑

許可届出使用者︑届出販売業者︑届出賃貸業者及び許可廃棄業者は︑３ 許可届出使用者︑届出販売業者︑届出賃貸業者及び許可廃棄業者は︑

放射線障害予防規程を変更したときは︑変更の日から三十日以内に︑

文部科学大臣に届け出なければならない︒

３

原子力規制委員会に届け出なければならない︒

︵教育訓練︶

許可届出使用者及び許可廃棄業者は︑使用施設︑廃棄物詰 第二十二条 許可届出使用者及び許可廃棄業者は︑使用施設︑廃棄物詰

︵教育訓練︶
第二十二条

訓練を施さなければならない︒

周知その他を図るほか︑放射線障害を防止するために必要な教育及び

原子力規制委員会規則で定めるところにより︑放射線障害予防規程の

︵健康診断︶

さなければならない︒

他を図るほか︑放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練を施

文部科学省令で定めるところにより︑放射線障害予防規程の周知その

替施設︑貯蔵施設︑廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者に対し︑ 替施設︑貯蔵施設︑廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者に対し︑

︵健康診断︶

則で定めるところにより︑使用施設︑廃棄物詰替施設︑貯蔵施設︑廃

施設又は廃棄施設に立ち入る者に対し︑健康診断を行わなければなら

るところにより︑使用施設︑廃棄物詰替施設︑貯蔵施設︑廃棄物貯蔵

許可届出使用者及び許可廃棄業者は︑原子力規制委員会規 第二十三条 許可届出使用者及び許可廃棄業者は︑文部科学省令で定め

棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者に対し︑健康診断を行わなけ

ない︒

第二十三条

ればならない︒

て記録の作成︑保存その他の文部科学省令で定める措置を講じなけれ

許可届出使用者及び許可廃棄業者は︑前項の健康診断の結果につい

て記録の作成︑保存その他の原子力規制委員会規則で定める措置を講

ばならない︒

許可届出使用者及び許可廃棄業者は︑前項の健康診断の結果につい ２

じなければならない︒

︵放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置︶

２

︵放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置︶

許可届出使用者︵表示付認証機器使用者を含む︒︶︑届出

販売業者︑届出賃貸業者及び許可廃棄業者は︑文部科学省令で定める

許可届出使用者︵表示付認証機器使用者を含む︒︶︑届出 第二十四条

販売業者︑届出賃貸業者及び許可廃棄業者は︑原子力規制委員会規則

ところにより︑放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対

第二十四条

で定めるところにより︑放射線障害を受けた者又は受けたおそれのあ

︵記帳義務︶

ばならない︒

又は廃棄施設への立入りの制限その他保健上必要な措置を講じなけれ

る者に対し︑使用施設︑廃棄物詰替施設︑貯蔵施設︑廃棄物貯蔵施設

︵記帳義務︶

い︒

施設への立入りの制限その他保健上必要な措置を講じなければならな

し︑使用施設︑廃棄物詰替施設︑貯蔵施設︑廃棄物貯蔵施設又は廃棄

帳簿を備え︑次の事項を記載しなければならない︒

許可届出使用者は︑原子力規制委員会規則で定めるところ 第二十五条 許可届出使用者は︑文部科学省令で定めるところにより︑

により︑帳簿を備え︑次の事項を記載しなければならない︒

一〜四 ︵略︶

第二十五条

一〜四 ︵略︶

ところにより︑帳簿を備え︑放射性同位元素の販売︑賃貸︑保管又は

する事項並びに前項第三号及び第四号に掲げる事項を記載しなければ

より︑帳簿を備え︑放射性同位元素の販売︑賃貸︑保管又は廃棄に関

届出販売業者及び届出賃貸業者は︑原子力規制委員会規則で定める ２ 届出販売業者及び届出賃貸業者は︑文部科学省令で定めるところに

廃棄に関する事項並びに前項第三号及び第四号に掲げる事項を記載し

ならない︒

２

なければならない︒

許可廃棄業者は︑文部科学省令で定めるところにより︑帳簿を備え︑

放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の保管又は

許可廃棄業者は︑原子力規制委員会規則で定めるところにより︑帳 ３

簿を備え︑放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物

廃棄に関する事項及び第一項第四号に掲げる事項を記載しなければな

３

の保管又は廃棄に関する事項及び第一項第四号に掲げる事項を記載し

らない︒

前三項の帳簿は︑文部科学省令で定めるところにより︑保存しなけ

なければならない︒

前三項の帳簿は︑原子力規制委員会規則で定めるところにより︑保 ４

ればならない︒

４
存しなければならない︒

︵表示付認証機器等の使用等に係る特例︶
第二十五条の二 ︵略︶

︵表示付認証機器等の使用等に係る特例︶
第二十五条の二 ︵略︶

う場合における第十八条の規定の適用については︑同条第一項中﹁︵船

許可届出使用者等が表示付認証機器等の認証条件に従つた運搬を行 ２ 許可届出使用者等が表示付認証機器等の認証条件に従つた運搬を行

う場合における第十八条の規定の適用については︑同条第一項中﹁︵船

舶又は航空機により運搬する場合を除く︒︶﹂とあるのは﹁︵鉄道︑

２

舶又は航空機により運搬する場合を除く︒︶﹂とあるのは﹁︵鉄道︑

において︑同条第三項の規定は︑適用しない︒

会又は国土交通大臣﹂とあるのは﹁国土交通大臣﹂とする︒この場合

下﹁運搬方法確認﹂という︒︶﹂と︑同条第四項中﹁原子力規制委員

下﹁登録運搬方法確認機関﹂という︒︶又は国土交通大臣︶の確認︵以

交通省令で定めるものにあつては︑国土交通大臣の登録を受けた者︵以

︵以下﹁運搬物確認﹂という︒︶﹂とあるのは﹁国土交通大臣︵国土

下﹁登録運搬物確認機関﹂という︒︶又は原子力規制委員会︶の確認

についての措置にあつては︑原子力規制委員会の登録を受けた者︵以

ては原子力規制委員会︵次項の承認を受けた容器を用いて運搬する物

下﹁運搬方法確認﹂という︒︶を︑その他の運搬に関する措置にあつ

下﹁登録運搬方法確認機関﹂という︒︶又は国土交通大臣︶の確認︵以

通省令で定めるものにあつては︑国土交通大臣の登録を受けた者︵以

ての措置を除く︒︶にあつては国土交通大臣︵当該措置のうち国土交

電車︑自動車及び軽車両による運搬に関する措置︵運搬する物につい

する物についての措置を除く︒︶﹂と︑﹁鉄道︑軌道︑索道︑無軌条

﹁その運搬に関する措置﹂とあるのは﹁その運搬に関する措置︵運搬

要な措置︵運搬する物についての措置を除く︒︶﹂と︑同条第二項中

土交通省令で定める技術上の基準﹂と︑﹁必要な措置﹂とあるのは﹁必

措置を除き︑国土交通省令︶で定める技術上の基準﹂とあるのは﹁国

車︑自動車及び軽車両による運搬については︑運搬する物についての

る︒︶﹂と︑﹁原子力規制委員会規則︵鉄道︑軌道︑索道︑無軌条電

軌道︑索道︑無軌条電車︑自動車及び軽車両により運搬する場合に限

規定は︑適用しない︒

あるのは﹁国土交通大臣﹂とする︒この場合において︑同条第三項の

という︒︶﹂と︑同条第四項中﹁文部科学大臣又は国土交通大臣﹂と

認機関﹂という︒︶又は国土交通大臣︶の確認︵以下﹁運搬方法確認﹂

にあつては︑国土交通大臣の登録を受けた者︵以下﹁登録運搬方法確

という︒︶﹂とあるのは﹁国土交通大臣︵国土交通省令で定めるもの

確認機関﹂という︒︶又は文部科学大臣︶の確認︵以下﹁運搬物確認﹂

措置にあつては︑文部科学大臣の登録を受けた者︵以下﹁登録運搬物

部科学大臣︵次項の承認を受けた容器を用いて運搬する物についての

搬方法確認﹂という︒︶を︑その他の運搬に関する措置にあつては文

録運搬方法確認機関﹂という︒︶又は国土交通大臣︶の確認︵以下﹁運

で定めるものにあつては︑国土交通大臣の登録を受けた者︵以下﹁登

置を除く︒︶にあつては国土交通大臣︵当該措置のうち国土交通省令

自動車及び軽車両による運搬に関する措置︵運搬する物についての措

についての措置を除く︒︶﹂と︑﹁鉄道︑軌道︑索道︑無軌条電車︑

運搬に関する措置﹂とあるのは﹁その運搬に関する措置︵運搬する物

置︵運搬する物についての措置を除く︒︶﹂と︑同条第二項中﹁その

令で定める技術上の基準﹂と︑﹁必要な措置﹂とあるのは﹁必要な措

き︑国土交通省令︶で定める技術上の基準﹂とあるのは﹁国土交通省

車及び軽車両による運搬については︑運搬する物についての措置を除

る︒︶﹂と︑﹁文部科学省令︵鉄道︑軌道︑索道︑無軌条電車︑自動

軌道︑索道︑無軌条電車︑自動車及び軽車両により運搬する場合に限

３〜５ ︵略︶
︵許可の取消し等︶

３〜５ ︵略︶
︵許可の取消し等︶

は放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄の停止を命ずることが

位元素若しくは放射線発生装置の使用若しくは放射性同位元素若しく

の二第一項の許可を取り消し︑又は一年以内の期間を定めて放射性同

各号のいずれかに該当する場合は︑第三条第一項本文若しくは第四条

る︒

射性同位元素によつて汚染された物の廃棄の停止を命ずることができ

素若しくは放射線発生装置の使用若しくは放射性同位元素若しくは放

第一項の許可を取り消し︑又は一年以内の期間を定めて放射性同位元

のいずれかに該当する場合は︑第三条第一項本文若しくは第四条の二

原子力規制委員会は︑許可使用者又は許可廃棄業者が次の 第二十六条 文部科学大臣は︑許可使用者又は許可廃棄業者が次の各号

できる︒

一〜十四 ︵略︶

第二十六条

一〜十四 ︵略︶

射性同位元素の使用︑販売又は賃貸の停止を命ずることができる︒

が次の各号のいずれかに該当する場合は︑一年以内の期間を定めて放

一〜十 ︵略︶

同位元素の使用︑販売又は賃貸の停止を命ずることができる︒

の各号のいずれかに該当する場合は︑一年以内の期間を定めて放射性

原子力規制委員会は︑届出使用者︑届出販売業者又は届出賃貸業者 ２ 文部科学大臣は︑届出使用者︑届出販売業者又は届出賃貸業者が次

一〜十 ︵略︶

︵合併等︶

２

︵合併等︶

力規制委員会の認可を受けたときは︑合併後存続する法人若しくは合

承継させる場合に限る︒︶において︑当該合併又は分割について原子

物又は当該許可に係る放射線発生装置並びに使用施設等を一体として

係るすべての放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された

者である法人が存続するときを除く︒︶又は分割の場合︵当該許可に

る法人と許可使用者でない法人とが合併する場合において︑許可使用

より設立された法人又は分割により当該放射性同位元素及び放射性同

科学大臣の認可を受けたときは︑合併後存続する法人若しくは合併に

承継させる場合に限る︒︶において︑当該合併又は分割について文部

物又は当該許可に係る放射線発生装置並びに使用施設等を一体として

係るすべての放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された

者である法人が存続するときを除く︒︶又は分割の場合︵当該許可に

る法人と許可使用者でない法人とが合併する場合において︑許可使用

第二十六条の二 許可使用者である法人の合併の場合︵許可使用者であ 第二十六条の二 許可使用者である法人の合併の場合︵許可使用者であ

併により設立された法人又は分割により当該放射性同位元素及び放射

施設等を一体として承継した法人は︑許可使用者の地位を承継する︒

性同位元素によつて汚染された物若しくは放射線発生装置並びに使用

等を一体として承継した法人は︑許可使用者の地位を承継する︒

位元素によつて汚染された物若しくは放射線発生装置並びに使用施設

は︑合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割

て︑当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたとき

びに廃棄物詰替施設等を一体として承継させる場合に限る︒︶におい

すべての放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物並

ある法人が存続するときを除く︒︶又は分割の場合︵当該許可に係る

許可廃棄業者でない法人とが合併する場合において︑許可廃棄業者で

り当該放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物並び

合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割によ

て︑当該合併又は分割について文部科学大臣の認可を受けたときは︑

びに廃棄物詰替施設等を一体として承継させる場合に限る︒︶におい

すべての放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物並

ある法人が存続するときを除く︒︶又は分割の場合︵当該許可に係る

許可廃棄業者でない法人とが合併する場合において︑許可廃棄業者で

許可廃棄業者である法人の合併の場合︵許可廃棄業者である法人と ２ 許可廃棄業者である法人の合併の場合︵許可廃棄業者である法人と

により当該放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物

に廃棄物詰替施設等を一体として承継した法人は︑許可廃棄業者の地

２

並びに廃棄物詰替施設等を一体として承継した法人は︑許可廃棄業者

位を承継する︒
３〜７ ︵略︶

の地位を承継する︒
３〜７ ︵略︶

使用者︑届出販売業者又は届出賃貸業者の地位を承継した法人は︑承

継の日から三十日以内に︑文部科学省令で定めるところにより︑その

使用者︑届出販売業者又は届出賃貸業者の地位を承継した法人は︑承

第四項から前項までの規定により届出使用者︑表示付認証機器届出 ８ 第四項から前項までの規定により届出使用者︑表示付認証機器届出

継の日から三十日以内に︑原子力規制委員会規則で定めるところによ

旨を文部科学大臣に届け出なければならない︒

８

り︑その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない︒

︵許可廃棄業者の相続︶
第二十六条の三 ︵略︶

︵許可廃棄業者の相続︶
第二十六条の三 ︵略︶

前項の規定により許可廃棄業者の地位を承継した相続人は︑相続の

日から三十日以内に︑文部科学省令で定めるところにより︑その旨を

前項の規定により許可廃棄業者の地位を承継した相続人は︑相続の ２

日から三十日以内に︑原子力規制委員会規則で定めるところにより︑

文部科学大臣に届け出なければならない︒

２

その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない︒

︵廃棄物埋設地の譲受け等︶

︵廃棄物埋設地の譲受け等︶

の設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての廃棄物

詰替施設等を譲り受けようとする者は︑政令で定めるところにより︑

の設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての廃棄物

第二十六条の四 許可廃棄業者︵廃棄物埋設を行う者に限る︒︶からそ 第二十六条の四 許可廃棄業者︵廃棄物埋設を行う者に限る︒︶からそ

詰替施設等を譲り受けようとする者は︑政令で定めるところにより︑

文部科学大臣の許可を受けなければならない︒

︵使用の廃止等の届出︶

２・３ ︵略︶

原子力規制委員会の許可を受けなければならない︒
２・３ ︵略︶
︵使用の廃止等の届出︶

べての使用を廃止したとき︑又は届出販売業者︑届出賃貸業者若しく

その許可又は届出に係る放射性同位元素若しくは放射線発生装置のす

︵表示付認証機器届出使用者を含む︒以下この条において同じ︒︶が

は許可廃棄業者がその業を廃止したときは︑その許可届出使用者︑届

べての使用を廃止したとき︑又は届出販売業者︑届出賃貸業者若しく

その許可又は届出に係る放射性同位元素若しくは放射線発生装置のす

︵表示付認証機器届出使用者を含む︒以下この条において同じ︒︶が

第二十六条第一項に規定する場合を除き︑許可届出使用者

は許可廃棄業者がその業を廃止したときは︑その許可届出使用者︑届

出販売業者︑届出賃貸業者又は許可廃棄業者は︑文部科学省令で定め

第二十六条第一項に規定する場合を除き︑許可届出使用者 第二十七条

出販売業者︑届出賃貸業者又は許可廃棄業者は︑原子力規制委員会規

るところにより︑その旨を文部科学大臣に届け出なければならない︒

第二十七条

則で定めるところにより︑その旨を原子力規制委員会に届け出なけれ
ばならない︒

︵略︶

２

者が死亡し︑又は法人である許可届出使用者︑届出販売業者︑届出賃

︵略︶

者が死亡し︑又は法人である許可届出使用者︑届出販売業者︑届出賃

貸業者若しくは許可廃棄業者が解散した場合において︑第二十六条の

２

貸業者若しくは許可廃棄業者が解散した場合において︑第二十六条の

二第一項︑第二項若しくは第四項から第七項まで又は第二十六条の三

許可届出使用者︑届出販売業者︑届出賃貸業者若しくは許可廃棄業

二第一項︑第二項若しくは第四項から第七項まで又は第二十六条の三

第一項の規定による承継がなかつたときは︑その相続人若しくは相続

許可届出使用者︑届出販売業者︑届出賃貸業者若しくは許可廃棄業 ３

第一項の規定による承継がなかつたときは︑その相続人若しくは相続

人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人︑破算管財人若しくは

３

人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人︑破算管財人若しくは

︵許可の取消し︑使用の廃止等に伴う措置︶

なければならない︒

員会規則で定めるところにより︑その旨を原子力規制委員会に届け出

合併後存続し︑若しくは合併により設立された法人は︑原子力規制委

︵許可の取消し︑使用の廃止等に伴う措置︶

ない︒

で定めるところにより︑その旨を文部科学大臣に届け出なければなら

合併後存続し︑若しくは合併により設立された法人は︑文部科学省令

ころにより︑その所有する放射性同位元素を許可届出使用者︑届出販

り届出をしなければならない者は︑原子力規制委員会規則で定めると

用者若しくは許可廃棄業者又は前条第一項若しくは第三項の規定によ

届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡し︑放射性同位元素によ

り︑その所有する放射性同位元素を許可届出使用者︑届出販売業者︑

り届出をしなければならない者は︑文部科学省令で定めるところによ

用者若しくは許可廃棄業者又は前条第一項若しくは第三項の規定によ

第二十六条第一項の規定により許可を取り消された許可使

売業者︑届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡し︑放射性同位

る汚染を除去し︑又は放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつ

第二十六条第一項の規定により許可を取り消された許可使 第二十八条

元素による汚染を除去し︑又は放射性同位元素若しくは放射性同位元

て汚染された物を廃棄する等の措置を講じなければならない︒

第二十八条

素によつて汚染された物を廃棄する等の措置を講じなければならな
い︒

は法人である許可届出使用者︑届出販売業者︑届出賃貸業者若しくは

届出販売業者︑届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が死亡し︑若しく

くは販売︑賃貸若しくは廃棄の業を廃止した日又は許可届出使用者︑

許可を取り消された日若しくは放射性同位元素の使用を廃止し︑若し

棄業者が解散した日からそれぞれ三十日以内に︑同項の規定により講

である許可届出使用者︑届出販売業者︑届出賃貸業者若しくは許可廃

売業者︑届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が死亡し︑若しくは法人

売︑賃貸若しくは廃棄の業を廃止した日又は許可届出使用者︑届出販

取り消された日若しくは放射性同位元素の使用を廃止し︑若しくは販

前項に規定する者は︑原子力規制委員会規則で定めるところにより︑２ 前項に規定する者は︑文部科学省令で定めるところにより︑許可を

許可廃棄業者が解散した日からそれぞれ三十日以内に︑同項の規定に

じた措置を文部科学大臣に報告しなければならない︒

２

より講じた措置を原子力規制委員会に報告しなければならない︒

文部科学大臣は︑第一項に規定する者の講じた措置が適切でないと

認めるときは︑同項に規定する者に対し︑放射線障害を防止するため

原子力規制委員会は︑第一項に規定する者の講じた措置が適切でな ３

いと認めるときは︑同項に規定する者に対し︑放射線障害を防止する

に必要な措置を講ずることを命ずることができる︒

３

ために必要な措置を講ずることを命ずることができる︒

︵略︶

︵譲渡し︑譲受け等の制限︶
第二十九条
一〜五 ︵略︶

︵譲渡し︑譲受け等の制限︶
第二十九条 ︵略︶
一〜五 ︵略︶

第二十六条第一項の規定により許可を取り消された許可使用者又

は許可廃棄業者がその許可を取り消された日に所有していた放射性

六

は許可廃棄業者がその許可を取り消された日に所有していた放射性

同位元素を︑文部科学省令で定めるところにより︑許可届出使用者︑

第二十六条第一項の規定により許可を取り消された許可使用者又

同位元素を︑原子力規制委員会規則で定めるところにより︑許可届出

届出販売業者︑届出賃貸業者又は許可廃棄業者に譲り渡す場合

六

使用者︑届出販売業者︑届出賃貸業者又は許可廃棄業者に譲り渡す場
合

射性同位元素の使用又は販売︑賃貸若しくは廃棄の業を廃止した日に

第二十七条第一項の規定により届出をしなければならない者が放

射性同位元素の使用又は販売︑賃貸若しくは廃棄の業を廃止した日に

所有していた放射性同位元素を︑文部科学省令で定めるところによ

七

所有していた放射性同位元素を︑原子力規制委員会規則で定めるとこ

り︑許可届出使用者︑届出販売業者︑届出賃貸業者又は許可廃棄業者

第二十七条第一項の規定により届出をしなければならない者が放

ろにより︑許可届出使用者︑届出販売業者︑届出賃貸業者又は許可廃

に譲り渡す場合

七

棄業者に譲り渡す場合

が死亡し︑又は法人である許可届出使用者︑届出販売業者︑届出賃貸

許可届出使用者︑届出販売業者︑届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者

業者若しくは許可廃棄業者が解散した日にその許可届出使用者︑届出

が死亡し︑又は法人である許可届出使用者︑届出販売業者︑届出賃貸

許可届出使用者︑届出販売業者︑届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者

八 第二十七条第三項の規定により届出をしなければならない者が︑

業者若しくは許可廃棄業者が解散した日にその許可届出使用者︑届出

販売業者︑届出賃貸業者又は許可廃棄業者が所有していた放射性同位

第二十七条第三項の規定により届出をしなければならない者が︑

販売業者︑届出賃貸業者又は許可廃棄業者が所有していた放射性同位

元素を︑文部科学省令で定めるところにより︑許可届出使用者︑届出

八

元素を︑原子力規制委員会規則で定めるところにより︑許可届出使用

︵所持の制限︶

販売業者︑届出賃貸業者又は許可廃棄業者に譲り渡す場合

︵所持の制限︶

第三十条 ︵略︶

者︑届出販売業者︑届出賃貸業者又は許可廃棄業者に譲り渡す場合

第三十条 ︵略︶

一〜五 ︵略︶

第二十六条第一項の規定により許可を取り消された許可使用者又

一〜五 ︵略︶
六

は許可廃棄業者がその許可を取り消された日に所持していた放射性

第二十六条第一項の規定により許可を取り消された許可使用者又

は許可廃棄業者がその許可を取り消された日に所持していた放射性

同位元素を︑文部科学省令で定めるところにより︑所持する場合

六

同位元素を︑原子力規制委員会規則で定めるところにより︑所持する
場合

七 第二十七条第一項の規定により届出をしなければならない者が放

射性同位元素の使用又は廃棄の業を廃止した日に所持していた放射

第二十七条第一項の規定により届出をしなければならない者が放

射性同位元素の使用又は廃棄の業を廃止した日に所持していた放射

性同位元素を︑文部科学省令で定めるところにより︑所持する場合

七

性同位元素を︑原子力規制委員会規則で定めるところにより︑所持す
る場合

八 第二十七条第三項の規定により届出をしなければならない者が︑

許可届出使用者若しくは許可廃棄業者が死亡し︑又は法人である許可

第二十七条第三項の規定により届出をしなければならない者が︑

許可届出使用者若しくは許可廃棄業者が死亡し︑又は法人である許可

届出使用者若しくは許可廃棄業者が解散した日に許可届出使用者又

八

届出使用者若しくは許可廃棄業者が解散した日に許可届出使用者又

は許可廃棄業者が所持していた放射性同位元素を︑文部科学省令で定

九・十 ︵略︶

は許可廃棄業者が所持していた放射性同位元素を︑原子力規制委員会

九・十 ︵略︶

︵取扱いの制限︶

めるところにより︑所持する場合

︵取扱いの制限︶

第三十一条 ︵略︶

規則で定めるところにより︑所持する場合

︵略︶

︵略︶

二 心身の障害により放射線障害の防止のために必要な措置を適切に

一

第三十一条
一

心身の障害により放射線障害の防止のために必要な措置を適切に

︵略︶

二

︵略︶

講ずることができない者として文部科学省令で定めるもの

︵略︶

前二項の規定は︑保健師助産師看護師法︵昭和二十三年法律第二百

講ずることができない者として原子力規制委員会規則で定めるもの
２

前二項の規定は︑保健師助産師看護師法︵昭和二十三年法律第二百 ３

２

３

︵危険時の措置︶

定める者については︑適用しない︒

三号︶により免許を受けた准看護師その他の原子力規制委員会規則で

︵危険時の措置︶

については︑適用しない︒

三号︶により免許を受けた准看護師その他の文部科学省令で定める者

された物の工場又は事業所の外における運搬︵船舶又は航空機による

力規制委員会規則︵放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染

がある場合又は放射線障害が発生した場合においては︑直ちに︑原子

地震︑火災その他の災害が起こつたことにより︑放射線障害のおそれ

は放射性同位元素によつて汚染された物又は放射線発生装置に関し︑

む︒︶に係る場合にあつては︑文部科学省令又は国土交通省令︒第三

の工場又は事業所の外における運搬︵船舶又は航空機による運搬を含

科学省令︵放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物

がある場合又は放射線障害が発生した場合においては︑直ちに︑文部

地震︑火災その他の災害が起こつたことにより︑放射線障害のおそれ

は放射性同位元素によつて汚染された物又は放射線発生装置に関し︑

許可届出使用者等は︑その所持する放射性同位元素若しく 第三十三条 許可届出使用者等は︑その所持する放射性同位元素若しく

運搬を含む︒︶に係る場合にあつては︑原子力規制委員会規則又は国

項において同じ︒︶で定めるところにより︑応急の措置を講じなけれ

第三十三条

土交通省令︒第三項において同じ︒︶で定めるところにより︑応急の

ばならない︒
︵略︶

措置を講じなければならない︒
︵略︶

２

２

科学省令で定めるところにより︑遅滞なく︑その旨を文部科学大臣︵放

許可届出使用者等は︑第一項の事態が生じた場合においては︑文部

力規制委員会規則で定めるところにより︑遅滞なく︑その旨を原子力

射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の工場又は事

許可届出使用者等は︑第一項の事態が生じた場合においては︑原子 ３

規制委員会︵放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された

業所の外における運搬︵船舶又は航空機による運搬を含む︒︶に係る

３

物の工場又は事業所の外における運搬︵船舶又は航空機による運搬を

に届け出なければならない︒

含む︒︶に係る場合にあつては︑原子力規制委員会又は国土交通大臣︒ 場合にあつては︑文部科学大臣又は国土交通大臣︒次項において同じ︒︶
次項において同じ︒︶に届け出なければならない︒

め緊急の必要があると認めるときは︑同項に規定する者に対し︑放射

原子力規制委員会は︑第一項の場合において︑放射線障害を防止す ４ 文部科学大臣は︑第一項の場合において︑放射線障害を防止するた

るため緊急の必要があると認めるときは︑同項に規定する者に対し︑

性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の所在場所の変

４

放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の所在場所

るために必要な措置を講ずることを命ずることができる︒

の変更︑放射性同位元素による汚染の除去その他放射線障害を防止す

めに必要な措置を講ずることを命ずることができる︒

更︑放射性同位元素による汚染の除去その他放射線障害を防止するた

一〜三 ︵略︶

第三十四条 ︵略︶

︵放射線取扱主任者︶

︵略︶

︵放射線取扱主任者︶
第三十四条
一〜三 ︵略︶

放射線取扱主任者を選任したときは︑文部科学省令で定めるところに

許可届出使用者︑届出販売業者︑届出賃貸業者及び許可廃棄業者は︑２ 許可届出使用者︑届出販売業者︑届出賃貸業者及び許可廃棄業者は︑

放射線取扱主任者を選任したときは︑原子力規制委員会規則で定める

より︑選任した日から三十日以内に︑その旨を文部科学大臣に届け出

２

ところにより︑選任した日から三十日以内に︑その旨を原子力規制委

第三十五条 ︵略︶

︵放射線取扱主任者免状︶

員会に届け出なければならない︒これを解任したときも︑同様とする︒ なければならない︒これを解任したときも︑同様とする︒

︵略︶

︵放射線取扱主任者免状︶
第三十五条

登録を受けた者︵以下﹁登録試験機関﹂という︒︶の行う第一種放射

第一種放射線取扱主任者免状は︑原子力規制委員会又は原子力規制 ２ 第一種放射線取扱主任者免状は︑文部科学大臣又は文部科学大臣の

委員会の登録を受けた者︵以下﹁登録試験機関﹂という︒︶の行う第

線取扱主任者試験に合格し︑かつ︑文部科学大臣又は文部科学大臣の

２

一種放射線取扱主任者試験に合格し︑かつ︑原子力規制委員会又は原

放射線取扱主任者講習を修了した者に対し︑文部科学大臣が交付する︒

子力規制委員会の登録を受けた者︵以下﹁登録資格講習機関﹂という︒︶ 登録を受けた者︵以下﹁登録資格講習機関﹂という︒︶の行う第一種
の行う第一種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し︑原子力規制
委員会が交付する︒

行う第二種放射線取扱主任者試験に合格し︑かつ︑文部科学大臣又は

第二種放射線取扱主任者免状は︑原子力規制委員会又は登録試験機 ３ 第二種放射線取扱主任者免状は︑文部科学大臣又は登録試験機関の

関の行う第二種放射線取扱主任者試験に合格し︑かつ︑原子力規制委

登録資格講習機関の行う第二種放射線取扱主任者講習を修了した者に

３

員会又は登録資格講習機関の行う第二種放射線取扱主任者講習を修了

対し︑文部科学大臣が交付する︒

第三種放射線取扱主任者免状は︑原子力規制委員会又は登録資格講 ４ 第三種放射線取扱主任者免状は︑文部科学大臣又は登録資格講習機

した者に対し︑原子力規制委員会が交付する︒
４

力規制委員会が交付する︒

習機関の行う第三種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し︑原子
大臣が交付する︒

関の行う第三種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し︑文部科学

原子力規制委員会は︑次の各号のいずれかに該当する者に対しては︑５ 文部科学大臣は︑次の各号のいずれかに該当する者に対しては︑放

射線取扱主任者免状の交付を行わないことができる︒

５
放射線取扱主任者免状の交付を行わないことができる︒

一・二 ︵略︶

文部科学大臣は︑放射線取扱主任者免状の交付を受けた者がこの法

一・二 ︵略︶
原子力規制委員会は︑放射線取扱主任者免状の交付を受けた者がこ ６

律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは︑その放射線取

６
の法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは︑その放射

扱主任者免状の返納を命ずることができる︒
７・８ ︵略︶

線取扱主任者免状の返納を命ずることができる︒
７・８ ︵略︶

再交付及び返納に関する手続その他放射線取扱主任者免状に関し必要

格講習の受講手続その他の実施細目︑放射線取扱主任者免状の交付︑

な事項は︑文部科学省令で定める︒

再交付及び返納に関する手続その他放射線取扱主任者免状に関し必要

格講習の受講手続その他の実施細目︑放射線取扱主任者免状の交付︑

前二項に定めるもののほか︑試験の受験手続その他の実施細目︑資 ９ 前二項に定めるもののほか︑試験の受験手続その他の実施細目︑資

な事項は︑原子力規制委員会規則で定める︒

︵定期講習︶

９

︵定期講習︶

員会の登録を受けた者︵以下﹁登録定期講習機関﹂という︒︶が行う

主任者に︑原子力規制委員会規則で定める期間ごとに︑原子力規制委

可廃棄業者のうち原子力規制委員会規則で定めるものは︑放射線取扱

向上を図るための講習︵以下﹁定期講習﹂という︒︶を受けさせなけ

下﹁登録定期講習機関﹂という︒︶が行う放射線取扱主任者の資質の

文部科学省令で定める期間ごとに︑文部科学大臣の登録を受けた者︵以

可廃棄業者のうち文部科学省令で定めるものは︑放射線取扱主任者に︑

第三十六条の二 許可届出使用者︑届出販売業者︑届出賃貸業者及び許 第三十六条の二 許可届出使用者︑届出販売業者︑届出賃貸業者及び許

放射線取扱主任者の資質の向上を図るための講習︵以下﹁定期講習﹂

︵略︶

ればならない︒

︵略︶

前項に定めるもののほか︑定期講習の受講手続その他の実施細目は︑

という︒︶を受けさせなければならない︒
２

前項に定めるもののほか︑定期講習の受講手続その他の実施細目は︑３

２

３

︵研修の指示︶

原子力規制委員会規則で定める︒
︵研修の指示︶

文部科学省令で定める︒

があると認めるときは︑許可届出使用者︑届出販売業者︑届出賃貸業

は許可廃棄業者に対し︑期間を定めて︑放射線取扱主任者に文部科学

ると認めるときは︑許可届出使用者︑届出販売業者︑届出賃貸業者又

第三十六条の三 原子力規制委員会は︑放射線障害の防止のために必要 第三十六条の三 文部科学大臣は︑放射線障害の防止のために必要があ

者又は許可廃棄業者に対し︑期間を定めて︑放射線取扱主任者に原子

大臣の行う研修を受けさせるよう指示することができる︒
︵略︶

力規制委員会の行う研修を受けさせるよう指示することができる︒
︵略︶

２

２

前二項に定めるもののほか︑研修の課目その他研修について必要な
事項は︑文部科学省令で定める︒

前二項に定めるもののほか︑研修の課目その他研修について必要な ３

事項は︑原子力規制委員会規則で定める︒

︵放射線取扱主任者の代理者︶

３

︵放射線取扱主任者の代理者︶

射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物を廃棄し

い期間中放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用をし︑又は放

務を行うことができない場合において︑その職務を行うことができな

棄業者は︑放射線取扱主任者が旅行︑疾病その他の事故によりその職

ようとするときは︑その職務を代行させるため︑文部科学省令で定め

射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物を廃棄し

い期間中放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用をし︑又は放

務を行うことができない場合において︑その職務を行うことができな

棄業者は︑放射線取扱主任者が旅行︑疾病その他の事故によりその職

許可届出使用者︑届出販売業者︑届出賃貸業者及び許可廃

ようとするときは︑その職務を代行させるため︑原子力規制委員会規

るところにより︑放射線取扱主任者の代理者を選任しなければならな

許可届出使用者︑届出販売業者︑届出賃貸業者及び許可廃 第三十七条

則で定めるところにより︑放射線取扱主任者の代理者を選任しなけれ

い︒

第三十七条

ばならない︒

︵略︶

︵略︶

２

２

放射線取扱主任者の代理者を選任したときは︑文部科学省令で定める

許可届出使用者︑届出販売業者︑届出賃貸業者及び許可廃棄業者は︑３ 許可届出使用者︑届出販売業者︑届出賃貸業者及び許可廃棄業者は︑

放射線取扱主任者の代理者を選任したときは︑原子力規制委員会規則

場合を除き︑選任した日から三十日以内に︑その旨を文部科学大臣に

３

で定める場合を除き︑選任した日から三十日以内に︑その旨を原子力

規制委員会に届け出なければならない︒これを解任したときも︑同様

︵略︶

とする︒
４
︵解任命令︶

届け出なければならない︒これを解任したときも︑同様とする︒

４ ︵略︶
︵解任命令︶

出使用者︑届出販売業者︑届出賃貸業者又は許可廃棄業者に対し︑放

この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは︑許可届

線取扱主任者又はその代理者の解任を命ずることができる︒

使用者︑届出販売業者︑届出賃貸業者又は許可廃棄業者に対し︑放射

の法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは︑許可届出

原子力規制委員会は︑放射線取扱主任者又はその代理者が︑第三十八条 文部科学大臣は︑放射線取扱主任者又はその代理者が︑こ

射線取扱主任者又はその代理者の解任を命ずることができる︒

︵欠格条項︶

第三十八条

︵欠格条項︶

該当するときは︑登録をしてはならない︒

︵次条において﹁登録申請者﹂という︒︶が︑次の各号のいずれかに

一〜三 ︵略︶

するときは︑登録をしてはならない︒

条において﹁登録申請者﹂という︒︶が︑次の各号のいずれかに該当

第四十条 原子力規制委員会は︑前条の規定により登録の申請をした者 第四十条 文部科学大臣は︑前条の規定により登録の申請をした者︵次

一〜三 ︵略︶

︵登録の要件等︶

文部科学大臣は︑登録申請者が次に掲げる要件のすべてに

︵登録の要件等︶

原子力規制委員会は︑登録申請者が次に掲げる要件のすべ 第四十一条

適合しているときは︑その登録をしなければならない︒この場合にお

第四十一条

てに適合しているときは︑その登録をしなければならない︒この場合

いて︑登録に関して必要な手続は︑文部科学省令で定める︒

︵略︶

五 前各号に掲げるもののほか︑文部科学省令で定める事項

一〜四 ︵略︶

２

一〜四 ︵略︶

において︑登録に関して必要な手続は︑原子力規制委員会規則で定め
る︒

︵略︶

一〜四 ︵略︶
２

前各号に掲げるもののほか︑原子力規制委員会規則で定める事項

一〜四 ︵略︶
五

︵設計認証等のための審査の義務等︶
第四十一条の三 ︵略︶

︵設計認証等のための審査の義務等︶
第四十一条の三 ︵略︶

準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法により設

のための審査を行わなければならない︒

準に適合する方法その他文部科学省令で定める方法により設計認証等

登録認証機関は︑公正に︑かつ︑第十二条の三第一項の技術上の基 ２ 登録認証機関は︑公正に︑かつ︑第十二条の三第一項の技術上の基

計認証等のための審査を行わなければならない︒

︵登録事項の変更の届出︶

２

︵登録事項の変更の届出︶

二週間前までに︑原子力規制委員会に届け出なければならない︒

までに掲げる事項を変更しようとするときは︑変更しようとする日の

︵設計認証業務規程︶

二週間前までに︑文部科学大臣に届け出なければならない︒

までに掲げる事項を変更しようとするときは︑変更しようとする日の

第四十一条の四 登録認証機関は︑第四十一条第二項第二号から第五号 第四十一条の四 登録認証機関は︑第四十一条第二項第二号から第五号

︵設計認証業務規程︶

力規制委員会の認可を受けなければならない︒これを変更しようとす

計認証業務規程﹂という︒︶を定め︑設計認証業務の開始前に︑原子

きも︑同様とする︒

科学大臣の認可を受けなければならない︒これを変更しようとすると

計認証業務規程﹂という︒︶を定め︑設計認証業務の開始前に︑文部

第四十一条の五 登録認証機関は︑設計認証業務に関する規程︵以下﹁設 第四十一条の五 登録認証機関は︑設計認証業務に関する規程︵以下﹁設

るときも︑同様とする︒

めの審査の信頼性を確保するための措置︑設計認証等のための審査に

設計認証業務規程には︑設計認証業務の実施方法︑設計認証等のた

めの審査の信頼性を確保するための措置︑設計認証等のための審査に

関する料金その他の文部科学省令で定める事項を定めておかなければ

設計認証業務規程には︑設計認証業務の実施方法︑設計認証等のた ２

関する料金その他の原子力規制委員会規則で定める事項を定めておか

ならない︒

２

なければならない︒

認証等のための審査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは︑

認証機関に対し︑その設計認証業務規程を変更すべきことを命ずるこ

等のための審査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは︑登録

原子力規制委員会は︑第一項の認可をした設計認証業務規程が設計 ３ 文部科学大臣は︑第一項の認可をした設計認証業務規程が設計認証

登録認証機関に対し︑その設計認証業務規程を変更すべきことを命ず

とができる︒

３

ることができる︒

︵業務の休廃止︶

︵業務の休廃止︶

︵財務諸表等の備付け及び閲覧等︶

設計認証業務の全部又は一部を休止し︑又は廃止してはならない︒

第四十一条の六 登録認証機関は︑原子力規制委員会の許可を受けなけ 第四十一条の六 登録認証機関は︑文部科学大臣の許可を受けなければ︑
れば︑設計認証業務の全部又は一部を休止し︑又は廃止してはならな
い︒
︵財務諸表等の備付け及び閲覧等︶

該電磁的記録を含む︒次項及び第五十八条において﹁財務諸表等﹂と

う︒以下この条において同じ︒︶の作成がされている場合における当

る記録であつて︑電子計算機による情報処理の用に供されるものをい

式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られ

に事業報告書︵その作成に代えて電磁的記録︵電子的方式︑磁気的方

事業年度の財産目録︑貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並び

いう︒︶を作成し︑文部科学大臣に提出するとともに︑五年間事務所

該電磁的記録を含む︒次項及び第五十八条において﹁財務諸表等﹂と

う︒以下この条において同じ︒︶の作成がされている場合における当

る記録であつて︑電子計算機による情報処理の用に供されるものをい

式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られ

に事業報告書︵その作成に代えて電磁的記録︵電子的方式︑磁気的方

事業年度の財産目録︑貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並び

第四十一条の七 登録認証機関は︑毎事業年度経過後三月以内に︑その 第四十一条の七 登録認証機関は︑毎事業年度経過後三月以内に︑その

いう︒︶を作成し︑原子力規制委員会に提出するとともに︑五年間事

︵略︶
一・二 ︵略︶

２

に備えて置かなければならない︒

︵略︶

務所に備えて置かなければならない︒
２
一・二 ︵略︶

三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは︑当該電

磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは︑当該電

磁的記録に記録された事項を原子力規制委員会規則で定める方法に

したものの閲覧又は謄写の請求

三

より表示したものの閲覧又は謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて文部科

学省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて原子力

規制委員会規則で定めるものにより提供することの請求又は当該事

した書面の交付の請求

四

項を記載した書面の交付の請求

︵設計認証員等︶

︵設計認証員等︶

以内に︑原子力規制委員会にその旨を届け出なければならない︒これ

下﹁設計認証員等﹂という︒︶を選任したときは︑その日から十五日

更したときも︑同様とする︒

以内に︑文部科学大臣にその旨を届け出なければならない︒これを変

下﹁設計認証員等﹂という︒︶を選任したときは︑その日から十五日

第四十一条の八 登録認証機関は︑設計認証員又は主任設計認証員︵以 第四十一条の八 登録認証機関は︑設計認証員又は主任設計認証員︵以

を変更したときも︑同様とする︒

令若しくは処分若しくは設計認証業務規程に違反する行為をしたと

原子力規制委員会は︑設計認証員等が︑この法律︑この法律に基づ ２ 文部科学大臣は︑設計認証員等が︑この法律︑この法律に基づく命

く命令若しくは処分若しくは設計認証業務規程に違反する行為をした

き︑又は設計認証業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは︑

２

とき︑又は設計認証業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたとき

登録認証機関に対し︑当該設計認証員等の解任を命ずることができる︒

︵略︶
︵適合命令︶

３

は︑登録認証機関に対し︑当該設計認証員等の解任を命ずることがで

︵略︶

き る︒
３
︵適合命令︶

を命ずることができる︒

機関に対し︑これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきこと

項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは︑その登録認証

︵改善命令︶

ずることができる︒

に対し︑これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命

号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは︑その登録認証機関

第四十一条の十 原子力規制委員会は︑登録認証機関が第四十一条第一 第四十一条の十 文部科学大臣は︑登録認証機関が第四十一条第一項各

︵改善命令︶

三の規定に違反していると認めるときは︑その登録認証機関に対し︑

の規定に従つて設計認証業務を行うべきこと又は設計認証等のための

規定に違反していると認めるときは︑その登録認証機関に対し︑同条

文部科学大臣は︑登録認証機関が第四十一条の三の

同条の規定に従つて設計認証業務を行うべきこと又は設計認証等のた

審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきこ

原子力規制委員会は︑登録認証機関が第四十一条の 第四十一条の十一

めの審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべ

とを命ずることができる︒

第四十一条の十一

きことを命ずることができる︒

︵登録の取消し等︶

︵登録の取消し等︶

ずれかに該当するときは︑その登録を取り消し︑又は期間を定めて設

証業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる︒

かに該当するときは︑その登録を取り消し︑又は期間を定めて設計認

文部科学大臣は︑登録認証機関が次の各号のいずれ

計認証業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる︒

一〜六 ︵略︶

原子力規制委員会は︑登録認証機関が次の各号のい 第四十一条の十二

一〜六 ︵略︶

︵帳簿の記載︶

第四十一条の十二

︵帳簿の記載︶

登録認証機関は︑原子力規制委員会規則で定めると 第四十一条の十三

で定める事項を記載し︑これを保存しなければならない︒

ころにより︑帳簿を備え︑設計認証業務に関し原子力規制委員会規則

︵文部科学大臣による設計認証業務の実施︶

載し︑これを保存しなければならない︒

り︑帳簿を備え︑設計認証業務に関し文部科学省令で定める事項を記

登録認証機関は︑文部科学省令で定めるところによ

第四十一条の十三

︵原子力規制委員会による設計認証業務の実施︶

ときは︑当該登録認証機関が行う設計認証等のための審査を行わない

原子力規制委員会は︑第十二条の二第一項の登録を 第四十一条の十四 文部科学大臣は︑第十二条の二第一項の登録をした

したときは︑当該登録認証機関が行う設計認証等のための審査を行わ

ものとする︒

第四十一条の十四

ないものとする︒

業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき︑登録認証機関が天災そ

二条の二第一項の登録を取り消し︑又は登録認証機関に対し設計認証

休止又は廃止の許可をしたとき︑第四十一条の十二の規定により第十

いとき︑第四十一条の六の規定による設計認証業務の全部又は一部の

の事由により設計認証業務の全部又は一部を実施することが困難とな

の全部若しくは一部の停止を命じたとき︑登録認証機関が天災その他

の二第一項の登録を取り消し︑又は登録認証機関に対し設計認証業務

又は廃止の許可をしたとき︑第四十一条の十二の規定により第十二条

き︑第四十一条の六の規定による設計認証業務の全部又は一部の休止

原子力規制委員会は︑第十二条の二第一項の登録を受けた者がいな ２ 文部科学大臣は︑第十二条の二第一項の登録を受けた者がいないと

の他の事由により設計認証業務の全部又は一部を実施することが困難

つたとき︑その他必要があると認めるときは︑設計認証業務の全部又

２

となつたとき︑その他必要があると認めるときは︑設計認証業務の全

は一部を自ら行うことができる︒

原子力規制委員会が前項の規定により設計認証業務の全部又は一部 ３ 文部科学大臣が前項の規定により設計認証業務の全部又は一部を自

部又は一部を自ら行うことができる︒
３

︵準用︶

ついては︑原子力規制委員会規則で定める︒

を自ら行う場合における設計認証業務の引継ぎその他の必要な事項に

︵準用︶

ては︑文部科学省令で定める︒

ら行う場合における設計認証業務の引継ぎその他の必要な事項につい

二条の八第一項の登録について準用する︒この場合において︑これら

の規定中﹁設計認証員﹂とあるのは﹁検査員﹂と︑﹁設計認証等のた

二条の八第一項の登録について準用する︒この場合において︑これら

第四十条から第四十一条の十四までの規定は︑第十 第四十一条の十六 第四十条から第四十一条の十四までの規定は︑第十

の規定中﹁設計認証員﹂とあるのは﹁検査員﹂と︑﹁設計認証等のた

めの審査﹂とあるのは﹁施設検査等﹂と︑﹁主任設計認証員﹂とある

第四十一条の十六

めの審査﹂とあるのは﹁施設検査等﹂と︑﹁主任設計認証員﹂とある

るほか︑これらの規定に関し必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

方法﹂とあるのは﹁原子力規制委員会規則で定める方法﹂と読み替え

の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める

検査機関登録簿﹂と︑第四十一条の三第二項中﹁第十二条の三第一項

表第五﹂と︑同条第二項中﹁登録認証機関登録簿﹂とあるのは﹁登録

査員等﹂と︑第四十一条第一項第三号中﹁別表第四﹂とあるのは﹁別

程﹂とあるのは﹁検査業務規程﹂と︑﹁設計認証員等﹂とあるのは﹁検

﹁登録認証機関﹂とあるのは﹁登録検査機関﹂と︑﹁設計認証業務規

︵準用︶

規定に関し必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

あるのは﹁文部科学省令で定める方法﹂と読み替えるほか︑これらの

の技術上の基準に適合する方法その他文部科学省令で定める方法﹂と

検査機関登録簿﹂と︑第四十一条の三第二項中﹁第十二条の三第一項

表第五﹂と︑同条第二項中﹁登録認証機関登録簿﹂とあるのは﹁登録

査員等﹂と︑第四十一条第一項第三号中﹁別表第四﹂とあるのは﹁別

程﹂とあるのは﹁検査業務規程﹂と︑﹁設計認証員等﹂とあるのは﹁検

﹁登録認証機関﹂とあるのは﹁登録検査機関﹂と︑﹁設計認証業務規

のは﹁主任検査員﹂と︑﹁設計認証業務﹂とあるのは﹁検査業務﹂と︑ のは﹁主任検査員﹂と︑﹁設計認証業務﹂とあるのは﹁検査業務﹂と︑

︵準用︶

二条の十の登録について準用する︒この場合において︑これらの規定

中﹁設計認証員﹂とあるのは﹁定期確認員﹂と︑﹁設計認証等のため

二条の十の登録について準用する︒この場合において︑これらの規定

第四十条から第四十一条の十四までの規定は︑第十 第四十一条の十八 第四十条から第四十一条の十四までの規定は︑第十

中﹁設計認証員﹂とあるのは﹁定期確認員﹂と︑﹁設計認証等のため

の審査﹂とあるのは﹁定期確認﹂と︑﹁主任設計認証員﹂とあるのは

第四十一条の十八

の審査﹂とあるのは﹁定期確認﹂と︑﹁主任設計認証員﹂とあるのは

﹁主任定期確認員﹂と︑﹁設計認証業務﹂とあるのは﹁定期確認業務﹂ ﹁主任定期確認員﹂と︑﹁設計認証業務﹂とあるのは﹁定期確認業務﹂

とあるのは﹁定期確認員等﹂と︑第四十一条第一項第三号中﹁別表第

証業務規程﹂とあるのは﹁定期確認業務規程﹂と︑﹁設計認証員等﹂

と︑﹁登録認証機関﹂とあるのは﹁登録定期確認機関﹂と︑﹁設計認

とあるのは﹁定期確認員等﹂と︑第四十一条第一項第三号中﹁別表第

証業務規程﹂とあるのは﹁定期確認業務規程﹂と︑﹁設計認証員等﹂

と︑﹁登録認証機関﹂とあるのは﹁登録定期確認機関﹂と︑﹁設計認

えは︑政令で定める︒

める方法﹂と読み替えるほか︑これらの規定に関し必要な技術的読替

制委員会規則で定める方法﹂とあるのは﹁原子力規制委員会規則で定

﹁第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法その他原子力規

とあるのは﹁登録定期確認機関登録簿﹂と︑第四十一条の三第二項中

︵準用︶

る︒

替えるほか︑これらの規定に関し必要な技術的読替えは︑政令で定め

省令で定める方法﹂とあるのは﹁文部科学省令で定める方法﹂と読み

﹁第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法その他文部科学

とあるのは﹁登録定期確認機関登録簿﹂と︑第四十一条の三第二項中

四﹂とあるのは﹁別表第五﹂と︑同条第二項中﹁登録認証機関登録簿﹂ 四﹂とあるのは﹁別表第五﹂と︑同条第二項中﹁登録認証機関登録簿﹂

︵準用︶

認業務規程﹂と︑﹁設計認証員等﹂とあるのは﹁運搬方法確認員等﹂

搬方法確認機関﹂と︑﹁設計認証業務規程﹂とあるのは﹁運搬方法確

のは﹁運搬方法確認業務﹂と︑﹁登録認証機関﹂とあるのは﹁登録運

員﹂とあるのは﹁主任運搬方法確認員﹂と︑﹁設計認証業務﹂とある

証等のための審査﹂とあるのは﹁運搬方法確認﹂と︑﹁主任設計認証

令﹂と︑﹁設計認証員﹂とあるのは﹁運搬方法確認員﹂と︑﹁設計認

土交通大臣﹂と︑﹁原子力規制委員会規則﹂とあるのは﹁国土交通省

の場合において︑これらの規定中﹁原子力規制委員会﹂とあるのは﹁国

八条第二項の登録運搬方法確認機関に係る登録について準用する︒こ

条第一項第三号中﹁別表第四﹂とあるのは﹁別表第六﹂と︑同条第二

と︑﹁設計認証員等﹂とあるのは﹁運搬方法確認員等﹂と︑第四十一

関﹂と︑﹁設計認証業務規程﹂とあるのは﹁運搬方法確認業務規程﹂

法確認業務﹂と︑﹁登録認証機関﹂とあるのは﹁登録運搬方法確認機

は﹁主任運搬方法確認員﹂と︑﹁設計認証業務﹂とあるのは﹁運搬方

審査﹂とあるのは﹁運搬方法確認﹂と︑﹁主任設計認証員﹂とあるの

計認証員﹂とあるのは﹁運搬方法確認員﹂と︑﹁設計認証等のための

交通大臣﹂と︑﹁文部科学省令﹂とあるのは﹁国土交通省令﹂と︑﹁設

の場合において︑これらの規定中﹁文部科学大臣﹂とあるのは﹁国土

八条第二項の登録運搬方法確認機関に係る登録について準用する︒こ

第四十条から第四十一条の十四までの規定は︑第十 第四十一条の二十 第四十条から第四十一条の十四までの規定は︑第十

と︑第四十一条第一項第三号中﹁別表第四﹂とあるのは﹁別表第六﹂

項中﹁登録認証機関登録簿﹂とあるのは﹁登録運搬方法確認機関登録

第四十一条の二十

と︑同条第二項中﹁登録認証機関登録簿﹂とあるのは﹁登録運搬方法

︵準用︶

これらの規定に関し必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

方法﹂とあるのは﹁国土交通省令で定める方法﹂と読み替えるほか︑

の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める

確認機関登録簿﹂と︑第四十一条の三第二項中﹁第十二条の三第一項

︵準用︶

要な技術的読替えは︑政令で定める︒

土交通省令で定める方法﹂と読み替えるほか︑これらの規定に関し必

準に適合する方法その他文部科学省令で定める方法﹂とあるのは﹁国

簿﹂と︑第四十一条の三第二項中﹁第十二条の三第一項の技術上の基

第一項の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で

運搬物確認機関登録簿﹂と︑第四十一条の三第二項中﹁第十二条の三

表第六﹂と︑同条第二項中﹁登録認証機関登録簿﹂とあるのは﹁登録

認員等﹂と︑第四十一条第一項第三号中﹁別表第四﹂とあるのは﹁別

﹁運搬物確認業務規程﹂と︑﹁設計認証員等﹂とあるのは﹁運搬物確

るのは﹁登録運搬物確認機関﹂と︑﹁設計認証業務規程﹂とあるのは

認証業務﹂とあるのは﹁運搬物確認業務﹂と︑﹁登録認証機関﹂とあ

と︑﹁主任設計認証員﹂とあるのは﹁主任運搬物確認員﹂と︑﹁設計

確認員﹂と︑﹁設計認証等のための審査﹂とあるのは﹁運搬物確認﹂

の場合において︑これらの規定中﹁設計認証員﹂とあるのは﹁運搬物

十八条第二項の登録運搬物確認機関に係る登録について準用する︒こ

法﹂とあるのは﹁文部科学省令で定める方法﹂と読み替えるほか︑こ

第一項の技術上の基準に適合する方法その他文部科学省令で定める方

運搬物確認機関登録簿﹂と︑第四十一条の三第二項中﹁第十二条の三

表第六﹂と︑同条第二項中﹁登録認証機関登録簿﹂とあるのは﹁登録

認員等﹂と︑第四十一条第一項第三号中﹁別表第四﹂とあるのは﹁別

﹁運搬物確認業務規程﹂と︑﹁設計認証員等﹂とあるのは﹁運搬物確

るのは﹁登録運搬物確認機関﹂と︑﹁設計認証業務規程﹂とあるのは

認証業務﹂とあるのは﹁運搬物確認業務﹂と︑﹁登録認証機関﹂とあ

と︑﹁主任設計認証員﹂とあるのは﹁主任運搬物確認員﹂と︑﹁設計

確認員﹂と︑﹁設計認証等のための審査﹂とあるのは﹁運搬物確認﹂

の場合において︑これらの規定中﹁設計認証員﹂とあるのは﹁運搬物

十八条第二項の登録運搬物確認機関に係る登録について準用する︒こ

第四十一条の二十二 第四十条から第四十一条の十四までの規定は︑第 第四十一条の二十二 第四十条から第四十一条の十四までの規定は︑第

定める方法﹂とあるのは﹁原子力規制委員会規則で定める方法﹂と読

れらの規定に関し必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

︵準用︶

み替えるほか︑これらの規定に関し必要な技術的読替えは︑政令で定
める︒
︵準用︶

第四十一条の二十四 第四十条から第四十一条の十四までの規定は︑第 第四十一条の二十四 第四十条から第四十一条の十四までの規定は︑第

あるのは﹁主任埋設確認員﹂と︑﹁設計認証業務﹂とあるのは﹁埋設

等のための審査﹂とあるのは﹁埋設確認﹂と︑﹁主任設計認証員﹂と

らの規定中﹁設計認証員﹂とあるのは﹁埋設確認員﹂と︑﹁設計認証

十九条の二第二項の登録について準用する︒この場合において︑これ

あるのは﹁主任埋設確認員﹂と︑﹁設計認証業務﹂とあるのは﹁埋設

等のための審査﹂とあるのは﹁埋設確認﹂と︑﹁主任設計認証員﹂と

らの規定中﹁設計認証員﹂とあるのは﹁埋設確認員﹂と︑﹁設計認証

十九条の二第二項の登録について準用する︒この場合において︑これ

技術的読替えは︑政令で定める︒

会規則で定める方法﹂と読み替えるほか︑これらの規定に関し必要な

他原子力規制委員会規則で定める方法﹂とあるのは﹁原子力規制委員

三第二項中﹁第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法その

関登録簿﹂とあるのは﹁登録埋設確認機関登録簿﹂と︑第四十一条の

﹁別表第四﹂とあるのは﹁別表第七﹂と︑同条第二項中﹁登録認証機

証員等﹂とあるのは﹁埋設確認員等﹂と︑第四十一条第一項第三号中

﹁設計認証業務規程﹂とあるのは﹁埋設確認業務規程﹂と︑﹁設計認

︵登録の要件等︶

政令で定める︒

法﹂と読み替えるほか︑これらの規定に関し必要な技術的読替えは︑

他文部科学省令で定める方法﹂とあるのは﹁文部科学省令で定める方

三第二項中﹁第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法その

関登録簿﹂とあるのは﹁登録埋設確認機関登録簿﹂と︑第四十一条の

﹁別表第四﹂とあるのは﹁別表第七﹂と︑同条第二項中﹁登録認証機

証員等﹂とあるのは﹁埋設確認員等﹂と︑第四十一条第一項第三号中

﹁設計認証業務規程﹂とあるのは﹁埋設確認業務規程﹂と︑﹁設計認

確認業務﹂と︑﹁登録認証機関﹂とあるのは﹁登録埋設確認機関﹂と︑ 確認業務﹂と︑﹁登録認証機関﹂とあるのは﹁登録埋設確認機関﹂と︑

︵登録の要件等︶

件のすべてに適合しているときは︑その登録をしなければならない︒

場合において︑登録に関して必要な手続は︑文部科学省令で定める︒

すべてに適合しているときは︑その登録をしなければならない︒この

第四十一条の二十六 原子力規制委員会は︑登録申請者が次に掲げる要 第四十一条の二十六 文部科学大臣は︑登録申請者が次に掲げる要件の

この場合において︑登録に関して必要な手続は︑原子力規制委員会規

一〜四 ︵略︶

︵信頼性の確保︶

一〜四 ︵略︶

則で定める︒

︵信頼性の確保︶

秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む︒︶に関する文

第四十一条の二十七 登録試験機関は︑試験業務の管理︵試験に関する 第四十一条の二十七 登録試験機関は︑試験業務の管理︵試験に関する
秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む︒︶に関する文

書の作成その他の原子力規制委員会規則で定める試験業務の信頼性の

書の作成その他の文部科学省令で定める試験業務の信頼性の確保のた

︵登録の要件等︶

２ ︵略︶

めの措置を講じなければならない︒

︵略︶

確保のための措置を講じなければならない︒
２
︵登録の要件等︶

文部科学大臣は︑登録申請者が次に掲げる要件のす

べてに適合しているときは︑その登録をしなければならない︒この場

原子力規制委員会は︑登録申請者が次に掲げる要件 第四十一条の三十

のすべてに適合しているときは︑その登録をしなければならない︒こ

合において︑登録に関して必要な手続は︑文部科学省令で定める︒

第四十一条の三十

の場合において︑登録に関して必要な手続は︑原子力規制委員会規則

一〜三 ︵略︶

︵登録の要件等︶

一〜三 ︵略︶

で定める︒

︵登録の要件等︶

件のすべてに適合しているときは︑その登録をしなければならない︒

場合において︑登録に関して必要な手続は︑文部科学省令で定める︒

すべてに適合しているときは︑その登録をしなければならない︒この

第四十一条の三十四 原子力規制委員会は︑登録申請者が次に掲げる要 第四十一条の三十四 文部科学大臣は︑登録申請者が次に掲げる要件の

この場合において︑登録に関して必要な手続は︑原子力規制委員会規

一〜三 ︵略︶

︵定期講習業務規程︶

一〜三 ︵略︶

則で定める︒

︵定期講習業務規程︶

︵次項において﹁定期講習業務規程﹂という︒︶を定め︑定期講習業

務の開始前に︑文部科学大臣に届け出なければならない︒これを変更

︵次項において﹁定期講習業務規程﹂という︒︶を定め︑定期講習業

第四十一条の三十六 登録定期講習機関は︑定期講習業務に関する規程 第四十一条の三十六 登録定期講習機関は︑定期講習業務に関する規程

務の開始前に︑原子力規制委員会に届け出なければならない︒これを

しようとするときも︑同様とする︒

る料金その他文部科学省令で定める事項を定めておかなければならな

定期講習業務規程には︑定期講習業務の実施方法︑定期講習に関す ２ 定期講習業務規程には︑定期講習業務の実施方法︑定期講習に関す

変更しようとするときも︑同様とする︒
２

る料金その他原子力規制委員会規則で定める事項を定めておかなけれ

︵業務の休廃止︶

ばならない︒
︵業務の休廃止︶

い︒

出なければならない︒

定めるところにより︑あらかじめ︑その旨を原子力規制委員会に届け

部を休止し︑又は廃止しようとするときは︑原子力規制委員会規則で

︵報告徴収︶

らない︒

ころにより︑あらかじめ︑その旨を文部科学大臣に届け出なければな

部を休止し︑又は廃止しようとするときは︑文部科学省令で定めると

第四十一条の三十七 登録定期講習機関は︑定期講習業務の全部又は一 第四十一条の三十七 登録定期講習機関は︑定期講習業務の全部又は一

︵報告徴収︶

会にあつては第十八条第六項の規定︶の施行に必要な限度で︑原子力

第四項並びに第三十三条第一項及び第四項の規定︑都道府県公安委員

は︑この法律︵国土交通大臣にあつては第十八条第一項︑第二項及び

令︑国土交通省令又は内閣府令で定めるところにより︑許可届出使用

あつては第十八条第六項の規定︶の施行に必要な限度で︑文部科学省

項並びに第三十三条第一項及び第四項の規定︑都道府県公安委員会に

この法律︵国土交通大臣にあつては第十八条第一項︑第二項及び第四

文部科学大臣︑国土交通大臣又は都道府県公安委員会は︑

規制委員会規則︑国土交通省令又は内閣府令で定めるところにより︑

者︵表示付認証機器届出使用者を含む︒︶︑届出販売業者︑届出賃貸

原子力規制委員会︑国土交通大臣又は都道府県公安委員会 第四十二条

許可届出使用者︵表示付認証機器届出使用者を含む︒︶︑届出販売業

業者若しくは許可廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者に

第四十二条

者︑届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者又はこれらの者から運搬を委

文部科学大臣又は国土交通大臣は︑この法律の施行に必要な限度で︑

対し︑報告をさせることができる︒

原子力規制委員会又は国土交通大臣は︑この法律の施行に必要な限 ２

託された者に対し︑報告をさせることができる︒
２

確認機関︑登録運搬物確認機関︑登録埋設確認機関︑登録試験機関︑

原子力規制委員会にあつては登録認証機関︑登録検査機関︑登録定期

又は登録定期講習機関に対し︑国土交通大臣にあつては登録運搬方法

搬物確認機関︑登録埋設確認機関︑登録試験機関︑登録資格講習機関

にあつては登録認証機関︑登録検査機関︑登録定期確認機関︑登録運

度で︑原子力規制委員会規則又は国土交通省令で定めるところにより︑ 文部科学省令又は国土交通省令で定めるところにより︑文部科学大臣

登録資格講習機関又は登録定期講習機関に対し︑国土交通大臣にあつ

文部科学大臣は︑前二項の規定による報告の徴収のほか︑第三十条

確認機関に対し︑報告をさせることができる︒

原子力規制委員会は︑前二項の規定による報告の徴収のほか︑第三 ３

ては登録運搬方法確認機関に対し︑報告をさせることができる︒
３

係者に対し︑必要な報告をさせることができる︒

十条の二第一項の規定の施行に必要な限度で︑船舶の船長その他の関

に対し︑必要な報告をさせることができる︒

の二第一項の規定の施行に必要な限度で︑船舶の船長その他の関係者

︵略︶

︵立入検査︶

２

第四十三条 文部科学省に︑放射線検査官を置く︒

︵放射線検査官︶

原子力規制委員会に︑放射線検査官を置く︒

︵放射線検査官︶

︵略︶

第四十三条
２
︵立入検査︶

使用者を含む︒︶︑届出販売業者︑届出賃貸業者若しくは許可廃棄業

員会にあつては警察職員︶に︑許可届出使用者︵表示付認証機器届出

の職員︵原子力規制委員会にあつては放射線検査官︑都道府県公安委

委員会にあつては第十八条第六項の規定︶の施行に必要な限度で︑そ

及び第四項並びに第三十三条第一項及び第四項の規定︑都道府県公安

員会は︑この法律︵国土交通大臣にあつては第十八条第一項︑第二項

れらの者から運搬を委託された者の事務所又は工場若しくは事業所に

含む︒︶︑届出販売業者︑届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者又はこ

つては警察職員︶に︑許可届出使用者︵表示付認証機器届出使用者を

員︵文部科学大臣にあつては放射線検査官︑都道府県公安委員会にあ

会にあつては第十八条第六項の規定︶の施行に必要な限度で︑その職

第四項並びに第三十三条第一項及び第四項の規定︑都道府県公安委員

は︑この法律︵国土交通大臣にあつては第十八条第一項︑第二項及び

第四十三条の二 原子力規制委員会︑国土交通大臣又は都道府県公安委 第四十三条の二 文部科学大臣︑国土交通大臣又は都道府県公安委員会

者又はこれらの者から運搬を委託された者の事務所又は工場若しくは

関係者に質問させ︑又は検査のため必要な最小限度において︑放射性

素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物を収去させることが

に質問させ︑又は検査のため必要な最小限度において︑放射性同位元

事業所に立ち入り︑その者の帳簿︑書類その他必要な物件を検査させ︑ 立ち入り︑その者の帳簿︑書類その他必要な物件を検査させ︑関係者

同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物を収去させる

文部科学大臣は︑前項の規定による立入検査︑質問及び収去のほか︑

できる︒

原子力規制委員会は︑前項の規定による立入検査︑質問及び収去の ２

ことができる︒
２

船舶に立ち入り︑帳簿︑書類その他必要な物件を検査させ︑関係者に

させ︑又は検査のため必要な最小限度において︑放射性同位元素その

に立ち入り︑帳簿︑書類その他必要な物件を検査させ︑関係者に質問

ほか︑第三十条の二第一項の規定の施行に必要な限度で︑その職員に︑ 第三十条の二第一項の規定の施行に必要な限度で︑その職員に︑船舶

質問させ︑又は検査のため必要な最小限度において︑放射性同位元素

その他の必要な試料を収去させることができる︒
３・４ ︵略︶

他の必要な試料を収去させることができる︒
３・４ ︵略︶

機関の︑国土交通大臣にあつては登録運搬方法確認機関の事務所に立

録埋設確認機関︑登録試験機関︑登録資格講習機関又は登録定期講習

証機関︑登録検査機関︑登録定期確認機関︑登録運搬物確認機関︑登

行に必要な限度で︑その職員に︑原子力規制委員会にあつては登録認

これらの機関の帳簿︑書類その他必要な物件を検査させ︑又は関係者

国土交通大臣にあつては登録運搬方法確認機関の事務所に立ち入り︑

認機関︑登録試験機関︑登録資格講習機関又は登録定期講習機関の︑

登録検査機関︑登録定期確認機関︑登録運搬物確認機関︑登録埋設確

必要な限度で︑その職員に︑文部科学大臣にあつては登録認証機関︑

第四十三条の三 原子力規制委員会又は国土交通大臣は︑この法律の施 第四十三条の三 文部科学大臣又は国土交通大臣は︑この法律の施行に

ち入り︑これらの機関の帳簿︑書類その他必要な物件を検査させ︑又

︵略︶
︵聴聞の特例︶

２

に質問させることができる︒

︵略︶

は関係者に質問させることができる︒
２
︵聴聞の特例︶

文部科学大臣は︑第二十六条の規定による使用︑販売︑賃

貸又は廃棄の停止の命令をしようとするときは︑行政手続法︵平成五

原子力規制委員会は︑第二十六条の規定による使用︑販売︑第四十四条

賃貸又は廃棄の停止の命令をしようとするときは︑行政手続法︵平成

年法律第八十八号︶第十三条第一項の規定による意見陳述のための手

第四十四条

五年法律第八十八号︶第十三条第一項の規定による意見陳述のための

続の区分にかかわらず︑聴聞を行わなければならない︒

︵不服申立て等︶

２・３ ︵略︶

手続の区分にかかわらず︑聴聞を行わなければならない︒
２・３ ︵略︶
︵不服申立て等︶

この項及び次項において同じ︒︶の規定による登録認証機関︑登録検

第四十五条 この法律︵第三十五条第二項から第五項までを除く︒以下 第四十五条 この法律︵第三十五条第二項から第五項までを除く︒以下
この項及び次項において同じ︒︶の規定による登録認証機関︑登録検

登録試験機関又は登録資格講習機関の処分に不服がある者は原子力規

大臣に対し︑この法律の規定による登録運搬方法確認機関の処分に不

登録試験機関又は登録資格講習機関の処分に不服がある者は文部科学

査機関︑登録定期確認機関︑登録運搬物確認機関︑登録埋設確認機関︑ 査機関︑登録定期確認機関︑登録運搬物確認機関︑登録埋設確認機関︑

制委員会に対し︑この法律の規定による登録運搬方法確認機関の処分

に不服がある者は国土交通大臣に対し︑行政不服審査法︵昭和三十七

律第百六十号︶による審査請求をすることができる︒

服がある者は国土交通大臣に対し︑行政不服審査法︵昭和三十七年法

︵公示︶

２・３ ︵略︶

年法律第百六十号︶による審査請求をすることができる︒
２・３ ︵略︶
︵公示︶

その旨を官報に公示しなければならない︒

一〜六 ︵略︶

の旨を官報に公示しなければならない︒

第四十五条の二 原子力規制委員会又は国土交通大臣は︑次の場合には︑第四十五条の二 文部科学大臣又は国土交通大臣は︑次の場合には︑そ

一〜六 ︵略︶

方法確認業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき︑又は原

験業務︑資格講習業務若しくは定期講習業務の︑国土交通大臣が運搬

業務︑検査業務︑定期確認業務︑運搬物確認業務︑埋設確認業務︑試

て準用する場合を含む︒︶の規定により原子力規制委員会が設計認証

十一条の二十八︑第四十一条の三十二及び第四十一条の三十八におい

第四十一条の二十︑第四十一条の二十二︑第四十一条の二十四︑第四

臣若しくは国土交通大臣が自ら行つていたこれらの業務を行わない

業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき︑又は文部科学大

資格講習業務若しくは定期講習業務の︑国土交通大臣が運搬方法確認

検査業務︑定期確認業務︑運搬物確認業務︑埋設確認業務︑試験業務︑

て準用する場合を含む︒︶の規定により文部科学大臣が設計認証業務︑

十一条の二十八︑第四十一条の三十二及び第四十一条の三十八におい

第四十一条の二十︑第四十一条の二十二︑第四十一条の二十四︑第四

第四十一条の十四第二項︵第四十一条の十六︑第四十一条の十八︑ 七 第四十一条の十四第二項︵第四十一条の十六︑第四十一条の十八︑

子力規制委員会若しくは国土交通大臣が自ら行つていたこれらの業

こととしたとき︒

七

務を行わないこととしたとき︒

八

︵略︶

八

︵協議︶

︵略︶

︵協議︶

一号から第三号まで︑第十三条第二項︑第二十条︑第二十一条第一項︑

文部科学大臣は︑第六条第一号から第三号まで︑第七条第

条第一号から第三号まで︑第十三条第二項︑第二十条︑第二十一条第

第二十三条及び第二十四条の文部科学省令を制定する場合において

原子力規制委員会は︑第六条第一号から第三号まで︑第七 第四十六条

一項︑第二十三条及び第二十四条の原子力規制委員会規則を制定する

は︑あらかじめ︑関係行政機関の長に協議しなければならない︒

第四十六条

場合においては︑あらかじめ︑関係行政機関の長に協議しなければな

らない︒

第一項の設計認証若しくは同条第二項の特定設計認証をし︑第十二条

項︑第十条第二項若しくは第十一条第二項の許可をし︑第十二条の二

第一項の規定により設計認証等を取り消し︑第十四条の規定により命

項の設計認証若しくは同条第二項の特定設計認証をし︑第十二条の七

第十条第二項若しくは第十一条第二項の許可をし︑第十二条の二第一

︵連絡︶

の七第一項の規定により設計認証等を取り消し︑第十四条の規定によ

令を発し︑第二十六条の規定により処分をし︑又は第三条の二第一項

︵連絡︶

り命令を発し︑第二十六条の規定により処分をし︑又は第三条の二第

本文若しくは第二項若しくは第四条第一項本文若しくは第二項の規定

文部科学大臣は︑第三条第一項本文︑第四条の二第一項︑

一項本文若しくは第二項若しくは第四条第一項本文若しくは第二項の

により届出を受理したときは︑その旨を関係行政機関の長に連絡しな

原子力規制委員会は︑第三条第一項本文︑第四条の二第一 第四十七条

規定により届出を受理したときは︑その旨を関係行政機関の長に連絡

ければならない︒

第四十七条

しなければならない︒

二項若しくは第十一条第二項の許可をし︑第二十六条の規定により処

原子力規制委員会は︑第三条第一項本文︑第四条の二第一項︑第十 ２ 文部科学大臣は︑第三条第一項本文︑第四条の二第一項︑第十条第

条第二項若しくは第十一条第二項の許可をし︑第二十六条の規定によ

分をし︑又は第三条の二第一項本文︑第二項若しくは第三項︑第三条

２

り処分をし︑又は第三条の二第一項本文︑第二項若しくは第三項︑第

保安庁長官又は消防庁長官に連絡しなければならない︒ただし︑第三

り届出を受理したときは︑遅滞なく︑その旨を国家公安委員会︑海上

第十一条第一項若しくは第二十七条第一項若しくは第三項の規定によ

の三の届出又は第二十七条第一項若しくは第三項の届出であつて文部

安庁長官又は消防庁長官に連絡しなければならない︒ただし︑第三条

届出を受理したときは︑遅滞なく︑その旨を国家公安委員会︑海上保

十一条第一項若しくは第二十七条第一項若しくは第三項の規定により

三条の三︑第四条第一項本文︑第二項若しくは第三項︑第十条第一項︑ の三︑第四条第一項本文︑第二項若しくは第三項︑第十条第一項︑第

条の三の届出又は第二十七条第一項若しくは第三項の届出であつて原

厚生労働大臣は︑労働者に対する放射線障害を防止するために特に

第四十八条 ︵略︶

︵労働安全衛生法との関係等︶

子力規制委員会規則で定めるものを受理したときは︑この限りでない︒ 科学省令で定めるものを受理したときは︑この限りでない︒
︵労働安全衛生法との関係等︶
︵略︶

厚生労働大臣は︑労働者に対する放射線障害を防止するために特に ２

第四十八条
２

とができる︒

必要があると認める場合においては︑原子力規制委員会に勧告するこ
できる︒

必要があると認める場合においては︑文部科学大臣に勧告することが

